
●哲学、歴史●（心理学、伝記など）

書   名 著  者 出版者 請求記号
不道徳お母さん講座 堀越英美／著 河出書房新社 １５０.２ホ

これはしない、あれはする 小林照子／著 サンマーク出版 １５９コ

仕事2.0 佐藤留美／著 幻冬舎 １５９.４サ

女性の「定年後」 香山リカ／著 大和書房 １５９.６カ

ロヨラの聖イグナチオと女性たち ホアン・カトレット／編 教友社 １９８.２ロ

「身知らず柿」のように 大平みや子／著 創英社 ２８９.１ウ

サステイナビリティ 矢ケ崎典隆／ほか編 朝倉書店 ２９０サ

●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
グアテマラを知るための67章 桜井三枝子／編著 明石書店 ３０２.５グ

憲法改正論の焦点 辻村みよ子／著 法律文化社 ３２３.１ツ

刑法 木村光江／著 東京大学出版会 ３２６キ

離婚事件の合意解決と家事調停の機能 二宮周平／編著 日本加除出版 ３２７.４リ

紛争地の看護師 白川優子／著 小学館 ３２９.３シ

未来を変える目標SDGsアイデアブック Think the Earth／編著 Think the Earth ３３３.８ミ

未来の年表 2 河合雅司／著 講談社 ３３４.３カ

好きなことだけして楽をしながら起業しよう 片桐実央／著 マイナビ出版 ３３５カ

企業のための副業・兼業労務ハンドブック 田村裕一郎／編著 日本法令 ３３６.４キ

残業の9割はいらない 本間浩輔／著 光文社 ３３６.４ホ

はじまりの社会学 奥村隆／編著 ミネルヴァ書房 ３６１ハ

東南アジアのポピュラーカルチャー 福岡まどか／ほか編著 スタイルノート ３６１.５ト

総介護社会 小竹雅子／著 岩波書店 ３６４.４オ

壁を壊す 中村圭介／著 教育文化協会 ３６６.６ナ
キャリアの心理学 新版 第2版 渡辺三枝子／編著 ナカニシヤ出版 ３６６.９キ
<女子力>革命 萱野稔人／編 東京書籍 ３６７.１ジ

DV被害の回復にむけて 野末浩之／著 萌文社 ３６７.１ノ

地図とデータで見る女性の世界ハンドブック イザベル・アタネ／ほか編 原書房 ３６７.２チ

戦時体制下日本の女性団体 胡澎／著 こぶし書房 ３６７.２１コ

夫婦という他人 下重暁子／[著] 講談社 ３６７.３シ

フラリーマンの心理を読む 渋谷昌三／著 毎日新聞出版 ３６７.３シ

おひとりさまの死後事務委任 島田雄左／著 税務経理協会 ３６７.７シ

オレは絶対にワタシじゃない 遠藤まめた／著 はるか書房 ３６７.９エ

ヤングケアラー 澁谷智子／著 中央公論新社 ３６９シ

“嵐”のあとを生きる人たち リカバリー／著 リカバリー ３６９.２ア

途上国の障害女性・障害児の貧困削減 森壮也／編 アジア経済研究所 ３６９.２ト

子どもの「今」を護れるか 前原寛／著 創成社 ３６９.４マ

教育と社会階層 中村高康／ほか編 東京大学出版会 ３７１.３キ
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＊ 注目の３冊 ＊

