
津山男女共同参画センター「さん・さん」図書一覧
（令和2年1月17日現在）

ID 書籍名 著者 出版社 分類ID 分類

1 愛という名の支配 田嶋陽子 太郎次郎社 Ａ 女性問題・女性史

6 秋山さと子の「女性論」 秋山さと子 福村出版 Ａ 女性問題・女性史

7 「アグネス論争」を読む 「アグネス論争」を愉しむ会 ＪＩＣＣ出版 Ａ 女性問題・女性史

8
あごら２１２号　響け！女たちの憤り　沖縄から
の告発

あごら沖縄 BOC出版部 Ａ 女性問題・女性史

9 あごら２１号　子と母の関係を問う あごら編集部 BOC出版部 Ａ 女性問題・女性史

10 あごら２３号　女たちはいま変わる あごら編集部 BOC出版部 Ａ 女性問題・女性史

11 あごら２５号　女と情報 あごら編集部 BOC出版部 Ａ 女性問題・女性史

12 あごら２６号　いま女がモノを言うということ あごら編集部 BOC出版部 Ａ 女性問題・女性史

13 あごら２８号　産む　産まない　産めない あごら編集部 BOC出版部 Ａ 女性問題・女性史

14
あごら特集３４号　有縁の女・無縁の女・選択縁
の女

あごら編集部 BOC出版部 Ａ 女性問題・女性史

15 アジア・太平洋地域の女性政策と女性学 原ひろ子、前田瑞枝、大沢真理 新曜社 Ａ 女性問題・女性史

19 女性が輝く時代　ポテンシャルを開く２１章 日本BPW連合会 産能大学出版部 Ａ 女性問題・女性史

25
アムネスティ人権報告④女性が動く、世界がかわ
る

アムネスティ・インターナショ
ナル日本支部

明石書店 Ａ 女性問題・女性史

27 彩織　玉野市女性史 玉野市 玉野市 Ａ 女性問題・女性史

38 インターコース　性的行為の政治学 アンドレア・ドウォーキン 青土社 Ａ 女性問題・女性史

44
氏と戸籍の女性史　わが国における変遷と諸外国
との比較

久武綾子 世界思想社 Ａ 女性問題・女性史

53 エンパワメントと人権　こころの力のみなもとへ 森田ゆり 解放出版社 Ａ 女性問題・女性史

76 男と女　変わる力学 鹿嶋敬 岩波新書 Ａ 女性問題・女性史

77 男と女　すれ違う幻想 梶谷雄二 三元社 Ａ 女性問題・女性史

79
女と男の時空　日本女性史再考Ⅰ　ヒメとヒコの
時代

河野信子 藤原書店 Ａ 女性問題・女性史

80
女と男の時空　日本女性史再考Ⅱ　おんなとおと
この誕生

伊藤聖子、河野信子 藤原書店 Ａ 女性問題・女性史

81 女と男の時空　日本女性史再考Ⅲ　女と男の乱 岡野治子 藤原書店 Ａ 女性問題・女性史

82
女と男の時空　日本女性史再考Ⅳ　爛熟する女と
男　

福田光子 藤原書店 Ａ 女性問題・女性史

83
女と男の時空　日本女性史再考Ⅴ　鬩ぎ合う女と
男

奥田暁子 藤原書店 Ａ 女性問題・女性史

84
女と男の時空　日本女性史再考Ⅵ　溶解する女と
男

山下悦子 藤原書店 Ａ 女性問題・女性史

92 ＜男らしさ＞のゆくえ　男性文化の文化社会学 伊藤公雄 新曜社 Ａ 女性問題・女性史

112 女が変わる男が変わる100冊の本 冨士谷あつ子、伊藤公雄 かもがわ出版 Ａ 女性問題・女性史

120 女たちがつくるアジア 松井やより 岩波新書 Ａ 女性問題・女性史

121 女たちのアジア 松井やより 岩波新書 Ａ 女性問題・女性史

123 女たちの見えない敵　美の陰謀 ナオミ・ウルフ
ＴＢＳブリタニ
カ

Ａ 女性問題・女性史

128 女と男２１世紀　北京から日本へ 小宮山洋子 大月出版 Ａ 女性問題・女性史

143 女の日本語　男の日本語 佐々木瑞枝 筑摩書房 Ａ 女性問題・女性史

144 女のネットワーキング　女のグループ全国ガイド 横浜女性フォーラム 学陽書房 Ａ 女性問題・女性史
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150
女はなぜやせようとするのか　摂取障害とジェン
ダー

浅野千恵 頸草書房 Ａ 女性問題・女性史

151 女ひと通りのことができなくちゃ 酒井美意子 主婦と生活社 Ａ 女性問題・女性史

167
カモガワブックレット88　「男らしさ」からの
自由

中村正 かもがわ出版 Ａ 女性問題・女性史

179 90年代のアダムとイヴ 上野千鶴子
日本法曹出版協
会

Ａ 女性問題・女性史

180 共生へのメッセージ　女と男のこれから 神奈川県 神奈川県 Ａ 女性問題・女性史

190 「経済大国」日本の女性 「経済」編集部 新日本出版社 Ａ 女性問題・女性史

194
元気になりたい！女の本　北京世界女性会議から
あなたへ

Ｈｕｍａｎ　Ｒｉｇｈｔｓ　ｏ
ｆ　Ｗｏｍｅｎの会

日本評論社 Ａ 女性問題・女性史

197 現代女性読本 神田道子 三省堂　選書 Ａ 女性問題・女性史

207 国際女性　NO.11 国際女性の地位協会 尚学社 Ａ 女性問題・女性史

208 国際女性　NO.9 国際女性の地位協会 尚学社 Ａ 女性問題・女性史

220 ことばとフェミニズム 中村桃子 頸草書房 Ａ 女性問題・女性史

229 婚姻改姓・夫婦別姓のおとし穴 中村桃子 頸草書房 Ａ 女性問題・女性史

235 雑誌文化の中の女性学 諸橋泰樹 明石書店 Ａ 女性問題・女性史

242 ＣＲを実践するために 田上時子 家族社 Ａ 女性問題・女性史

245 ジェンダーがやって来た 船橋邦子 木犀社 Ａ 女性問題・女性史

246 ジェンダーから世界を読む 関啓子、木本喜美子 明石書店 Ａ 女性問題・女性史

248 ジェンダーで学ぶ社会学 伊藤公雄、牟田和恵 世界思想社 Ａ 女性問題・女性史

249 ジェンダーと多文化 桑山紀彦 明石書店 Ａ 女性問題・女性史

258 知ってますか？女性差別一問一答 新しい女と男を考える会 解放出版社 Ａ 女性問題・女性史

268 資本主義と性差別　ジェンダー的公正をめざして 森田成也 青木書店 Ａ 女性問題・女性史

269 自由おんな論争 秋山清 思想の科学社 Ａ 女性問題・女性史

270 従軍慰安婦 吉見義明 岩波新書 Ａ 女性問題・女性史

288 女性解放思想の歩み 水田珠江 岩波新書 Ａ 女性問題・女性史

289 女性解放の構図と展開　自分史からの探求 一番ヶ瀬康子 ドメス出版 Ａ 女性問題・女性史

291 女性学キーワード 岩男寿美子、加籐千恵 有斐閣 Ａ 女性問題・女性史

293 女性学ことはじめ 岩男寿美子＋原ひろ子 講談社現代新書 Ａ 女性問題・女性史

294 女性学入門 冨士谷あつ子 サイマル出版会 Ａ 女性問題・女性史

296 女性学の挑戦 金井淑子 明石書店 Ａ 女性問題・女性史

297 女性学への招待　変わる／変わらない　女の一生 井上輝子 有斐閣選書 Ａ 女性問題・女性史

298
女性がつくる２１世紀　私たちの北京「行動綱
領」

清水澄子、北沢洋子 ユック舎 Ａ 女性問題・女性史

300 女性差別撤廃条約の研究 山下泰子 尚学社 Ａ 女性問題・女性史

301 女性施設ジャーナル１　1995年度 （財）横浜市女性協会 学陽書房 Ａ 女性問題・女性史

302 女性施設ジャーナル２　1996年度 （財）横浜市女性協会 学陽書房 Ａ 女性問題・女性史
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303 女性施設ジャーナル３　1997年度 （財）横浜市女性協会 学陽書房 Ａ 女性問題・女性史

304 女性施設ジャーナル４　1998年度 （財）横浜市女性協会 学陽書房 Ａ 女性問題・女性史

305 女性施設ジャーナル５　1999年度 （財）横浜市女性協会 学陽書房 Ａ 女性問題・女性史

310 女性の現状と施策（平成５年度版） 総理府 大蔵省印刷局 Ａ 女性問題・女性史

311 女性の現状と施策（平成６年度版） 総理府 大蔵省印刷局 Ａ 女性問題・女性史

315 女性の市民活動と生活 藤原千賀 弘学出版社 Ａ 女性問題・女性史

318 女性のための人間関係講座
リンダ・アダムス、エリーナ・
レンズ

大和書房 Ａ 女性問題・女性史

319 女性は挑戦する　キャリア・ガールの生き方 菅原真理子 主婦の友社 Ａ 女性問題・女性史

320 女性への暴力 シャーマン・Ｌ・バビオー 明石書店 Ａ 女性問題・女性史

339 人物日本の女性史１　華麗なる宮廷才女 円地文子　他 集英社 Ａ 女性問題・女性史

340 人物日本の女性史１０　江戸期女性の生きかた 円地文子　他 集英社 Ａ 女性問題・女性史

341 人物日本の女性史１１　自由と権利を求めて 円地文子　他 集英社 Ａ 女性問題・女性史

342 人物日本の女性史１２　教育・文学への黎明 円地文子　他 集英社 Ａ 女性問題・女性史

343 人物日本の女性史２　栄光の女帝と后 円地文子　他 集英社 Ａ 女性問題・女性史

344 人物日本の女性史３　源平争乱期の女性 円地文子　他 集英社 Ａ 女性問題・女性史

345 人物日本の女性史４　戦国乱世に生きる 円地文子　他 集英社 Ａ 女性問題・女性史

346 人物日本の女性史５　政権を動かした女たち 円地文子　他 集英社 Ａ 女性問題・女性史

347 人物日本の女性史６　日記につづる哀歓 円地文子　他 集英社 Ａ 女性問題・女性史

348 人物日本の女性史７　信仰と愛と死と 円地文子　他 集英社 Ａ 女性問題・女性史

349 人物日本の女性史８　徳川家の夫人たち 円地文子　他 集英社 Ａ 女性問題・女性史

350 人物日本の女性史９　芸の道ひとすじ 円地文子　他 集英社 Ａ 女性問題・女性史

355 少し立ちどまって、男たち （財）東京女性財団 東京女性財団 Ａ 女性問題・女性史

372 セクシュアル・ライツ　人類最後の人権 山本直英 明石書店 Ａ 女性問題・女性史

380 先駆者たちの肖像　明日を拓いた女性たち （財）東京女性財団 ドメス出版 Ａ 女性問題・女性史

383 戦争を生きぬいた女たち　38人の真実の記録 サリー・ヘントン＝キーヴァ 新宿書房 Ａ 女性問題・女性史

384 装置としての性支配 江原由美子 頸草書房 Ａ 女性問題・女性史

406 津田梅子 大場みな子 朝日新聞社 Ａ 女性問題・女性史

432 なぜ「従軍慰安婦」を記憶にきざむのか 西野瑠美子 明石書店 Ａ 女性問題・女性史

436 なにが女性の主要な敵なのか クリスティーヌ・デルフィ 頸草書房 Ａ 女性問題・女性史

437 肉食という性の政治学 キャロル・Ｊ・アダムス 新宿書房 Ａ 女性問題・女性史

441 日本語は女をどう表現してきたか キトレッジ・チェリー 福武文庫 Ａ 女性問題・女性史

443 日本女性生活史１　原始・古代 女性史総合研究会 東京大学出版会 Ａ 女性問題・女性史

444 日本女性生活史２　中世 女性史総合研究会 東京大学出版会 Ａ 女性問題・女性史
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445 日本女性生活史３　近世 女性史総合研究会 東京大学出版会 Ａ 女性問題・女性史

446 日本女性生活史４　近代 女性史総合研究会 東京大学出版会 Ａ 女性問題・女性史

447 日本女性生活史５　現代 女性史総合研究会 東京大学出版会 Ａ 女性問題・女性史

448 日本女性の歴史　女のはたらき 総合女性史研究会 角川選書 Ａ 女性問題・女性史

449 日本女性の歴史　性・愛・家族 総合女性史研究会 角川選書 Ａ 女性問題・女性史

450 日本女性の歴史　文化と思想 総合女性史研究会 角川選書 Ａ 女性問題・女性史

451 日本のフェミニズム１　リブとフェミニズム
井上輝子、上野千鶴子、江原由
美子

岩波書店 Ａ 女性問題・女性史

452 日本のフェミニズム２　フェミニズム理論
井上輝子、上野千鶴子、江原由
美子

岩波書店 Ａ 女性問題・女性史

453 日本のフェミニズム３　性役割
井上輝子、上野千鶴子、江原由
美子

岩波書店 Ａ 女性問題・女性史

454 日本のフェミニズム４　権力と労働
井上輝子、上野千鶴子、江原由
美子

岩波書店 Ａ 女性問題・女性史

455 日本のフェミニズム５　母性
井上輝子、上野千鶴子、江原由
美子

岩波書店 Ａ 女性問題・女性史

456 日本のフェミニズム６　セクシュアリティ
井上輝子、上野千鶴子、江原由
美子

岩波書店 Ａ 女性問題・女性史

457 日本のフェミニズム７　表現とメディア
井上輝子、上野千鶴子、江原由
美子

岩波書店 Ａ 女性問題・女性史

458 日本のフェミニズム別冊　男性学
井上輝子、上野千鶴子、江原由
美子

岩波書店 Ａ 女性問題・女性史

507 フェミニズム・コレクションⅠ　制度と達成
加藤秀一、坂本佳鶴惠、瀬地山
角

頸草書房 Ａ 女性問題・女性史

508 フェミニズム・コレクションⅡ　性・身体・母性
加藤秀一、坂本佳鶴惠、瀬地山
角

頸草書房 Ａ 女性問題・女性史

509 フェミニズム・コレクションⅢ　理論
加藤秀一、坂本佳鶴惠、瀬地山
角

頸草書房 Ａ 女性問題・女性史

511 フェミニズムの主張２　性の商品化 江原由美子 頸草書房 Ａ 女性問題・女性史

512 フェミニズム問題の転換 金井淑子 頸草書房 Ａ 女性問題・女性史

518 婦人施策の指針 総理府 ぎょうせい Ａ 女性問題・女性史

519 婦人の現状と施策 総理府 ぎょうせい Ａ 女性問題・女性史

525 文化のなかの女と男 山村嘉己　他 嵯峨野書院 Ａ 女性問題・女性史

531 魔女の論理　エロスへの渇望 駒沢喜美 エポナ出版 Ａ 女性問題・女性史

533 学んでみたい女性学 中田照子　他 ミネルヴァ書房 Ａ 女性問題・女性史

535 三くだり半 高木侃
平凡社ライブラ
リー

Ａ 女性問題・女性史

539 明治維新と女性の夜明け 絲屋寿雄 汐文社 Ａ 女性問題・女性史

541 女神　聖と性の人類学 田中雅一 平凡社 Ａ 女性問題・女性史

562 歴史に人権を刻んだ女たち 米田佐代子 かもがわ出版 Ａ 女性問題・女性史

564 連帯と行動　国際婦人年連絡会の記録
国際婦人年日本大会の決議を実
現するための連絡会

市川房枝記念会
出版部

Ａ 女性問題・女性史

568 わかった曼陀羅　性差別の三千世界 駒沢喜美
わかったぷらん
にんぐ

Ａ 女性問題・女性史

576 私の「女性学」講義（三訂版） 小松満貴子 ミネルヴァ書房 Ａ 女性問題・女性史

577 私の「女性学」講義（三訂版） 小松満貴子 ミネルヴァ書房 Ａ 女性問題・女性史

579 私の「女性学」講義（新版） 小松満貴子 ミネルヴァ書房 Ａ 女性問題・女性史
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581 私は「慰安婦」ではない　日本の侵略と性奴隷 戦争犠牲者を心に刻む会 東方出版 Ａ 女性問題・女性史

606 東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ 遙洋子 筑摩書房 Ａ 女性問題・女性史

619 ビデオで女性学　映画のなかの女性を読む 井上輝子ほか 有斐閣ブックス Ａ 女性問題・女性史

629 那覇女性史（近代編）　なは・女のあしあと
那覇市総務部女性室　那覇女性
史編集委員

ドメス出版 Ａ 女性問題・女性史

630 女たちの２０世紀・100人　姉妹たちよ ジョジョ企画 集英社 Ａ 女性問題・女性史

665 ジェンダーと女性政策 金井淑子ほか
神奈川県立かな
がわ女性ｾﾝﾀｰ

Ａ 女性問題・女性史

683 東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ 遙洋子 筑摩書房 Ａ 女性問題・女性史

696 砂漠の女ディリー ワリス・ディリー 草思社 Ａ 女性問題・女性史

697 税理士が見たジェンダー 山崎久民 ユック舎 Ａ 女性問題・女性史

718 岡山の女性と暮らし「戦前・戦中」の歩み 岡山女性史研究会 山陽新聞社 Ａ 女性問題・女性史

719 母性愛神話の罠 大日向雅美 日本評論社 Ａ 女性問題・女性史

738
少し立ちどまって、男たち　男性のためのジェン
ダー・フリー読本

江原由美子・渡邊秀樹・細谷実 東京女性財団 Ａ 女性問題・女性史

739 「ことば」に見る女性 井出祥子他 東京女性財団 Ａ 女性問題・女性史

743
ママは大臣　パパ育児　－ヨーロッパをゆさぶる
男女平等の政治

三井マリ子 明石書店 Ａ 女性問題・女性史

760 ［季刊］女子教育もんだい［特集］戦争と女性 女子教育もんだい編集委員会
労働教育セン
ター

Ａ 女性問題・女性史

761
［季刊］女子教育もんだい［特集］余暇と女子教
育

女子教育もんだい編集委員会
労働教育セン
ター

Ａ 女性問題・女性史

762
［季刊］女子教育もんだい［特集］戦後の婦人運
動を問い直す

女子教育もんだい編集委員会
労働教育セン
ター

Ａ 女性問題・女性史

763
［季刊］女子教育もんだい［特集］いま,家族とは
何か　家庭科男女共学の手がかりを求めて

女子教育もんだい編集委員会
労働教育セン
ター

Ａ 女性問題・女性史

768 「性を考える」わたしたちの講義
上野輝将・倉地克直・沢山美果子・
田中貴子・西山良平・妻鹿淳子

世界思想社 Ａ 女性問題・女性史

773 女子割礼　因習に呪縛される女性の性と人権 フラン・Ｐ・ホスケン 明石書店 Ａ 女性問題・女性史

774
性と生殖に関する権利　リプロダクティヴ・ライ
ツの推進

リード・ボーランド 明石書店 Ａ 女性問題・女性史

779 ジェンダーを学ぶ 堤かなめ・窪田由紀
有限会社　海鳥
社

Ａ 女性問題・女性史

786
［季刊］女子教育もんだい［特集］職業選択と女
子教育

女子教育もんだい編集委員会
労働教育セン
ター

Ａ 女性問題・女性史

787 国際女性　No.12 国際女性の地位協会 尚学社 Ａ 女性問題・女性史

788 国際女性　No.13 国際女性の地位協会 尚学社 Ａ 女性問題・女性史

789
自治体の女性政策と女性問題講座　その取り組み
方・創り方

グループみこし 学陽書房 Ａ 女性問題・女性史

803
広告からよむ女と男　ジェンダーとセクシュアリ
ティ

石川弘義・滝島英男
雄山閣出版株式
会社

Ａ 女性問題・女性史

806
ジェンダーの生活経済論　持続可能な消費のため
に

伊藤セツ ミネルヴァ書房 Ａ 女性問題・女性史

808 女性学教育／学習ハンドブック
国立婦人教育会館　女性学・
ジェンダー研究会

有斐閣 Ａ 女性問題・女性史

811
世界中のひまわり姫へ　●未来をひらく「女性差
別撤廃条約」

永田萌／絵　小笠原みどり／文 ポプラ社 Ａ 女性問題・女性史

814 国際女性　No.14 国際女性の地位協会 ドメス出版 Ａ 女性問題・女性史

820 ［共同研究］男性論 西川祐子・荻野美穂編 人文書院 Ａ 女性問題・女性史

821
1945年のクリスマスー日本国憲法に「男女平
等」を書いた女性の自伝ー

ベアテ・シロタ・ゴードン 柏書房株式会社 Ａ 女性問題・女性史
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828 キャンパス性差別事情―ストップ・ザ・アカハラ 上野千鶴子編 三省堂 Ａ 女性問題・女性史

