
索引 小カテゴリ 書籍名 著者 備考

(カ 320 ｼ 法律 夫婦親子男女の法律知識 （株）自由国民社 箱②

366.8 ﾆ
各種の労働・労働
者

ワーキングマザーのススメ
（株）日本リサーチセン
ター

(ザ 336 ﾆ 経営管理
先輩からのアドバイス　こんなとき、あんなと
き

（財）２１世紀職業財団

366.8 ﾆ
各種の労働・労働
者

パートタイム労働　法律相談Ｑ＆Ａ （財）２１世紀職業財団

007 ｲ 情報 全国組織　女性団体名簿 　１９９６年版
（財）市川房枝記念会出
版部

318 ｲ 地方自治 全地方議会女性議員の現状
（財）市川房枝記念会出
版部

366 ｼ 働き方 ワーキングウーマン事典 （財）女性職業財団

599 ｼ 育児
おとこの次世代育て 男性３３人からのメッ
セージ

（財）児童健全育成推進
財団

280 ﾄ 伝記 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

318 ﾄ 地方自治 女性政策　女性センターを考える （財）東京女性財団

366 ﾄ 働き方 働き方を変えて  暮らし方を変えよう （財）東京女性財団

366.3 ﾄ
セクシュアルハラス
メント

セクシュアル　ハラスメントのない世界へ （財）東京女性財団

367.7 ﾄ 中・高年 サクセスフル　エイジング
（財）東京都老人総合研
究所

814 ﾄ 語彙 ことばに見る女性 （財）東京女性財団

367.7 ﾆ 中・高年 図説　女性と高齢社会 （財）日本女性学習財団

379 ﾆ 社会教育 社会教育指導者のエンパワーメントに向けて
（財）日本女子社会教育
会

379 ﾆ 社会教育 女性の活動と学習に関する調査報告書 （財）日本女性学習財団

379 ﾆ 社会教育 女性の自己開発学習
（財）日本女子社会教育
会

379 ﾆ 社会教育 男女共同参画社会に向けた学習ガイド
（財）日本女子社会教育
会

778 ﾆ 映画
ジェンダーの視点からの家庭教育セミナー報
告書

（財）日本女子社会教育
会

379 ﾆ 社会教育
学習支援ハンドブック　協働の時代の学びと
実践

（財）日本女性学習財団

366 ﾌ 働き方 グラス　シーリング解消に向けて　アメリカ編 （財）婦人少年協会

366 ﾌ 働き方 グラス　シーリング解消に向けて　イギリス編 （財）婦人少年協会

366 ﾌ 働き方
グラス　シーリング解消に向けて　オーストラ
リア編

（財）婦人少年協会

366 ﾌ 働き方 グラス　シーリング解消に向けて　オランダ編 （財）婦人少年協会

366 ﾌ 働き方
グラス　シーリング解消に向けて　スウェーデ
ン編

（財）婦人少年協会

366 ﾌ 働き方 グラス　シーリング解消に向けて　ドイツ編 （財）婦人少年協会

366 ﾌ 働き方
グラス　シーリング解消に向けて　ニュージー
ランド編

（財）婦人少年協会

366 ﾌ 働き方 グラス　シーリング解消に向けて　フランス編 （財）婦人少年協会

366 ﾌ 働き方 グラスシーリング解消に向けて　カナダ編 （財）婦人少年協会

318 ﾖ 地方自治 女性施設ジャーナル…① （財）横浜市女性協会

318 ﾖ 地方自治 女性施設ジャーナル…② （財）横浜市女性協会

318 ﾖ 地方自治 女性施設ジャーナル…③ （財）横浜市女性協会

318 ﾖ 地方自治 女性施設ジャーナル…④ （財）横浜市女性協会

318 ﾖ 地方自治 女性施設ジャーナル…⑤ （財）横浜市女性協会

318 ﾖ 地方自治 女性施設ジャーナル…⑥ （財）横浜市女性協会

318 ﾖ 地方自治 女性施設ジャーナル…⑦ （財）横浜市女性協会

318 ﾖ 地方自治 女性施設ジャーナル…⑧ （財）横浜市女性協会

367.1 ﾖ 女性学 女性問題キーワード１１１ （財）横浜市女性協会

007 ﾖ 情報 女のグループ　活動資金づくりの本 （財）横浜市女性協会
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(シ 369 ｻ 市民活動 埼玉ボランティアガイド
（社）埼玉県社会福祉協
議会

