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B　女性問題とその周辺

ジェンダーとセクシュアリティで見る東アジア 　瀬地山 角／編著 B 367.2               ｾﾁ

ストーカー 　小早川 明子／著 B 368.6             ｺﾊﾞ 

C　社会事情

撮ってはいけない 　飯野 たから／著 Ｃ 021.2               ｲｲ

君たちに伝えたい3 　中條 克俊／著 Ｃ 213.4               ﾁﾕ

“喜平さ”がつくった奇跡の村 　峰 竜太／著 Ｃ 318.2              ﾐﾈ 

47都道府県格差 　木原 誠太郎／著 Ｃ 361.4               ｷﾊ

新・部落差別はなくなったか? 　塩見 鮮一郎／著 Ｃ 361.8              ｼｵ

底辺への競争 　山田 昌弘／著 Ｃ 361.8               ﾔﾏ

「無理しない」地域づくりの学校 　岡山県社会福祉協議会／監修 Ｃ 369                 ｵｶ

Ｄ　しごと

女性人材の活躍２０１７ 　日本生産性本部
ダイバーシティ推進センター／編集 Ｄ 336.4             ﾆﾎ  

人を振り向かせる“さわぎ”のおこしかた 　山崎 祥之／著 Ｄ 674.0              ﾔﾏ

E　くらし･文化

○×まんがでスッキリわかるもう怒らない本 　安藤 俊介／著 Ｅ 141.6              ｱﾝ 

女性のための防災BOOK 　 Ｅ 369.3            ﾏｶﾞ 

きのう、きょう、あした。 　つばた 英子ほか／著 Ｅ 590.4           ﾂﾊﾞ   

G　福祉･介護

女、60歳からの人生大整理 　松原 惇子／著 Ｇ 159.6            ﾏﾂ  

安心・安全な老後生活のための
おひとり様おふたり様成年後見制度活用のススメ

　東向 勲／著 Ｇ 324.6              ﾋｶﾞ

凛とした老い方 　金 美齢／著 Ｇ 367.7               ｷﾝ

定年バカ 　勢古 浩爾／著 Ｇ 367.7              ｾｺ 

70歳、はじめての男独り暮らし 　西田 輝夫／著 Ｇ 367.7             ﾆｼ 

100歳まで生きる手抜き論 　吉沢 久子／著 Ｇ 367.7               ﾖｼ

沖縄子どもの貧困白書 　加藤 彰彦ほか／編集委員 Ｇ 369.4               ｶﾄ

がんばりすぎずにしれっと認知症介護 　工藤 広伸／著 Ｇ 493.7             ｸﾄﾞ 

口から見える貧困 　兵庫県保険医協会／編著 Ｇ 497.7              ﾋﾖ 

103歳。どこを向いても年下ばかり 　笹本 恒子／著 Ｇ 740.2              ｻｻ 

おちゃめに100歳!寂聴さん 　瀬尾 まなほ／著 Ｇ 910.2               ｾｵ

60歳を過ぎると、人生はどんどんおもしろくなります。　若宮 正子／著 Ｇ 914.6              ﾜｶ 

うちの子になりなよ 　古泉 智浩／著 Ｇ 916           ｺｲ    
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H　家族関係・子育て

あなたの悩みにおこたえしましょう 　信田 さよ子／著 Ｈ 146.8             ﾉﾌﾞ 

だんなデス・ノート 　死神／著 Ｈ 367.3              ｼﾆ 

母・娘・祖母が共存するために 　信田 さよ子／著 Ｈ 367.3             ﾉﾌﾞ 

シングルマザー生活便利帳 　新川 てるえほか／著 Ｈ 369.4              ｼﾝ

保育園浪人 　清家 あい／著 Ｈ 369.4             ｾｲ  

母親の孤独から回復する 　村上 靖彦／著 Ｈ 369.4              ﾑﾗ 

卒母のススメ 　西原理恵子+卒母ーズ／著 Ｈ 599.0              ｻｲ 

両立どころの騒ぎじゃない。 　須藤 暁子／著 Ｈ 599.0               ｽﾄ

濱田マリの親子バトル! 　濱田 マリ／著 Ｈ 772.1            ﾊﾏ  

枕詞はサッちゃん 　内藤 啓子／著 Ｈ 911.5              ﾅｲ 

笑顔のママと僕と息子の973日間 　清水 健／著 Ｈ 916            ｼﾐ    

I　こころとからだ

あなたが気づかないだけで
神様もゲイもいつもあなたのそばにいる

　平良 愛香／著 Ｉ 367.9          ﾀｲ     

13歳から知っておきたいLGBT+ 　アシュリー　マーデル／著 Ｉ 367.9           ﾏｰ   

性的虐待を受けた子どもの施設ケア 　八木 修司ほか／編著 Ｉ 369.4         ﾔｷﾞ     

明日も、アスペルガーで生きていく。 　国実 マヤコ／著 Ｉ 493.7        ｸﾆ       

女60代からは、病は気から、老いも気から。 　野末 悦子／著 Ｉ 495                ﾉｽﾞ

「はたらく」を支える!女性のメンタルヘルス 　丸山 総一郎／編著 Ｉ 498.8          ﾏﾙ    

ちんちんのないお父さん 　川崎 和真／著 Ｉ 916              ｶﾜ   

女子と乳がん 　松 さや香／著 Ｉ 916               ﾏﾂ  

J　 芸術･スポーツ

地域の魅力を伝える!親切な観光案内のデザイン 　パイインターナショナル／編著 Ｊ 674.7             ﾊﾟｲ 

はじめてのニューボーンフォト 　荒原 文／著 Ｊ 743.4          ｱﾗ     

折り紙建築福を呼ぶ干支の動物カードをつくる 　中沢 圭子／著 Ｊ 754.9         ﾅｶ      

K 生涯学習・社会教育

情報リテラシーのための図書館 　根本 彰／著 K 010.2            ﾈﾓ   

L　こどもの本

どこがあぶないのかな? 8 　渡邉 正樹／監修 Ｌ 374.9            ﾜﾀ   

今、世界はあぶないのか? 　[3] 　ハナネ　カイ／絵 Ｌ E                 ｶｲ  

今、世界はあぶないのか?　[4] 　ハナネ　カイ／絵 Ｌ E                ｶｲ   

マララのまほうのえんぴつ 　マララ　ユスフザイ／作 Ｌ E            ﾕｽ       

えがないえほん 　B.J.ノヴァク／さく ＬE              ﾉｳﾞ     

IMAGINE 　ジョン　レノン／詩 ＬE              ﾚﾉ      