829 女たちが経験したこと　昭和女性史三部作 上坂冬子 中央公論新社 Ａ 女性問題・女性史

834 女と男の日本語辞典（上巻） 佐々木瑞枝 東京堂出版 Ａ 女性問題・女性史

839
ここが知りたい!そこが聞きたい!男女共同参画社
会基本法

船橋邦子
ウイメンズブッ
クストア松香堂

Ａ 女性問題・女性史

840 覚書・戦後の市川房枝 児玉勝子 新宿書房 Ａ 女性問題・女性史

843 働く女たちの記録　21世紀へ 関西女の労働問題研究会編 松香堂 Ａ 女性問題・女性史

844 市川房枝自伝　戦前編 市川房枝 新宿書房 Ａ 女性問題・女性史

861 祖母・母たちの娘時代 湯沢雍彦 クレス出版 Ａ 女性問題・女性史

868 男女共同参画と女性労働 赤岡功　他 ミネルヴァ書房 Ａ 女性問題・女性史

869 各国企業の働く女性たち 柴山恵美子　他 ミネルヴァ書房 Ａ 女性問題・女性史

872 男性論 西川裕子、荻野美穂 人文書院 Ａ 女性問題・女性史

875 青鞜 らいてう研究会編 大修館書店 Ａ 女性問題・女性史

885 男女共同参画基本計画 内閣府男女共同参画局 財務省印刷局 Ａ 女性問題・女性史

887 二十世紀を変えた女たち 安達正勝 白水社 Ａ 女性問題・女性史

891 ジェンダーを学ぶ 堤かなめ・窪田由紀 海鳥社 Ａ 女性問題・女性史

894 岡山の女性と暮らし　「戦後の歩み」 岡山女性史研究会 山陽新聞社 Ａ 女性問題・女性史

898 北の女性史 札幌女性史研究会 北海道新聞社 Ａ 女性問題・女性史

904 女・男の現在をみつめて　―岡山女性学十年― 岡山女性学会 山陽新聞社 Ａ 女性問題・女性史

905 近代岡山の女たち 岡山女性史研究会 三省堂 Ａ 女性問題・女性史

906 長崎の女たち 長崎女性史研究会 長崎文献社 Ａ 女性問題・女性史

919 母と私　九津見房子との日々 大竹一燈子 築地書館 Ａ 女性問題・女性史

921 烙印の女たち 澤地久枝 講談社 Ａ 女性問題・女性史

922 色街ものがたり 岡長平 日本文教出版 Ａ 女性問題・女性史

925 からゆきさん 森崎和江 朝日新聞社 Ａ 女性問題・女性史

927 瞽女物語 斎藤真一 講談社 Ａ 女性問題・女性史

932 女人往生 笠原一男 教育社 Ａ 女性問題・女性史

934 廓のおんな 井上雪 朝日新聞社 Ａ 女性問題・女性史

935 祖母・母・娘の時代 鹿野政直・堀場清子 岩波書店 Ａ 女性問題・女性史

936 婦人・女性・おんな 鹿野政直 岩波書店 Ａ 女性問題・女性史

937 歴史から何を学ぶか 西村貞二 講談社 Ａ 女性問題・女性史

938 歴史観とは何か 西村貞二 第三文明社 Ａ 女性問題・女性史

939 婦人問題ハンドブック 樋口恵子 創元社 Ａ 女性問題・女性史

941 鳴潮のかなたに 山崎朋子 文藝春秋 Ａ 女性問題・女性史
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942 愛と鮮血　―アジア女性交流史― 山崎朋子 三省堂 Ａ 女性問題・女性史

943 静岡おんな百年（上） 市原正恵 ドメス出版 Ａ 女性問題・女性史

944 静岡おんな百年（下） 市原正恵 ドメス出版 Ａ 女性問題・女性史

949 婦人論ノート 米田佐代子 新日本出版社 Ａ 女性問題・女性史

954 日本の婦人問題 村上信彦 岩波書店 Ａ 女性問題・女性史

955 明治女性史　（一）　文明開化 村上信彦 講談社 Ａ 女性問題・女性史

956 明治女性史　（ニ）　女権と家 村上信彦 講談社 Ａ 女性問題・女性史

957 明治女性史　（三）　女の職業 村上信彦 講談社 Ａ 女性問題・女性史

958 明治女性史　（四）　愛と解放の胎動 村上信彦 講談社 Ａ 女性問題・女性史

959 高群逸枝と柳田国男　－婚制の問題を中心に－ 村上信彦 大和書房 Ａ 女性問題・女性史

973 女性の歴史（上） 高群逸枝 講談社 Ａ 女性問題・女性史

991 きっと変えられる性差別語　私たちのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 上野千鶴子 三省堂 Ａ 女性問題・女性史

1000 女性施設ジャーナル７　2002年版 横浜市女性協会 学陽書房 Ａ 女性問題・女性史

1004 男女共同参画と女性労働 赤岡功　他 ミネルヴァ書房 Ａ 女性問題・女性史

1005 男女共同参画社会　キーワードはジェンダー 日本学術協力財団
日本学術協力財
団

Ａ 女性問題・女性史

1007 女とことば 遠藤織枝 明石書店 Ａ 女性問題・女性史

1012 女性学・男性学　ジェンダー論入門 伊藤公雄　他 有斐閣 Ａ 女性問題・女性史

1017 お笑いジェンダー論 瀬地山角 勁草書房 Ａ 女性問題・女性史

1021 学びあう女と男の日本史 歴史教育者協議会 青木書店 Ａ 女性問題・女性史

1023 フェミニズムと科学／技術 小川眞里子 岩波書店 Ａ 女性問題・女性史

1044 女性と高齢社会　あなたのﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞのために 日本女性学習財団
日本女性学習財
団

Ａ 女性問題・女性史

1052 わが道を行く　職場の女性の地位向上をめざして 影山裕子 学陽書房 Ａ 女性問題・女性史

1067 ジェンダーで学ぶ教育 天野正子他 世界思想社 Ａ 女性問題・女性史

1069 ザ・フェミニズム 上野千鶴子他 筑摩書房 Ａ 女性問題・女性史

1070 美女たちの日本史 永井路子 中央公論新社 Ａ 女性問題・女性史

1074 ラディカルに語れば 上野千鶴子 平凡社 Ａ 女性問題・女性史

1075 ジェンダーフリーは止まらない！ 上野千鶴子他 松香堂書店 Ａ 女性問題・女性史

1085 ジェンダーフリー・性教育バッシング 浅井春夫他 大月書店 Ａ 女性問題・女性史

1089 21世紀フェミニズムの最前線 上野千鶴子 松香堂書店 Ａ 女性問題・女性史

1090 フェミニズムと対話した女性たち
ﾌｪﾐﾆｽﾞﾑと対話した女性たち編集
委員会

薪水社 Ａ 女性問題・女性史

1092 メディアにひそむ母性愛神話 大日向雅美 草土文化 Ａ 女性問題・女性史

1093 母性愛神話とのたたかい 大日向雅美 草土文化 Ａ 女性問題・女性史

1099 男女共同参画の時代 鹿嶋敬 岩波新書 Ａ 女性問題・女性史
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1108 女性主導文明が未来を救う 宮原一成 文芸社 Ａ 女性問題・女性史

1122 男の勘ちがい 斉藤学 毎日新聞社 Ａ 女性問題・女性史

1125 平安朝女の生き方　輝いた女性たち 服藤早苗 小学館 Ａ 女性問題・女性史

1131 キャリアを招く
柏木惠子国立女性教育会館 女性研究社
ネットワーク支援プロジェクト　編 ドメス出版 Ａ 女性問題・女性史

1132 女性と社会教育 中藤洋子 ドメス出版 Ａ 女性問題・女性史

1133 マザーネイチャー（上） サラ・ブラファー・ハーディー 早川書房 Ａ 女性問題・女性史

1134 マザーネイチャー（下） サラ・ブラファー・ハーディー 早川書房 Ａ 女性問題・女性史

1142
｢男だてら」に｢女泣き｣ジェンダーと男女共同参
画社会入門

奥山和弘 文芸社 Ａ 女性問題・女性史

1143 女性施設ジャーナル１９９５ 光行淳子 学陽書房 Ａ 女性問題・女性史

1145 母性愛神話の罠 大日向雅美 日本評論社 Ａ 女性問題・女性史

1146 近代日本女性史　下 米田佐代子 新日本新書 Ａ 女性問題・女性史

1147 女性施設ジャーナル２００１ 光行淳子 学陽書房 Ａ 女性問題・女性史

1149 ジェンダーの心理学 青野篤子　他 ミネルヴァ書房 Ａ 女性問題・女性史

1150 女性問題のキーワード 矢澤澄子 ドメス出版 Ａ 女性問題・女性史

1160 英語にみる　性とことば フランシーヌ・フランク 関西大学出版部 Ａ 女性問題・女性史

1165 じぇんだぁ・ふりぃBOX 「男女共生教育」プロジェクト
大阪府同和教育
研究協議会編

Ａ 女性問題・女性史

1182 オトコの気持ち　オンナの事情
アルコール薬物問題全国市民協
会（ASK）

㈱アスク・ヒュー
マン・ケア

Ａ 女性問題・女性史

1200 こころの格差社会ーぬけがけと嫉妬の現代日本人 海原純子 角川書店 Ａ 女性問題・女性史

1204 ジェンダーバッシングを超えて 労働教育センター
労働教育セン
ター

Ａ 女性問題・女性史

1217
【ジェンダーが救う新・サラリーマン福論】男を
脱ぐ！

鷹森樹 せんにち Ａ 女性問題・女性史

1241 桂昌院　藤原宗子 竹田真砂子 集英社 Ａ 女性問題・女性史

1242 女ですもの 内田春菊、よしもとばなな ポプラ社 Ａ 女性問題・女性史

1252 女の敵 遥洋子 日経ＢＰ社 Ａ 女性問題・女性史

1257 フェミニストカウンセリングへの招待 井上摩耶子 ユック舎 Ａ 女性問題・女性史

1267 「私」が「わたくし」であることへ 吉武輝子対話集
パド・ウィメン
ズ・オフィス

Ａ 女性問題・女性史

1271 「まだ結婚しないの？」に答える理論武装 伊田広行 光文社 Ａ 女性問題・女性史

1276 母は娘の人生を支配する 斎藤　環
日本放送出版協
会【刊】

Ａ 女性問題・女性史

1286 格差社会を生きる 杉井静子 かもがわ出版 Ａ 女性問題・女性史

1311 それ、恋愛じゃなくてDVです 瀧田信之 WEVE出版 Ａ 女性問題・女性史

1330 母性を問う歴史的変遷（下） 脇田晴子他 人文書院 Ａ 女性問題・女性史

1331 母性を問う歴史的変遷（上） 脇田晴子他 人文書院 Ａ 女性問題・女性史

1340 ちびまる子ちゃんのキュリー夫人
さくらももこ、石本美穂、大場
覚

集英社 Ａ 女性問題・女性史

1360 富士見産婦人科病院事件
富士見産婦人科病院被害者同
盟・原告団［編］

一葉社 Ａ 女性問題・女性史
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1368
モモタロー･ノー･リターン･＆サルカニ･バイオレ
ンス

奥山　和浩 十月社 Ａ 女性問題・女性史

1371
日本の男性の心理学～もう一つのジェンダー問題
～

柏木　惠子・高橋　惠子 有斐閣 Ａ 女性問題・女性史

1388 Because I am a Girl わたしは女の子だから
著：ティム・ブッチャー他
訳：角田光代

英治出版 Ａ 女性問題・女性史

1391
よくわかるジェンダー・スタディーズ
人文社会科学から自然科学まで

木村涼子ほか ミネルヴァ書房 Ａ 女性問題・女性史

1395 クオータ制の実現をめざす WIN WIN(編著)
パドウィメンズ
オフィス

Ａ 女性問題・女性史

1400 負け犬の遠吠え 酒井順子 講談社 Ａ 女性問題・女性史

1402 ジェンダー論をつかむ 千田有紀他 有斐閣 Ａ 女性問題・女性史

1403 ＜おんな＞の思想　私たちはあなたを忘れない 上野　千鶴子
集英社インター
ナショナル

Ａ 女性問題・女性史

1407 「東洋の魔女」論 新　雅史
イースト・プレ
ス

Ａ 女性問題・女性史

1409 性と柔：女子柔道史から問う 溝口　紀子 河出書房新社 Ａ 女性問題・女性史

1422 ハウスワイフ2.0 エミリー・マッチャー 文藝春秋社 Ａ 女性問題・女性史

1426 女のせりふ 伊藤　雅子 福音館書店 Ａ 女性問題・女性史

1427 続　女のせりふ 伊藤　雅子 福音館書店 Ａ 女性問題・女性史

1428 女子会2.0 「ジレンマ＋」編集部 ＮＨＫ出版 Ａ 女性問題・女性史

1434 田中寿美子の足跡 田中寿美子さんの足跡をたどる会 Ｉ女性会議 Ａ 女性問題・女性史

1435 田中寿美子の足跡に学ぶ（記録集） 田中寿美子さんの足跡をたどる会 Ｉ女性会議 Ａ 女性問題・女性史

1448 女性たちの貧困”新たな連鎖”の衝撃 ＮＨＫ「女性の貧困」取材班 幻冬舎 Ａ 女性問題・女性史

1462 広告は、社会を揺さぶった―ボーヴォワールの娘たち 脇田　直枝 宣伝会議 Ａ 女性問題・女性史

1479
男女平等は進化したか
男女共同参画基本計画の策定、施策の監視から

鹿嶋　敬 新曜社 Ａ 女性問題・女性史

1495
壁を超える　政治と行政のジェンダー主流化 第1
巻

辻村みよ子 岩波書店 Ａ 女性問題・女性史

1496
壁を超える　政治と行政のジェンダー主流化 第3
巻

辻村みよ子 岩波書店 Ａ 女性問題・女性史

1497 82年生まれ、キム・ジヨン チョ・ナムジュ 筑摩書房 Ａ 女性問題・女性史

1503 説教したがる男たち レベッカ・ソルニット 株式会社左右社 A 女性問題・女性史

24 姉家督　男女の別を問わぬ初生子相続 前田卓 関西大学出版部 Ｂ 社会・法律

55 欧米キャリア女性が見た　日本人のセクハラ
クリスタリン・ブラネン、ト
レーシー・ワイレン

草思社 Ｂ 社会・法律

130 「女と男」の検事調書 松木麗 講談社 Ｂ 社会・法律

152 改正男女雇用機会均等法の解説 労働省女性局
２１世紀職業財
団

Ｂ 社会・法律

165 これでいいの？女性の年金 塩田咲子 かもがわ出版 Ｂ 社会・法律

201 公共機関相談窓口ガイド
（財）女性のためのアジア平和
国民基金

ちちぶ編集室 Ｂ 社会・法律

202 口語六法全書　刑法 植松正 自由国民社 Ｂ 社会・法律

203 口語六法全書　親族相続法 有地亨 自由国民社 Ｂ 社会・法律

206 国際結婚の法律Ｑ＆Ａ 鳥居淳子　他 有斐閣選書 Ｂ 社会・法律

233 裁判の女性学　女性の裁かれかた 福島瑞穂 有斐閣選書 Ｂ 社会・法律
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247
ジェンダーからみた新聞のうら・おもて　［新聞
女性学入門］

田中和子、諸橋泰樹 現代書館 Ｂ 社会・法律

256
知っていますか?セクシュアル・ハラスメント一
問一答

養父知美、牟田和恵 解放出版社 Ｂ 社会・法律

257 知ってますか？「エンゼルプラン」一問一答 鈴木祥蔵 解放出版社 Ｂ 社会・法律

279 少子化への道 坂井博通 学文社 Ｂ 社会・法律

287 女性・暴力・人権 渡辺和子 学陽書房 Ｂ 社会・法律

306 女性と社会保障 社会保障研究会 東京大学出版会 Ｂ 社会・法律

307 女性と人権　歴史と理論から学ぶ 辻村みよ子 日本評論社 Ｂ 社会・法律

323 女性をめぐる職場の法律 込田晶代 中央経済社 Ｂ 社会・法律

330 シングル単位の社会論 伊田広行 世界思想社 Ｂ 社会・法律

334 人権ブックレット４７　女性問題入門 大野町子 部落解放研究会 Ｂ 社会・法律

335 新市民時代の文化行政 中川幾郎 公人の友社 Ｂ 社会・法律

352 ストーカー対策マニュアル ベン・メレンデス、和田裕司 同文書院 Ｂ 社会・法律

353 盗聴撃退マニュアル 藤田悟 同文書院 Ｂ 社会・法律

354 スクランブル講座！　セクシャル・ハラスメント 女と男の２１世紀を考える会 ＪＩＣＣ出版局 Ｂ 社会・法律

366 性の法律学 角田由紀子 有斐閣選書 Ｂ 社会・法律

371 セクシュアル・ハラスメント 福島瑞穂　他 有斐閣選書 Ｂ 社会・法律

373 セクハラ事件の主役たち 金子雅臣 築地書館 Ｂ 社会・法律

381 先進諸国の人口問題　少子化と家族政策 阿藤誠 東京大学出版会 Ｂ 社会・法律

385
続アジアの子どもと買春　アジアの子どもとセッ
クスツーリスト

ロン・オグレディ 明石書店 Ｂ 社会・法律

423 ドメスティック・バイオレンス
「夫（恋人）からの暴力」調査
研究会

有斐閣選書 Ｂ 社会・法律

426 問われる女性の人権 日本弁護士連合会 こうち書房 Ｂ 社会・法律

459 日本はどんな国か　国際理解のために 辻野功 紀伊国屋書店 Ｂ 社会・法律

467 買春する男たち いのうえせつこ 新評論 Ｂ 社会・法律

515 福島瑞穂の時代探検 福島瑞穂 明石書店 Ｂ 社会・法律

527 法女性学のすすめ　女性からの法律への問いかけ 金城清子 有斐閣選書 Ｂ 社会・法律

528 暴力の文化人類学 田中雅一
京都大学学術出
版会

Ｂ 社会・法律

544 メディア･リテラシーを学ぶ人のために 鈴木みどり 世界思想社 Ｂ 社会・法律

545
メディアリテラシー　メディアと市民をつなぐ回
路

メディアリテラシー研究会 NIPPORO文庫 Ｂ 社会・法律

550 やさしいまちの空間学 建設省 ケイブン出版 Ｂ 社会・法律

567 若い女性の法律ガイド 大谷恭子、福島瑞穂 有斐閣 Ｂ 社会・法律

569 わたしたちと裁判 後藤昭
岩波ジュニア新
書

Ｂ 社会・法律

570 「私たちのまち会津若松の明日に向けて」 会津未来への会 会津若松市 Ｂ 社会・法律

584 新就業規則等がつくれる改正労基法早わかり 荻原勝 中央経済社 Ｂ 社会・法律
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586
ドメスティック・バイオレンスー男性加害者の暴
力克服の試みー

