
●哲学、歴史●（心理学、伝記など）

書   名 著  者 出版者 請求記号
想い出の少女雑誌物語 村崎修三／著 熊本出版文化会館 ０５１.８ム

オトナ女子のためのさみしさくんのトリセツ 大森篤志／著 飛鳥新社 １４１.６オ

他者の影 ジェシカ・ベンジャミン／[著] みすず書房 １４６.１ベ

やっぱり、それでいい。 細川貂々／著 創元社 １４６．８ホ

これからは、生き方が働き方になっていく 鈴木絵里子／著 大和書房 １５９.６ス

つくられた卑弥呼 義江明子／著 筑摩書房 ２１０.３ヨ

別姓夫婦の仕事と生活 山手茂／著 亜紀書房 ２８９.１ヤ

絵を描くことに恋をして 河野ルル／著 桜山社 ２９０.９コ

●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
THE LAST GIRL ナディア・ムラド／著 東洋館出版社 ３０２.２ム

不平等の再検討 アマルティア・セン／[著] 岩波書店 ３１６.１セ

プッシー・ライオットの革命 マリヤ・アリョーヒナ／著 DU BOOKS ３１６.４ア

公務員のためのハラスメント防止対策 高嶋直人／著 ぎょうせい ３１７.３タ

地方を変える女性たち 麓幸子／著 日経BP社 ３１８.６フ

イマドキ家族のリアルと未来 あすわか／編著 かもがわ出版 ３２３.１イ

実践調停面会交流 片岡武／著 日本加除出版 ３２７.４ジ

結婚移住女性のメンタルヘルス 一條玲香／著 明石書店 ３３４.４イ

女性のための「起業の教科書」 豊増さくら／編著 日本実業出版社 ３３５ジ

価値創発<EVP>時代の人的資源管理 守屋貴司／編著 ミネルヴァ書房 ３３６.４カ

30代の働く地図 玄田有史／編 岩波書店 ３６６サ

働き方改革とこれからの時代の労働法 菅野百合／編著 商事法務 ３６６.１ハ

働く女子と罪悪感 浜田敬子／著 集英社 ３６６.３ハ

最低賃金1500円がつくる仕事と暮らし 後藤道夫／編 大月書店 ３６６.４サ

女ぎらい 上野千鶴子／著 朝日新聞出版 ３６７.１ウ

「銃後史」をあるく 加納実紀代／著 インパクト出版会 ３６７.２１カ

東大を出たあの子は幸せになったのか 樋田敦子／著 大和書房 ３６７.２１ヒ

ステップファミリーのきほんをまなぶ SAJ／編 金剛出版 ３６７.３ス

シニアシングルズ女たちの知恵と縁 大矢さよ子／編 大月書店 ３６７.７シ

ゲイだけど質問ある? 鈴掛真／著 講談社 ３６７.９ス

沖縄アンダーグラウンド 藤井誠二／著 講談社 ３６８.４フ

100歳時代の新しい介護哲学 久田恵／編著 現代書館 ３６９.１ヒ

家族のためのユマニチュード イヴ・ジネスト／著 誠文堂新光社 ３６９.２カ

災害・支援・ケアの社会学 板倉有紀／著 生活書院 ３６９.３イ

漂流児童 石井光太／著 潮出版社 ３６９.４イ

ゆりかごにそっと 蓮田太二／著 方丈社 ３６９.４ハ

ダイバーシティ時代の教育の原理 藤田由美子／編著 学文社 ３７１ダ
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＊ 注目の３冊 ＊

『やっぱり、それでいい。』細川貂々／著 創元社（１４６.８ホ）

人間関係で一番大事なことは「人の話を聴くこと」。漫画家・細川貂々が対人関係

療法の第一人者・水島広子から<精神科医の聴く技術>を学ぶ。

『ゲイだけど質問ある？』鈴掛真／著 講談社（３６７.９ス）

歌人でオープンリー・ゲイである著者が、ＬＧＢＴへの理解が深まるよう、人々が

同性愛者に対して抱いている様々な疑問や質問に答える。恋の短歌も収録。

『おじいちゃん、おぼえてる？』フィル・カミングス／文 光村教育図書 (Ｅカ)

