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Ａ　参考資料（貸出禁止）

男女共同参画白書  平成30年度版 内閣府男女共同参画局／編集 A 367.2        ナイ

B　女性問題とその周辺

フェミニストカウンセリング研究　　VOL.3 日本フェミニストカウンセリング学会「フェミニスト
カウンセリング研究」編集委員会／編集 B 146.8         ニホ

保育士、教師がDV被害を受けた親子を理解するための本 須賀 朋子／著 B 367.1        スガ

百年の女 酒井 順子／著 B 367.2        サカ

DV被害の回復にむけて 野末 浩之／著 B 367.3        ノズ

AV女優、のち 安田 理央／著 Ｂ 778.2 ヤス

C　社会事情

女は「政治」に向かないの? 秋山 訓子／著 C 314.1        アキ

日本の分断 吉川 徹／著 C 361.8        キツ

地域協働のマネジメント 佐々木 利廣／編著 C 361.9         ササ

コンビニ外国人 芹澤 健介／著 C 366.8         セリ

貧困研究 『貧困研究』編集委員会／編集 C 368.2        ヒン

謝るなら、いつでもおいで 川名 壮志／著 C 368.7        カワ

まわしよみ新聞をつくろう! 陸奥 賢／著 C 375.1        ムツ

手塚マンガで憲法九条を読む 手塚 治虫／マンガ C 726.1         テヅ

東京オリンピックのボランティアになりたい人が読む本 西川 千春／著 C 780.6        ニシ

Ｄ　しごと

記憶力日本一を5度獲った私の奇跡のメモ術 池田 義博／著 D 002.7        イケ

キャリアアップしたいあなたに伝えたい働く女子の基本 大口 美樹／著 D 159.4        オオ

組織にいながら、自由に働く。 仲山 進也／著 D 159.4         ナカ

職場のムダ取り教科書 川島 高之／著 D 336.2         カワ

このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む
転職の思考法

北野 唯我／著 D 366.2        キタ

女性労働研究 女性労働問題研究会／編 D 366.3 ジヨ

職場のハラスメント 中井 智子／著 D 366.3       ナカ

地方の主婦でも、子育て中でも、月にもう10万円稼ぐ方法 山田 野武男／著 D 678.4        ヤマ

さしすせその女たち 椰月 美智子／著 D 913.6        ヤズ
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E　くらし･文化

焦りグセがなくなる本 水島 広子／著 E 146.8        ミズ

幕末列藩&人物名鑑 大石 学／監修 E 281.0        オオ

ほどほどのすすめ 池田 清彦／著 E 304         イケ

大人の「学び直し」の大切さ 開 真雄／著 E 335.3        ヒラ

すごい葬式 小向 敦子／著 E 385.6         コム

夏の星座を見つけよう 赤木 かん子／作 E 443.8         アカ

身近にいる「やっかいな人」から身を守る方法 マーク　ゴールストン／著 E 498.3       ゴー

あした死んでもいい身辺整理 ごんおばちゃま／著 E 590          ゴン

お年寄りのためのひとり分料理 佐伯 知美／監修 E 596         サエ

正しい女たち 千早 茜／著 E 913.6        チハ

Ｆ　環境・リサイクル

今、心配されている環境問題は、実は心配いらないという
本当の話

武田 邦彦／著 Ｆ 519 タケ

Ｇ　福祉・介護

女性の「定年後」 香山 リカ／著 G 159.6        カヤ

定年後、うまくいく人いかない人 保坂 隆／著 G 159.7        ホサ

Ｈ　家族関係・子育て

じぶんで考えじぶんで話せるこどもを育てる哲学レッスン 河野 哲也／著 H 104         コウ

生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン　スー／著 H 367.3         スー

子育て支援の環境づくり 高山 静子／著 H 369.4        タカ

いじめで死なせない 岸田 雪子／著 H 371.4 キシ

ママにはなれないパパ 鈴木 おさむ／著 H 599.0       スズ

万引き家族 是枝 裕和／著 H 913.6         コレ

I　こころとからだ

発達障害の僕が「食える人」に変わったすごい仕事術 借金玉／著 I 366.2         シヤ

0歳からはじまるオランダの性教育 リヒテルズ直子／著 I 372.3        リヒ

君たちは“いのち”とどう向き合うか 河田 孝文／著 I 375.3         カワ

わたし、ADHDガール。恋と仕事で困ってます。 司馬 理英子／著 I 493.7        シバ

L　こどもの本

まなぶ 長倉 洋海／著 L 371.3        ナガ

森里川海大好き! 『森里川海大好き!』編集委員会／編著 L 519.8         モリ

私はどこで生きていけばいいの? ローズマリー　マカーニー／文 LE        マカ

おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ シンスケ／作　絵 LE        ヨシ