草柳和之
岩波ブックレッ
ト

Ｂ 社会・法律

603 夫が妻に暴力をふるうとき
ニール・ジェイコブソン　ジョ
ン・ゴットマン

講談社 Ｂ 社会・法律

604 ストーカー恐怖の体験 現代犯罪研究会 二見文庫 Ｂ 社会・法律

612
セックス「産業」東南アジアにおける売買春の背
景

リン・リーン・リム
日本労働研究機
構

Ｂ 社会・法律

615 改正男女雇用機会均等法の労務 萩原勝 中央経済社 Ｂ 社会・法律

625 ドメスティック・バイオレンスを乗り越えて 鈴木隆文、後藤麻理 日本評論社 Ｂ 社会・法律

708 メディアがつくるジェンダー 松村泰子 新曜社 Ｂ 社会・法律

711 いちばんやさしい憲法入門ー第２版 初宿正典他 有斐閣アルマ Ｂ 社会・法律

717 子どもを持たないこころ 青木紀久代・神宮英夫 北大路書房 Ｂ 社会・法律

728 話を聞かない男、地図が読めない女 アラン・ピーズ 主婦の友社 Ｂ 社会・法律

732 女性と税制 クラウディア・スコット 東洋経済新報社 Ｂ 社会・法律

753 家族卒業 速水由紀子 紀伊国屋書店 Ｂ 社会・法律

758 税務六法　通達編 日本税理士会連合会　編集 ぎょうせい Ｂ 社会・法律

759 税務六法　法令編 日本税理士会連合会 ぎょうせい Ｂ 社会・法律

776 レイプ・男からの発言 ティモシー・ベイネケ 筑摩書房 Ｂ 社会・法律

780 メディアリテラシー　マスメディアを読み解く オンタリオ州教育省 リベルタ出版 Ｂ 社会・法律

791 全国中学生　人権作文コンテスト　入賞作文集
法務省人権擁護
局

Ｂ 社会・法律

827
セクシュアル・ハラスメントー欧米企業の実践実
例：ILO調査

マリアン・ラインハルト 日科技連出版社 Ｂ 社会・法律

830 シネマ女性学 松本侑壬子 論創社 Ｂ 社会・法律

831 埼玉県よしかわ発　男女共同参画物語
よしかわ女／男たちのあゆみを
記録する会

生活思想社 Ｂ 社会・法律

841 法女性学への招待〔新版〕
山下泰子・戒能民江・神尾真知
子・植野妙実子

有斐閣 Ｂ 社会・法律

877 僕が妻を殴るなんて　ＤＶ加害者が語る 吉廣　紀代子 青木書店 Ｂ 社会・法律

884 男女共同参画推進条例のつくり方 山下泰子・橋本ヒロ子・斎藤誠 ぎょうせい Ｂ 社会・法律

888 ストーカー完全撃退ハンドブック 山田秀雄・安冨潔 扶桑社 Ｂ 社会・法律

889 ストーカーからあなたを守る本 高畠克子・渡辺智子 法研 Ｂ 社会・法律

890 さらば、原告Ａ子 晴野まゆみ 海鳥社 Ｂ 社会・法律

974 ＤＶ防止法 南野千惠子　他 ぎょうせい Ｂ 社会・法律

975 離婚・離縁事件実務マニュアル 家族法研究会　他 ぎょうせい Ｂ 社会・法律

984 人権読本 鎌田慧 岩波書店 Ｂ 社会・法律

998
よくわかる自治体の男女共同参画政策　施策のポ
イントと課題

広岡守穂　他 学陽書房 Ｂ 社会・法律

999 どう進めるか、自治体の男女共同参画政策 藤枝澪子・ｸﾞﾙｰﾌﾟみこし　 学陽書房 Ｂ 社会・法律

1002 21世紀の女性政策と男女共同参画社会基本法 大沢真理 ぎょうせい Ｂ 社会・法律

1018 裁かれる男たち　セクハラ告発の行方 金子雅臣 明石書店 Ｂ 社会・法律
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1020 これからの家族と財産 遠藤みち ビーケイシー Ｂ 社会・法律

1024 暴力被害と女性 村本邦子 昭和堂 Ｂ 社会・法律

1028 男女共同参画、向年期をともに生き、ともに学ぶ 国立女性教育会館 財務省印刷局 Ｂ 社会・法律

1029 詳解ＤＶ防止法 ぎょうせい ぎょうせい Ｂ 社会・法律

1030
少子社会への11人の提言　子育て支援の方法と
実践

ニッセイ基礎研究所 ぎょうせい Ｂ 社会・法律

1032 マンガ　男社会の常識・非常識 財務省印刷局 財務省印刷局 Ｂ 社会・法律

1038 DVを乗りこえて　ここは私達のレストラン 野本律子 文芸社 Ｂ 社会・法律

1059 家族の法律 中村久瑠美 暮らしの手帖社 Ｂ 社会・法律

1060 ジェンダーの語られ方、メディアのつくられ方 諸橋泰樹 現代書館 Ｂ 社会・法律

1071 男女共同参画をつくる 大沢真理
日本放送出版協
会

Ｂ 社会・法律

1077 女性のための法律相談ガイド 東京弁護士会 ぎょうせい Ｂ 社会・法律

1095 もう男だけに政治はまかせられない 田嶋陽子 オークラ出版 Ｂ 社会・法律

1096 「男女共同参画」が問いかけるもの 伊藤公雄 インパクト出版 Ｂ 社会・法律

1097 家計に役立つ助成金がわかる本 ホーム社 集英社 Ｂ 社会・法律

1118 DVと虐待「家族の暴力」に援助者ができること 信田さよ子 医学書院 Ｂ 社会・法律

1119 ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸﾊﾞｲｵﾚﾝｽ　援助とは何か 鈴木隆文他 教育史料出版会 Ｂ 社会・法律

1120 なぜ男は暴力を選ぶのか 沼崎一郎 かもがわ出版 Ｂ 社会・法律

1156 弁護士が教える　セクハラ　こんなときどうなる 福島瑞穂 日本文芸社 Ｂ 社会・法律

1174
デートDV 防止プログラム　　　　　　　　　　　　　　
実施者向けワークブック

山口のり子 (有)梨の木舎 Ｂ 社会・法律

1195 新しい仕事づくりと地域再生 中山徹、橋本理 文理閣 Ｂ 社会・法律

1223 冬の蕾 樹村みのり
労働大学出版セ
ンター

Ｂ 社会・法律

1226
ＤＶ被害者支援ハンドブック　サバイバーととも
に

尾崎礼子 朱鷺書房 Ｂ 社会・法律

1227 離婚後の親子関係　サポートＢＯＯＫ 新川てるえ ひつじ書房 Ｂ 社会・法律

1228 Ｑ＆Ａ ＤＶハンドブック ＤＶ問題研究会 ㈱ぎょうせい Ｂ 社会・法律

1237 少子化社会日本　もうひとつの格差のゆくえ 山田昌弘 岩崎書店 Ｂ 社会・法律

1240 ワーキングプアの反撃 雨宮処凛、福島みずほ 七つ森書館 Ｂ 社会・法律

1245
知らずに他人を傷つける人たち　モラル・ハラス
メントという「大人のいじめ」

香山リカ
ＫＫベストセ
ラーズ

Ｂ 社会・法律

1249 少子化克服への最終処方箋 島田晴雄、渥美由喜 ダイヤモンド社 Ｂ 社会・法律

1250
デートＤＶってなに？Ｑ&Ａ　理解・支援・解決
のために

友田尋子、川喜田好恵、長谷川京子、川
畑真理子、片山三喜子、甲村弘子、富田
公一、中村彰

解放出版社出版
社

Ｂ 社会・法律

1251 弁護士が説くＤＶ解決マニュアル
長谷川京子、佐藤功行、可児康
則

朱鷺書房 Ｂ 社会・法律

1262 疑問スッキリ！セクハラ相談の基本と実際 周藤由美子 新水社 Ｂ 社会・法律

1269 ドメスティック・バイオレンスへの視点
日本DV防止・情報センター
【編】

朱鷺書房 Ｂ 社会・法律

1270 ドメスティック・バイオレンス一問一答 日本DV防止・情報センター編著 解放出版社 Ｂ 社会・法律
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1272 もったいないぞ！エコの国ニッポンの知恵 赤星たみこ 毎日新聞社 Ｂ 社会・法律

1274 愛は傷つけない ノーラ・コーリ 梨の木舎 Ｂ 社会・法律

1277 農家女性の社会学 靍　理恵子 コモンズ Ｂ 社会・法律

1296 いじめるな！弱い者いじめ社会ニッポン 辛　淑玉、香山リカ 角川書店 Ｂ 社会・法律

1312 断る力 勝間和代 文藝春秋 Ｂ 社会・法律

1313 成功を呼ぶ7つの法則 勝間和代 マガジンハウス Ｂ 社会・法律

1318 イヤなことは1週間で終わらせるコツ 笹氣健治 すばる舎 Ｂ 社会・法律

1319 1分で大切なことを伝える技術 斎藤孝 PHP研究所 Ｂ 社会・法律

1324 表現とメディア 天野正子、伊藤公雄他編 岩波書店 Ｂ 社会・法律

1332 夫・恋人からの暴力
ドメスティック・バイオレンス
国際比較研究会

教育史料出版会 Ｂ 社会・法律

1333 アダルト・チルドレンと癒し 西尾和美 学陽書房 Ｂ 社会・法律

1334 アダルト・チルドレンと家族 斎藤学　 学陽書房 Ｂ 社会・法律

1341
「生きづらさ」の時代　香山リカ×上野千鶴子＋
専大生

香山リカ、上野千鶴子 専修大学出版局 Ｂ 社会・法律

1342 磯野家の相続 長谷川　裕雅 すばる舎 Ｂ 社会・法律

1343
ジェンダー白書７KEKKON結婚ー男と女の諸事
情

北九州男女共同参画センター”
ムーブ”/編

明石書店 Ｂ 社会・法律

1344 男性学の新展開 田中　俊之 青弓社 Ｂ 社会・法律

1365 セクハラの誕生～日本上陸から現在で～ 原山　擁平 東京書籍 Ｂ 社会・法律

1370 夕凪の街　桜の国 こうの　史代 双葉社 Ｂ 社会・法律

1380 居場所の社会学　～生きづらさを超えて～ 阿部　真大
日本経済新聞出
版社

Ｂ 社会・法律

1382
ルポ子どもの貧困連鎖　～教育現場のSOSを追っ
て～

保坂　渉・池谷孝司 光文社 Ｂ 社会・法律

1394 立身出世と下半身 澁谷知美 洛北出版 Ｂ 社会・法律

1396 リアル30's　“生きづらさ”を理解するために 毎日新聞「リアル30's」取材班 毎日新聞社 Ｂ 社会・法律

1404
山本美香最終講義　ザ・ミッション　戦場からの
問い

山本　美香 早稲田大学出版 Ｂ 社会・法律

1405 社会運動の戸惑い 山口智美ほか 勁草書房 Ｂ 社会・法律

1413 身分差別社会の真実　新書・江戸時代② 斎藤洋一、大石三郎 講談社 Ｂ 社会・法律

1417 「ストーカー」は何を考えているか 小早川明子 新潮社 Ｂ 社会・法律

1429 AIDで生まれるということ 長沖　暁子 萬書房 Ｂ 社会・法律

1431 女子刑務所　知られざる世界 外山　ひとみ 中央公論新社 Ｂ 社会・法律

1432 養護教諭の社会学 すぎむら　なおみ 名古屋大学出版会 Ｂ 社会・法律

1433 モラル・ハラスメント 橋本俊和、橋本智子 緑風出版 Ｂ 社会・法律

1440 少女犯罪 家田荘子 ポプラ新書 Ｂ 社会・法律

1441 男性の非暴力宣言 多賀太、伊藤公雄、安藤哲也 岩波ブックレット Ｂ 社会・法律

1442
ドメスティック・バイオレンスと民間シェルター
～被害当事者支援の構築と展開～

小川真理子 世織書房 Ｂ 社会・法律
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1452 生き方の不平等　お互いさまの社会に向けて 白波瀬佐和子 岩波書店 Ｂ 社会・法律

1453 オタクの息子に悩んでます 岡田斗司夫FREEex 幻冬舎 Ｂ 社会・法律

18 あたたかいお産 野本寿美子 昌文社 Ｃ しごと

35 彩布にまみれてFｕｎｋｙＲｏａｄ 金田美智子、横原瞳
ブレーンセン
ター

Ｃ しごと

40 インターネットSOHO入門 岡崎桂子
NECクリエイ
ティブ

Ｃ しごと

56 OL術　107人のOLが語る日本の会社 グループなごん 晶文社 Ｃ しごと

72 男時間では生きられない 本岡典子
情報センター出
版社

Ｃ しごと

110 女が会社で 辛淑子 マガジンハウス Ｃ しごと

115 女がパートに出るとき 鷹沢のり子 朝日新聞社 Ｃ しごと

116 「女が働くこと」をもういちど考える 中島通子
労働教育セン
ター

Ｃ しごと

118 女がひとりで生きるためのマネープラン 福田美紀 汐文社 Ｃ しごと

136 女の起業が世界をかえる 国際交流基金 啓文社 Ｃ しごと

139 女の仕事　［地球は、私の仕事場です］ 残間里江子 朝日新聞社 Ｃ しごと

145 女の部下を叱れない　男の我慢　女の不満 金子雅臣 築地書館 Ｃ しごと

146 女の魅力は「話し方」しだい　PartⅡ 金井良子 大和出版 Ｃ しごと

153 解説雇用機会均等法 坂本福子 学習の友社 Ｃ しごと

174 企業のなかの男と女 Ｒ・M・カンター 生産性出版 Ｃ しごと

175
企業は妻能を待っている　女35歳“生きがい”
への出発

空閑貞子 評伝社 Ｃ しごと

186 均等法時代を生きる　働く女性たちへの応援歌 大脇雅子 有斐閣選書 Ｃ しごと

264 自分を最高に生かす女の働き方 藤原房子 海竜社 Ｃ しごと

278 笑級公務員コーム君 くさちしげお オーエス出版社 Ｃ しごと

282 職場類型と女性のキャリア形成 脇坂明 御茶の水書房 Ｃ しごと

284 女子高生のための仕事の本 森絹江 ユック舎 Ｃ しごと

313 女性の仕事　全カタログ2000年版 自由国民社 Ｃ しごと

391 たかがお茶されどお茶　職場のお茶くみを考える 日本秘書クラブ能力向上研究会 時事通信社 Ｃ しごと

395 男女同一賃金 中島通子、山田省三、中下裕子 有斐閣選書 Ｃ しごと

417 TOKYOワーキングウーマン新事情 深田祐介 集英社 Ｃ しごと

439 ２１世紀労働論 伊田広行 青木書店 Ｃ しごと

440 ２１世紀の男女平等法 大脇雅子、中島通子、中野麻美 有斐閣選書 Ｃ しごと

465 パート・アルバイトのトラブル対処術 金子雅臣、小川浩一 緑風出版 Ｃ しごと

469 派遣の花道 鈴木雅美 WAVE出版 Ｃ しごと

471 働く女性のお助け本 金子雅臣、龍井葉二 緑風出版 Ｃ しごと

473 働く女性の実情　平成６年度版 労働省婦人局 労働省婦人局 Ｃ しごと
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474 働く女性の実情　平成８年度版 労働省婦人局 労働省婦人局 Ｃ しごと

475 働く女性のパワーアップメニュー 女性ユニオン東京 教育史料出版会 Ｃ しごと

477 働く婦人の講座３　働く婦人の健康と母性保護 高木昌彦、柴田悦子 汐文社 Ｃ しごと

565 ワーイングウーマン症候群 杵渕幸子 大月書店 Ｃ しごと

566 ワーキングウーマンのサバイバルガイド 福沢恵子 学陽書房 Ｃ しごと

582 私は総合職の女　仕事と上司と結婚と 清水久美子 講談社 Ｃ しごと

588 弁護士が教えるセクハラーこんなときどうなる 福島瑞穂 日本文芸社 Ｃ しごと

694
なれる！できる！働くママー子どもを生んでも仕
事がしたい！

働くママの会 日経事業出版社 Ｃ しごと

699 働く女性 中川昌代 文眞堂 Ｃ しごと

705 誰にも言えない夫の暴力～ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ 鈴木隆文 星雲社 Ｃ しごと

714 働く女性の見方です！ 杉山明子他 ぎょうせい Ｃ しごと

725 夫・恋人の暴力から自由になるために ジニー･ニッキャーシー 現代書館 Ｃ しごと

741
働き方を変えて、暮らし方を変えよう　新しい社
会と個人のために

大沢真知子・石井久子・永瀬伸
子

東京女性財団 Ｃ しごと

754 女の法廷 渥美雅子 中央公論社 Ｃ しごと

781 魅せられるとき　性的犯罪のこころ 城紘一郎 法研 Ｃ しごと

836
管理職のためのセクハラ講座　－あなたの理解で
大丈夫ですか？－

金子雅臣 ぎょうせい Ｃ しごと

852 仕事ができる人できない人 堀場雅夫 三笠書房 Ｃ しごと

863 なぜ仕事するの？ 松永真理 角川書店 Ｃ しごと

865 働く女性に日経新聞の読み方 日経ウーマン 日経ホーム出版 Ｃ しごと

880 働く女性、そのときあなたはどうする 中﨑峰子 悠飛社 Ｃ しごと

978 ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ　ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ
東京弁護士会両性の平等に関す
る委員会

