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B　女性問題とその周辺

公務員のためのハラスメント防止対策 高嶋 直人/著 B 317.3               タカ

ここからセクハラ! 牟田 和恵/著 B 366.3               ムタ

世界と科学を変えた52人の女性たち レイチェル　スワビー/著 B 402.8             スワ

農家女性の戦後史 姉歯 曉/著 B 611.9               アネ

C　社会事情

THE LAST GIRL ナディア　ムラドほか/著 C 314.1        アキ

今さら聞けない!政治のキホンが2時間で全部頭に入る 馬屋原 吉博/著 C 361.8        キツ

地域づくりの基礎知識　　　　　　　　　　2 C 361.9         ササ

地方を変える女性たち 麓 幸子/著 C 366.8         フモ

イマドキ家族のリアルと未来 あすわか ほか/編著 C 368.2        アス

10代からの社会学図鑑 クリス　ユールほか/著 C 368.7        ユー

リスクを伝えるハンドブック 西澤 真理子/著 C 375.1        ニシ

ルポ中年フリーター 小林 美希/著 C 726.1         コバ

東大を出たあの子は幸せになったのか 樋田 敦子/著 C 780.6        ヒダ

災害・支援・ケアの社会学 板倉 有紀/著 C 369.3             イタ

雪かきで地域が育つ 上村 靖司/ほか編著 C 369.3 カミ

ビレッジプライド 寺本 英仁/著 C 601.1            テラ

奇跡の集落 多田 朋孔ほか/著 C 611.1            タダ

Ｄ　しごと

スマホメモ 須藤 亮/著 D 007.5            スド

女性のための「起業の教科書」 豊増 さくら/編著 D 335             トヨ

ちょっとズレてる部下ほど戦力になる! 加藤 昌男/著 D 336.4           カト

パワハラ不当解雇 高橋 秀直/著 D 366.1            タカ

働く女子と罪悪感 浜田 敬子/著 D 366.3             ハマ

E　くらし･文化

マンガでわかるアンガーコントロールガイド 清水 栄司/著 E 141.6            シミ

「いい人」をやめる脳の習慣 茂木 健一郎/著 E 159                モギ

母とヨーロッパへ行く 太田 篤子/著 E 293.0             オオ

デンマーク幸福研究所が教える「幸せ」の定義 マイク　ヴァイキング/著 E 361             ヴァ

「私を怒らせる人」がいなくなる本 園田 雅代/著 E 361.4              ソノ

シニアシングルズ女たちの知恵と縁 大矢 さよ子/編 E 367.7               オオ

LAGOM ニキ　ブラントマーク/著 E 590             ブラ

ばぁばの100年レシピ 鈴木 登紀子/著 E 596.2              スズ
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1日でできる簡単おせちと、いつでも役立つおもてなし 小林 まさみ/著 E 596.4             コバ

幸せについて 谷川 俊太郎/著 E 911.5            タニ

命の限り、笑って生きたい 瀬戸内 寂聴ほか/著 E 914.6              セト

猫も老人も、役立たずでけっこう 養老 孟司/著 E 914.6             ヨウ

Ｇ　福祉・介護

年を重ねて、今がいちばん 下重 暁子/著 G 159.7           シモ

60歳からの新・幸福論 曽野 綾子ほか/著 G 367.7           ソノ

家で死んでもいいんだよ 川上 嘉明/著 G 490.1               カワ

精神科医が教えるシニアのためのゆるっと感情ストレッチ 保坂 隆/著 G 498.3             ホサ

Ｈ　家族関係・子育て

あなたに伝えたいこと シンシア　L.メイザーほか/著 H 367.6               メイ

療育って何? 近藤 直子ほか/編著 H 378              コン

子育て経営学 宮本　恵理子/著 H 599 ミヤ

夫ストレス 奥田 三恵子/著 H 916            オク

I　こころとからだ

孤独 榎本 博明/著 I 141.6              エノ

大丈夫。人間だからいろいろあって 香山 リカ/著 I 146.8            カヤ

人のために頑張りすぎて疲れた時に読む本 根本 裕幸/著 I 146.8              ネモ

やっぱり、それでいい。 細川 貂々ほか/著 I 146.8              ホソ

人は人を救えないが、「癒やす」ことはできる 谷山 洋三/著 I 490.1             タニ

自分を傷つけずにはいられない 松本 俊彦/著 I 493.7             マツ

私が不妊治療をやめたわけ 海原 こうめ/著 I 916              ウミ

K　生涯学習

問いを創る授業 鹿嶋 真弓ほか/編著 K 375.1            カシ

L　こどもの本

アリーテ姫の冒険 ダイアナ　コールス/著 L 933.7             コー

あずき 荒井 真紀/さく L E             アラ

サンタようちえん 上原 結子/作 画 L E                 ウエ

サンタの国の12カ月  改訂版 牧村　則村/文 L E               クズ

しあわせになあれ 弓削田 健介/詩 L E                ユゲ

それしかないわけないでしょう ヨシタケ シンスケ/著 L E                   ヨシ


