
●哲学、歴史●（心理学、伝記など）

書　　　名 著　　者 出版者 請求記号
優雅な読書が最高の復讐である 山崎まどか／著 ＤＵ ＢＯＯＫＳ ０１９.９ヤ

ロシアの女性誌 高柳聡子／著 群像社 ０５８タ

新編下田歌子著作集３ 下田歌子／著 三元社 ０８１.６シ

図説英国メイドの日常 村上リコ／著 河出書房新社 ２３３ム

藤原彰子 朧谷寿／著 ミネルヴァ書房 ２８８.４オ

女にとって夫とはなんだろうか 西舘好子／著 ベストセラーズ ２８９.１ニ

アイダ・ターベル 古賀純一郎／著 旬報社 ２８９.３タ

闘うナイチンゲール 徳永哲／著 花乱社 ２８９.３ナ

●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
ウズベキスタンを知るための６０章 帯谷知可／編著 明石書店 ３０２.２ウ

「地域力」で立ち向かう人口減少社会 熊谷文枝／著 ミネルヴァ書房 ３１８.６ク

右派はなぜ家族に介入したがるのか 中里見博／著 大月書店 ３２３.１ウ

性犯罪者への治療的・教育的アプローチ 門本泉／ほか編著 金剛出版 ３２６.５セ

人口減少社会の未来学 内田樹／編 文藝春秋 ３３４.３ジ

残念な職場 河合薫／著 ＰＨＰ研究所 ３３６.３カ

５年たったら正社員!? 嶋崎量／著 旬報社 ３３６.４シ

ＬＧＢＴを知る 森永貴彦／著 日本経済新聞出版社 ３３６.４モ

知らないと損をする最新配偶者控除 梅本正樹／著 秀和システム ３４５.３ウ

社会学の問題解決力 金子勇／著 ミネルヴァ書房 ３６１カ

「コミュ障」の社会学 貴戸理恵／著 青土社 ３６１.４キ

「つらいのに頼れない」が消える本 吉田穂波／著 あさ出版 ３６１.４ヨ

日本の分断 吉川徹／著 光文社 ３６１.８キ

ケアとしての就労支援 斎藤環／ほか監修 日本評論社 ３６６.２ケ
マルチプル・ワーカー「複業」の時代 山田英夫／著 三笠書房 ３６６.２ヤ
２１世紀の女性と仕事 大沢真知子／著 左右社 ３６６.３オ

職場のハラスメント 中井智子／著 労務行政 ３６６.３ナ

働く女の腹の底 博報堂キャリジョ研／著 光文社 ３６６.３ハ

介護と仕事をじょうずに両立させる本 飯野三紀子／著 方丈社 ３６６.７イ

非正規・単身・アラフォー女性 雨宮処凛／著 光文社 ３６７.２１ア

ルポ東大女子 おおたとしまさ／著 幻冬舎 ３６７.２１オ

<化外>のフェミニズム 柳原恵／著 ドメス出版 ３６７.２１ヤ

妻の就労で夫婦関係はいかに変化するのか 三具淳子／著 ミネルヴァ書房 ３６７.３サ

イクメンじゃない「父親の子育て」 巽真理子／著 晃洋書房 ３６７.３タ

虐待・親にもケアを 森田ゆり／編著 築地書館 ３６７.６ギ

わたし、恋人が２人います。 きのコ／著 ＷＡＶＥ出版 ３６７.９キ

もうひとつの占領 茶園敏美／著 インパクト出版会 ３６８.４チ
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＊ 注目の３冊 ＊