商事法務研究会 Ｃ しごと

988 ドメスティック・バイオレンス 小西聖子 白水社 Ｃ しごと

995 メディア・リテラシーとジェンダー 大阪府男女協働社会づくり財団
大阪府男女協働
社会づくり財団

Ｃ しごと

1011 女性の働き方ガイドブック 大石友子 経済産業調査会 Ｃ しごと

1136 イチコの遺言 海老原とも子　他 ユック社 Ｃ しごと

1194 私の仕事　私の働き方　７２人の女性の現場報告
働く女性のネットワーク「よこ
の会」

講談社 Ｃ しごと

1201 ワークライフバランス社会へ 大沢真知子 岩波書店 Ｃ しごと

1219
団塊世代のための定年後の「仕事」と「働き方」
を考える本

山本靖雄、駒谷春男 同文館出版 Ｃ しごと

1220 五〇歳からの定年準備 河村幹夫 角川書店 Ｃ しごと

1221
会社人間が会社をつぶす　ワーク・ライフ・バラ
ンスの提案

パク・ジョアン・スックチャ 朝日新聞社 Ｃ しごと

1238 ルポ 正社員になりたい 娘・息子の悲惨な職場 小林美希 影書房刊 Ｃ しごと

1254
新しい人事戦略　ワークライフバランス　考え方
と導入法

小室淑恵
日本能率協会マ
ネジメントセン
ター

Ｃ しごと

1256 新幹線ガール 徳渕真利子
メディアファク
トリー

Ｃ しごと

15 / 41



津山男女共同参画センター「さん・さん」図書一覧
（令和2年1月17日現在）

ID 書籍名 著者 出版社 分類ID 分類

1265
ワークライフバランス入門　日本を元気にする処
方箋

荒金雅子、小﨑恭弘、西村　智 ミネルヴァ書房 Ｃ しごと

1281 ワークライフバランス 坂東眞理子、辰巳　渚 朝日新聞出版 Ｃ しごと

1285 お笑いで支店長になりまして 矢野　宗宏 遊タイム出版 Ｃ しごと

1298 あなたが働き方を変えるべき４８の理由 小室淑恵 二見書房 Ｃ しごと

1301 <女性職>の時代 中川美紀 角川書店 Ｃ しごと

1305 仕事論 ドーンセンター　編著 アルゴ Ｃ しごと

1309
働くママが日本を救う！「子連れ出勤」という就
業スタイル

光畑由佳 マイコミ新書 Ｃ しごと

1335 わたし色のキャリアを紡ぐ 小西ひとみ 北辰堂 Ｃ しごと

1345 新１３歳のハローワーク 村上　龍 幻冬舎 Ｃ しごと

1454 「高ストレス社員ゼロ」の職場をつくる本 石井香里 カナリアコミュニケーションズ Ｃ しごと

1455 午後の医局 後山尚久 永井書店 Ｃ しごと

1458 働く女子の運命 濱口桂一郎 文藝春秋 Ｃ しごと

1464 女性活躍「不可能」社会ニッポン 渋谷　龍一 旬報社 Ｃ しごと

1465 「育休世代」のジレンマ 中野円佳 光文社 Ｃ しごと

1483 お先に失礼します！共働きパパが見つけた残業しない働き方 中村　一 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ Ｃ しごと

1488 パワハラ・セクハラ・マタハラ相談はこうして話を聴く 野原　蓉子 経団連出版 Ｃ しごと

1500 赤ちゃん本部長(1) 竹内　佐千子 株式会社講談社 Ｃ しごと

1501 赤ちゃん本部長(2) 竹内　佐千子 株式会社講談社 Ｃ しごと

1505 女子の働き方 永田　潤子 株式会社文響社 Ｃ しごと

1506 働く女性　ほんとの格差 石塚　由紀夫 日本経済新聞出版社 Ｃ しごと

2 I　Lｏｖｅ　深窓の夫　私の両性自立論 木下明美 日本評論社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

17 あしたの家族　信じること・愛すること 村松基之亮 ミネルヴァ書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

22 あなたに似た家族　心の絆が見えない人へ 沖藤典子 徳間書店 Ｄ 結婚・家庭・生き方

47 産まない選択　子どもを持たない楽しさ 福島瑞穂 亜紀書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

62 おくればせながら男の出番です 古屋和雄 労働旬報社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

64 夫と妻がもっとわかりあうために 円より子 大和書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

69 オトコが「男らしさ」を棄てるとき 豊田正義 飛鳥新社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

70 男が語る家族・家庭 豊島区立男女平等推進センター ドメス出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

71 男がみえてくる自分探しの100冊 中村彰、中村正 かもがわ出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

91 男は女次第　告白ヒト科男の一生 三浦朱門 海竜社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

99 お日さましずまないで 今村真弓 興和印刷 Ｄ 結婚・家庭・生き方

102 親の離婚　ひきさかれた子どもたちへのガイド
ARLENE　RICHARDS、
ARLENE　WILLIS

ブレーン出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

108 「女縁」が世の中変える 上野千鶴子 日本経済新聞社 Ｄ 結婚・家庭・生き方
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109 女が30代にやっておきたいこと 下重暁子 大和出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

114 女が独身時代に考えておくこと 佐藤綾子 三笠書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

119 女五十代の生き方　いま華のとき 吉武輝子 海竜社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

129 女と男の経済学　暮らしとエロス 深江誠子 社会評論社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

132 女と自由と愛 松田道雄 岩波新書 Ｄ 結婚・家庭・生き方

133 「女の行き方」四〇選　下 山崎朋子 文藝春秋 Ｄ 結婚・家庭・生き方

134 「女の行き方」四〇選　上 山崎朋子 文藝春秋 Ｄ 結婚・家庭・生き方

140 女の人生　いつでもスタートライン 樋口恵子 有斐閣 Ｄ 結婚・家庭・生き方

141 女の「姓」を返して　夫婦別姓のすすめ 井上治代 創元社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

147 女の離婚必勝虎の巻　再出発サポートブック 馬屋原悠子
情報センター出
版社

Ｄ 結婚・家庭・生き方

148 女は仕事を通して賢く　美しくなる 沖藤典子 海竜社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

155 家族ってなんだろう 深江誠子 明石書店 Ｄ 結婚・家庭・生き方

156 家族という関係 金城清子 岩波新書 Ｄ 結婚・家庭・生き方

157 家族と結婚の歴史 関口裕子　他 森話社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

158 家族の現状（いま） 河野貴代美 新水社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

159 家族のかたち 本田弘子 法政出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

160 家族の条件　豊かさのなかの孤独 春日キスヨ 岩波書店 Ｄ 結婚・家庭・生き方

161 家族のゆくえ　新しい家族社会学 中村正 人文書院 Ｄ 結婚・家庭・生き方

162 家族は変わったか 有地亨 有斐閣選書 Ｄ 結婚・家庭・生き方

176 気品ある生き方のすすめ　清く正しく美しく。 浜尾実 講談社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

187 クロワッサン症候群 松原惇子 文藝春秋 Ｄ 結婚・家庭・生き方

189 計画離婚 川田絵里子 主婦の友社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

192 結婚しないかもしれない症候群 谷村志穂 主婦の友社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

193 結婚歴５．９年 永田由紀子 小学館 Ｄ 結婚・家庭・生き方

195 現代家族と福祉 後藤澄江 有信社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

198 現代離婚事情 平山知子 新日本出版社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

205 国際結婚１００家族 斎藤弘子、根本厚美 明石書店 Ｄ 結婚・家庭・生き方

217 個人化する家族 目黒依子 頸草書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

218
子捨て夫捨てのすすめ　ほんとうの良妻賢母は自
立する

笹野貞子
情報センター出
版局

Ｄ 結婚・家庭・生き方

223 子どものための離婚講座 離婚制度研究会 有斐閣選書 Ｄ 結婚・家庭・生き方

227 これからの男の自立 日本評論社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

231 こんな生き方がしたい　今井通子 山本素子 理論社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

237 さわやか女性の時間操縦法 電通EYE 日本経済新聞社 Ｄ 結婚・家庭・生き方
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239 ３５歳症候群 麻生圭子 海竜社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

241
310人の性意識　異性愛者ではない女たちのアン
ケート調査

性意識アンケート調査グループ 七つ森書館 Ｄ 結婚・家庭・生き方

262 自分らしさを生きる心理学 河野貴代美 海竜社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

265 自分をぶつけて生きてみよう 佐藤綾子 三笠書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

272 「主人」ということば　女からみた男の呼び方 福田真弓 明石書店 Ｄ 結婚・家庭・生き方

274 「主夫」っていいかも 藤岡良 彩流社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

276 主婦になりきれない女 橘由子 ブロンズ新社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

290 女性がカベにぶつかった時読む本 斎藤茂太 大和書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

312 女性の幸福と憲法 笹野貞子 法律文化社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

317 女性のための自己実現講座 トニー・スカリア 大和書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

325 シリーズ女の決断５　結婚します　しません グループＲＩＭ ＮＴＴ出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

329 シングルズ／リポート
ジャクリーン・シムナウアー、
デイビット・キャロル

三省堂 Ｄ 結婚・家庭・生き方

332 シングルマザーを選ぶとき ジェーン・マテス 草思社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

337 人生を楽しくする555ヒント ボブ・バッソ博士 立風書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

377 瀬戸内　おんな新時代　あすを拓く女たち 山陽新聞社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

378 専業主婦が消える 末包房子 同友館 Ｄ 結婚・家庭・生き方

379 専業マザー迷いさよなら 平田圭子 あすなろ書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

392 楽しくやろう夫婦別姓
福島瑞穂、榊原富士子、福沢恵
子

明石書店 Ｄ 結婚・家庭・生き方

397 男性改造講座　男たちの明日へ 足立区女性総合センター ドメス出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

399 男性受難時代　メンズリブからヒューマンリブへ 市川孝一 至文堂 Ｄ 結婚・家庭・生き方

407 妻たちの思秋期 斎藤茂男 共同通信社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

416 東京大学公開講座　結婚 吉川弘之 東京大学出版会 Ｄ 結婚・家庭・生き方

425 共働き家族 袖井孝子　他 家政教育社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

431 殴る夫　逃げられない妻 吉廣紀代子 青木書店 Ｄ 結婚・家庭・生き方

438
２１世紀家族へ　家族の戦後体制の見かた・超え
かた

落合恵美子 有斐閣選書 Ｄ 結婚・家庭・生き方

468 破局 齋藤茂男 晩聲社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

483 母親のための人生論 松田道雄 岩波新書 Ｄ 結婚・家庭・生き方

489 「非」常識のすすめ 宮迫千鶴 集英社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

493 ひとり暮しの生活術 婦人の友社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

496 啓かれゆく女性　中年期における変革の10年 ナタリー・ロジャース 創元社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

514 福島瑞穂的　弁護士生活ノート 福島瑞穂 自由国民社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

522
ふたつの文化のはざまから　大正デモクラシーを
生きた女

加藤シヅエ 不二出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

523
ふたりで家事を　「仕事」と「家庭」の新しい関
係

尼川洋子 創元社 Ｄ 結婚・家庭・生き方
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529 ボランティアの時代 小田兼三　他 山陽新聞社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

532 窓を開けて　農村女性の介護・相続・嫁姑 日本農業新聞 影書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

546 もうひとつの生き方 宮迫千鶴 海竜社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

553 「嫁」ほんとうに義親をみとりたいですか 上野いく子 ユック舎 Ｄ 結婚・家庭・生き方

561 レイチェル・カーソン 小手鞠るい 理論社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

580 わたしの男性学　「人生相談」にみるイエ意識 中村彰 近代文藝社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

591 アメリカ大統領の妻たち ポール・Ｆ・ボラー・Jr． メタモル出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

600 男の家事のすすめ 早瀬鑛一 三水社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

605 あなた、がんばり過ぎてない 衿野未矢 講談社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

609
シングル・ペアレント・ファミリーー親はそこで
何をどのように語ればよいのか

Ｒ．Ａ．ガードナー 北大路書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

614
母親の役割という罠ー新しい母親、新しい父親に
向けて

フランシーヌ・コント 藤原書店 Ｄ 結婚・家庭・生き方

616 女性アナウンサーという生き方 八塩圭子 日経BＰ社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

618 別れる夫婦　別れない夫婦 渥美雅子、渥美剛治 成星出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

620 女の人生選び 竹信三恵子 はまの出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

624 コウノトリふわり 山陽新聞社 山陽新聞社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

626
離婚の偏差値　あなたは捨てる人？捨てられる
人？

池内ひろ美 ワニブックス Ｄ 結婚・家庭・生き方

660 思いっきり、マイウェイ 魔女っ子くらぶ はるか書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

703 仕事と家庭と子育てと、私 トライワークス 本の泉社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

710 妻が夫にイライラする本当の理由 渡辺康麿･渡辺ﾐｻ 学陽書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

723 自己カウンセリングとアサーションのすすめ 平木典子 金子書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

731 先生のレズビアン宣言 池田久美子 かもがわ出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

740
居場所を取り戻そう、男たち　受難の時代を生き
る

庄司洋子・木本喜美子・重川治
樹

東京女性財団 Ｄ 結婚・家庭・生き方

747 結婚が変わる いのうえせつこ 谷沢書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

752 お父さんの面積 猪熊弘子
社団法人　農山
漁村文化協会

Ｄ 結婚・家庭・生き方

785 コウノトリふわり 山陽新聞社　編 山陽新聞社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

792 ワガママなバアサンになって楽しく生きる 樋口惠子 大和書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

798
日経Ｌｉｆｅ　ＳＥＲＩＥＳ　こんな幸せもあっ
たのか！男子、厨房に立つ！

日経事業出版社　編 日経事業出版社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

813
出会った相手がわるかった！？　　札つきのフェ
ミニストを妻にして

宮本文博 かもがわ出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

816 ひとりで生きるー家族から個族の時代へ 毎日新聞社・生活家庭部編 エール出版社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

817 子育てをしない男には女のスゴサがわからない 山脇由貴子 ポプラ社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

818
明日から元気になれる<ワーキング・ガールに贈る
１０の知恵>

マリア・シュライバー 早川書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

822 「家族」ー10人が語るフェミニズムー 月刊家族編集部編
有限会社　家族
社

Ｄ 結婚・家庭・生き方

823
結婚モラトリアム症候群ー３０代独身女性の本
音ー

長島ともこ 大和出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方
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824
「いい母親」をやめたい事情　家族とつながりた
い妻たちのＳＯＳ

富田富士也 佼成出版社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

826
わたしの性ってなんだろう　－もっとステキに恋
をしようよ－

深江誠子
ウイメンズブッ
クストア松香堂
書店

Ｄ 結婚・家庭・生き方

832
人に振りまわされずに生きる13の方法　～新・
自己中心主義のすすめ～

ヨーゼフ・キルシュナー 主婦の友社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

833 妻に異議あり<男の離婚> アンカップリング研究会編 青木書店 Ｄ 結婚・家庭・生き方

837 考え方と生き方を変える10の法則　 ビル・オハンロン 主婦の友社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

842 女・今を一心に生きる 山根基世 三笠書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

850 男女共同参画 はじめの一歩を家庭から 国立婦人教育会館 大蔵省印刷局 Ｄ 結婚・家庭・生き方

859 介護とジェンダー 春日キスヨ 家族社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

883 だから、女は「男」をあてにしない 田嶋陽子 講談社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

886 モダンガール論 斎藤美奈子 マガジンハウス Ｄ 結婚・家庭・生き方

931 結婚と家族 福島瑞穂 岩波書店 Ｄ 結婚・家庭・生き方

940 女の生き方　―人生80年時代を考える― 樋口恵子 文化出版局 Ｄ 結婚・家庭・生き方

983 家族が壊れてゆく 梶山寿子 中央公論社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

986 トクする結婚。ソンする結婚。 福島瑞穂 大和書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

987 女のひとを楽にする本 斎藤薫 角川書店 Ｄ 結婚・家庭・生き方

992 でも元気!　離婚・失業・脳こうそく 橘由子 中央公論新社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1006 専業主婦はいま 藤井治枝 ミネルヴァ書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1010 心のオアシス　女性のための実践的自立学 丸屋真也
女子栄養大学出
版

Ｄ 結婚・家庭・生き方

1037 夫を理想のパートナーに変える７つの講座 栗原弘美 現代書林 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1051 ﾊﾟｰﾄﾅｰと気持ちが100%通う10の法則 ｳｨﾗｰﾄﾞ･ﾊｰﾘ 三笠書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1053 女は私で生きる アエラ編集部 朝日新聞社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1055 「おとうさん」の作り方　－幸せな巣作りの術－ 堀田あけみ 海竜社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1056 老人介護とエロス　 三好春樹他 雲母書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1058 女の子に贈るなりたい自分になれる本 上野千鶴子 学陽書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1061 図解で考える40歳からのライフデザイン 久恒啓一 講談社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1068 私らしい生き方を求めて　－女性と生涯学習－ 岩崎久美子　他 玉川大学出版部 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1081 夫よ！あなたがいちばんストレスです 村越克子 河出書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1087 幸運へのダイナマイト 村山雅代 ＰＨＰ研究所 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1091 幸せ力をつけるお金持ち練習帳 沢木遥 幻冬社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1106 夫というもの 渡辺淳一 集英社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1107 家族関係学入門 瓜生武 日本評論社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1109 生き方を迷ってしまう女たち 武田京子 ミネルヴァ書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1110 生き方の鍵を見つける 加賀美幸子 東京書籍 Ｄ 結婚・家庭・生き方
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1111 五十歳からの生き方で大切なこと 佐藤綾子 海竜社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1116
シングルマザーに乾杯！　離婚・非婚をこどもと
ともに

しんぐるまざあず・ふぉーらむ 現代書館 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1123 データで考える母系家族のすすめ 中尾靖之 東京図書 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1138 絵本に見る家族と子ども 特定非営利活動団体ジーン
特定非営利活動
団体ジーン

Ｄ 結婚・家庭・生き方

1140 夫婦を長続きさせる会話術 津田妙子 小学館 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1144 お父さんの面積 猪熊弘子
農山漁村文化協
会

Ｄ 結婚・家庭・生き方

1153 図説　現代日本の家族問題 湯沢雍彦 NHKブックス Ｄ 結婚・家庭・生き方

1154 なぜ女は女が嫌いなのか シェア・ハイト　　 祥伝社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1155 女　五十代の生き方　いま華のとき 吉武輝子 海竜社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1175 あなたを幸せにする魔法の質問 大谷由里子 ㈱主婦の友社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1176 オンナのキメッ！言葉 大谷由里子　　　 全日出版㈱ Ｄ 結婚・家庭・生き方

1177 元気をつくる「吉本流」コーチング 大谷由里子 大日本印刷㈱ Ｄ 結婚・家庭・生き方

1178 その言葉、口に出す前に３つ数えなさい 大谷由里子 ㈱中経出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1179 読むだけでヤル気がみなぎる　元気セラピー 大谷由里子
KKロングセ
ラーズ

