
平成31年　　　　

A　参考資料（持出禁止）

青少年の性行動　　第8回調査報告 　日本性教育協会／編集 A 367.9 ﾆﾎ

B　女性問題とその周辺

ジェンダー労働論 　川東 英子／著 B 366.3 ｶﾜ  

女性の未来に大学ができること 　安齋 徹／著 B 377.1 ｱﾝ 

花と子どもの画家ちひろ 　松本 猛／文 B 726.6 ﾏﾂ        

日本史10人の女たち 　佐々木 和歌子／著 B 913.6 ｻｻ 

C　社会事情

2050年新しい地域社会を創る 　生協総合研究所／編 C 365.8  ｾｲ

地域が稼ぐ観光 　大羽 昭仁／著 C 689.4 ｵｵ

Ｄ　しごと

すぐメモする人がうまくいく 　堀 宏史／著 D 002.7 ﾎﾘ       

仕事とちょうどいい距離感になるためのマイルール 　マーリー　グレイス／著 D 159  ｸﾞﾚ           

自分のために働く 　岩本 敏男／著 D 159.4 ｲﾜ      

労働運動を切り拓く 　浅倉 むつ子ほか／編著 D 366.3 ｱｻ 

わたし8歳、職業、家事使用人。 　日下部 尚徳／著 D 366.3 ｸｻ            

アドラー式働き方改革仕事も家庭も充実させたいパパのための本 　熊野 英一／著 D 366.7 ｸﾏ           

暮らしが変わる仕事 　田中 のり子／著 D 589   ﾀﾅ        

E　くらし･文化

本屋の新井 　新井 見枝香／著 E 024  ｱﾗ           

0→1の発想を生み出す「問いかけ」の力 　野々村 健一／著 E 141.5 ﾉﾉ

「笑いの力」で人生はうまくいく 　植西 聰／著 E 159      ｳｴ 

やりたいことを全部やる!時間術 　臼井 由妃／著 E 159  ｳｽ

暮らしの「もやもや」整理術 　松尾 たいこ／著 E 159 ﾏﾂ

考え方の工夫 　松浦 弥太郎／著 E 159.4 ﾏﾂ

LIFE IS BEAUTY～美しく幸せに生きるための逆算思考 　藤原 美智子／著 E 159.6 ﾌｼﾞ

■1月新着図書■



E　くらし･文化

江戸無血開城の深層 　磯田 道史ほか／著 E 210.5 ｲｿ 

夫の死後、お墓・義父母の問題をスッキリさせる本 　大崎 美生ほか／著 E 324.6 ｵｵ

アラフィフさんいらっしゃ～い! 　青沼 貴子／著 E 367.7 ｱｵ 

前川喜平が語る、考える。 　前川 喜平／著 E 373.1 ﾏｴ 

いまどきの納骨堂 　井上 理津子／著 E 385.6 ｲﾉ 

ドローンを作ろう!飛ばそう! 　高橋 隆雄／著 E 507.9 ﾀｶ 

一汁一飯があればいい 　梅崎 和子／著 E 596 ｳﾒ

なかなか捨てられない人のための鬼速片づけ 　吉川 永里子／著 E 597.5 ﾖｼ  

地方に「かえ～る人」　　3 　丸尾 宜史／編 E 602.1 ﾏﾙ 

あゆみんとスー 　廣川 あゆみほか／著 E 611.9 ﾋﾛ  

パリのプチホテル風手作りステンドグラスランプ 　nido／著 E 751.5 ﾆﾄﾞ  

家族がよろこぶダンボール工作 　pika／著 E 754.9 ﾋﾟｶ

Amazonのダンボールをリメイク!収納&インテリア雑貨 　檜山 永次／監修 E 754.9 ﾋﾔ

手縫いで作る上質な革小物 　.URUKUST／編 E 755.5 ｳﾙ

革で作る男のカジュアルウォレット 　 E 755.5 ｽﾀ 

A4サイズの切り革で作るレザークラフト 　 E 755.5 ｽﾀ

F　環境問題・リサイクル

空飛ぶロボットは黒猫の夢を見るか? 　高城 剛／著 F 538.6 ﾀｶ 

G　福祉･介護

没イチ 　小谷 みどり／著 G 367.7 ｺﾀ

ゆりかごにそっと 　蓮田 太二／著 G 369.4 ﾊｽ  

人生は還暦から! 　小山内 美江子／著 G 914.6 ｵｻ   

90歳を生きること 　童門 冬二／著 G 914.6 ﾄﾞｳ  

母の老い方観察記録 　松原 惇子／著 G 914.6 ﾏﾂ

おばちゃん介護道 　山口 恵以子／著 G 914.6 ﾔﾏ

“介護後”うつ 　安藤 和津／著 G 916   ｱﾝ 

親の介護と仕事との両立の生活とは 　佐藤 恵一／著 G 916  ｻﾄ  



H　家族関係・子育て

妻のトリセツ 　黒川 伊保子／編著 H 143.5 ｸﾛ 

苦手な女(ヒト)のトリセツ 　下村 さき／著 H 159.6 ｼﾓ 

パパとママの育児戦略 　ファザーリング　ジャパン／著 H 366.3 ﾌｱ

DVはなおる　　　続 　味沢　道明ほか/著 H 367.1 ﾆﾎ  

家族のコトバ　　Vol.2 　VERY編集部／編 H 367.3 ﾍﾞﾘ

入門貧困論 　金子 充／著 H 368.2 ｶﾈ

シングルマザー自立への道 　江成 道子／著 H 369.4 ｴﾅ 

最強の「お父さん道」 　向谷 匡史／著 H 379.9 ﾑｶ

I　こころとからだ

カミングアウト 　ジョン　ブラウン／著 I 367.9 ﾌﾞﾗ 

「ふつう」ってなんだ? 　ReBit／監修 I 367.9 ﾘﾋﾞ 

発達障害に生まれて 　松永 正訓／著 I 493.9 ﾏﾂ 

J　 芸術･スポーツ

空飛ぶ絶景400日 　Honeymoon Traveler／著 J 290.8 ﾄﾗ

大人かわいい折り紙&雑貨 　日本ペーパーアート協会／著 J 754.9 ﾆﾎ  

K 生涯学習・社会教育

社会教育・生涯学習論 　鈴木 敏正ほか／編著 K 379 ｽｽﾞ

生涯発達と生涯学習　　　第2版 　堀 薫夫／著 K 379 ﾎﾘ

L　こどもの本

居場所がほしい 　浅見 直輝／著 L 371.4 ｱｻ

いじめ 心の中がのぞけたら　　5 　本山 理咲／著 L 371.4 ﾓﾄ 

ダンボールで作るおもしろ自動販売機 　大野 萌菜美／監修 L 754.9 ｵｵ

まいにちがプレゼント 　いもと ようこ／作絵 L E    ｲﾓ

ムカッやきもちやいた 　かさい まり／さく L E   ｶｻ

いじわるちゃん 　たんじ あきこ／作　絵 L E  ﾀﾝ 

ふたりママの家で 　パトリシア　ポラッコ／絵　文 L E ﾎﾟﾗ 