611 ﾁ 農村 農村の女性起業家たち
（社）地域社会計画セン
ター

146 ﾅ
臨床心理学. 精神
分析学

実践　電話カウンセリング
（社福）奈良いのちの電
話協会

368.2 ｳ 貧困 ミレニアム開発目標 「動く→動かす」

2 318 ﾆ 地方自治 誰もがその人らしく　男女共同参画
２１世紀　男女平等を進
める会

Ａ 361 ｻ 社会学 嗜癖する社会 Ａ　Ｗ　シェフ

367.3 ﾐ 親子・家族 魂の殺人 A　ミラー

368 ｴ DV 暴力の関係に悩むあなたへ
ＡＫＫ女性シェルター運
営委員会

317.79 ｱ 防災 女性のための防災BOOK anan特別編集

Ｃ 060 ｼ 団体 東北大学21世紀ＣＯＥプログラム研究年報１
ＣＯＥプログラム出版委
員会

060 ｼ 団体
東北大学21世紀ＣＯＥプログラム研究年報２
－Ⅰ

ＣＯＥプログラム出版委
員会

060 ｼ 団体
東北大学21世紀ＣＯＥプログラム研究年報２
－Ⅱ

ＣＯＥプログラム出版委
員会

060 ｼ 団体 東北大学21世紀ＣＯＥプログラム研究年報３
ＣＯＥプログラム出版委
員会

060 ｼ 学術誌 東北大学21世紀ＣＯＥプログラム研究年報4
ＣＯＥプログラム出版委
員会

箱①

060 ｼ 団体 東北大学21世紀ＣＯＥプログラム研究年報５
ＣＯＥプログラム出版委
員会

箱①

Ｅ 461 ｷ 生命論 死ぬ瞬間 Ｅ　キューブラー　ロス

334 ｹ 人口 出生率はなぜ下ったか　ドイツの場合
Ｅ　ベック＝ゲルンスハ
イム

Ｇ 369 ｱ 福祉 アンデルセン、福祉を語る
Ｇ・エスピンーアンデル
セン

Ｈ 316.8 ｼ 人権問題 ある奴隷少女に起こった出来事 Ｈ・Ａジェイコブス

329 ﾋ 国際法 元気になりたい！女の本
Ｈｕｍａｎ　Ｒｉｇｈｔｓ　ｏｆ
Ｗｏｍｅｎの会

Ｉ 316 ﾊ 人権
マイノリティ女性の視点を　政策に！社会
に！

ＩＭＡＤＲ－ＪＣマイノリ
ティ女性に対する複合

箱②

Ｊ 367.1 ｸ 女性論 女の時間 J　クリステヴァ 箱⑥

Ｌ 361.45 ﾊﾞ コミュニケーション そのひとことが言えたら・・・ Ｌ・バブコック

367.97 ｴ 同性愛
日本と世界のLGBTの現状と課題－SOGIと
人権を考える－

LGBT法連合会

Ｍ 367.1 ｳ 女性論 女性 怒りが開く未来 Ｍ　ヴァレンティス

367.1 ﾐ 女性論 男性と女性　上 M　ミード 箱⑥

367.1 ﾐ 女性論 男性と女性　下 M　ミード 箱⑥

367.1 ﾏ 女性論
OVER60 Street Snap
いくつになってもあこがれの女性

masa&mari

367.6 ｸ 子ども わかってほしい MOMO

367.6 ﾓ 子ども
女の子だもん　　体とこころのハッピー★ノー
ト

ＭＯＮ

Ｎ 159 ﾈ 人生訓. 教訓 試行錯誤からはじめよう Ｎｅｔ　Ｏｎｅ

070 ｴ 新聞・放送 日本列島　女たちの５０年
ＮＨＫ女性アナウンサー
戦後５０年プロジェクト

916 ｴ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

無縁社会
NHK無縁社会プロジェク
ト

367.7 ﾉ 中・高年 NO！寝たきりで暮らしたい
NO!寝たきりキャンペー
ン委員会

369 ｴ 市民活動 NPO地域参画マニュアル NPOサポートセンター

369 ｴ 市民活動 子育て支援ＮＰＯ設立＆活動ハンドブック
ＮＰＯ事業サポートセン
ター

379 ｽ 社会教育 学びから一歩を踏み出す人を支えるために NPO推進ネット 箱⑪

280 ｻ 伝記 埼玉の女性 ＮＰＯ法人サイシップ

367.4 ｳ 結婚・離婚 離婚家庭の子どもの気持ち ＮＰＯ法人ＷＩＮＫ

367.6 ｳ 子ども
僕らには親が別れても愛される権利があ
る！

NPO法人Wink
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Ｎ 367.6 ｻ 子ども 母親発　私たちの虐待予防マニュアル
NPO法人彩の子ネット
ワーク