Ｄ 結婚・家庭・生き方

1180
吉本興業女マネージャー奮戦記「そんなアホ
な！」

大谷由里子 朝日新聞社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1184 教育／家族をジェンダーで語れば 木村涼子、小玉亮子 ㈱現代書館 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1185 ココ、きみのせいじゃない ヴィッキー・ランスキー
太郎次郎社エ
ディタス

Ｄ 結婚・家庭・生き方

1188 男性の「生き方」再考　メンズリブからの提唱 中村彰 世界思想社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1189 離婚後の親子たち 氷室かんな
太郎次郎社エ
ディタス

Ｄ 結婚・家庭・生き方

1190 輝く女性たちー光葉の三五名 昭和女子大学　女性文化研究所 ㈱御茶の水書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1193
Dad-Garage Style Book ビジネスマンのための
子育てガイド

（編著）山本秀行 英治出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1196 迷走する家族　戦後家族のモデルの形成と解体 山田昌弘 有斐閣 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1197 家族心理学への招待 柏木恵子、大野祥子、平山順子 ミネルヴァ書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1198 夫たちよ、妻の話を聞こう 上沼昌雄
いのちのことば
社

Ｄ 結婚・家庭・生き方

1199 冠婚葬祭のひみつ 斎藤美奈子 岩波書店 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1205 できる！シングルマザー生活便利帳 新川てるえ、田中涼子 山海堂 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1206 はじめてのキッチン　MY FIRST COOK BOOK 小林ケンタロウ 文化出版局 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1207
クッキングパパの優雅なひとり暮らしレシピ１年
分

うえやまとち 講談社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1208 男のひとり暮らし・スーパーテクニック ネコムック
ネコ･パブリッ
シング

Ｄ 結婚・家庭・生き方

1209 男のキレイ基本講座 成美堂出版編集部 成美堂出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1210 新米パパは育休さん 石井憲雄 産経新聞出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1212 実践離婚マニュアル［男性版］ （監修）円山雅也 自由国民社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1222 男性の「生き方」再考　メンズリブからの提唱 中村彰 世界思想社 Ｄ 結婚・家庭・生き方
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1224 逸子さん、僕が主婦します！ 日高邦博 中日新聞社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1229 ３５歳症候群 麻生圭子 海竜社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1234 カップルが親になるとき Ｃ．コーワン、Ｐ．コーワン 勁草書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1243 悪あがきのすすめ 辛淑玉 岩波書店 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1244
母に心を引き裂かれて　娘を苦しめる〈境界性人
格障害〉の母親

クリスティーヌ・Ａローソン とびら社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1253 不器用 野田聖子 朝日新聞社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1255
傷ついたあなたへ　わたしがわたしを大切にする
ということ

レジリエンス 梨の木舎 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1259 未妊　「産む」と決められない 河合蘭
日本放送出版協
会

Ｄ 結婚・家庭・生き方

1261
普通の家族がいちばん怖い　徹底調査！破滅する
日本の食卓

岩村暢子 新潮社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1278 白石真澄流すっぴんお仕事術 白石真澄 明治書院 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1280 親子という病 香山リカ 講談社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1282 たたかわない生き方 大内順子
イースト･プレ
ス

Ｄ 結婚・家庭・生き方

1284 人づきあいのレッスン 和田裕美 ダイヤモンド社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1287 おやじの手料理 木村京子 一光社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1290 「ひとりの老後」はこわくない 松原惇子 海竜社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1291 いい妻、リセット宣言 百世瑛衣乎 共同通信社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1304 人間の覚悟 五木寛之 新潮新書 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1314 親の品格 坂東眞理子 PHP研究所 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1315 凛とした「女性の基礎力」 坂東眞理子 暮らしの手帖社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1317 「婚活」時代 白川桃子・山田昌弘
ディスカバー・
トゥエンティワ
ン

Ｄ 結婚・家庭・生き方

1320 新・良妻賢母のすすめ ヘレンアンデリン
コスモトゥーワ
ン

Ｄ 結婚・家庭・生き方

1322
女40代いま始める人生のターニングポイントの
過ごし方

下重暁子 大和出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1323 デキる女には「ウラ」がある 柏木理佳 あさ出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1325
キャリアも恋も手に入れる、あなたが変わる働き
方

小室淑恵 ダイヤモンド社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1327 おひとりさまマガジン 文藝春秋出版 文藝春秋 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1328
それ行けちよさん96歳!!おとぼけちよさんのどこ
行くの

ちよ女 たま出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1329 それ行けちよさん!!ありがとさん ちよ女 たま出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1336 「自分のために生きていける」ということ 斎藤学 大和書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1346
危ない夫婦の再生術　三カ月で夫婦はステキに変
われる！

荒木　次也 リヨン社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1347 女が映画を作るとき 浜野　佐知 平凡社新書 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1348 勝間さん、努力で幸せになれますか 勝間和代、香山リカ 朝日新聞出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1349 元気弁当　働きざかり、遊びざかりに 小林　ケンタロウ
文化学園文化出
版局

Ｄ 結婚・家庭・生き方

1350
子づれシングル　ひとり親家族の自立と社会的支
援

神原　文子 明石書店 Ｄ 結婚・家庭・生き方

22 / 41



津山男女共同参画センター「さん・さん」図書一覧
（令和2年1月17日現在）

ID 書籍名 著者 出版社 分類ID 分類

1351 ザ・イクメン セイン・カミュ 三省堂 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1352 自分らしい葬儀とお墓の全てが分かる本
自分らしい葬送を考える企画委
員会（小谷　みどり共著）

三省堂 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1353
どうしても片付けられない！！あなたのためのお
片づけ成功読本

腹肉　ツヤ子 大和　書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1354
晩嬢（バンジョー）という生き方　晩婚・晩産の
30代以上女性

山本　貴代 プレジデント社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1355 私に萌える女たち 米澤　泉 講談社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1361
ネバー・ギブアップ　～レディースだった私が大
学で教鞭をとるまで～

鍋倉　小百合 文芸社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1363 風邪と光の花束を抱いて～国分ヒロ子と共に～ 国分　真一 日本文学館 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1367
脱！家事オンチ～ひとり暮らしのための自炊、洗
濯、掃除の基本～

橋本　由愛子 東京書籍 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1374 女性のためのマンション選びとお金の本 大石　泉 平凡社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1376
その後の不自由　～「嵐」のあとを生きる人たち
～

上岡　陽江・大島　栄子 医学書院 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1378 オンナを降りない女たち、オトコを降りる男たち 亀山　早苗 新潮文庫 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1379
正しいパンツのたたみ方　～新しい家庭科勉強法
～

南野　忠晴
岩波ジュニア新
書

Ｄ 結婚・家庭・生き方

1384
ひとり親でも子どもは健全に育ちます～シングル
のための幸せ子育てアドバイス～

佐々木　正美 小学館 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1385 置かれた場所で咲きなさい 渡辺　和子 幻冬舎 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1386
2人が「最高のチーム」になる～ワーキングカッ
プルの人生戦略～

小室　淑恵　・　駒崎　弘樹 英知出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1392 生活保護とあたし 和久井みちる あけび書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1406 育爺。 ダイヤモンド☆ユカイ 講談社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1408 ユーミンの罪 酒井　順子 講談社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1410 ニッポンが変わる、私が変える 上野　千鶴子 中央公論新社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1411 女たちのサバイバル作戦 上野　千鶴子 文藝春秋社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1415 私は私。母は母。 加藤　伊都子 すばる舎 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1416 母娘かんけい フェミニストカウンセリング堺　加藤伊都子 グループスイトピー Ｄ 結婚・家庭・生き方

1418 新しいパパの教科書 ＮＰＯ法人ファザーリングジャパン 学研教育出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1419 リオとタケル 中村　安希 集英社インターナショナル Ｄ 結婚・家庭・生き方

1420 人生は楽しんだ者が勝ちだ　私の履歴書 米沢　富美子 日本経済新聞社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1421 なかったことにしたくない 東　小雪 講談社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1423 女の子よ銃を取れ 雨宮　まみ 平凡社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1424 無頼化した女たち 水無田　気流 亜紀書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1430 「家族」難民 山田　昌弘 朝日新聞出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1443 女装して、一年間暮らしてみました。 クリスチャン・ザイデル サンマーク出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1456 地方に「かえ～る人」　自分スタイルではたらく、暮らす 丸尾宜文（編） 吉備人出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1459 家族が死ぬまでにするべきこと 斉藤　弘子 彩流社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1461 人生の答えは家庭科に聞け！ 堀内かおる、南野忠晴、和田フミ江 岩波書店 Ｄ 結婚・家庭・生き方
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1463 日本型近代家族：どこから来てどこへ行くのか 千田　有紀 勁草書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1466 夢みる教養 小平麻衣子 河出書房新社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1475 地方に「かえ～る人」②　自分スタイルではたらく、暮らす 丸尾宜文（編） 吉備人出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1481 カツオが磯野家を片づける日 渡部　亜矢 ＳＢクリエイティブ株式会社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1484 ワンオペ育児　わかってほしい休めない日常 藤田　結子 毎日新聞出版 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1485
シングルマザーをひとりぼっちにしないために
～ママたちが本当にやってほしいこと～

シンママ大阪応援団（編） 日本機関紙出版センター Ｄ 結婚・家庭・生き方

1487
源氏物語の教え
もし紫式部があなたの家庭教師だったら

大塚　ひかり 株式会社筑摩書房 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1498 弁護士がここまで教える よくわかる離婚調停の本 神坪　浩喜 同文舘出版株式会社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1499 男性の育児休業 社員のニーズ、会社のメリット 佐藤博樹、武石恵美子 中央公論新社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

1502
「あれ、私なんのために働いてるんだっけ？」と
思ったら読む　最高の生き方

ムーギー・キム 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ Ｄ 結婚・家庭・生き方

1504 「女性活躍」に翻弄される人びと 奥田　祥子 株式会社光文社 Ｄ 結婚・家庭・生き方

5 赤ちゃんがほしい 松尾紀子 文藝春秋 Ｅ からだとこころ

20 あなたが悪いのではない リンダ・ジンガロ 木犀社 Ｅ からだとこころ

21 あなたが悪いのではない リンダ・ジンガロ 木犀社 Ｅ からだとこころ

26 アメリカ人の性生活 イサドラ・マルマン すずさわ書店 Ｅ からだとこころ

39 インターセクシュアルの叫び 小田切明徳、橋本秀雄 かもがわ出版 Ｅ からだとこころ

93 おとなになること　エイズとSTD 北沢杏子 岩崎書店 Ｅ からだとこころ

94 おとなになること　お酒ってなんだろう 今成知美 岩崎書店 Ｅ からだとこころ

95 おとなになること　ダイエットてなんだろう 宮淑子 岩崎書店 Ｅ からだとこころ

96 おとなになること　タバコってなんだろう 北沢杏子 岩崎書店 Ｅ からだとこころ

97 おとなになること　ドラッグってなんだろう 水澤都加佐 岩崎書店 Ｅ からだとこころ

98 オトメの身体　女の近代とセクシュアリティ 川村邦光 紀伊国屋書店 Ｅ からだとこころ

135 女のからだ　性と愛の真実 ボストン「女の健康の本」集団 合同出版 Ｅ からだとこころ

183 拒食症 スージー・オーバック 新曜社 Ｅ からだとこころ

184 拒食症・過食症とは　その背景と治療 生野照子、新野三四子 芽ばえ社 Ｅ からだとこころ

209 こころ・からだ・いのち３　自立ってなんだろう 北沢杏子 岩崎書店 Ｅ からだとこころ

210
こころ・からだ・いのち４　愛ってなんだろう　
上

北沢杏子 岩崎書店 Ｅ からだとこころ

211
こころ・からだ・いのち５　愛ってなんだろう　
下

北沢杏子 岩崎書店 Ｅ からだとこころ

215 こころの天気図 河合隼雄 毎日新聞社 Ｅ からだとこころ

216 ご出産！ 堀内三佳　他 飛鳥新社 Ｅ からだとこころ

251 子宮筋腫　女のからだの常識 渡辺優子 河出書房新社 Ｅ からだとこころ

252 子宮の記憶はよみがえる ロイ・リッジウェイ めるくまーる Ｅ からだとこころ

261 自分でできるカウンセリング 川喜田好恵 創元社 Ｅ からだとこころ
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273 出産の歴史人類学 鈴木七美 新曜社 Ｅ からだとこころ

308 女性の医学安心百科 平敷令忠 日本文芸社 Ｅ からだとこころ

309 女性の体と健康　～更年期を乗り越えて～ 高田由美子 静岡新聞社 Ｅ からだとこころ

316 女性のためのグループ・トレーニング 河野貴代美 学陽書房 Ｅ からだとこころ

359 性　FOR　BEGINNERS 鈴木みち子 現代書館 Ｅ からだとこころ

361 性差の科学 坂東昌子、功刀由紀子 ドメス出版 Ｅ からだとこころ

362 生殖革命 石原理 ちくま新書 Ｅ からだとこころ

365 性の人類学　サルとヒトの接点を求めて 高畑由起夫 世界思想社 Ｅ からだとこころ

368 生理のことがよくわかる本 黒島淳子 小学館 Ｅ からだとこころ

369
セイリの味方スーパームーン　生理なんでもハン
ドブック

高橋由為子 偕成社 Ｅ からだとこころ

389 それでも化粧したい貴女に 橋本田鶴子 三一書房 Ｅ からだとこころ

400 男性不妊を治す　不妊の原因は女性だけではない 石川博通、小塙清、丸茂健 新星出版社 Ｅ からだとこころ

429 中村先生、ピルって何ですか？ 中村理英子
ＫＫベストセ
ラーズ

Ｅ からだとこころ

494 避妊 早乙女智子 主婦の友社 Ｅ からだとこころ

524 不妊と向きあう　生殖技術・わたしの選択 宮淑子 教育史料出版会 Ｅ からだとこころ

526 アダルト・チャイルドの理解と回復 斎藤学　他
ヘルスワーク協
会

Ｅ からだとこころ

551 良い子と過食症　家族と援助者のためのQ&A
R・T・シェーマン、R・A・ト
ンプソン

創元社 Ｅ からだとこころ

552 ようこそカウンセリングルームへ 中村延恵 大和書房 Ｅ からだとこころ

558
リプロダクティブ・ヘルス／ライツ　からだと
性、わたしを生きる

ヤンソン柳沢由実子 国土社 Ｅ からだとこころ

575 わたしの更年期事情 樋口恵子 旬報社 Ｅ からだとこころ

654 女の子のこころとからだ 丸山百合子 成美堂出版 Ｅ からだとこころ

659 わたしらしく、愛と性 魔女っ子くらぶ はるか書房 Ｅ からだとこころ

706 ｱｻｰﾃｨﾌﾞｰ素直な自分表現 渋谷武子 ＰHＰ研究所 Ｅ からだとこころ

712 主婦ストレス 主婦の友編集部編 主婦の友社 Ｅ からだとこころ

722 産めない女に価値はない？ 家田荘子 扶桑社 Ｅ からだとこころ

799 片づけられない女たち サリ・ソルデン ＷＡＶＥ出版 Ｅ からだとこころ

985 自己評価の心理学 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｸﾘｽﾄﾌ　他 紀伊国屋書店 Ｅ からだとこころ

989 インパクト　オブ　トラウマ 小西聖子 朝日新聞社 Ｅ からだとこころ

990 トラウマの心理学 小西聖子
日本放送出版協
会

Ｅ からだとこころ

1036 みちこの更年期ポップライヴ 鈴木みち子 自然食通信社 Ｅ からだとこころ

1040 更年期　からだと心の変化で悩む人に NHK出版 NHK出版 Ｅ からだとこころ

1054 知っておきたい男の更年期 横山博美 池田書房 Ｅ からだとこころ

1066 男の更年期 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ､ｼﾞｪﾄﾞ 新潮社 Ｅ からだとこころ
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1088 知っておきたい女性の病気 雨森良彦 みずうみ書房 Ｅ からだとこころ

1113 ご出産（続） 堀内三佳　他 飛鳥新社 Ｅ からだとこころ

1130 出産を身体の近世 沢山美果子 勁社書房 Ｅ からだとこころ

1215 男の更年期　よくわかる診断と治療 奥山明彦 昭和堂 Ｅ からだとこころ

1216 男も「更年期」がわかると楽になる はらたいら 主婦の友社 Ｅ からだとこころ

1239 オンナらしさ入門（笑） 小倉千加子 理論社 Ｅ からだとこころ

1246 「悩み」の正体 香山リカ 岩波新書 Ｅ からだとこころ

1247
娘に伝えたい　ティーンズの生理＆からだ＆ココ
ロの本

対馬ルリ子、種部恭子、吉野一
枝

かもがわ出版 Ｅ からだとこころ

1258 オニババ化する女たち　女性の身体性を取り戻す 三砂ちづる 光文社 Ｅ からだとこころ

1260 「乳がん検診」がよくわかる本 坂佳奈子 小学館 Ｅ からだとこころ

1273 アカルイうつうつ生活 上野　玲 光文社 Ｅ からだとこころ

1283 折れない心の作り方 齋藤　学 文藝春秋 Ｅ からだとこころ

1297 大丈夫だよ、がんばろう！ 山田邦子 主婦と生活社 Ｅ からだとこころ

1303 言葉のチカラ 香山リカ 集英社 Ｅ からだとこころ

1310 働く女の胸のウチ 香山リカ 大和書房 Ｅ からだとこころ

1316 いいかげんがいい 鎌田實 集英社 Ｅ からだとこころ

1337 更年期であるということ 安部徹良 学陽書房 Ｅ からだとこころ

1338 産みたいからだ 村瀬ひろみ 春秋社 Ｅ からだとこころ

1356 ダメな睡眠いい睡眠 蓮村　誠 PHP研究所 Ｅ からだとこころ

1369
西原恵理子ｘ月乃光司のオサケについてのまじめ
な話

西原　恵理子・月乃　光司 小学会 Ｅ からだとこころ

1377 夫源病　～こんなあたしに誰がした～ 石蔵　文信 大阪大学出版会 Ｅ からだとこころ

1383
「食べない心」と「吐く心」を超えて　～摂食障
害から立ち直る女性たち～

有元　ゆかり
なのはなファミ
リー出版

Ｅ からだとこころ

1387
新版 自分でできるカウンセリング 女性のための
メンタル・トレーニング

川喜田　好恵 創元社 Ｅ からだとこころ

1436 「不育症」をあきらめない 牧野恒久 集英社新書 Ｅ からだとこころ

1437 不育症戦記 楠桂 集英社 Ｅ からだとこころ

1438 不育症学級 杉俊隆 金原出版 Ｅ からだとこころ

1446 生き心地の良い町　この自殺率の低さには理由がある 岡檀 講談社 Ｅ からだとこころ

1447 ＬＧＢＴってなんだろう？からだの性・こころの性・好きになる性 藥師実芳、笹原千奈未、古堂達也、小川奈津己 合同出版 Ｅ からだとこころ

1451
「食べない心」と「吐く心」を超えて
～摂食障害から立ち直る女性たち～

有元　ゆかり なのはなファミリー出版 Ｅ からだとこころ

1471 脳神経外科の脊椎手術　首と腰の狭窄症手術体験記 柴田　美智子 東京図書出版 Ｅ からだとこころ

1480 ダンナのための妊娠出産読本 萩田　和秀 講談社 Ｅ からだとこころ

1482
封じこめられた子ども、その心を聴く
性同一性障害の生徒に向き合う

中塚　幹也 ふくろう出版 Ｅ からだとこころ

1486 生まれる性別をまちがえた！ 小西　真冬 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ Ｅ からだとこころ
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1491 カミングアウト 砂川　秀樹 朝日新聞出版 Ｅ からだとこころ

