
●哲学、歴史●（心理学、伝記など）
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

大人の女のキャリア計画 ジョアンナ・バーシュ／著 海と月社 159.4バ
女系図でみる驚きの日本史 大塚ひかり／著 新潮社 210オ
<女帝>の日本史 原武史／著 NHK出版 210.1ハ
最強の女 鹿島茂／著 祥伝社 283.5カ
光明皇后 瀧浪貞子／著 中央公論新社 288.4タ
女が美しい国は戦争をしない 小川智子／著 講談社 289.1メ

●社会科学●（政治、法律、経済、社会（女性学・男性学を含む）、教育など）
書　　名 著　　者 出版者 請求記号

原爆と原発,その先 早川紀代／編 御茶の水書房 319.8ゲ
知らぬは恥だが役に立つ法律知識 萩谷麻衣子／著 小学館 320.4ハ
親権・監護権をめぐる法律と実務 渋谷元宏／著 清文社 324.6シ
日本の無戸籍者 井戸まさえ／著 岩波書店 324.8イ
カップルのための「親愛信託」 松尾陽子／著 日本法令 324.8マ
東アジア家族法における当事者間の合意を考える 稲田龍樹／編著 勁草書房 324.9イ
性暴力と修復的司法 小松原織香／著 成文堂 326.2コ
心の問題と家族の法律相談 森公任／著 日本加除出版 327.4モ
ばっちゃん 伊集院要／著 扶桑社 327.8イ
人生と社会を変える根っこ力 一新塾／編著 一藝社 335.8ジ
働き方改革 個を活かすマネジメント 大久保幸夫／著 日本経済新聞出版社 336.4オ
長時間労働対策の実務 労務行政研究所／編 労務行政 336.4チ
ワーク・ライフ・バランスと経営学 平澤克彦／編著 ミネルヴァ書房 336.4ワ
社会学入門 筒井淳也／著 有斐閣 361ツ
一流の魅せ方 鈴鹿久美子／著 大和書房 361.4ス
ワールド・カフェから始める地域コミュニティづくり 香取一昭／著 学芸出版社 361.7カ
底辺への競争 山田昌弘／著 朝日新聞出版 361.8ヤ
転げ落ちない社会 宮本太郎／編著 勁草書房 364ミ
ブラック職場 笹山尚人／著 光文社 366サ
「働き方改革」の不都合な真実 常見陽平／著 イースト・プレス 366.1ツ
キャリア・マネジメントの未来図 二神枝保／編著 八千代出版 366.2キ
同一労働同一賃金速報ガイド 菊谷寛之／著 労働調査会 366.4キ
男性的なもの/女性的なもの 1 フランソワーズ・エリチエ／著 明石書店 367.1エ
よりよく生き延びる せんだい男女共同参画財団／編 新潮社図書編集室 367.21ヨ
国家がなぜ家族に干渉するのか 本田由紀／編著 青弓社 367.3コ
子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法 ジャンシー・ダン／著 太田出版 367.3ダ
「逃げ恥」にみる結婚の経済学 白河桃子／著 毎日新聞出版 367.4シ
「子どもの貧困」を問いなおす 松本伊智朗／編 法律文化社 367.6コ
LGBTのひろば 大塚隆史／編 日本評論社 367.9エ
江戸の異性装者(クロスドレッサー)たち 長島淳子／著 勉誠出版 367.9ナ
沖縄にみる性暴力と軍事主義 宮城晴美／著 御茶の水書房 368.6オ
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＊ 注目の３冊 ＊