認知症のおじいちゃんを見舞う孫娘のジョージー。自分のことを忘れてしまった

おじいちゃんは、むかし一緒に作った新聞帽子の思い出を通して徐々に変化して…。



日本占領下の中国ムスリム 新保敦子／著 早稲田大学出版部 ３７２.２シ

恵泉×梨花=日韓・女子大学の新たな挑戦 大日向雅美／編 梨の木舎 ３７７.２ケ

おんなの身体論 鈴木明子／著 岩田書院 ３８４.６ス

女わざ 森田珪子／著 新泉社 ３８４.６モ

●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
世界と科学を変えた52人の女性たち レイチェル・スワビー／著 青土社 ４０２.８ス

子どもを持つ親が病気になった時に読む本 ポーラ・ラウフ／著 創元社 ４９０.１ラ

カサンドラ症候群 岡田尊司／[著] KADOKAWA ４９３.７オ

身近な人が認知症かなと思ったら読む本 高室成幸／監修 自由国民社 ４９３.７ミ

Q&Aでよくわかる「子宮体がん」 市川喜仁／著 講談社 ４９５.４イ

自分で治す!頻尿・尿もれ 関口由紀／著 洋泉社 ４９５.４セ

「つながり」と健康格差 村山洋史／著 ポプラ社 ４９８ム

お父さんのとっておきごはん 猫元たつや／著 イースト・プレス ５９６ネ

子育て経営学 宮本恵理子／著 日経BP社 ５９９ミ

炎上しない企業情報発信 治部れんげ／著 日本経済新聞出版社 ６７４.１ジ

●芸術、文学●

書   名 著  者 出版者 請求記号
美貌のひと 中野京子／著 PHP研究所 ７２３ナ

ロイ・フラー 山本順二／著 風媒社 ７６９.５ヤ

鼓に生きる 田中佐太郎／著 淡交社 ７７４.７タ

すきな映画を仕事にして 中野理惠／著 現代書館 ７７８ナ

家父長制と近代女性文学 長谷川啓／著 彩流社 ９１０.２ハ

ダンシング・マザー 内田春菊／著 文藝春秋 ９１３.６ウ

さよならの夜食カフェ 古内一絵／著 中央公論新社 ９１３.６フ

私が不妊治療をやめたわけ 海原こうめ／著 イースト・プレス ９１６ウ

エマソンと社会改革運動 西尾ななえ／著 彩流社 ９３０.２ニ

パワー ナオミ・オルダーマン／著 河出書房新社 ９３３オ

ピアノ・レッスン アリス・マンロー／著 新潮社 ９３３マ

●ティーンズ、子どもの本、絵本●

書   名 著  者 出版者 請求記号
生きづらい明治社会 松沢裕作／著 岩波書店 Ｔ２１０マ

国境なき助産師が行く 小島毬奈／著 筑摩書房 Ｔ３２９コ

10代からの社会学図鑑 クリス・ユール／著 三省堂 Ｔ３６１ユ

変化球男子 M.G.ヘネシー／作 鈴木出版 Ｋ９３３ヘ

おじいちゃん、おぼえてる? フィル・カミングス／文 光村教育図書 Ｅカ

ふたりママの家で パトリシア・ポラッコ／絵・文 サウザンブックス社 Ｅポ

●ＤＶＤ●

タイトル 監督等 発売者 請求記号
アサーティブな対応で防ぐグレーゾーンのセ
クシャルハラスメント

ドラコ(製作)
ＤＷド

１８２７

べてるのお正月２０１６－２０１７ 中島映像教材出版
ＤＷナ

１８２８
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