1492 自己肯定感、持っていますか？ 水島　広子 株式会社　ヤマト出版 Ｅ からだとこころ

1493
それでいい。
自分を認めてラクになる対人関係入門

細川　貂々＆水島　広子 株式会社　創元社 Ｅ からだとこころ

4
赤ちゃん学シリーズ７　子育てがいやになるとき
つらいとき

大日向雅美 主婦の友社 Ｆ 子ども・教育

29 アル中予備軍の子供たち 鈴木みち子 現代書館 Ｆ 子ども・教育

31 育児で会社を休むような男たち 男も女も育児時間を連絡会 ユック舎 Ｆ 子ども・教育

34 いま子どもたちの生きるかたち 浜田寿美男 ミネルヴァ書房 Ｆ 子ども・教育

37 イワナミブックレット３８５　子どもの虐待 森田ゆり 岩波書店 Ｆ 子ども・教育

52 “援助交際”の少女たち 庄子晶子　他 東研出版 Ｆ 子ども・教育

67
お父さんはとうめい人間　お父さんこっちむい
て！

青い窓の会 光雲社 Ｆ 子ども・教育

88 男の育児書 男の子育てを考える会 現代書館 Ｆ 子ども・教育

89 男の子・女の子　そのちがいと育て方 岡宏子　他 金子書房 Ｆ 子ども・教育

90 男の子は泣かない
スー・アスキュー、キャロル・
ロス

金子書房 Ｆ 子ども・教育

100 親から自分をとり戻すための本 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾗｲﾝﾎﾙﾄﾞ、朝長梨枝子 朝日文庫 Ｆ 子ども・教育

103 親離れするとき読む本 神津カンナ 青春出版社 Ｆ 子ども・教育

104 親離れを考えたとき読む本 堀田あけみ 三笠書房 Ｆ 子ども・教育

137 「女の子」は学校でつくられる
マイラ＆デイヴィット・サド
カー

時事通信社 Ｆ 子ども・教育

163 家庭科教育再考 武藤八重子 家政教育社 Ｆ 子ども・教育

172 完全家出マニュアル 今一生
メディアワーク
ス

Ｆ 子ども・教育

182 今日も娘が学校へ行かない！ 松村加津子 草思社 Ｆ 子ども・教育

188 桑マンのバツイチ子育て物語 桑野信義
KKベストセ
ラーズ

Ｆ 子ども・教育

212 心にひびく語りかけ 平井信義 企画室 Ｆ 子ども・教育

213 「心の基地」はおかあさん 平井信義 企画室 Ｆ 子ども・教育

214 「心の基地」はおかあさん 平井信義 企画室 Ｆ 子ども・教育

221 子ども性虐待防止白書
子ども性虐待防止市民ネット
ワーク・大阪

ｳｲﾒﾝｽﾞﾌﾞｯｸｽﾄｱ Ｆ 子ども・教育

222 子どもの人権と裁判 永井憲一 法政大学出版局 Ｆ 子ども・教育

224 子どもをダメにした親たち 深沢道子 社会思想社 Ｆ 子ども・教育

226 親離れ 子離れのすすめ 木元教子 海竜社 Ｆ 子ども・教育

230 婚外子の社会学 善積京子 世界思想社 Ｆ 子ども・教育

243 GENDER　FREE　若い世代の教師のために （財）東京女性財団 東京女性財団 Ｆ 子ども・教育

250 叱り方の上手い親下手な親 田中澄江 青春出版社 Ｆ 子ども・教育

255
実践ジェンダー・フリー教育　フェミニズムを学
校に

小川真知子、森陽子 明石書店 Ｆ 子ども・教育

260 児童虐待への介入　その制度と法 吉田恒雄 尚学社 Ｆ 子ども・教育
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263 自分を好きになる本 パット・パルマー 径書房 Ｆ 子ども・教育

266 自分をまもる本　いじめ、もうがまんしない ローズマリー・ストーンズ 晶文社 Ｆ 子ども・教育

277 小学校全教科書の分析 21世紀教育問題研究会
労働教育セン
ター

Ｆ 子ども・教育

283 女子高校生の心理　自分らしい行き方を求めて 松下美知子 大日本図書 Ｆ 子ども・教育

285 女子大学論 日本女子大学女子教育研究所 ドメス出版 Ｆ 子ども・教育

286 女子中学生 尾木直樹 学陽書房 Ｆ 子ども・教育

328 新共学家庭科の理論 村田泰彦　他 光生館 Ｆ 子ども・教育

333 親権と子どもの人権
全国社会福祉協議会養護施設協
議会

全国社会福祉協
議会

Ｆ 子ども・教育

360 性教育とはなにか 赤枝郁郎 丸栄出版部 Ｆ 子ども・教育

363 性と生をどう教えるか 中山千夏 解放出版社 Ｆ 子ども・教育

364 青年期における性役割観の形成 伊藤裕子 風間書房 Ｆ 子ども・教育

367 性被害のふせぎ方　家庭と学校 君和田和一 法政出版 Ｆ 子ども・教育

387 育つ育てるふれあいの育児　胎児期からの子育て 小林登 TBSブリタニカ Ｆ 子ども・教育

388 それでも君は大学へ行くのか 吉村作治 TBSブリタニカ Ｆ 子ども・教育

393 ダメな子よい子も親しだい 安藤一男 寿海出版 Ｆ 子ども・教育

402 中学生は，いま 望月一宏 岩波新書 Ｆ 子ども・教育

412 手紙でしか言えなかった 八巻香織 新水社 Ｆ 子ども・教育

415 電話の中の思春期　語り合う性 安達倭雅子 ユック舎 Ｆ 子ども・教育

418 登校拒否関係団体リスト 不登校情報センター あゆみ出版 Ｆ 子ども・教育

419 同性愛の基礎知識 伊藤悟 あゆみ出版 Ｆ 子ども・教育

421 毒になる親 スーザン・フォワード 毎日新聞社 Ｆ 子ども・教育

464 狙われる子どもの性 Ｊ．エニュー 啓文社 Ｆ 子ども・教育

470 はじめてパパになる本 日赤医療センター 実業之日本社 Ｆ 子ども・教育

481 バッドマザーの神話 斎藤学　 誠信書房 Ｆ 子ども・教育

487 ハンサム・ガール 佐藤多佳子 理論社 Ｆ 子ども・教育

530 ホンネで話しちゃう女の子の性 蛯名敬子、山口美貴子 教育史料出版会 Ｆ 子ども・教育

534 ママとパパに聞かせたい27の話 鈴木光司 海拓社 Ｆ 子ども・教育

537 娘が母を拒むとき　癒しのレッスン イヴリン・Ｓ・バソフ 創元社 Ｆ 子ども・教育

556
『ライオンさんにはなそう』　性的虐待を受けた
子どものために

パトリシア・キーホー 木犀社 Ｆ 子ども・教育

557
『ライオンさんにはなそう』　性的虐待を受けた
子どもを助けるための入門書

パトリシア・キーホー 木犀社 Ｆ 子ども・教育

573
『わたしのからだよ！』　子どもを性的虐待から
守るための入門書

ジェニー・ハートロッシ 木犀社 Ｆ 子ども・教育

574
『わたしのからだよ！』　性的虐待から守るため
の本

ジェニー・ハートロッシ 木犀社 Ｆ 子ども・教育

585 子育ての死角ー問われる、親の責任・教師の責任 杉山清志 ぎょうせい Ｆ 子ども・教育
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607 笑う不登校 『笑う不登校』編集委員会 教育史料出版会 Ｆ 子ども・教育

608 心への侵入 中嶋一成 本の時遊社 Ｆ 子ども・教育

611 パパだから出来る！ 鈴木光司 新潮社 Ｆ 子ども・教育

623
飛び出せ！お父さん　お父さんのための子育てハ
ンドブック

渡部平吾 文芸社 Ｆ 子ども・教育

640 心はチョコレート、ときどきピクルス ｽﾃﾌｧﾆ 筑摩書房 Ｆ 子ども・教育

658 “女だから”のふしぎ 魔女っ子くらぶ はるか書房 Ｆ 子ども・教育

709 笑うと勝ちよ！アップップ 坂本悠・和 吉備人出版 Ｆ 子ども・教育

733 新しい家庭教育の実際 玉井美智子 ミネルヴァ書房 Ｆ 子ども・教育

775
私の居場所はどこにあるの？　少女マンガが映す
心のかたち

藤本由香里 学陽書房 Ｆ 子ども・教育

802 子育て支援は親支援 飯田進 大揚社 Ｆ 子ども・教育

805 学校をジェンダー・フリーに 亀田温子、舘かおる 明石書店 Ｆ 子ども・教育

807 ハッピーチャイルドに育てる19の知恵 好本惠　編
日本放送出版協
会

Ｆ 子ども・教育

819 娘を傷つける母親の口癖 金盛浦子 青樹社 Ｆ 子ども・教育

835 シングルファーザー 宮本和知 ＫＴＣ中央出版 Ｆ 子ども・教育

871 ＡＥＲＡ 子育ては損か？ 朝日新聞社 朝日新聞社 Ｆ 子ども・教育

879 子育てママのＳＯＳ 大日向雅美 法研 Ｆ 子ども・教育

980 親をやりすぎる親たち ﾛｰｾﾞﾝﾌｪﾙﾄﾞ　他 講談社 Ｆ 子ども・教育

981 子育てと出会うとき 大日向雅美
日本放送出版協
会

Ｆ 子ども・教育

982 「育児父さん」の育児日誌 朝日新聞社 朝日新聞社 Ｆ 子ども・教育

1009 高野優の育児ハピネス百科 高野優 講談社 Ｆ 子ども・教育

1025 子育て支援を考える 柏木惠子 岩波書店 Ｆ 子ども・教育

1057 見過ごさないで！子どもたちのＳＯＳ 庄司順一 学習研究社 Ｆ 子ども・教育

1079 知っておきたい子育てのウソ・ホント50 小西行郎 海竜社 Ｆ 子ども・教育

1100
イケイケ、パニッカー　自閉症児の子育てマンガ
＆エッセイ

高阪正枝 かもがわ出版 Ｆ 子ども・教育

1101 光とともに・・・　自閉症児を抱えて（１） 戸部けいこ 秋田書店 Ｆ 子ども・教育

1102 光とともに・・・　自閉症児を抱えて（２） 戸部けいこ 秋田書店 Ｆ 子ども・教育

1103 光とともに・・・　自閉症児を抱えて（３） 戸部けいこ 秋田書店 Ｆ 子ども・教育

1104 光とともに・・・　自閉症児を抱えて（４） 戸部けいこ 秋田書店 Ｆ 子ども・教育

1105 光とともに・・・　自閉症児を抱えて（５） 戸部けいこ 秋田書店 Ｆ 子ども・教育

1112 パパ、ママぼくを巻き込まないで！ ｼﾞｮｴﾙ･D･ﾌﾞﾛｯｸ他 旭屋出版 Ｆ 子ども・教育

1115 光とともに・・・　自閉症児を抱えて（６） 戸部けいこ 秋田書店 Ｆ 子ども・教育

1121 マンガ　子ども虐待出口あり 信田さよ子 講談社 Ｆ 子ども・教育

1162 飛び出せ！お父さん 渡部平吾 文芸社 Ｆ 子ども・教育
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1164 パパ、ママぼくを巻き込まないで！ ｼﾞｮｴﾙ・D・ﾌﾞﾛｯｸ 旭屋出版 Ｆ 子ども・教育

1166 性と生をどう教えるか 尾藤りつ子 解放出版社 Ｆ 子ども・教育

1181 希望の世紀へ　教育の光 池田大作 ㈱鳳書院 Ｆ 子ども・教育

1183 男の子の性の本 メンズセンター ㈱解放出版社 Ｆ 子ども・教育

1191 高野優のコドモ★スクランブル 高野優 講談社 Ｆ 子ども・教育

1192 高野優の子育てハミング日和 高野優 学習研究社 Ｆ 子ども・教育

1211 オトコの子育て講座 青木匡光 教育評論社 Ｆ 子ども・教育

1214 高野優の親子であっちこっち探検隊 高野優 主婦と生活社 Ｆ 子ども・教育

1225 恋するきみたちへ。 上村茂仁 ふくろう出版 Ｆ 子ども・教育

1231 大丈夫だよ　お母さん 宇津崎光代・友見 いろは出版 Ｆ 子ども・教育

1232 子どもがわかる栄養の本
監修：巻野悟郎、指導：太田百
合子

企画室 Ｆ 子ども・教育

1235
親子のハッピーコミュニケーション 子供を伸ばす
会話力

汐見稔幸 岩崎書店 Ｆ 子ども・教育

1236 もし、あなたが、その子だったら？ ㈱パンクリエイティブ ㈱ほんの木 Ｆ 子ども・教育

1264 子どもにウケるお話大作戦　絵本であそぼ！ 安藤哲也、金柿秀幸、田中尚人 小学館 Ｆ 子ども・教育

1266
いま生きる底力を子どもたちに！ー性教育バッシ
ングに物申すー

河野美代子
十月舎(発行)星
雲社(発売)

Ｆ 子ども・教育

1302 非暴力を学ぼう 中川喜代子 解放出版社 Ｆ 子ども・教育

1321 パパむすび―おむすび持ってどこいこう？ NHKパパザウルスプロジェクト 祥伝社 Ｆ 子ども・教育

1339 黙りこくる少女たち 宮淑子 講談社 Ｆ 子ども・教育

1357
子育てハッピーアドバイス　大好き！が伝わるほ
め方・叱り方

明橋　大ニ １万年堂出版 Ｆ 子ども・教育

1362 「障害を持つこの育て方」が良くわかる本 川岸　恵子 現代書林 Ｆ 子ども・教育

1366
大学では教えてくれない大学生のための22の大
切なこと

佐藤　剛史 西日本新聞社 Ｆ 子ども・教育

1372 叩かず甘やかさず子育てする方法
エリザベス・クレアリー（著）
田上時子・本田敏子（訳）

築地書館 Ｆ 子ども・教育

1373
祖父、ソフリエになる～新米じいじ初めての孫育
て～

NPOエガリテ大手前 メディカ出版 Ｆ 子ども・教育

1375 わが子が不登校で教えてくれたこと 野村　俊幸 文芸社 Ｆ 子ども・教育

1381
子育てが終わらない　～「30歳成人」時代の家
族論

小島　貴子　斎藤　環 青土社 Ｆ 子ども・教育

1389 子どもへのまなざし 佐々木　正美 福音館書店 Ｆ 子ども・教育

1393 赤ちゃんポストと緊急下の女性 柏木恭典 北大路書房 Ｆ 子ども・教育

1397 光とともに・・・　自閉症児を抱えて（７） 戸部けいこ 秋田書店 Ｆ 子ども・教育

1398 光とともに・・・　自閉症児を抱えて（８） 戸部けいこ 秋田書店 Ｆ 子ども・教育

1399 光とともに・・・　自閉症児を抱えて（９） 戸部けいこ 秋田書店 Ｆ 子ども・教育

1401 完　子どもへのまなざし 佐々木　正美 福音館書店 Ｆ 子ども・教育

1412 続　子どもへのまなざし 佐々木　正美 福音館書店 Ｆ 子ども・教育

1425 少女はセックスをどこで学ぶのか 宋　美玄 徳間書店 Ｆ 子ども・教育
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1467 家族カウンセリングから学ぶ　人権マインド 富田　富士也 北水 Ｆ 子ども・教育

1468 親に壊された心の治し方 藤木　美奈子 講談社 Ｆ 子ども・教育

1470 子どもによる子どものための「子どもの権利条約」 小口　尚子、福岡　鮎美 小学館 Ｆ 子ども・教育

1472 わたしのからだだよ！ ロリー・フリーマン
NPO法人女性と子ども
のエンパワメント関西 Ｆ 子ども・教育

1473 乳幼児期の感覚統合遊び 高畑脩平、田中佳子、大久保めぐみ 株式会社　クリエイツかもがわ Ｆ 子ども・教育

1474 子ども白書2017 日本子どもを守る会 株式会社　本の泉社 Ｆ 子ども・教育

1476 江戸の捨て子たち その肖像 沢山美果子 ㈱吉川弘文館 Ｆ 子ども・教育

1477 江戸の乳と子ども いのちをつなぐ　 沢山美果子 ㈱吉川弘文館 Ｆ 子ども・教育

1507 だっこ、よしよし、泣いていいんだよ 富田　富士也 株式会社宣協社 F 子ども・教育

1508 親子で読んで！はじめの一歩 富田　富士也 ㈱十月舎 F 子ども・教育

1509 子どもを傷つける言い方・追いつめる叱り方 萩野　ゆう子 株式会社ＰＨＰ研究所 F 子ども・教育

65 夫と妻の定年人生学 吉武輝子 海竜社 Ｇ 高齢化社会

204 高齢者を介助する家族の本 吉沢勲 家の光協会 Ｇ 高齢化社会

225 この国は恐ろしい国　もう一つの老後 関千枝子 農文協 Ｇ 高齢化社会

281 上手な年のとり方とられ方 十返千鶴子 海竜社 Ｇ 高齢化社会

327 自立する老後のために 高見澤たか子 晶文社 Ｇ 高齢化社会

411 定年前後の「自立」事始め 加藤仁 文藝春秋 Ｇ 高齢化社会

492 ひとり暮し　老後の選択 吉廣紀代子 小学館 Ｇ 高齢化社会

536 みんなが主役・新介護時代 沖藤典子 ミネルヴァ書房 Ｇ 高齢化社会

548 もう六十歳まだ六十歳 吉田知子 海竜社 Ｇ 高齢化社会

554 四十代からの老い支度 樋口恵子 海竜社 Ｇ 高齢化社会

555 ４０才からの老いの探検学 上野千鶴子 三省堂 Ｇ 高齢化社会

590
介護休業でいい仕事いい介護ー家庭も自分も大切
にするために

沖藤典子 ミネルヴァ書房 Ｇ 高齢化社会

601
女たちのめざす老後ーはざま世代からのメッセー
ジ

藍の会ー石川松子・木元美代
子・増本敏子

生活思想社 Ｇ 高齢化社会

622 定年後の人生 中澤正夫 法研 Ｇ 高齢化社会

678
女たちのめざす老後ーはざま世代からのメッセー
ジ

藍の会ー石川松子・木元美代
子・増本敏子

生活思想社 Ｇ 高齢化社会

698 老いのレッスン
クロード・オリヴェンシュタイ
ン

紀伊国屋書店 Ｇ 高齢化社会

701 老いては子に逆らうーわたしの老親修行 吉武輝子 海竜社 Ｇ 高齢化社会

702 変わるお葬式、消えるお墓ー最期まで自分らしく 小谷みどり 岩波書店 Ｇ 高齢化社会

716 あなたの尊厳を全うする　生前予約 柏原破魔子 実業之日本社 Ｇ 高齢化社会

726 最期まで自分らしく 井上治代 毎日新聞社 Ｇ 高齢化社会

756 女・老いをひらく 樋口惠子　監修 ミネルヴァ書房 Ｇ 高齢化社会

766 人生に余生はない 石垣綾子 海竜社 Ｇ 高齢化社会
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767
外に出ながら老人介護。　人生八十年いろはがる
た