367.6 ｼ 子ども 母子家庭の子どもたち
NPO法人しんぐるまざあ
ず　ふぉーらむ

369 ｼ 福祉 母子家庭の仕事とくらし
NPO法人しんぐるまざあ
ず　ふぉーらむ

369 ｴ 市民活動 事例でわかるNPO法人　登記ガイドブック
NPOワンストップ１００人
委員会

369 ﾌ 福祉 ママたちをしえんするママたちが支援する。
NPO法人ふらっとスペー
ス金剛

368 ﾘ DV ＤＶ加害者プログラム・マニュアル
NPO法人リスペクトフ
ル・リフレーションシッ

Ｏ 312 ｵ 政治史．事情 国際比較　仕事と家族生活の両立 OECD

366 ｵ 働き方 女２０代、かしこい仕事術 OLマニュアル編集部 箱③

Ｒ 367 ｱ ジェンダー ジェンダー学の最前線 Ｒ　コンネル 箱④

367 ﾘ 家族問題 カミングアウト・レターズ ＲＹＯＪＩ＋砂川秀樹

Ｓ 367.3 Ｓ 親子・家族
ステップファミリーのきほんをまなぶ　離婚・
再婚と子どもたち

ＳＡＪ・野沢慎司

368 ｳ 社会病理 買売春解体新書
ＳＥＸＵＡＬ ＲＩＧＨＴＳ Ｐ
ＲＯＪＥＣＴ

Ｗ 159 ｽ 人生訓. 教訓
科学を選んだ女性たち おもしろそうでワクワ
ク、探究心ウキウキ

W.A.スピンクス

366 ﾀﾞ 起業 コミュニテイカフェをつくろう ＷＡＣ

366.3 ｳ
セクシュアルハラス
メント

マスコミ・セクハラ白書 ＷiＭＮ

318 ｳ 地方自治 比べてみれば  私のまちの条例　計画
ＷＩＮ－Ｌ条例　計画調
査プロジェクト

Ｙ 367.3 ﾔ 夫婦 妻がオッサンになりました yasu33yasu3399

ア 599 ｱ 育児 プロチチ　１ 逢坂  みえこ

599 ｱ 育児 プロチチ　２ 逢坂  みえこ

367 ｱ ジェンダー ジェンダーの交差点
愛知淑徳大学ジェン
ダー女性学研究所

367 ｱ ジェンダー 女子プロレスラーの身体とジェンダー 合場　敬子

367.5 ｱ 男性論 働くパパのための幸福な家族のつくり方 あいはら　ひろゆき 箱⑨

760 ｱ 音楽 子守唄とジェンダー 會本　希世子

367.3 ｱ 親子・家族 家族崩壊と子どもたち 青木　信人 箱⑦

916 ｱ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

生きのびるためのがん患者術 青木　晴海

369 ｱ 介護 老いが老いを看るとき 青木　みか

280 ｱ 伝記 決定版ベートーヴェン　不滅の恋人　の探究 青木　やよひ 箱①

367.1 ｱ フェミニズム 共生時代のフェミニズム 青木　やよひ 箱⑤

367.1 ｱ フェミニズム フェミニズムとエコロジー 青木　やよひ 箱⑤

367 ｱ ジェンダー
ジェンダーバランスへの挑戦
   女性が資格を生かすには

青島　祐子

367.1 ｱ 女性論 女性のキャリアデザイン 青島　祐子

367.1 ｱ 女性論
女性のキャリアデザイン　働き方 生き方の選
択

青島　祐子 箱⑤

914 ｱ エッセイ（日本） 赤んぼとしてのあたしらの人生 青山　南

367.3 ｱ シングルペアレント ひとり親家庭 赤石　千衣子

367.2 ｱ 女性史 愛と暴力の戦後とその後 赤坂　真理

367.7 ｱ 中・高年 老人力 赤瀬川　源平

007 ｱ 情報 メルマガ　ＬＥＯ通信　の軌跡 赤羽　佳世子

304 ｱ 社会評論 時代を視る　２００４～２０１２ 赤松　良子

366.1 ｱ
労働政策・行政・法
令

均等法をつくる 赤松　良子

366.1 ｱ
労働政策・行政・法
令

男女雇用機会均等法及び労働基準法 赤松　良子

3 ページ



索引 小カテゴリ 書籍名 著者 備考

パートナーシップさいたま　蔵書一覧（著者名順）

令和5年(2023年)4月1日現在

分類番号

ア 361.45 ｱ コミュニケーション 聞く力 阿川　佐和子

361.45 ｱ コミュニケーション 叱られる力 阿川　佐和子

914 ｱ エッセイ（日本） 往復エッセイ　ああ言えばこう食う 阿川　佐和子

407 ｱ 科学教育 娘に「リケジョになりたい！」と言われたら 秋田　直美

366.3 ｱ
セクシュアルハラス
メント

セクハラ神話はもういらない
秋田セクシュアルハラス
メント裁判Ａさんを支え

366 ｱ 働き方 彼女が総合職を辞めた理由 秋葉　ふきこ

366 ｱ 働き方 職場を生き抜く法 秋葉　ふきこ

367.3 ｱ 親子・家族 なぜ子供がわからないのですか？ 秋山　さと子 箱⑦

367.2 ｱ 世界の女性 中国女性 秋山　洋子

495 ｱ 妊娠・出産 わたし流のお産 アクア　バースハウス

366 ｱ 働き方
これで安心中小企業のためのワーク・ライフ・
バランス

ｱｸｼｮﾝﾌﾞﾂｸﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝ
ｽ制作委員会

159 ｱ 人生訓. 教訓 ルポ　まる子世代 阿古　真理

367.1 ｱ 女性論 あごら　雑誌でつないだフェミニズム　１巻 あごら九州

367.1 ｱ 女性論 あごら　雑誌でつないだフェミニズム　２巻 あごら九州

367.1 ｱ 女性論 あごら　雑誌でつないだフェミニズム　３巻 あごら九州

146 ｱ
臨床心理学. 精神
分析学

「今ここ」神経系エクササイズ 浅井　咲子

367.5 ｱ 男性論 日本の男はどこから来て　どこへ行くのか 浅井　春夫 箱⑨

367.6 ｱ 子ども 子どもの貧困 浅井　春夫 箱⑨

367.9 ｱ 性・性教育 ジェンダー　セクシュアリテイの教育を創る 浅井　春夫 箱⑩

367.9 ｱ 性・性教育 ジェンダーフリー　性教育バッシング 浅井　春夫 箱⑩

367.9 ｱ 性・性教育 性の貧困と希望としての性教育 浅井　晴夫

320 ｱ 法律 導入対話による　ジェンダー法学 浅倉　むつ子

366.1 ｱ
労働政策・行政・法
令

均等法の新世界 浅倉　むつ子

367.3 ｱ 母親・父親 フランス父親事情 浅野　素女

493 ｱ 医療 女はなぜやせようとするのか 浅野　千恵

367.1 ｱ 女性学 災害女性学をつくる 浅野富美枝・天童睦子

364 ｱ 社会保障 ＡＥＲＡ　臨時増刊6/10号　働く女の年金 朝日新聞社

367 ｱ ジェンダー ジェンダーがわかる 朝日新聞社

367.4 ｱ 結婚・離婚 AERA　COUPLES　アエラ臨時増刊8/25号 朝日新聞社

599 ｱ 育児 子育ては損か？ 朝日新聞社

367.3 ｱ 親子・家族
平成家族　理想と現実の狭間で揺れる人た
ち

朝日新聞取材班

368 ｱ DV 家族の暴力をのりこえる 味沢　道明

495 ｱ 婦人科学．産科学 ピルのことを知りたい 芦野　由利子

141 ｱ
普通心理学. 心理
各論

オトコの気持ち　オンナの事情 アスク　ヒューマン　ケア

143 ｱ 発達心理学 性差の社会心理 東　清和

141 ｱ
普通心理学. 心理
各論

私はなぜカウンセリングを受けたのか 東　ちづる

159 ｱ 人生訓. 教訓 弱いつながり 東　浩紀

289 ｱ 個人伝記
学習漫画　世界の伝記NEXT　エリザベス・ブ
ラックウエル

東　園子

289 ｱ 個人伝記
学習漫画　世界の伝記NEXT　オードリー・ヘ
プバーン

東　園子

289 ｱ 個人伝記 学習漫画　世界の伝記NEXT　ダイアナ 東　園子

4 ページ



索引 小カテゴリ 書籍名 著者 備考

パートナーシップさいたま　蔵書一覧（著者名順）

令和5年(2023年)4月1日現在

分類番号

ア 368 ｱ DV 殴られる妻たち 安宅　佐知子

375 ｱ
教育課程．学習指
導

リケダン、リケジョの育てかた 安達　誠

367.6 ｱ 子ども 電話の中の思春期　語り合う性 安達　倭雅子 箱⑨

367.9 ｱ 性・性教育 子どもと親と性と生 安達　倭雅子

599 ｱ 育児 ママス＆パパス　子育てハンドブック 足立区教育委員会 箱⑫

367.5 ｱ 男性論 男性改造講座　男たちの明日へ
足立区女性総合セン
ター

289 ｱ 個人伝記
小学館版　学習まんが人物館　ジャンヌ・ダ
ルク

安達　正勝

367.1 ｱ フェミニズム ハッシュタグだけじゃ始まらない 熱田　敬子

367.7 ｱ 中・高年 熟年のための法律入門 渥美　雅子

159 ｱ 人生訓. 教訓 いのちに贈る超自立論 安積　遊歩

159 ｱ 人生訓. 教訓 女に選ばれる男たち 安積　遊歩　辛　淑玉

334 ｱ 人口 ジェンダーと人口問題 阿藤　誠

367.1 ﾘ 女性論 嘘  秘密 沈黙 アドリエンヌ　リッチ

367.1 ﾘ 女性論 女から生まれる アドリエンヌ　リッチ

916 ﾎﾞ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

他人のふたご アナイス・ボルデイエ

367.2 ｱ 世界の女性 話すことを選んだ女性たち アナスタシア・ミコバ他

498 ア 社会医学 「女の痛み」はなぜ無視されるのか？ アヌシェイ・フセイン

367.6 ｱ 子ども 子どもの貧困 阿部　彩

367.6 ｱ 子ども 子どもの貧困　Ⅱ 阿部　彩

368.2 ｱ 貧困 弱者の居場所がない社会 阿部　彩

367.2 ｱ 世界の女性 西洋　中世の男と女 阿部　謹也 箱⑥

367.5 ｱ 男性論 男性史1　男たちの近代 阿部　恒久

367.5 ｱ 男性論 男性史2　モダニズムから総力戦へ 阿部　恒久

367.5 ｱ 男性論 男性史3　男らしさの現代史 阿部　恒久

495 ｱ 更年期 更年期であるということ 安部　徹良 箱⑪

495 ｱ 妊娠・出産 赤ちゃんを産む場所がない！？ 阿部　知子 箱⑪