『アイダ・ターベル』 古賀純一郎／著 旬報社 （２８９.３タ）

19世紀後半から1940年代に米国で活躍したジャーナリスト、アイダ･ターベル。詳細な

調査と緻密な分析で巨大トラストを解体に追い込んだ女性の闘いと、その生涯を描く。

『イクメンじゃない「父親の子育て」』 巽真理子／著 晃洋書房 （３６７.３タ）

「男らしさ」と「ケアとしての子育て」という観点から父親の子育てを分析し、「イク

メン」とは異なる父親の子育てへの新しいまなざしを示す。

『少女のための性の話』 三砂ちづる／著 ミツイパブリッシング （Ｔ３６７.９ミ）

親も答えられない質問に、国際母子保健の専門家がお答えします！ 毎月の生理、恋愛、

妊娠、出産、生殖技術との向き合い方まで。親子で一緒に読みたい性教育本。



どこで、誰と、どう暮らす? 近山恵子／著 彩流社 ３６９.２ド

ルポ児童相談所 大久保真紀／著 朝日新聞出版 ３６９.４オ

ルポ保育格差 小林美希／著 岩波書店 ３６９.４コ

なぜ、わが子を棄てるのか ＮＨＫ取材班／著 ＮＨＫ出版 ３６９.４ニ

アメリカ女子教育の黎明期 鈴木周太郎／著 神奈川新聞社 ３７２.５ス

女性のための「物理教科書」研究 吉田信也／著 敬文舎 ３７５.４ヨ

明治期女子高等教育における日英の交流 白井堯子／著 ドメス出版 ３７７.２シ

娘たちのいない村 堀江未央／著 京都大学学術出版会 ３８２.２ホ

情報戦と女性スパイ 上田篤盛／著 並木書房 ３９１.６ウ

●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
星空がもっと好きになる New edition! 駒井仁南子／著 誠文堂新光社 ４４２コ

セックス・セラピー入門 日本性科学会／編集 金原出版 ４９１.３セ

美容整形というコミュニケーション 谷本奈穂／著 花伝社 ４９４.７タ

ハピちつ 八田真理子／監修 光文社 ４９５ハ

ピンクリボンと乳がんまなびＢＯＯＫ 改訂版 福田護／[ほか]編著 社会保険出版社 ４９５.４ピ

５０代のいま、やっておくべきお金のこと 中村芳子／著 ダイヤモンド社 ５９１ナ

男子ごはんの本　その１０ 国分太一／著 ＭＣＯ ５９６コ

ＡＥＲＡ ｗｉｔｈ Ｂａｂｙ 　　 朝日新聞出版 Ｌ５９９ア

●芸術、文学●

書　　　名 著　　者 出版者 請求記号
ゆれるおっぱい、ふくらむおっぱい 武田雅哉／編 岩波書店 ７０４ユ

ロクロを挽く女 齋藤正憲／著 雄山閣 ７５１.４サ

映画の言葉を聞く 安藤紘平／ほか編 フィルムアート社 ７７８エ

映画で旅するイスラーム 藤本高之／ほか編 論創社 ７７８.２エ

朝ドラには働く女子の本音が詰まってる 矢部万紀子／著 筑摩書房 ７７８.８ヤ

よくわかるスポーツとジェンダー 飯田貴子／ほか編著 ミネルヴァ書房 ７８０ヨ

フィギュアスケートとジェンダー 後藤太輔／著 現代書館 ７８０.１ゴ

日本のヤバい女の子 はらだ有彩／著 柏書房 ９１０.２ハ

「明星」初期事情 尾崎左永子／著 青磁社 ９１１.１オ

ののはな通信 三浦しをん／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ９１３.６ミ

独り舞 李琴峰／著 講談社 ９１３.６リ

生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン・スー／著 新潮社 ９１４.６ジ

発達障害だって大丈夫 堀田あけみ／著 河出書房新社 ９１６ホ

<新編>日本女性文学全集５ 岩淵宏子／ほか監修 六花出版 ９１８.６シ

下半身から読むアメリカ小説 高野泰志／著 松籟社 ９３０.２タ

オレンジ・イズ・ニュー・ブラック パイパー・カーマン／著 駒草出版 ９３６カ

●ティーンズ、子どもの本、絵本●

書　　　名 著　　者 出版者 請求記号
少女のための性の話 三砂ちづる／著 ミツイパブリッシング Ｔ３６７.９ミ

つる花の結び　上・下 紫式部／著,荻原規子／訳 理論社 Ｔ９１３.３ム

闇を照らした白い花 タケシタナカ／文 桜雲会 Ｋ２８９サ
ぼくと大ばあちゃんでたんけんだぁ! 浅井洋子／著 文芸社 Ｋ９１３ア
レモンの図書室 ジョー・コットリル／作 小学館 Ｋ９３３コ
レインボーフラッグ誕生物語 ロブ・サンダース／作 汐文社 Ｅサ

アヤンダ ヴェロニク・タジョ／文 風濤社 Ｅタ

いっしょにおいでよ ホリー・Ｍ.マギー／文 廣済堂あかつき Ｅマ
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