樋口惠子 文化出版局 Ｇ 高齢化社会

838 女性のための老後の幸せ・安心ガイド　
市吉澄枝・伊藤佳江・粕谷晴
江・増本敏子

生活思想社 Ｇ 高齢化社会

1033 盛年　老いてますます 樋口恵子 学陽書房 Ｇ 高齢化社会

1034
めざせ100歳！　いつも健康で長生きする31の
秘訣

ﾏﾎｰﾆｰ・ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄ他 星雲社 Ｇ 高齢化社会

1187 その手は命づな 横川和夫
太郎次郎社エ
ディタス

Ｇ 高齢化社会

1203 祖母力 樋口恵子 新水社 Ｇ 高齢化社会

1213 団塊世代のためのボランティアガイド 生きがい倶楽部 九天社 Ｇ 高齢化社会

1218
黄金リタイア団塊世代の田舎暮らし－The 
COUNTRY LIFEー

堀江康敬
インデックス・
コミュニケー
ションズ

Ｇ 高齢化社会

1248 おひとりさまの老後 上野千鶴子 法研 Ｇ 高齢化社会

1292 女の活路、男の末路 袖井孝子 中央法規 Ｇ 高齢化社会

1294 私の老い構え 樋口恵子 文化出版局 Ｇ 高齢化社会

1299 死ぬまで幸福でいるための１２か条 吉武輝子 講談社 Ｇ 高齢化社会

1300 老いる準備 上野千鶴子 朝日新聞出版 Ｇ 高齢化社会

1306 わたしのぼける作法－老後の受け入れ方－ 下山　敦士 丸善 Ｇ 高齢化社会

1307 私はぼけて幸せ 下山　敦士 丸善 Ｇ 高齢化社会

1358 男おひとりさま道 上野　千鶴子 法研 Ｇ 高齢化社会

1439 親を、どうする？ 小林裕美子 実業之日本社 Ｇ 高齢化社会

1444 迫りくる「息子介護」の時代 平山亮 光文社新書 Ｇ 高齢化社会

1445 認知症になった私が伝えたいこと 佐藤雅彦 大月書店 Ｇ 高齢化社会

1489 毎日がアルツハイマー 関口　祐加 パド・ウィメンズ・オフィス Ｇ 高齢化社会

1490
ヤングケアラー
介護を担う子ども・若者の現実

澁谷　智子 中央公論新社 Ｇ 高齢化社会

16 世界に問われる日本の戦後処理① 国際公聴会実行委員会 東方出版 Ｈ 文学・その他

23 あなたの庭では遊ばない 落合恵子 講談社 Ｈ 文学・その他

32 一年遅れのウェディング・ベル 戸沢ひとみ 日本テレビ Ｈ 文学・その他

33 いっぱしの女 氷室冴子 筑摩書房 Ｈ 文学・その他

41
Ｗａｖｅ　ｏｆ　Ｗｏｍｅｎ２　はりきりオヤブ
ンの車いす繁盛記　えーぜっとの会

入部香代子
ブレーンセン
ター

Ｈ 文学・その他

42
Ｗａｖｅ　ｏｆ　Ｗｏｍｅｎ３　はりの響きが伝
わりますか　延安治療所物語

博多・延安治療所
ブレーンセン
ター

Ｈ 文学・その他

45 奪われし未来
シーア・コンボール、ダイア
ン・ダマノスキ、ジョン・ピー
ターソン・マイヤーズ

翔泳社 Ｈ 文学・その他

46 ウホッホ探検隊 干刈あがた 福武書店 Ｈ 文学・その他

48 生まれ変わっても女がいい国って、ホント？ マークス寿子 清流出版 Ｈ 文学・その他

49 海辺の大国 坂崎麻子 徳間書店 Ｈ 文学・その他

51 エプロンが消えた朝 鎌田邦彦 主婦の友社 Ｈ 文学・その他

54 カンタン自炊メニュー 磯村美代子、高野真由美 日本文芸社 Ｈ 文学・その他
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57 丘の雑草たち 森下陽 福武書店 Ｈ 文学・その他

58 丘の上の向日葵 山田太一 朝日新聞社 Ｈ 文学・その他

61 おき去りにされた猫 C．アドラー 金の星社 Ｈ 文学・その他

63 オスとメス＝性の不思議 長谷川真理子 講談社現代新書 Ｈ 文学・その他

66 お父さんゴハンまーだ はしだのりひこ 教育史料出版会 Ｈ 文学・その他

75 男でもなく　女でもなく 蔦森樹 頸草書房 Ｈ 文学・その他

87 男と女の進化論　すべては勘違いから始まった 竹内久美子 新潮文庫 Ｈ 文学・その他

113 女が定年を迎えるとき　もう一つの人生の始まり 佐藤洋子 大和書房 Ｈ 文学・その他

122 女たちの生と死 アンドレア・ドウォーキン 青土社 Ｈ 文学・その他

124 女たちは地球人　叛乱のすすめ18章
三井マリ子、中嶋里美、坂本な
なえ

学陽書房 Ｈ 文学・その他

125 女盗賊プーラン　下巻 プーラン・デヴィ 草思社 Ｈ 文学・その他

126 女盗賊プーラン　上巻 プーラン・デヴィ 草思社 Ｈ 文学・その他

127 女と男 落合恵子 毎日新聞社 Ｈ 文学・その他

154 科学と知性のさらなる内側　理性のゆらぎ 青山圭秀 三五館 Ｈ 文学・その他

164 哀しみいろの女たち 原佑子 あいわ出版 Ｈ 文学・その他

169 川田龍平　いま輝いて 川田龍平、山本直英 かもがわ出版 Ｈ 文学・その他

170 ガラスの家族 キャサリン＝パターソン 偕成社 Ｈ 文学・その他

173
かんたん　カンタン　編集講座　広報誌・ミニコ
ミ作りのために

中西豊子＋フェミネット企画 松香堂 Ｈ 文学・その他

177 希望採集 岡田幸子 手帖舎 Ｈ 文学・その他

191 化粧 井上ひさし 集英社 Ｈ 文学・その他

199 恋をしまくれ 田嶋陽子 徳間書店 Ｈ 文学・その他

200 紅一点論 斎藤美奈子
ビレッジセン
ター

Ｈ 文学・その他

232 ザ・レイプ　ある女性の勇気と感動の記録 ナンシー・ジーゲンマイヤー 文藝春秋 Ｈ 文学・その他

234 作州のみち２（下）　鉄の道 小谷善守 津山朝日新聞社 Ｈ 文学・その他

236 サラを救え！　レイプ被害者に不当な死刑判決
マリ＝クレール・マンデス＝フ
ランス

凱風社 Ｈ 文学・その他

240 サンダカンの墓 山崎朋子 文藝春秋 Ｈ 文学・その他

253 自選詩集　仮装の町 英美子 花神社 Ｈ 文学・その他

267 シベリア大冒険 ハバロフスク自然探検隊
ＴＡＭＡらいふ
２１

Ｈ 文学・その他

275 主夫と生活 マイク・マグレディ 学陽書房 Ｈ 文学・その他

280 少女売春供述調書 大治朋子 リヨン社 Ｈ 文学・その他

331 シングルマザー 大森ゆかり 鳥影社 Ｈ 文学・その他

336 人生は夢へのチャレンジ　女性科学者として 米沢富美子 新日本出版社 Ｈ 文学・その他

351
スカートの下の劇場　ひとはどうしてパンティに
こだわるのか

上野千鶴子 河出書房新社 Ｈ 文学・その他
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356 スターティングポイント① グループ・あいろん イザラ書房 Ｈ 文学・その他

357
素敵なヘルメット　職場を広げたアメリカ女性た
ち

モリー・マーティン 現代書館 Ｈ 文学・その他

370 セカンドレイプ 落合恵子 講談社 Ｈ 文学・その他

374
セックス・イン・アメリカ　［はじめての実態調
査］

ロバート・T・マイケル　他 NHK出版 Ｈ 文学・その他

375 セックス・ワーク　性産業に携わる女性たちの声
フレデリック　デラコステ、プ
リシラ　アレキサンダー

現代書館 Ｈ 文学・その他

376 セックスレスな男たち。 家田荘子 集英社 Ｈ 文学・その他

386 粗大ゴミ日記　定年夫婦に捧げる本 白石真 彩流社 Ｈ 文学・その他

390 偽悪者のフェミニズム 小倉千加子 学陽書房 Ｈ 文学・その他

394 だんかじ　男の家事学 朝日新聞社 Ｈ 文学・その他

396 男性ｖｓ女性 水田珠枝
岩波ジュニア新
書

Ｈ 文学・その他

403 中年クライシス 河合隼雄 朝日新聞社 Ｈ 文学・その他

405 尽くさずにいられない症候群 ヘーベイ・ホーンスタイン ＪＩＣＣ出版局 Ｈ 文学・その他

408 津山の人物Ⅰ 津山市文化協会 津山朝日新聞社 Ｈ 文学・その他

410 出会いのアメリカ　［女の生き方］報告 宮城正枝 花伝社 Ｈ 文学・その他

413 溺愛酷愛現代親子事情 鈴木みち子 現代書館 Ｈ 文学・その他

414 転勤族の妻たち 沖藤典子 創元社 Ｈ 文学・その他

420 ドキュメント　家庭崩壊 岩川隆
コンパニオン出
版

Ｈ 文学・その他

422 扉をひらいた人　高田なほ子と千葉千代世 退職婦人教職員全国連絡協議会 第一書林 Ｈ 文学・その他

430 眺めて彩事記 小松満貴子 エスエル出版会 Ｈ 文学・その他

433
ナチズムと強制売春　強制収容所特別棟の女性た
ち

クリスタ・パウル 明石書店 Ｈ 文学・その他

434 菜っぱのおいしい店へようこそ 正木美津子、吉田みゆき
ブレーンセン
ター

Ｈ 文学・その他

435 夏への扉 ロバート・Ａ・ハインライン 早川書房 Ｈ 文学・その他

460 日本ファザコン文学史 田中貴子 紀伊国屋書店 Ｈ 文学・その他

463 ヌードのポリティクス 笠原美智子 筑摩書房 Ｈ 文学・その他

466 パートナー　結婚するとき、しない時 神津カンナ ＰＨＰ Ｈ 文学・その他

482
花嫁を焼かないで　インドの花嫁持参金殺人が問
いかけるもの

謝秀麗 明石書店 Ｈ 文学・その他

484 母と子でみる１０　重慶からの手紙 早乙女勝元 草の根出版会 Ｈ 文学・その他

485 母と子でみる１１　ハルビンからの手紙 早乙女勝元 草の根出版会 Ｈ 文学・その他

486 母と子でみる９　南京からの手紙 早乙女勝元 草の根出版会 Ｈ 文学・その他

490 美女のイメージ 小玉美意子・人間文化研究会 世界思想社 Ｈ 文学・その他

506 プーラン・デヴィの真実 マラ・セン 未来社 Ｈ 文学・その他

538 娘への性的虐待　強姦する父
バルバラ・カーフェマン、イン
グリット・ローシュテーター

未來社 Ｈ 文学・その他

540 明治快女伝　わたしはわたしよ 森まゆみ 旬報社 Ｈ 文学・その他
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542 メス化する自然　環境ホルモン汚染の恐怖 デボラ・キャドバリー 集英社 Ｈ 文学・その他

543
メディア・セックス幻想　AVにつくられる女と
男の性文化

宮淑子 太郎次郎社 Ｈ 文学・その他

547 もうひとつの絵画論　フェミニズムと芸術 若桑みどり、萩原弘子 松香堂 Ｈ 文学・その他

560 両性具有の美 白州正子 新潮社 Ｈ 文学・その他

563 恋愛小説の陥穽 三枝和子 青土社 Ｈ 文学・その他

572 わたしのエロ本考察　寂しい男と悲しい女 中井清美 柘植書房 Ｈ 文学・その他

583 WANA関西 WANA関西事務局 ワナ関西事務局 Ｈ 文学・その他

589 低き心　高き志ー関根慶子博士の生涯 関根慶子博士追悼文集刊行会編 風間書房 Ｈ 文学・その他

602 癒されない私へ おおたわ史絵
ＴＯＫＹＯ　Ｆ
Ｍ出版

Ｈ 文学・その他

627 ヒロインで読むミステリー 久美沙織 河出書房新社 Ｈ 文学・その他

628 ワーキングガールは浮かばれない デボラ・ギャリソン 毎日新聞社 Ｈ 文学・その他

638 グローリー・デイズ　輝ける日々 佐藤ゆみ ポプラ社 Ｈ 文学・その他

639 マリアからの手紙 ｸﾞﾚｰﾃﾘｰｽ･ﾎﾙﾑ 徳間書店 Ｈ 文学・その他

641 クリスティーナの誘拐 ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾆｸｿﾝ 評論社 Ｈ 文学・その他

642 ラモーナは豆台風 ｸﾘｱﾘｰ 学研 Ｈ 文学・その他

645 かべにプリンをうちつけろ
クリスティーネ・ネストリン
ガー

ほるぷ出版 Ｈ 文学・その他

646 放課後の音符 山田詠美 新潮社 Ｈ 文学・その他

647 ざ・ちぇんじ！（前編） 氷室冴子 集英社 Ｈ 文学・その他

648 ざ・ちぇんじ！（後編） 氷室冴子 集英社 Ｈ 文学・その他

657 コンピュータ探偵ミネルバ ｸﾚｱ・ﾏｯｹｲ さ・え・ら書房 Ｈ 文学・その他

661 使える心理ネタ４３ 渋谷昌三 ＰＨＰ文庫 Ｈ 文学・その他

662 「ヨーロッパ」１日7000円の旅行術 小林克己 ＰＨＰ文庫 Ｈ 文学・その他

663 珈琲ブック UCCｺｰﾋｰ味覚表現委員会 新星出版社 Ｈ 文学・その他

664 利回り・利息計算ができる本 角川総一 明日香出版社 Ｈ 文学・その他

695 神様がくれたＨＩＶ 北山翔子 紀伊国屋書店 Ｈ 文学・その他

720 雨が降っても立ち止まらないで シンシア・カーシー
イーハトーヴ出
版

Ｈ 文学・その他

721 だから、あなたも生きぬいて 大平光代 講談社 Ｈ 文学・その他

730 逃げる男 あわやのぶこ 廣済堂出版 Ｈ 文学・その他

734 ビンボーな生活　ゼイタクな子育て 古茂田宏 星雲社 Ｈ 文学・その他

742
笑われる日本人　－ＪＡＰＡＮ　ＭＡＤＥ　ＩＮ　
Ｕ．Ｓ．Ａ

ジパング編集部 ジパング Ｈ 文学・その他

744 だめの子日記 光吉智加枝
だめの子日記刊
行会

Ｈ 文学・その他

748 香水
（株）ＣＯＣＯＲＯ　ＣＯＭＰ
ＡＮＹ

ナツメ社 Ｈ 文学・その他

749 色の事典 小島尚美 西東社 Ｈ 文学・その他
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750 エッチ・ジャーナリズム 衿野未矢 リベルタ出版 Ｈ 文学・その他

751 お茶の事典　日本茶・中国茶の世界 斉藤光哉 成美堂出版 Ｈ 文学・その他

755 カクテル入門 久保村方光 日東書院 Ｈ 文学・その他

764 ノーといわれる日本人 日本消費者連盟　編 学陽書房 Ｈ 文学・その他

765 極上の日本酒カタログ７５５ 梅原茂順　監修 永岡書店 Ｈ 文学・その他

769 節約のおかず 藤田祐子　編集 扶桑社 Ｈ 文学・その他

770 定番煮物とごちそうご飯 藤田祐子　編集 扶桑社 Ｈ 文学・その他

777 揺れる「いのち」 山陽新聞社 Ｈ 文学・その他

778
洋酒ベストセレクション591　ウィスキーからリ
キュールまで世界の酒を楽しむ洋酒図鑑

湯目英郎　監修 日本文芸社 Ｈ 文学・その他

782 ベスト・ワイン・ストーリー 的場惠子 永岡書店 Ｈ 文学・その他

783 フリージングと電子レンジのおかず術 藤田祐子　編集 扶桑社 Ｈ 文学・その他

784 ひもとロープの結び方　百科 小暮幹雄 新星出版社 Ｈ 文学・その他

796 津山の人物Ⅲ 小山健三　他 津山市文化協会 Ｈ 文学・その他

797 新しい歌をうたえ 鈴木光司 新潮社 Ｈ 文学・その他

801 シーラという子　虐待されたある少女の物語 トリイ・L・ヘイデン 早川書房 Ｈ 文学・その他

804
「縁の神」おタカが行く　ジェンダー王国リリア
姫の巻

うめたにつぐみ
大阪府男女協働
社会づくり財団

Ｈ 文学・その他

809 現在を生きよう 鈴木光司 実業之日本社 Ｈ 文学・その他

812 男の料理 オリジナル・シェフクラブ編 日東書院 Ｈ 文学・その他

846
かんたん　カンタン　編集講座　－広報誌・ミニ
コミ作りのために－

中西豊子＋フェミネット企画
ウイメンズブッ
クストア　有限
会社　松香堂

Ｈ 文学・その他

860 オンナ泣き 北原みのり 晶文社 Ｈ 文学・その他

864 男女摩擦 鹿嶋敬 岩波書店 Ｈ 文学・その他

866 女という文字、おんなということば 川田文子 明石書店 Ｈ 文学・その他

867 上野千鶴子が文学を社会学する 上野千鶴子 朝日新聞社 Ｈ 文学・その他

870 ビタミンＦ 重松清 新潮社 Ｈ 文学・その他

873 御直披　－レイプ被害者が闘った、勇気の記録ー 板谷利加子 角川書店 Ｈ 文学・その他

874 華齢な女たち 吉田ルイ子 中央公論新社 Ｈ 文学・その他

892 とりかへばや、男と女 河合隼雄 新潮社 Ｈ 文学・その他

893 地域の歴史を学ぶ 岡山県民主教育協議会
株式会社　福武
書店

Ｈ 文学・その他

914 病気にかからないための栄養 福島要一 芽ばえ社 Ｈ 文学・その他

924 老いの楽しみ 沢村貞子 岩波書店 Ｈ 文学・その他

929 ビゴー日本素描集 清水勲 岩波書店 Ｈ 文学・その他

972 恋愛論 高群逸枝 講談社 Ｈ 文学・その他

1003 星の詩　国際交流の芽生え 中野良子 ＮＨＫ出版 Ｈ 文学・その他
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1008 気になります、この「ことば」 遠藤織枝 小学館 Ｈ 文学・その他

