
●哲学、歴史●（心理学、伝記など）

書　　　名 著　　者 出版者 請求記号
幻の雑誌が語る戦争 石川巧／著 青土社 ０５１.３イ

ヘーゲルと現代社会 寄川条路／編著 晃洋書房 １３４.４ヘ

家庭と仕事の心理学 尾形和男／編著 風間書房 １４３カ

老年期女性の心的世界 西尾ゆう子／著 誠信書房 １４３.７ニ

「わかってもらいたい」という病 香山リカ／著 廣済堂出版 １４６.８カ

極上の孤独 下重暁子／著 幻冬舎 １５９シ

身体はだれのものか 南直人／編 昭和堂 ２０４シ

跡見花蹊 泉雅博／著 ミネルヴァ書房 ２８９.１ア

おかげさまで、注文の多い笹餅屋です 桑田ミサオ／著 小学館 ２８９.１ク

ペンタゴン・ペーパーズ キャサリン・グラハム／著 CCCメディアハウス ２８９.３グ

●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
アメリカの社会変革 ホーン・川嶋瑤子／著 筑摩書房 ３０９ホ

メルケルと右傾化するドイツ 三好範英／著 光文社 ３１２.３ミ

「外国人の人権」の社会学 丹野清人／著 吉田書店 ３１６.８タ

比較憲法 辻村みよ子／著 岩波書店 ３２３ツ

Q&A弁護士のための面会交流ハンドブック 梶村太市／ほか編著 学陽書房 ３２４．６キ

「創作子どもポルノ」と子どもの人権 渡辺真由子／著 勁草書房 ３２６.２ワ

労働力不足の経済学 小崎敏男／著 日本評論社 ３３２.１コ

少子化問題の社会学 赤川学／著 弘文堂 ３３４.３ア

未来の呪縛 河合雅司／著 中央公論新社 ３３４.３カ

3つのゼロの世界 ムハマド・ユヌス／著 早川書房 ３３５.８ユ

実践!福利厚生改革 可児俊信／著 日本法令 ３３６.４カ

シェアリングスタイル　Vol.1、2 枻出版社 Ｌ３３６.５シ

働く女子の人間関係術 福島哲史／著 CCCメディアハウス ３６１.４フ

地域産業の盛衰と家族変動の社会学 前田尚子／著 晃洋書房 ３６１.６マ

社会への投資 三浦まり／編 岩波書店 ３６４.１シ

格差社会と労働市場 樋口美雄／著 慶應義塾大学出版会 ３６６カ

58歳からのハローワーク200%活用術 日向咲嗣／著 朝日新聞出版 ３６６.２ヒ

裁量労働制はなぜ危険か 今野晴貴／ほか編 岩波書店 ３６６.３サ

上司の「いじり」が許せない 中野円佳／著 講談社 ３６６.３ナ

キャバ嬢なめんな。 布施えり子／著 現代書館 ３６６.６フ

ジュディス・バトラー 藤高和輝／著 以文社 ３６７.１フ

戦争と性暴力の比較史へ向けて 上野千鶴子／編 岩波書店 ３６７.２セ

「女性活躍」に翻弄される人びと 奥田祥子／著 光文社 ３６７.２オ

日本古代女性史の研究 関口裕子／著 塙書房 ３６７.２１セ

アメリカのフェミニズム運動史 栗原涼子／著 彩流社 ３６７.２５ク

新着資料案内
― 4・5月分一部抜粋 ―

あらかると №81
2018.6発行

ウィルあいち情報ライブラリー

＊ 注目の３冊 ＊

『老年期女性の心的世界』 西尾ゆう子／著 誠信書房 （１４３.７ニ）

平均寿命が長く、老年期後半をひとりで歩む可能性が高い女性。「女性性」と「精

神分析」の２つの視点から、高齢女性のこころを奥深く、詳細に紐解いていく。

『男性は何をどう悩むのか』 濱田智崇／ほか編 ミネルヴァ書房 （３６７.５ダ）

男性たちが抱える、人間関係や夫婦関係、性の悩みなどを事例別に検討。日本で初

めて男性専用相談窓口を開設した著者らが、悩める男性への支援の在り方を示す。

『ママが10にん!?』 天野慶／文 ほるぷ出版 （Eア）

ママはいつも「またあとで」「まってて」ばっかり。ママが１０人いればいいのに…

そう思いながら絵を描いていたら、そこからママが何人も出てきちゃった！？

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://01.gatag.net/img/201505/06l/gatag-00003418.jpg&imgrefurl=http://01.gatag.net/0003418-free-illustraition/&docid=ceTeIzxzq1A55M&tbnid=76Xt2I7D8uB_XM:&vet=10ahUKEwi08JiWm6rbAhUk_IMKHWxVDv0QMwhrKBAwEA..i&w=1024&h=758&hl=ja&bih=542&biw=1164&q=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%84%E3%83%A0%E3%83%AA%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC&ved=0ahUKEwi08JiWm6rbAhUk_IMKHWxVDv0QMwhrKBAwEA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://01.gatag.net/img/201505/06l/gatag-00003418.jpg&imgrefurl=http://01.gatag.net/0003418-free-illustraition/&docid=ceTeIzxzq1A55M&tbnid=76Xt2I7D8uB_XM:&vet=10ahUKEwi08JiWm6rbAhUk_IMKHWxVDv0QMwhrKBAwEA..i&w=1024&h=758&hl=ja&bih=542&biw=1164&q=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%84%E3%83%A0%E3%83%AA%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC&ved=0ahUKEwi08JiWm6rbAhUk_IMKHWxVDv0QMwhrKBAwEA&iact=mrc&uact=8


ぼくと仕事、ぼくと子ども 影山大祐／著 トランスビュー ３６７.３カ

男性は何をどう悩むのか 濱田智崇／ほか編 ミネルヴァ書房 ３６７.５ダ

Ibasyo 岡原功祐／著・写真 工作舎 ３６７.６オ

世界一孤独な日本のオジサン 岡本純子／[著] KADOKAWA ３６７.７オ

子どもの性同一性障害に向き合う 西野明樹／著 日東書院本社 ３６７.９ニ

福祉は「性」とどう向き合うか 結城康博／著 ミネルヴァ書房 ３６９.２フ

経済学者、待機児童ゼロに挑む 鈴木亘／著 新潮社 ３６９.４ス

からっぽの冷蔵庫 米山けい子／著 東京図書出版 ３６９.４ヨ

教育社会とジェンダー 河野銀子／ほか編著 学文社 ３７１.３キ

教科書にみる世界の性教育 橋本紀子／ほか編著 かもがわ出版 ３７２キ

女性の視点でつくる社会科授業 升野伸子／ほか編著 学文社 ３７５.３ジ

ネパール女性の社会参加と識字教育 長岡智寿子／著 明石書店 ３７９.４ナ

「女性婚」を生きる 小馬徹／著 神奈川大学出版会 ３８２.４コ

「くらし」の時代 米澤泉／著 勁草書房 ３８３ヨ

●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
したがるオスと嫌がるメスの生物学 宮竹貴久／著 集英社 ４８１.３ミ

自分の顔が嫌いですか? 町沢静夫／著 ビジネス社 ４９３.７マ

あのひとががんになったら 桜井なおみ／著 中央公論新社 ４９４.５サ

子宮がん 小田瑞恵／著 主婦の友社 ４９５.４オ

産声のない天使たち 深澤友紀／著 朝日新聞出版 ４９５.７フ

パパ1年目のお金の教科書 岩瀬大輔／著 筑摩書房 ５９１イ

親子で楽しむおとう飯カレー 井上岳久／著 徳間書店 ５９６イ

おいしい育児 佐川光晴／著 世界思想社 ５９９サ

《写真記録》関門港の女沖仲仕たち 林えいだい／著 新評論 ６８３.９ハ

●芸術、文学●

書　　　名 著　　者 出版者 請求記号
江戸の女装と男装 渡邉晃／[編]著 青幻舎 ７２１.８エ

私の少女マンガ講義 萩尾望都／著 新潮社 ７２６.１ハ

ジェンダー写真論 笠原美智子／著 里山社 ７４０.４カ

<女子マネ>のエスノグラフィー 関めぐみ／著 晃洋書房 ７８０.１セ

怖い女 沖田瑞穂／著 原書房 ９０２オ

徴産制 田中兆子／著 新潮社 ９１３.６タ

ありがとうって言えたなら 瀧波ユカリ／著 文藝春秋 ９１６タ

歌え、翔べない鳥たちよ マヤ・アンジェロウ／著 青土社 ９３０.２ア

シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち 北村紗衣／著 白水社 ９３２.５キ

●ティーンズ、子どもの本、絵本●

書　　　名 著　　者 出版者 請求記号
13歳からの絵本ガイド 金原瑞人／監修 西村書店 Ｔ０１９.５ジ

その情報、本当ですか? 塚田祐之／著 岩波書店 Ｔ０７０ツ

源氏物語の教え 大塚ひかり／著 筑摩書房 Ｔ９１３オ
「ふつう」ってなんだ? ReBit／監修 学研プラス Ｋ３６７フ
ガーティのミッション世界一 ケイト・ビーズリー／作 岩波書店 Ｋ９３３ビ

ママが10にん!? 天野慶／文 ほるぷ出版 Ｅア

大統領を動かした女性ルース・ギンズバーグ ジョナ・ウィンター／著 汐文社 Ｅウ
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