318 ｱ 地方自治 地方自治の現代用語 阿部　齊

367.3 ｱ 夫婦 ふたりで家事を 尼川　洋子

367.3 ｱ 親子・家族 ケアと社交 天木　志保美

367.1 ｱ 女性論 男と女の構図 天沼　香 箱⑤

834 ｱ 英語語彙 用字用語　新表記辞典　新訂三版 天沼　寧

367.3 ｱ 夫婦 亭主力 天野　周一

367.1 ｱ フェミニズム
新編　日本のフェミニズム　１
リブとフェミニズム

天野　正子

367.1 ｱ フェミニズム
新編　日本のフェミニズム　２
フェミニズム理論

天野　正子

367.1 ｱ フェミニズム
新編　日本のフェミニズム　３
性役割

天野　正子

367.1 ｱ フェミニズム
新編　日本のフェミニズム　４
権力と労働

天野　正子

367.1 ｱ フェミニズム
新編　日本のフェミニズム　５
母性

天野　正子

367.1 ｱ フェミニズム
新編　日本のフェミニズム　６
セクシュアリテｲ

天野　正子

367.1 ｱ フェミニズム
新編　日本のフェミニズム　７
表現とメデイア

天野　正子

367.1 ｱ フェミニズム
新編　日本のフェミニズム　８
ジェンダーと教育

天野　正子
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ア 375 ｱ
教育課程．学習指
導

ジェンダーで学ぶ教育 天野　正子　木村　涼子

914 ｱ エッセイ（日本） 仔猫の肉球 雨宮　処凛

369 ｱ 介護 介護施設で看取るということ 甘利　てる代 箱⑩

367.5 ｱ 男性論 お父さん頑張る　痛快！主夫業 あみぼし　かつひろ

369.2 ｱ 生活保護 １４歳からわかる生活保護 雨宮　処凛

367.2 ｱ 女性史 もう　服従しない アヤーン　ヒルシ　アリ

914 ｱ エッセイ（日本） 増補　前略、離婚を決めました 綾屋　紗月

367.3 ｱ 夫婦 アルツハイマー」からおかえりなさい 荒井　和子

369.27 ｱ 障害者福祉 凛として灯る 荒井　裕樹

361.43 ｱ リーダー
地域リーダー力　女性リーダーの育ち方　育
て方

荒金　雅子、川端　美智
子

461 ｱ 生命論 身体の歴史３ アラン・コルバン

367.2 ｱ 女性史 アメリカ フェミニズムの社会史 有賀　夏紀

159 ｱ 人生訓. 教訓 ３０歳から伸びる女　30歳で止まる女 有川　真由美

367.6 ﾐ 子ども 禁じられた知 アリス　ミラー

367.6 ﾐ 子ども 才能ある子のドラマ アリス　ミラー

367.3 ｱ 親子・家族 家族は変わったか 有地　亨 箱⑦

367.1 ｱ 女性論 時代を拓　女性リーダー 有馬　真喜子 箱⑤

913 ｱ 小説（日本） 華岡青洲の妻 有吉　佐和子

367.4 ｱ 結婚・離婚 離婚　すすめ方と手続き 有吉　春代

367 ｱ 男性・女性問題
モヤる言葉、ヤバイ人　自尊心を削る人から
心を守る「言葉の護身術」

アルテイシア

367.5 ｱ 男性論 逃げる男 あわや　のぶこ

367.4 ｱ 結婚・離婚 妻に異議あり アンカップリング研究会 箱⑧

367.4 ｱ 結婚・離婚 妻に異議あり アンカップリング研究会

377 ｱ 大学 女性の未来に大学ができること 安齋　徹

367.2 ﾎ 世界の女性 人形の家を出た女たち
アンジェラ・ホールズ
ワース

箱⑦

367.5 ｱ 男性論 パパの極意 安藤　哲也 箱⑨

599 ｱ 育児 抱っこでスクスク 安藤　則夫

366 ｱ 働き方 冒険に出よう 安藤　美冬

280 ｱ 伝記 ナチスの女たち
アンナ・マリア・ジークム
ント

イ 141.51 ｲ 認識 子どもは４００００回質問する イアン・レズリー

916 ｲ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

ルポ　貧困女子 飯島　裕子

367.5 ｲ 男性論 男の家政学 飯塚　信雄

367.4 ｲ 結婚・離婚 実践　離婚マニュアル・男性版 飯野　たから

367.3 ﾊ 母親・父親 母は娘がわからない イヴリン　Ｓ　バソフ

367.3 ﾊ 親子・家族 娘が母を拒むとき イヴリン　Ｓ　バソフ 箱⑧

369.3 ｲ 災害．災害救助
女たちが動く　東日本大震災と男女共同参
画視点の支援

五十嵐　美那子

367.7 ｲ 中・高年 母さん父さん　楽になろう 碇　浩一

375 ｲ
教育課程．学習指
導

ジェンダーと教育 生田　久美子

367.3 ｲ 主婦 妻の浮気 池内　ひろ美 箱⑦

367.3 ｲ 夫婦 夫婦再生レッスン 池内　ひろ美 箱⑦
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イ 367.3 ｲ 夫婦 夫婦のバランス学 池内　ひろ美

