
●哲学、歴史●（心理学、伝記など）

書   名 著  者 出版者 請求記号
すべての新聞は「偏って」いる 荻上チキ／著 扶桑社 ０７０.２オ

おひとりさまvs.ひとりの哲学 山折哲雄／著 朝日新聞出版 １１４.２ヤ

わたしを生きる知恵 河野貴代美／著 三一書房 １４６.８カ

女神信仰と日本神話 吉田敦彦／著 青土社 １６４.１ヨ

凛として 大藏律子／著 神奈川新聞社 ２８９.１オ

ふつうをつくる 沢良子／著 美術出版社 ２８９.１ク

逃げ切る力 馬英華／著 日本経済新聞出版社 ２８９.２マ

エヴァの震える朝 エヴァ・シュロス／著 朝日新聞出版 ２８９.３シ

●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
バナの戦争 バナ・アベド／著 飛鳥新社 ３０２.２ア

驚愕!日本の未来年表 枻出版社 Ｌ３０４キ

知って役立つ!家族の法律 長橋晴男／著 クリエイツかもがわ ３２４.６ナ

外国人のための国際結婚手続マニュアル 佐野誠／著 日本加除出版 ３２９.９サ

戦後日本の人口移動と家族変動 丸山洋平／著 文眞堂 ３３４.３マ

働き方の問題地図 沢渡あまね／著 技術評論社 ３３６.４サ

会計研究者として活躍する女性たち 北村敬子／編著 中央経済社 ３３６.９カ

広告で社会学 難波功士／著 弘文堂 ３６１ナ

8時間働けばふつうに暮らせる社会を 筒井晴彦／著 学習の友社 ３６６.１ツ

働く女子のキャリア格差 国保祥子／著 筑摩書房 ３６６.３コ

会社をやめてもいいですか? 杉本透子／著 セブン&アイ出版 ３６６.３ス

家内労働と在宅ワークの戦後日本経済 高野剛／著 ミネルヴァ書房 ３３６.８タ

コロンタイ革命を駆けぬける 杉山秀子／著 論創社 ３６７.１ス

日本のフェミニズム　性の戦い編 北原みのり／責任編集 河出書房新社 ３６７.２１ニ

中国ジェンダー史研究入門 小浜正子／編 京都大学学術出版会 ３６７.２２チ

子育ては別れたあとも 宗像充／著 社会評論社 ３６７.４ム

男性という孤独な存在 橘木俊詔／著 PHP研究所 ３６７.５タ

孤独とセックス 坂爪真吾／著 扶桑社 ３６７.９サ

誰も置き去りにしない社会へ 平松知子／著 新日本出版社 ３６８.２ダ

ストーカー 小早川明子／著 中央公論新社 ３６８.６コ

つらい介護に、さようなら 高橋浩一／著 出版文化社 ３６９.２タ

保育園は誰のもの 普光院亜紀／著 岩波書店 ３６９.４フ

日本の保育の歴史 汐見稔幸／著 萌文書林 ３７６.１ニ

女たちの王国 曹惠虹／著 草思社 ３８２.２チ

水子供養 商品としての儀式 ヘレン・ハーデカー／著 明石書店 ３８５.７ハ
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＊ 注目の３冊 ＊

『わたしを生きる知恵』 河野貴代美／著 三一書房 （１４６.８カ）

フェミニストカウンセラー・河野貴代美が政治学者・岡野八代と対談し、新しい

形の家族、個の尊重の問題などを語り合う。

『男性という孤独な存在』 橘木俊詔／著 ＰＨＰ研究所 （３６７.５タ）

ほとんどの男が結婚できる時代は「異常」だった―。家族の絆の弱まり、父親の

地位の低下…。家族の歴史をひもときながら男の役割の変化を論じる。

『<妊婦>アート論』 山崎明子／ほか編著 青弓社 （７０４ニ）

妊娠するラブドール、マタニティ・フォト、妊娠小説、胎盤人形、描かれた妊婦…。

孕む身体とアートの関係を読解し、妊娠表象の歴史的・現在的意味を考察する。



●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
自分で治す冷え症 田中美津／著 マガジンハウス ４９３.１タ

お悩み別オトナ女子のための漢方手帖 蔭山充／著 主婦の友インフォス ４９５カ

女性の不調まるごと解消BOOK 笠倉出版社 Ｌ４９５.１ジ

「卵子の老化」と「高齢妊娠」の真実 河野美香／著 講談社 ４９５.６カ

子育てしながら建築を仕事にする 成瀬友梨／編著 学芸出版社 ５２０.２コ

ふたりは同時に親になる 狩野さやか／著 猿江商會 ５９９カ

「おひとりウーマン」消費! 牛窪恵／著 毎日新聞出版 ６７５ウ

●芸術、文学●

書   名 著  者 出版者 請求記号
<妊婦>アート論 山崎明子／ほか編著 青弓社 ７０４ニ

百年泥 石井遊佳／著 新潮社 ９１３.６イ

オンナの奥義 阿川佐和子／著 文藝春秋 ９１４.６ア

ペコロスの母の忘れもの 岡野雄一／著 朝日新聞出版 ９１６オ

カミングアウトそれから 深田羊皇／著 クレイン ９１６フ

アレゴリーで読むアメリカ/文学 武田悠一／著 春風社 ９３０.２タ

わが妹、ヴァージニア スーザン・セラーズ／著 彩流社 ９３３セ

●ティーンズ、子どもの本、絵本●

書   名 著  者 出版者 請求記号
東南アジアで働く 横山和子／著 ぺりかん社 Ｔ３６６.２ナ

ハリー・ポッターと呪いの子 J.K.ローリング／著 静山社 Ｔ９３２ロ

アガサ・クリスティー 瑞樹奈穂／漫画 ポプラ社 Ｋ９３０ミ

しずかにあみものさせとくれー! ベラ・ブロスゴル／さく ほるぷ出版 Ｅブ

いろいろいろんなかぞくのほん メアリ・ホフマン／ぶん 少年写真新聞社 Ｅホ

マララのまほうのえんぴつ マララ・ユスフザイ／作 ポプラ社 Ｅユ

●ＤＶＤ●

タイトル 監督等 発売者 請求記号

ズートピア
バイロン・ハワード／監
督

ウォルト・ディズ
ニー・スタジオ・ジャ
パン（発売）

ＤＣズ
１８０５

０．５ミリ
安藤桃子／監督，脚本，
原作

「0.5ミリ」製作委員
会（発売）

ＤＦア
１８１４

未来を花束にして サラ・ガヴロン／監督
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
（発売・販売）

ＤＦガ
１８１２

お母さん、娘をやめていいですか？ 全４巻 井上由美子／作
ＮＨＫエンタープライ
ズ（販売）

ＤＭオ
１８１８～
１８２１

トークバック
坂上香／監督,プロデュー
サー,編集

ｏｕｔ　ｏｆ　ｆｒａ
ｍｅ（発売・販売）

ＤＷサ
１８１６

はやわかりハラスメント対策
２１世紀職業財団／企
画・制作

21世紀職業財団(制作)
ＤＷニ

１８０４
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