『義足でダンス』 エイミー・パーディ／ほか著 辰巳出版 （７８４.３パ）

19歳の女の子を突然襲った細菌性髄膜炎。両足を失い、病気と闘い続けた彼女は逆境

にもめげず、再び自分の足で歩きだす…。両足義足のパラリンピアンの、魂の物語。

『フラリーマンの心理を読む』 渋谷昌三／著 毎日新聞出版 （３６７.３シ）

退社後まっすぐ帰らず、あても目的もなくフラフラと街をさ迷い歩く「フラリーマン」。

彼らの心の中を読み解き「帰る夫のつくりかた」など夫婦円満テクニックを伝授する。

『ぼくがスカートをはく日』 エイミ・ポロンスキー／著 学研プラス （Ｔ９３３ポ）

学校で開催される演劇のオーディションで、ぼくがやりたいのは女神の役。そんなぼく

が本当になりたいのは女の子―。自分らしく生きる道を選んだトランスジェンダーの少年の姿を描く。



0歳からはじまるオランダの性教育 リヒテルズ直子／著 日本評論社 ３７２.３リ

女性の未来に大学ができること 安齋徹／著 樹村房 ３７７.１ア

「ファット」の民族誌 碇陽子／著 明石書店 ３８２.５イ

●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
性の進化史 松田洋一／著 新潮社 ４６７.３マ

昆虫たちの不思議な性の世界 大場裕一／編 一色出版 ４８６.１コ

女性はなぜ生きづらいのか 比嘉千賀／著 白揚社 ４９３.７ジ

摂食障害 深井善光／著 ミネルヴァ書房 ４９３.９フ

わたし、39歳で「閉経」っていわれました たかはしみき／著 主婦と生活社 ４９５.１タ

国立がん研究センターの乳がんの本 木下貴之／ほか監修 小学館クリエイティブ ４９５.４コ

選べなかった命 河合香織／著 文藝春秋 ４９５.６カ

感情の問題地図 関屋裕希／著 技術評論社 ４９８.８セ

ロケットガールの誕生 ナタリア・ホルト／著 地人書館 ５３８.９ホ

ママにはなれないパパ 鈴木おさむ／著 マガジンハウス ５９９ス

●芸術、文学●

書   名 著  者 出版者 請求記号
女性アスリートの教科書 須永美歌子／著 主婦の友社 ７８０.１ス

義足でダンス エイミー・パーディ／ほか著 辰巳出版 ７８４.３パ

女のことば男のことば 小林祥次郎／著 勉誠出版 ８１４.９コ

処女崇拝の系譜 アラン・コルバン／[著] 藤原書店 ９０２コ

デュラスのいた風景 笠井美希／著 七月堂 ９０４カ

「ふつうのおんなの子」のちから 中村桂子／著 集英社クリエイティブ ９０９ナ

蝶のゆくへ 葉室麟／著 集英社 ９１３.６ハ

啼かない鳥は空に溺れる 唯川恵／[著] 幻冬舎 ９１３.６ユ

魂の秘境から 石牟礼道子／著 朝日新聞出版 ９１４.６イ

総務部長はトランスジェンダー 岡部鈴／著 文藝春秋 ９１６オ

ふつうの非婚出産 櫨畑敦子／著 イースト・プレス ９１６ハ

イーディス・ウォートンを読む 大社淑子／著 水声社 ９３０.２オ

女になる方法 キャトリン・モラン／著 青土社 ９３４.７モ

ヌヌ完璧なベビーシッター レイラ・スリマニ／著 集英社 ９５３.７ス

●ティーンズ、子どもの本、絵本●

書   名 著  者 出版者 請求記号
市場って何だろう 松井彰彦／著 筑摩書房 Ｔ３３１マ

男女平等はどこまで進んだか 山下泰子／ほか監修 岩波書店 Ｔ３６７ダ

性の多様性ってなんだろう? 渡辺大輔／著 平凡社 Ｔ３６７ワ

先生は教えてくれない就活のトリセツ 田中研之輔／著 筑摩書房 Ｔ３７７タ

わたしが少女型ロボットだったころ 石川宏千花／著 偕成社 Ｔ９１３イ

ぼくがスカートをはく日 エイミ・ポロンスキー／著 学研プラス Ｔ９３３ポ

メアリー・アニング 北神諒／漫画 ポプラ社 Ｋ２８９ア

イスラームってなに? シリーズ4 長沢栄治／監修 かもがわ出版 Ｋ３０２イ

イラスト版子どものストレスに対応するこつ 安川禎亮／著 合同出版 Ｋ４９８ヤ
女の子だって、野球はできる! 長谷川晶一／著 ポプラ社 Ｋ７８３ハ
鳥達のバラード 泉啓子／著 講談社 Ｋ９１３イ
みんな、ワンダー Ｒ.Ｊ.パラシオ／作・絵 アルファポリス Ｅパ

みえるとかみえないとか ヨシタケシンスケ／さく アリス館 Ｅヨ

月とアポロとマーガレット ディーン・ロビンズ／ぶん 評論社 Ｅロ
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