1016 働く女は敵ばかり 遥洋子 朝日新聞社 Ｈ 文学・その他

1022 化粧行動の心理学 大坊郁夫 北大路書房 Ｈ 文学・その他

1035 ｉめぇーる 田辺聖子 世界文化社 Ｈ 文学・その他

1047 娘天音　妻ヒロミ 山口平明 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｼﾆｽﾄ社 Ｈ 文学・その他

1048 天音 山口ヒロミ 自然食通信社 Ｈ 文学・その他

1049 寝たきり少女の喘鳴が聞こえる 山口ヒロミ 自然食通信社 Ｈ 文学・その他

1050 食品添加物と問題児 津野志摩子 バーディ出版 Ｈ 文学・その他

1062 なぜ、男は「女はバカ」と思ってしまうのか 岩月謙司 講談社 Ｈ 文学・その他

1063 天職をつかんだ９人の女性 井上一馬 講談社 Ｈ 文学・その他

1064 ハイブリッド・ウーマン 遥洋子 講談社 Ｈ 文学・その他

1073 ドタバタ旅行記　女ひとりで世界を歩こう！ 白沢七瀬 文芸社 Ｈ 文学・その他

1094 猫と暮らす１人ぐらしの女 ステイシー・ホーン 晶文社 Ｈ 文学・その他

1098 櫂 宮尾登美子 新潮文庫 Ｈ 文学・その他

1126 椅子のない男たち 石川弘義 廣済堂 Ｈ 文学・その他

1127 原爆記　それは第二の誕生日だった 小野山博子 女人随筆社 Ｈ 文学・その他

1128 そうめんばち 井久保伊登子 手帖舎 Ｈ 文学・その他

1129 残りの秋 井久保伊登子 かもがわ出版 Ｈ 文学・その他

1137 だから母と娘はむずかしい
Ｃ．エリアシェフ、Ｎ．エニッ
ク

白水社 Ｈ 文学・その他

1148 対幻想　ｎ個の性をめぐって 芹沢俊介 春秋社 Ｈ 文学・その他

1152 男の性解放　なぜ男は女を愛せないのか 梁石日
情報センター出
版局

Ｈ 文学・その他

1163 人生は素晴らしい 池田大作 中央公論新社 Ｈ 文学・その他

1279
誰も教えてくれなかった「源氏物語」の本当の面
白さ

林真理子、山本淳子 小学館 Ｈ 文学・その他

1293 モグラ女の逆襲 残間里江子
日本経済新聞出
版社

Ｈ 文学・その他

1295 男よりテレビ、女よりテレビ 小倉千加子 朝日新聞出版 Ｈ 文学・その他

1359 ゲゲゲの女房 武良　布枝 実業之日本社 Ｈ 文学・その他

1364 雅子さま論争
森暢平、香山リカ、白河桃子、水無田気
流、小田嶋隆、湯山玲子、信田さよ子 洋泉社 Ｈ 文学・その他

1457 包む・贈る・暮らす・飾る　ふろしき自由自在 森田知都子 淡交社 Ｈ 文学・その他

1460 恋の相手は女の子 室井　舞花 岩波書店 Ｈ 文学・その他

1469 命をくれたキス　「車椅子の花嫁」愛と自立の16年 鈴木　ひとみ 小学会 Ｈ 文学・その他

1478 よりよく生き延びる－3.11と男女共同参画センター－ 公益財団法人せんだい男女共同参画財団 新潮社 Ｈ 文学・その他

1494 世界を変えた50人の女性科学者たち レイチェル・イグノトフスキー 株式会社　創元社 H 文学・その他

178
キャンパス・セクシュアル・ハラスメント　－調
査・分析・対策

渡辺和子、女性学教育ネット
ワーク

啓文社 Ｉ 全集・資料集・参考図書
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196 現代女性図鑑　福岡からのメッセージ 福岡市市民局女性部 海鳥社 Ｉ 全集・資料集・参考図書

271 従軍慰安婦資料集 吉見義明 大月書店 Ｉ 全集・資料集・参考図書

324
シリーズ〈女・あすに生きる〉　図表でみる女の
現在

フォーラム女性の生活と展望 ミネルヴァ書房 Ｉ 全集・資料集・参考図書

358 日本の女性データバンク 坂東眞理子 大蔵省印刷局 Ｉ 全集・資料集・参考図書

442 日本女性人名辞典 日本図書センター
日本図書セン
ター

Ｉ 全集・資料集・参考図書

497 風俗の歴史１　ルネサンスの肉体観
著：エドアルト・フックス
訳：安田徳太郎

光文社 Ｉ 全集・資料集・参考図書

498 風俗の歴史２　ルネサンスの恋愛と結婚
著：エドアルト・フックス
訳：安田徳太郎

光文社 Ｉ 全集・資料集・参考図書

499 風俗の歴史３　ルネサンスの社会風俗
著：エドアルト・フックス
訳：安田徳太郎

光文社 Ｉ 全集・資料集・参考図書

500 風俗の歴史４　新しいアダムとイヴ
著：エドアルト・フックス
訳：安田徳太郎

光文社 Ｉ 全集・資料集・参考図書

501 風俗の歴史５　危険な関係
著：エドアルト・フックス
訳：安田徳太郎

光文社 Ｉ 全集・資料集・参考図書

502 風俗の歴史６　十八世紀の女
著：エドアルト・フックス
訳：安田徳太郎

光文社 Ｉ 全集・資料集・参考図書

503 風俗の歴史７　市民階級の自由宣言
著：エドアルト・フックス
訳：安田徳太郎

光文社 Ｉ 全集・資料集・参考図書

504 風俗の歴史８　世紀末の風潮
著：エドアルト・フックス
訳：安田徳太郎

光文社 Ｉ 全集・資料集・参考図書

505 風俗の歴史９　性の商品化時代
著：エドアルト・フックス
訳：安田徳太郎

光文社 Ｉ 全集・資料集・参考図書

510 フェミニズム辞典 リサ・タトル 明石書店 Ｉ 全集・資料集・参考図書

513 ふくおか国際女性フォーラム’98 ふくおか国際女性フォーラム
ふくおか国際女
性フォーラム

Ｉ 全集・資料集・参考図書

559 離別母子世帯の自立と児童扶養手当制度 中垣昌美 さんえい出版 Ｉ 全集・資料集・参考図書

610
パネルデータからみた現代女性ー結婚・出産・就
業・消費・貯蓄

樋口美雄、岩田正美 東洋経済新報社 Ｉ 全集・資料集・参考図書

667 女性生き生き事典 渥美雅子 東京書籍 Ｉ 全集・資料集・参考図書

668 チルチルな毎日。Vol.1 (株)アス　編 アス Ｉ 全集・資料集・参考図書

700 女たちの便利帳３ 鈴木京子他 教育史料出版会 Ｉ 全集・資料集・参考図書

707 平成１２年版　男女共同参画白書 総理府 大蔵省印刷局 Ｉ 全集・資料集・参考図書

771
男女共同参画白書　－男女共同参画の現状と施策
－

総理府　編 大蔵省印刷局 Ｉ 全集・資料集・参考図書

772
男子と女子の意識に関する・市民アンケート・就
労に関するアンケート調査結果

桑名市　政策課　女性係 政策課　女性係 Ｉ 全集・資料集・参考図書

794 チルチルな毎日。Vol.1 (株)アス　編 アス Ｉ 全集・資料集・参考図書

795 チルチルな毎日。Vol.2 (株)アス　編 アス Ｉ 全集・資料集・参考図書

810
2000年世界人口白書　男女共生と見えない格差　
変革の時

黒田俊夫　監修 世界の動き社 Ｉ 全集・資料集・参考図書

845 女性学年報　第21号
有限会社　松香
堂

Ｉ 全集・資料集・参考図書

853 つやま　地域のあゆみ 津山市同和対策推進協議会
津山市同和対策
推進協議会

Ｉ 全集・資料集・参考図書

854 つやまし　新エンゼルプラン 津山市 津山市 Ｉ 全集・資料集・参考図書

855 少子化対策関係資料集 厚生労働省 Ｉ 全集・資料集・参考図書

876 男女共同参画白書のあらまし 財務省印刷局 財務省印刷局 Ｉ 全集・資料集・参考図書

882 男女共同参画社会 関哲夫 ミネルヴァ書房 Ｉ 全集・資料集・参考図書
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895 岡山歴史文化ブックレット　No.3 岡山歴史文化協会
西日本法規出版
株式会社

Ｉ 全集・資料集・参考図書

897
自由民権運動と現代―自由民権百年第二回全国集
会報告集

自由民権百年全国集会実行委員
会

三省堂 Ｉ 全集・資料集・参考図書

899 第四回全国女性史研究交流のつどい報告集 「報告集」編集委員会 Ｉ 全集・資料集・参考図書

900 女性と文化Ⅱ　―新しい視点から考える― 人間文化研究会 ＪＡＣ出版 Ｉ 全集・資料集・参考図書

901 女性と文化Ⅲ　―家・家族・家庭― 人間文化研究会 ＪＡＣ出版 Ｉ 全集・資料集・参考図書

902
美作水平社創立７０周年記念誌　部落解放運動の
あゆみ

岡山県部落解放運動美作地区協
議会

Ｉ 全集・資料集・参考図書

976
イラストで学ぶ　配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律

内閣府男女共同参画局 ぎょうせい Ｉ 全集・資料集・参考図書

977 男女共同参画白書　13年版 財務省印刷局 財務省印刷局 Ｉ 全集・資料集・参考図書

979 わかりやすい男女共同参画社会基本法 内閣府男女共同参画局 有斐閣 Ｉ 全集・資料集・参考図書

996 女性ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾈｯﾄﾜｰｸのための組織開発ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 大阪府男女協働社会づくり財団
大阪府男女協働
社会づくり財団

Ｉ 全集・資料集・参考図書

997 人と情報を結ぶ情報相談ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 大阪府男女協働社会づくり財団
大阪府男女協働
社会づくり財団

Ｉ 全集・資料集・参考図書

1013 女性のデータブック　第3版 井上輝子　他 有斐閣 Ｉ 全集・資料集・参考図書

1014 女性関連法データブック 国際女性の地位協会 有斐閣 Ｉ 全集・資料集・参考図書

1026 男女共同参画白書のあらまし　平成14年度版 財務省印刷局 財務省印刷局 Ｉ 全集・資料集・参考図書

1027 男女共同参画白書　平成14年度版 財務省印刷局 財務省印刷局 Ｉ 全集・資料集・参考図書

1031 平成13年国民生活白書 内閣府 ぎょうせい Ｉ 全集・資料集・参考図書

1039 女性学事典 岩波書店 岩波書店 Ｉ 全集・資料集・参考図書

1041
ドメスティック・バイオレンス　データブック
2002

パド・ウィメンズ・オフィス
パド・ウィメン
ズ・オフィス

Ｉ 全集・資料集・参考図書

1042 男女共同参画社会に向けた学習ガイド 日本女性学習財団
日本女性学習財
団

Ｉ 全集・資料集・参考図書

1043 社会教育指導者のエンパワーメントに向けて 日本女性学習財団
日本女性学習財
団

Ｉ 全集・資料集・参考図書

1045 女性のエンパワーメントのための学習 日本女性学習財団
日本女性学習財
団

Ｉ 全集・資料集・参考図書

1046 女性の学習と実践　社会参画のためのﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 日本女性学習財団
日本女性学習財
団

Ｉ 全集・資料集・参考図書

1065 図でみる日本の女性データバンク 坂東真理子 財務省印刷局 Ｉ 全集・資料集・参考図書

1076 男女共同参画統計データブック2003 国立女性教育会館 ぎょうせい Ｉ 全集・資料集・参考図書

1086
ドメスティック・バイオレンス　データブック
2003

パド・ウィメンズ・オフィス
パド・ウィメン
ズ・オフィス

Ｉ 全集・資料集・参考図書

1114 日本女性学会会誌「女性学」11号 日本女性学会 新水社 Ｉ 全集・資料集・参考図書

1151 使い方の分かる　類語　例解辞典 小学館辞典編集部 小学館 Ｉ 全集・資料集・参考図書

1167 チルチルな毎日。Vol.2 (株)アス　編 アス Ｉ 全集・資料集・参考図書

1168 チルチルな毎日。Vol.4 (株)アス　編 アス Ｉ 全集・資料集・参考図書

1169 チルチルな毎日。Vol.6 (株)アス　編 アス Ｉ 全集・資料集・参考図書

1170 チルチルな毎日。Vol.6 (株)アス　編 アス Ｉ 全集・資料集・参考図書

1171 チルチルな毎日。Vol.7 (株)アス　編 アス Ｉ 全集・資料集・参考図書

1172 チルチルな毎日。Vol.8 (株)アス　編 アス Ｉ 全集・資料集・参考図書
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1173 チルチルな毎日。Vol.9 (株)アス　編 アス Ｉ 全集・資料集・参考図書

1202 女性のメンタルヘルスの地平 （編著）河野貴代美 コモンズ Ｉ 全集・資料集・参考図書

1233
人が集まる！行列ができる！講座、イベントの作
り方

牟田静香 講談社 Ｉ 全集・資料集・参考図書

1263 おじさん図鑑 飛鳥圭介 のべる出版 Ｉ 全集・資料集・参考図書

1268 女性のデータブック 第４版 江原由美子・井上輝子　編 有斐閣 Ｉ 全集・資料集・参考図書

1308 女紋 森本　景一 染色補正森本 Ｉ 全集・資料集・参考図書

1390
図解入門ビジネスアンケート調査とデータ解析の
仕組みがよーくわかる本[第２版]

竹内光悦他 秀和システム Ｉ 全集・資料集・参考図書

1414
学びがひらく
2013年度「日本女性学習財団賞」受賞レポート集

編：公益財団法人日本女性学習財団
公益財団法人
日本女性学習財
団

Ｉ 全集・資料集・参考図書

1449 Ｓａｋｕｒａさくら　日本人と結婚した外国人女性たち 柴田れいこ 日本カメラ社 Ｉ 全集・資料集・参考図書

1450 届かぬ文 柴田れいこ 蒼穹舎 Ｉ 全集・資料集・参考図書

28 アリーテ姫の冒険 ダイアナ・コールス 学陽書房 Ｊ 子ども向け図書

338 シンデレラ王子の物語 バベット・コール 松香堂 Ｊ 子ども向け図書

428 トンデレラ姫物語 バベット・コール 松香堂 Ｊ 子ども向け図書

571 わたしにはパパだっているもんね Ｃ．ネストリンガー さ・え・ら書房 Ｊ 子ども向け図書

631 お母さんなんでや 三木たかひろ 学陽書房 Ｊ 子ども向け図書

632 かちんこちんのムニア アスン・バルソラ 徳間書店 Ｊ 子ども向け図書

633 わたし 谷川俊太郎 福音館書店 Ｊ 子ども向け図書

634
シンダー・エリー　ガラスのスニーカーをはいた
女の子

フランセス・ミンターズ ほるぷ出版 Ｊ 子ども向け図書

635 おおきななみ バーバラ・クーニー ほるぷ出版 Ｊ 子ども向け図書

637 のはらひめ　おひめさま城のひみつ 中川千尋 徳間書店 Ｊ 子ども向け図書

643 チリチリ姫のぜったいないしょの冒険 末吉暁子 ポプラ社 Ｊ 子ども向け図書

644 ちいさいロッタちゃん リンドグレーン 偕成社 Ｊ 子ども向け図書

649
ちょっと変じゃない？「女らしさ」「男らし
さ」ってなんだろう

青木やよひ 小峰書店 Ｊ 子ども向け図書

650 長くつ下のピッピ ﾘﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾝ 岩波少年文庫 Ｊ 子ども向け図書

651 ハンサム・ガール 佐藤多佳子 フォア文庫 Ｊ 子ども向け図書

652 カブッチのオトコってヤだ！ 犬丸りん ＰＨＰ Ｊ 子ども向け図書

653 クワッペのオンナってヤだ！ 犬丸りん ＰＨＰ Ｊ 子ども向け図書

655 だって女の子やるじゃん白書 弥生まゆ 岩崎書店 Ｊ 子ども向け図書

656 女の子はサンタクロースになれないの？ エルフィ―・ドネリ 国土社 Ｊ 子ども向け図書

704 ウソつきなチルル姫 星色スプーン 郁朋社刊 Ｊ 子ども向け図書

727 おんなのこだから レイフ・クリスチャンソン 岩崎書店 Ｊ 子ども向け図書

729 ボロずきんの冒険 エセル・J・フェルプス 学陽書房 Ｊ 子ども向け図書

735 きせきの子牛 津山市教育委員会 ぎょうせい Ｊ 子ども向け図書
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815 あなたが守る　あなたの心・あなたのからだ 森田ゆり 童話館出版 Ｊ 子ども向け図書

847
ジェンダー・フリーの絵本①　こんなのへんか
な？

村瀬幸浩・高橋由為子 大月書店 Ｊ 子ども向け図書

848 ジェンダー・フリーの絵本②　生きるってすてき 橋本紀子・高橋由為子 大月書店 Ｊ 子ども向け図書

849 ジェンダー・フリーの絵本③　働くってたのしい 朴木佳緒留・もりお勇 大月書店 Ｊ 子ども向け図書

856
ジェンダー・フリーの絵本④　女と男、これま
で、これから

村瀬幸浩・高橋由為子 大月書店 Ｊ 子ども向け図書

857
ジェンダー・フリーの絵本⑤　いろんな国、いろ
んな生き方

村瀬幸浩・高橋由為子 大月書店 Ｊ 子ども向け図書

858 ジェンダー・フリーの絵本⑥　学びのガイド 村瀬幸浩・高橋由為子 大月書店 Ｊ 子ども向け図書

1082
ジェンダー・フリーってなあに？プレゼントはた
からもの

草谷桂子他 大月書店 Ｊ 子ども向け図書

1083
ジェンダー・フリーってなあに？おきゃくさんは
いませんか？

草谷桂子他 大月書店 Ｊ 子ども向け図書

1084
ジェンダー・フリーってなあに？ぼくはよわむ
し？

草谷桂子他 大月書店 Ｊ 子ども向け図書

1139 パパのカノジョは ジャニス・レヴィ 岩崎書店 Ｊ 子ども向け図書

1158 世界名作劇場　ペリーヌ物語 日本アニメーション ぎょうせい Ｊ 子ども向け図書

1159 世界名作劇場　あらいぐまラスカル 日本アニメーション ぎょうせい Ｊ 子ども向け図書

1230 世界名作劇場　南の島のフローネ 日本アニメーション ㈱ぎょうせい Ｊ 子ども向け図書

1288 よるくま 酒井駒子 偕成社 Ｊ 子ども向け図書

1289
ストライプ　たいへん！しまもようになっちゃっ
た

ﾃﾞｳﾞｨｯﾄﾞ･ｼｬﾉﾝ、清水奈緒子 セーラー出版 Ｊ 子ども向け図書

1326 13歳からのハローワーク 村上　龍 幻冬舎 Ｊ 子ども向け図書
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