367.3 ｲ 夫婦 読むだけでいい夫婦になる本 池内　ひろ美 箱⑦

367.5 ｲ 男性論 男の復権 池内　ひろ美 箱⑨

304 ｲ 社会評論 世界を変えた10人の女性 池上　彰

367 ｲ 男性・女性問題 ひきこもる女性たち 池上　正樹

367.1 ｲ フェミニズム 現代思想　2005年9月号　vol.33─10 池上　善彦

366.3 ｲ
セクシュアルハラス
メント

スクールセクハラ 池谷　孝司

914 ｲ エッセイ（日本） 脳には妙な癖がある 池谷　裕二

367.2 ｲ 女性史 ヌードと愛国 池川　玲子

493 ｲ 医療 働く女のストレス症候群 池下　育子

914 ｲ エッセイ（日本） 幸福に死ぬための哲学 池田　晶子

368.2 ｲ 貧困 世界がもし１００人の村だったら（お金篇） 池田　香代子

367 ｲ ジェンダー イメージ＆ジェンダー　vol.4 池田　忍

379 ｲ 社会教育 婦人問題学習ハンドブック 池田　秀男

914 ｲ エッセイ（日本） ゆきあいの空 池辺　史生

334 ｲ 人口 失われる子育ての時間 池本　美香

368 ｱ DV こころの暴力　夫婦という密室で
イザベル　ナザル＝ア
ガ

914 ｲ エッセイ（日本） 別姓結婚物語 諫山　陽太郎 箱⑫

527 ｲ 住宅建築 ジェンダーフリーな住まいを創る 石井　恵子 箱⑫

368.28 ｲ 戦争孤児 浮浪児1945‐: 戦争が生んだ子供たち 石井　光太

367.1 ｲ 女性論 男装論 石井　達郎 箱⑤

599 ｲ 育児 新米パパは育休さん 石井　憲雄

375 ｲ
教育課程．学習指
導

パパはステキな男のおばさん 石井　睦美

498.3 ｲ 健康法 「老いのない脳」をつくる 石浦　章一

391 ｲ 戦争 日本軍「慰安婦」にされた少女たち 石川　逸子

367.4 ｲ 結婚・離婚 国際結婚 石川　幸子 箱⑧

674 ｲ 広告 広告からよむ女と男 石川　弘義

361.45 ｲ コミュニケーション
あなたの言葉はなぜ相手を動かすことができ
ないのか

石川　牧子

367.6 ｲ 児童虐待 愛されなかった私たちが愛を知るまで 石川　結貴・高橋　亜美

159 ｲ 人生訓. 教訓 未来へ翔ける女たち 石川　康子

367.3 ｲ 親子・家族 家族は孤独でできている 石川　結貴 箱⑦

367.3 ｲ 主婦 ブレイク　ワイフ 石川　結貴

367.6 ｲ 子ども ルポ　子どもの無縁社会 石川　結貴

159 ｲ 人生訓. 教訓 ひとり暮らし安心術 石川　由紀 箱①

367.7 ｲ 中・高年 ６０歳からの幸せの条件 石川　由紀 箱⑩

367.3 ｲ 夫婦 夫源病 石蔵　文信

367.3 ｲ 夫婦
なぜ妻は夫のやることなすこと気に食わない
のか

石蔵　文信

367.5 ｲ 男性論 モノと男の戦後史 石谷　二郎 箱⑨

366.38 イ 婦人労働.年少労働 働く女性 ほんとの格差 石塚　由紀夫

367.2 ｲ 女性史 女性史を学ぶ人のために 石月　静恵
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イ 367.2 ｲ 女性史 近代日本女性史講義 石月　静恵

