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B　女性問題とその周辺

わたしを生きる知恵 河野 貴代美／著 B 146.8    ｶﾜ

女性学入門　改訂版 杉本 貴代栄／編著 B 367.1  ｽｷﾞ

ジェンダー・トラブル ジュディス　バトラー／著 B 367.1  ﾊﾞﾄ

日本古代女性史の研究 関口 裕子／著 B 367.2    ｾｷ

C　社会事情

コミュニティ・アーカイブをつくろう! 佐藤 知久ほか／著 C 007.5   ｻﾄ

告白 旗手 啓介／著 C 329.5    ﾊﾀ

男性という孤独な存在 橘木 俊詔／著 C 367.5    ﾀﾁ

高校生ワーキングプア NHKスペシャル取材班／著 C 367.6     ｴﾇ

世界一孤独な日本のオジサン 岡本 純子／著 C 367.7    ｵｶ

貧困問題の新地平 丸山 里美／編 C 368.2    ﾏﾙ

D　しごと

会社をつくれば自由になれる 竹田 茂／著 D 335     ﾀｹ

一生仕事で困らない企画のメモ技(テク) 高橋 晋平／著 D 336.1     ﾀｶ

OKがもらえる資料作成のツボとコツがゼッタイにわかる本 奥秋 和歌子／著 D 336.5    ｵｸ

女性の職業のすべて ２０１９年版 女性の職業研究会／編 D 366.2   ｼﾞﾖ

会社をやめてもいいですか? 杉本 透子／著 D 366.3   ｽｷﾞ

裁判例や通達から読み解くマタニティ・ハラスメント 町田 悠生子／編著 D 366.3     ﾏﾁ

ビジネスパーソンが介護離職をしてはいけないこれだけの理由 酒井 穣／著 D 366.7   ｻｶ

会社や仕事につぶされない働き方・休み方 茅嶋 康太郎／著 D 498.8   ｶﾔ

図解でわかる!ファシリテーション 松山 真之助／著 D 809.6   ﾏﾂ

E　くらし･文化

絶景本棚 本の雑誌編集部／編 E 024.9     ﾎﾝ

お坊さん、「女子の煩悩」どうしたら解決できますか? 三浦 性曉／著 E 188.7    ﾐｳ

暮らしのおへそ　Vol.25 　 E 590      ｼﾕ

綺麗なオトナ女子と残念なオバチャン女子の習慣 豊川 月乃／監修 E 595      ﾄﾖ

面倒くさがりの自分を認めたら部屋がもっとキレイになりました わたなべ ぽん／著 E 597.9 ﾜﾀ

かちがらす 植松  三十里／著 E 913.6    ｳｴ

漫画鍋島直正 佐賀県／編著 E 913.6 ｻｶﾞ

そうだ、やっぱり愛なんだ 柴門 ふみ／著 E 914.6   ｻｲ
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G　福祉･介護

老後破産 NHKスペシャル取材班／著 G 367.7    ｴﾇ

母の家がごみ屋敷 工藤 哲／著 G 367.7    ｸﾄﾞ

定年を楽園にする仕事とお金の話 高伊 茂／著 G 367.7     ﾀｶ

定年オヤジ改造計画 垣谷 美雨／著 G 913.6     ｶｷ

70代からの男の一人暮らし トンチン　カーン／著 G 914.6   ﾄﾝ

恨みっこなしの老後 橋田 壽賀子／著 G 914.6    ﾊｼ

ペコロスの母の忘れもの 岡野 雄一／著 G 916      ｵｶ

H　家族関係･子育て

愛と家事 太田 明日香／著 H 367.3     ｵｵ

子育ては別れたあとも 宗像 充ほか／著 H 367.4     ﾑﾅ

親子カフェのつくりかた 小山 訓久／著 H 369.4     ｺﾔ

パパ入門ガイド ファザーリング　ジャパン／著 H 599       ﾌｱ

おいしい育児 佐川 光晴／著 H 599.0   ｻｶﾞ

家族戦争 西舘 好子／著 H 910.2    ﾆｼ

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ／著 H 913.6    ｾｵ

I　こころとからだ

真冬のタンポポ 近藤 恒夫／著 I 368.8    ｺﾝ

発達障害の子の「励まし方」がわかる本 有光 興記／監修 I 378       ｱﾘ

<しょうがい>と<セクシュアリティ>の相談と支援 木全 和巳／著 I 378      ｷﾏ

女性のうつ病 野田 順子／著 I 493.7  ﾉﾀﾞ

スマホゲーム依存症 樋口 進／著 I 493.7   ﾋｸﾞ

自分を傷つけてしまう人のためのレスキューガイド 松本 俊彦／監修 I 493.7    ﾏﾂ

オトナ女子あばれるカラダとのつきあい方 常喜 眞理／著 I 495.1 ｼﾞﾖ

K　生涯学習

あなたのお子さんには通信制高校が合っている!! 山口 教雄／著 K 376.4     ﾔﾏ

L　こどもの本

マルコとパパ グスティ／作　絵 L 378.6   ｸﾞｽ

ママが10にん!? 天野 慶／文 L E  ｱﾏ

すずちゃんののうみそ 竹山 美奈子／文 L E ﾀｹ

イオマンテ 寮 美千子／文 L E   ﾘﾖ

ケースで学ぶセクシュアルハラスメント Ｂ 360 V 
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マタハラのない職場づくりのために
第１巻 マタハラ防止の基礎知識

Ｂ 366 V 


