
書名 著者 出版者 請求記号

姫君たちの明治維新 岩尾光代／著 文藝春秋 210.6ｲ
ノックととおるのはざまで 太田房江／著 ワニブックス 289.1ｵ
ペニスカッター 和田耕治／著 方丈社 289.1ﾜ
ナイチンゲール神話と真実 ヒュー・スモール／著 みすず書房 289.3ﾅ

都市郊外のジェンダー地理学 関村オリエ／著 古今書院 291ｾ

書名 著者 出版者 請求記号

世界最悪の紛争「コンゴ」 米川正子／著 創成社 302.4ﾖ
塩を食う女たち 藤本和子／著 岩波書店 316.8ﾌ
フランスの同性婚と親子関係 イレーヌ・テリー／著 明石書店 324.9ﾃ
SDGsを学ぶ 高柳彰夫／編 法律文化社 333.8ｴ
無子高齢化 前田正子／著 岩波書店 334.3ﾏ
0→1を生み出す発想の極意 六本木未来大学／編 日本経済新聞出版社 336.1ｾﾞ
思考力を磨くための社会学 岩本茂樹／著 中央公論新社 361ｲ
家族情緒の歴史社会学 本多真隆／著 晃洋書房 361.6ﾎ
差別論 佐藤裕／著 明石書店 361.8ｻ
アンダークラス 橋本健二／著 筑摩書房 361.8ﾊ
未来の再建 井手英策／著 筑摩書房 364ﾐ
ルポ中年フリーター 小林美希／著 NHK出版 366.2ｺ
残業学 中原淳／著 光文社 366.3ﾅ
私たちにはことばが必要だ イミンギョン／著 タバブックス 367.1ｲ
未来を切り拓く女性たちのNPO活動 金谷千慧子／著 明石書店 367.21ｶ
政治に口出しする女はお嫌いですか? 工藤庸子／著 勁草書房 367.23ｸ
ファミリー・バイオレンスと地域社会 井上眞理子／著 多賀出版 367.3ｲ
子連れ婚のお悩み解消法 新川てるえ／著 さくら舎 367.3ｼ
中年男ルネッサンス 田中俊之／著 イースト・プレス 367.5ﾀ
デートDV予防学 伊田広行／著 かもがわ出版 367.6ｲ
教養のためのセクシュアリティ・スタディーズ 風間孝／著 法律文化社 367.9ｷ
高齢期の性的マイノリティ理解と支援ハンドブック パープル・ハンズ／編集 パープル・ハンズ D367.9ｺ
青少年の性行動はどう変わってきたか 林雄亮／編著 ミネルヴァ書房 367.9ｾ
貧困・格差の現場から 市民連合／編 八月書館 368.2ﾋ
貧困問題最前線 大阪弁護士会／編 明石書店 368.2ﾋ
暴力を受けていい人はひとりもいない 阿部真紀／著 高文研 371.4ｱ
調査報告学校の部活動と働き方改革 内田良／著 岩波書店 374.3ﾁ
思春期からの子ども虐待予防教育 森岡満恵／著 明石書店 375.5ﾓ

恋愛制度、束縛の2500年史 鈴木隆美／著 光文社 384.7ｽ

歴史・伝記・地理

社会科学

ウィルあいち情報ライブラリーに新しく入った資料を隔月で紹介♪
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2019.4新着資料案内 あらかると

ノックととおるのはざまで 太田房江／著 ワニブックス （２８９．１オ）

女性初の知事になった著者が、生い立ちから政治、介護を、“ええかっこしい”なしに綴る。

アンダークラス 橋本健二／著 筑摩書房 （３６１．８ハ）
平成の負の遺産とも言える、新たな階級社会。非正規・女性・中年フリーターの実態とは？

むこう岸 安田夏菜／著 講談社 （Ｔ９１３ヤ）
生きづらさや貧困を抱える少年少女が、悩み・もがきながらも理不尽な境遇に立ち向かう。

2019年2～3月分から一部抜粋



書名 著者 出版者 請求記号

女性のための「検査」がわかる本 小橋隆一郎／著 主婦の友社 492.1ｺ
がんになったら知っておきたいお金の話 黒田ちはる／著 日経メディカル開発 494.5ｸ
人がセックスをやめるとき H.T.グリーリー／著 東京化学同人 495.4ｸﾞ
胎児のはなし 増崎英明／著 ミシマ社 495.6ﾏ
建設現場のハラスメント防止対策ハンドブック 樋口ユミ／著 労働調査会 510.9ﾋ
心と体がラクになる産後の骨盤ケア 小林いづみ／著 家の光協会 598.2ｺ
男コピーライター、育休をとる。 魚返洋平／著 大和書房 599ｳ
それゆけ!女性鉄道員　2 イカロス出版 686.3ｿ

電話交換手はなぜ「女の仕事」になったのか 石井香江／著 ミネルヴァ書房 694.2ｲ

書名 著者 出版者 請求記号

日本の同時代小説 斎藤美奈子／著 岩波書店 910.2ｻ
子なし専業主婦ですが何か? 倉本まなか／著 文芸社 913.6ｸ
永田町小町バトル 西條奈加／著 実業之日本社 913.6ｻ
次の人、どうぞ! 酒井順子／著 講談社 914.6ｻ
転覆家族が行く!! 本田亮／著 フレーベル館 916ﾎ
<新編>日本女性文学全集　7 岩淵宏子／監修 六花出版 918.6ｼ
楊花飛ぶ 小谷喜久江／著 九夏社 919.5ｺ
82年生まれ、キム・ジヨン チョナムジュ／著 筑摩書房 929.1ﾁ

ヒロインズ ケイト・ザンブレノ／著 C.I.P.Books 934.7ｻﾞ

書名 著者 出版者 請求記号

こどものための防災教室 今泉マユ子／著 理論社 K369ｲ
ぼくらの災害サバイバルBOOK 国崎信江／監修 主婦の友社 K369ﾎﾞ
花のお江戸の蝶の舞 岩崎京子／作 てらいんく K913ｲ
おとのさま、ほいくしさんになる 中川ひろたか／作 佼成出版社 K913ﾅ
むこう岸 安田夏菜／著 講談社 T913ﾔ
その魔球に、まだ名はない エレン・クレイジス／著 あすなろ書房 K933ｸ
わるものパパのだいだいだーいファン 板橋雅弘／作 岩崎書店 Eｲ
あるけ!ねがいをこめて モニカ・カリング／文 フレーベル館 Eｸ
ママのバレッタ たなかさとこ／絵と文 生活の医療 Eﾀ
にじいろのしあわせ マーロン・ブンド／作 岩崎書店 Eﾌﾞ

ショッキングピンク・ショック! キョウ・マクレア／文 フレーベル館 Eﾏ

書名 著者 出版者 請求記号

幼な子われらに生まれ 三島有紀子／監督 ポニーキャニオン（発売） DFﾐ1840

弟の夫 吉田照幸／演出
ＮＨＫエンタープライズ
（発行・発売）

DMｵ1855

愛しのグランマ ポール・ワイツ／監督，脚本
ソニー・ピクチャーズエン
タテインメント

DMﾜ1838

職場のハラスメント基礎講座
職場のハラスメント研究所
／企画

アスパクリエイト（販売） DWｱ1863

ＳＴＯＰ！デートＤＶ ドラコ／企画・製作 ドラコ(製作) DWﾄﾞ1862
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