367 ｲ ジェンダー イメージ＆ジェンダー　vol.3 石浜　哲士

324 ｲ 民法 うまく別れるための　離婚マニュアル 石原　豊昭 箱②

367.4 ｲ 結婚・離婚 女性のための離婚講座 石原　豊昭 箱⑧

367.3 ｲ 主婦 くたばれ！専業主婦 石原　里紗

210 ｲ 日本史 古代の女性官僚 伊集院　葉子

368 ｲ DV ドメスティック　バイオレンスと人身売買
移住連女性への暴力プ
ロジェクト

366 ｲ 起業 女性のための起業　独立ガイド 石渡　秋

304 ｲ 社会評論 閉塞社会の秘密 伊田　広行

367 ｲ ジェンダー 続　はじめて学ぶジェンダー論 伊田　広行

367.4 ｲ 独身 シングル化する日本 伊田　広行

368 ｲ DV ストップ！デートDV 伊田　広行

368 ｲ DV デートDV予防学 伊田　広行

368 ｲ 社会病理 デートＤＶと恋愛 伊田　広行

367.6 イ 児童・青少年問題
デートDV・ストーカー対策のネクストステージ
被害者支援／加害者対応のコツとポイント

伊田　広行

367.2 ｲ 女性史 都民女性の戦後５０年 通史 板垣　まさる

367.2 ｲ 女性史 都民女性の戦後５０年 年表 板垣　まさる

367.2 ｲ 女性史 おんな　板橋に生きて 板橋の女性史を学ぶ会

368 ｲ 社会病理 御直披 板谷　利加子

914 ｲ エッセイ（日本） 僕が発達障害だからできたこと 市川　拓司

289 ｲ 個人伝記 市川房枝自伝　戦前編 市川　房枝

159 ｲ 人生訓. 教訓 女ひとり定年後を生きる 市川　泰子

493 ｲ 医療 家族にがんの人はいませんか 市川　喜仁 箱⑪

367.1 ｲ 女性論 女性の主体形成と男女共同参画社会 一番ヶ瀬　康子 箱⑤

364 ｲ 社会保障 女性のための老後の幸せ　安心ガイド 市吉　澄枝

367.1 ｲ 女性学
ＤＶ・性暴力被害者を支えるための　はじめ
てのＳＮＳ相談

一般社団法人　社会的
包摂サポートセンター

493 ｲ 医療 アスペルガー症候群の難題 井出　草平

495 ｲ 婦人科学．産科学
乳がん治療　日本の医療　イデアフォー講演
録

イデアフォー

904 ｲ 講演録
乳がん治療・日本の医療イデアフオー講演
録２

イデアフォー 箱⑫

368 ｲ 社会病理 無国籍の日本人 井戸　まさえ

366 ｲ 働き方 女が仕事について考えておきたいこと 伊藤　明

493 ｲ 医療
つらいといえない人がマインドフルネスとス
キーマ療法をやってみた

伊藤　絵美

316 ｲ 人権 人権は国境を越えて 伊藤　和子

366 ｲ 労働経済 ファストファッションはなぜ安い 伊藤　和子

367 ｲ ジェンダー ジェンダーで学ぶ社会学　新版 伊藤　公雄

367.1 ｲ 女性学 女性学　男性学 伊藤　公雄

367.1 ｲ 女性論 男女共同参画が問いかけるもの 伊藤　公雄

367.5 ｲ 男性論 男らしさのゆくえ 伊藤　公雄

367.5 ｲ 男性論 男性学入門 伊藤　公雄

367.9 ｲ 性・性教育 同性愛の基礎知識 伊藤　悟
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イ 916 ｲ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

ブラック　ボックス 伊藤　詩織

329 ｲ 国際法 国際女性デーは大河のように 伊藤　セツ 箱③

367.1 ｲ 女性学 女性学 伊藤　セツ

367.1 ｲ 女性論 両性の新しい秩序の世紀へ 伊藤　セツ

159.6 ｲ 女性の人生訓 女の一生 伊藤　比呂美

911 ｲ 詩歌（日本） のろとさにわ 伊藤　比呂美 箱⑫

914 ｲ エッセイ（日本） 閉経期 伊藤　比呂美

323 ｲ 憲法 中高生のための憲法教室 伊藤　真

367.3 ｲ 母親・父親 子どもからの自立 伊藤　雅子

379 ｲ 社会教育
女性問題学習の視点　国立市公民館の実践
から

伊藤　雅子

814 ｲ 語彙 女のせりふ１２０ 伊藤　雅子

312 ｲ 政治史．事情 女性は政治とどう向き合ってきたか 伊藤　康子

375 ｲ
教育課程．学習指
導

教科書の中の男女差別 伊藤　良徳

367.2 ｲ 女性史 増補版　国際女性デーは大河のように 伊藤　セツ

336 ｲ 経営管理 女子リーダー読本 稲毛　教子

316 ｲ 人権 ちがいを豊かさに 稲富　進 箱②

369 ｲ 介護 どこへ行く！？介護難民 稲葉　敬子 箱⑩

159 ｲ 人生訓. 教訓 生き方 稲盛　和夫 箱①

367.1 ｲ 女性学 女性学キーナンバー
犬伏由子・椋野美智子・
村木厚子

368 ｲ 社会病理 リストカットの向こうへ 生野　照子

336.49 ｲ
職場の人間関係．
ビジネスマナー

敬語使いこなしパーフェクトマニュアル 井上　明美

280 ｲ 伝記 天職をつかんだ９人の女性 井上　一馬

367.1 ｲ 女性論 おもしろ男女共生の社会学 井上　實

367.5 ｲ 男性論 男は世界を救えるか 井上　章一

916 ｲ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

地震は貧困に襲いかかる いのうえ　せつこ

007 ｲ 情報 女性のデータブック 井上　輝子

007 ｲ 情報 女性のデータブック　第４版 井上　輝子 箱①

367.1 ｲ フェミニズム 権力と労働　日本のフェミニズム４ 井上　輝子

367.1 ｲ 女性学 女性学への招待 井上　輝子

367.1 ｲ 女性学 新・女性学への招待 井上　輝子

367.1 ｲ フェミニズム 男性学　 日本のフェミニズム別冊 井上　輝子

367.1 ｲ フェミニズム 母性　　日本のフェミニズム５ 井上　輝子

367.1 ｲ フェミニズム リブとフェミニズム　　日本のフェミニズム１ 井上　輝子

778 ｲ 映画 ビデオで女性学 井上　輝子

813 ｲ 辞典 岩波　女性学事典 井上　輝子

375 ｲ
教育課程．学習指
導

メディア・リテラシーを育てる国語の授業 井上　尚美

385 ｲ
通過儀礼．冠婚葬
祭

現代お墓事情　ゆれる家族の中で 井上　治代

385 ｲ
通過儀礼．冠婚葬
祭

素敵な死にじたく 井上　治代

318 ｲ 地方自治 バリアフリー　サイン計画とまちづくり 井上　由美子

367 ｲ ジェンダー ジェンダーの西洋史　改訂版 井上　洋子 箱④
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パートナーシップさいたま　蔵書一覧（著者名順）