『江戸の異性装者(クロスドレッサー)たち』 長島淳子／著 勉誠出版 （３６７.９ナ）

江戸時代に生きた異性装者やトランスジェンダー、ゲイやレズビアンなど、

同性愛の人々の生きざまを掘り起し、その歴史的位置を考察する。

『あなたも知らない女のカラダ』 船曳美也子／著 講談社 （４９５フ）

生理はなぜ起こるのか？ 出産の適齢期とは？ 基礎体温の正しいよみ方は？

女性が自分自身のカラダについて正しく知るための、オトナの性教育の本。

『自分のことがわかる本』 安部博枝／著 岩波書店 （Ｋ１５９ア）

人材育成に長く携わってきた著者が、若い世代が前向きにキャリアをデザイン

していくための方法を紹介する。
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障がいのある人の性 支援ガイドブック 坂爪真吾／著 中央法規出版 369.2サ
その介護離職、おまちなさい 樋口恵子／著 潮出版社 369.2ヒ
シングルマザー生活便利帳 新川てるえ／著 太郎次郎社エディタス 369.4シ
保育園浪人 清家あい／著 秀和システム 369.4セ
子どもの貧困対策と教育支援 末冨芳／編著 明石書店 371.3ス
女性校長はなぜ増えないのか 河野銀子／編著 勁草書房 373.7ジ
「慰安婦」問題を子どもにどう教えるか 平井美津子／著 高文研 375.3ヒ
料理は女の義務ですか 阿古真理／著 新潮社 383.8ア
現代の結婚と婚礼を考える 中矢英俊／編著 ミネルヴァ書房 385.4ゲ

●自然科学、技術、産業●（生物化学、医学・薬学、生活科学など）
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

共依存の倫理 小西真理子／著 晃洋書房 493.7コ
あなたも知らない女のカラダ 船曳美也子／著 講談社 495フ
妊活に疲れたら、開く本 平山史朗／著 主婦の友インフォス 495.4ヒ
乳がんを前向きに乗り越えるごはん 本田祥子／著 主婦と生活社 495.4ホ
コウノドリ 鴻鳥サクラ／ナビゲーター 講談社 495.5コ
女性のための薬膳レシピ 辰巳洋／著 緑書房 498.5タ
産後ケア 福島富士子／監修 財界研究所 498.7サ
「はたらく」を支える!女性のメンタルヘルス 丸山総一郎／編著 南山堂 498.8ハ
初期被曝の衝撃 山田國廣／著 風媒社 543.5ヤ
その家事、いらない。 山田綾子／著 ワニブックス 590ヤ
45歳からのお金を作るコツ 井戸美枝／著 ビジネス社 591イ
妊娠出産ホンマの話 荻田和秀／[著] 講談社 598.2オ
卒母のススメ 西原理恵子+卒母ーズ／著 毎日新聞出版 599サ
中高年シングルが日本を動かす 三浦展／著 朝日新聞出版 675ミ

●芸術、文学●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

精進ひとすじ 片岡球子／著 求龍堂 721.9カ
スター女優の文化社会学 北村匡平／著 作品社 778.2キ
樋口久子 ゴルフという天職 樋口久子／著 日本経済新聞出版社 783.8ヒ
夢みる昭和語 女性建築技術者の会／編著 三省堂 814.7ユ
女性・ことば・表象 村里好俊／編著 大阪教育図書 902ジ
早稲田文学増刊女性号 川上未映子／責任編集 早稲田文学会 904ワ
おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子／著 河出書房新社 913.6ワ
かるい生活 群ようこ／著 朝日新聞出版 914.6ム
ブラックボックス 伊藤詩織／著 文藝春秋 916イ
トマス・ハーディの文学と二人の妻 土屋倭子／著 音羽書房鶴見書店 930.2ツ
ザ・ガールズ エマ・クライン／著 早川書房 933ク

●ティーンズ、子どもの本、絵本●
書　　　名 著　　者 出版者 請求記号

自分のことがわかる本 安部博枝／著 岩波書店 Ｋ159ア
池上彰さんと学ぶ12歳からの政治 1 池上彰／監修 学研プラス Ｋ312イ
レイナが島にやってきた！ 長崎夏海／作 理論社 Ｋ913ナ
わたしも水着をきてみたい オーサ・ストルク／作 さ・え・ら書房 Ｋ949ス
パンツ・プロジェクト キャット・クラーク／著 あすなろ書房 Ｔ933ク
噓の木 フランシス・ハーディング／著 東京創元社 Ｔ933ハ

●ＤＶＤ●
タイトル 監督等 発売者
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