
●哲学、歴史●（心理学、伝記など）

書   名 著  者 出版者 請求記号
情報生産者になる 上野千鶴子／著 筑摩書房 ００２.７ウ

たたみかた 第2号 アタシ社 ０５１.３タ

家庭通信社と戦後五〇年史 関根由子／著 論創社 ０７０.１セ

逆境に生きる子たち メグ・ジェイ／著 早川書房 １４６.２ジ

女子の心は、なぜ、しんどい? 清水あやこ／著 フォレスト出版 １４６.８シ

まんがでわかるLIFE SHIFT リンダ・グラットン／著 東洋経済新報社 １５９グ

初代教会と現代 湊晶子／著 ヨベル １９２ミ

あまつましみづ 永田圭介／著 教文館 ２８９.１ナ

マーガレット・サッチャー 冨田浩司／著 新潮社 ２８９.３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
闘うフェミニスト政治家 市川房枝 進藤久美子／著 岩波書店 ３１２.１シ

カナダ人権史 ドミニク・クレマン／著 明石書店 ３１６.１ク

家族法の道案内 川村隆子／著 法律文化社 ３２４.６カ

幸福感の統計分析 橘木俊詔／著 岩波書店 ３３１タ

マネージャーの問題地図 沢渡あまね／著 技術評論社 ３３６.３サ

面倒くさい女たち 河合薫／著 中央公論新社 ３３６.４カ

これからはじめる在宅勤務制度 毎熊典子／著 中央経済社 ３３６.４マ

偏見や差別はなぜ起こる? 北村英哉／ほか編 ちとせプレス ３６１.４ヘ

日本型組織の病を考える 村木厚子／[著] KADOKAWA ３６１.６ム

日常のなかの「フツー」を問いなおす 植上一希／ほか編 法律文化社 ３６１.８ニ

「働き方改革」の噓 久原穏／著 集英社 ３６６.１ク

女子のための「手に職」図鑑 華井由利奈／著 光文社 ３６６.２ハ

家族・地域のなかの女性と労働 木本喜美子／編著 明石書店 ３６６.３カ

フェミニスト・ファイト・クラブ ジェシカ・ベネット／著 海と月社 ３６６.３ベ
「同一労働同一賃金」はやわかり 北岡大介／著 日本経済新聞出版社 ３６６.４キ

女性の権利宣言 シェーヌ出版社／編 創元社 ３６７.１ジ

女たちの精神史 伊藤由希子／著 春秋社 ３６７.２１イ

インド・ダリットの女たち 山下明子／著 かんよう出版 ３６７.２２ヤ

母と娘の心理臨床 内田利広／著 金子書房 ３６７.３ウ

子連れ離婚を考えたときに読む本 新川てるえ／著 日本実業出版社 ３６７.４シ

ルポひきこもり未満 池上正樹／著 集英社 ３６７.７イ

性教育はどうして必要なんだろう? 浅井春夫／ほか編著 大月書店 ３６７.９セ

カミングアウト ジョン・ブラウン／著 英治出版 ３６７.９ブ

人身売買と貧困の女性化 島崎裕子／著 明石書店 ３６８.４シ

つながりから考える薬物依存症 岩室紳也／著 大修館書店 ３６８.８ツ

親の介護でパニックになる前に読む本 結城康博／著 講談社 ３６９.２ユ
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＊ 注目の３冊 ＊

『あまつましみづ』 永田圭介／著 朝日新聞出版（２８９.１ナ）

詩人、翻訳家、教師、伝道者、ジャーナリスト、講演家、実業家……様々な才能を日

米で発揮した永井英子。日本では知名度の低い彼女の波乱に満ちた生涯を読み解く。

『たてがみを捨てたライオンたち』 白岩玄／著 集英社（９１３.６シ）

今の時代、男たちが幸せに生きるために、はたして男の「たてがみ」は必要だろうか?

“男のプライド"の新しいかたちを探る、問いかけの物語。

『せかいはふしぎでできている!』 アンドレア・ベイティー／作 絵本塾出版（Ｅベ）

エイダは小さな科学者。「どうして?」の言葉が口からこぼれたら、エイダの質問は止

まりません! でも、立派な科学者たちは、みんなエイダと同じだったんです…。



危機対応学 東大社研／ほか編 勁草書房 ３６９.３キ

隠れ保育料を考える 田中智子／ほか編著 かもがわ出版 ３６９.４カ

「参加の力」が創る共生社会 早瀬昇／著 ミネルヴァ書房 ３６９.７ハ

まなざしの装置 平芳裕子／著 青土社 ３８３.１ヒ

パクチーとアジア飯 阿古真理／著 中央公論新社 ３８３.８ア

●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
性そのもの サラ・S.リチャードソン／著 法政大学出版局 ４６７.３リ

周産期のうつと不安の認知行動療法 エイミー・ウェンゼル／著 日本評論社 ４９３.７ウ

カサンドラのお母さんの悩みを解決する本 宮尾益知／監修 河出書房新社 ４９３.７カ

私たちは生きづらさを抱えている 姫野桂／著 イースト・プレス ４９３.７ヒ

発達障害に生まれて 松永正訓／著 中央公論新社 ４９３.９マ

医者が教える女性のための最強の食事術 松村圭子／著 青春出版社 ４９５マ

50歳からの婦人科 松峯寿美／監修 高橋書店 ４９５.１ゴ

産婆と産院の日本近代 大出春江／著 青弓社 ４９５.９オ

女性作業療法士の子育て・介護・仕事 宇田薫／編著 青海社 ４９８.１ジ

産後ケアを日本の文化に 林謙治／ほか監修 ロギカ書房 ４９８.７サ

共働き夫婦お金の教科書 山崎俊輔／著 プレジデント社 ５９１ヤ

AERA with Baby 朝日新聞出版 Ｌ５９９ア

農家女性の戦後史 姉歯曉／著 こぶし書房 ６１１.９ア

昭和期放送メディア論 辻泰明／著 和泉書院 ６９９.６ツ

●芸術、文学●

書   名 著  者 出版者 請求記号
独身者たち ロザリンド・E.クラウス／著 平凡社 ７０２ク

子どもの発達とことば 伊藤崇／著 ひつじ書房 ８０１イ

私の生い立ち 与謝野晶子／著 岩波書店 ９１１.１ヨ

竹下しづの女 坂本宮尾／著 藤原書店 ９１１.３サ

緑の花と赤い芝生 伊藤朱里／著 中央公論新社 ９１３.６イ

たてがみを捨てたライオンたち 白岩玄／著 集英社 ９１３.６シ

「国際派やまとなでしこ」という生き方 加藤秀子／著 芙蓉書房出版 ９１４.６カ

親の介護、10年め日記。 堀田あきお／著 ぶんか社 ９１６ホ

脱産後うつ ミィ／著 講談社 ９１６ミ

<新編>日本女性文学全集 6 岩淵宏子／ほか監修 六花出版 ９１８.６シ

ここにいる 王聡威／著 白水社 ９２３.７ワ

ローズ・アンダーファイア エリザベス・ウェイン／著 東京創元社 ９３３ウ

●ティーンズ、子どもの本、絵本●

書   名 著  者 出版者 請求記号
バイオ技術者・研究者になるには 堀川晃菜／著 ぺりかん社 Ｔ３６６.２ナ

学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社／編 ポプラ社 Ｔ３７１.４ガ

地図を広げて 岩瀬成子／著 偕成社 Ｔ９１３イ

国際化の時代に生きるためのQ&A 1、2 創元社 Ｋ３１６コ

こどもぼうさい・あんぜん絵じてん 渡邉正樹／監修 三省堂 Ｋ３６９コ

ナージャの5つのがっこう キリーロバ・ナージャ／ぶん 大日本図書 Ｋ３７６キ

星を見あげたふたりの夏 シンシア・ロード／著 あかね書房 Ｋ９３３ロ

まゆとかっぱ 富安陽子／文 福音館書店 Ｅト

はたらきママとほいくえんちゃん のぶみ／さく WAVE出版 Ｅノ

せかいはふしぎでできている! アンドレア・ベイティー／作 絵本塾出版 Ｅベ

  愛知県女性総合センター（ウィルあいち）情報ライブラリー
     （利用時間 ： 火曜日～日曜日 午前９時～午後７時　　休業日 ： 月曜日・祝日・年末年始ほか)

　　　　　名古屋市東区上竪杉町1番地　愛知県女性総合センター（ウィルあいち）１階

　　　　　ＴＥＬ　：　０５２‐９６２‐２５１０（直通）　　　　ＦＡＸ　：０５２‐９６２‐２６１０