令和5年(2023年)4月1日現在

分類番号

イ 916 ｲ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

さいごの色街　飛田 井上　理津子

289.1 ｲ 個人伝記（日本人） 田中寿美子の足跡 井上　輝子

367.2 ｲ 女性史
女性
ジョセイ

のデータブック　
セイ

性・からだから政
セイジ

治参
サンカ

加まで

井上照子・江原由美子

367.5 ｲ 男性論 お父さんの面積 猪熊　弘子

493 ｲ 医療 女性のヘルス　トラブル１００ 猪越　恭也 箱⑪

367.2 ｲ 女性史 いばらき女性のあゆみ 茨城新聞社 箱⑥

367.3 ｲ 親子・家族 四十九日のレシピ 伊吹　有喜

316.8 ｲ 人権問題 アンチレイシスト・ベビー イブラム・X・ケンディ

367 ｲ ジェンダー 「少女」の社会史 今田　絵里香

384 ｲ
社会・家庭生活の
習俗

遊女の社会史　島原　吉原の歴史から植民
地　公娼制まで

今西　一 箱⑪

367.2 ｲ 世界の女性 アジアの民主化と女たち 伊従　直子

367.3 ｲ 親子・家族 訪問医が見た　男の介護　女の介護 苛原　実

280 ｲ 伝記 思想は裁けるか 入江　曜子

289 ｲ 個人伝記 我が名はエリザベス 入江　曜子

368 ｲ 社会病理 婚活詐欺女 岩井　志麻子

146 ｲ
臨床心理学. 精神
分析学

おんなごころ　おとこごころ 岩井　美代子

367.1 ｲ 女性学 女性学キーワード 岩尾　壽美子

367.3 ｲ 夫婦 ご夫婦しましょ！ 岩男　寿美子

367.5 ｲ 男性論 マンガ　男社会の常識　非常識 岩尾　壽美子 箱⑨

402.8 ｲ 科学者列伝 科学する心 岩男　壽美子

314 ｲ 議会 はじめての女性代議士たち 岩尾　光代 箱②

366 ｲ 労働問題 働く母親の時代　子どもへの影響を考える 岩男寿美子・杉山明子

367.7 ｲ 中・高年 定年性依存症　「定年退職」で崩れる人々 岩崎　正人

368.2 ｲ 貧困 現代の貧困 岩田　正美

366 ｲ 労働問題 なぜ女性は仕事を辞めるのか 岩田正美・大沢真知子

367.7 ｲ 中・高年 定年後 岩波書店編集部

901 ｲ 文学 ジェンダーで読む愛　性　家族 岩淵　宏子 箱⑫

901 ｲ 文学 フェミニズム批評への招待 岩淵　宏子

146 ｲ
臨床心理学. 精神
分析学

アサーティブ　コミュニケーション　言いたいこ
とを言える人になる

岩船　展子

367.3 ｲ 親子・家族 変わる家族変わる食卓 岩村　暢子

367.9 ｲ 性・性教育 思春期の性 岩室　紳也

312 ｲ 政治史．事情 百合子とたか子　女性政治リーダーの運命 岩本　美砂子

375 ｱ
教育課程．学習指
導

男女平等の本　１　わたしたちは家で協力す
る

インゲル　ヨハンネ　ア
ルネセン

375 ｱ
教育課程．学習指
導

男女平等の本　２　学校で
インゲル　ヨハンネ　ア
ルネセン

375 ｱ
教育課程．学習指
導

男女平等の本　３　わたしたちの地域の昔と
今

インゲル　ヨハンネ　ア
ルネセン

375 ｱ
教育課程．学習指
導

男女平等の本　４　ノルウェー女性史
インゲル　ヨハンネ　ア
ルネセン

375 ｱ
教育課程．学習指
導

男女平等の本　５　ヨーロッパ女性史
インゲル　ヨハンネ　ア
ルネセン

375 ｱ
教育課程．学習指
導

男女平等の本　６　第三世界の女性たち
インゲル　ヨハンネ　ア
ルネセン

375 ｱ
教育課程．学習指
導

男女平等の本　教師用指導書　下
インゲル　ヨハンネ　ア
ルネセン

375 ｱ
教育課程．学習指
導

男女平等の本　教師用指導書　上
インゲル　ヨハンネ　ア
ルネセン
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パートナーシップさいたま　蔵書一覧（著者名順）

令和5年(2023年)4月1日現在

分類番号

イ 366.1 ｲ
労働政策・行政・法
令

インパクション１５８
　　　　　「非正規化する対抗の場」

インパクト出版会 箱④

367.1 ｲ フェミニズム インパクション　１５４ インパクト出版会

ウ 329 ｳ 国際法 国際法　国際関係とジェンダー 植木　俊哉　土佐　弘之

911 ｳ 詩歌（日本） 金子みすゞと女性たち : 千年紀特集 上田　薫

914 ｳ エッセイ（日本） 東京主婦物語 上田　美穂 箱⑫

367.2 ｳ 世界の女性 フランス女性の世紀 植田　祐次 箱⑥

318 ｳ 地方自治 女性の仕事おこし　まちづくり 上野　勝代

159 ｳ 人生訓. 教訓 上野千鶴子のサバイバル語録 上野　千鶴子

159 ｳ 人生訓. 教訓 女縁を生きた女たち 上野　千鶴子 箱①

159 ｳ 人生訓. 教訓 女の子に贈る生き方ハンドブック 上野　千鶴子

304 ｳ 社会評論 生きのびるための思想 上野　千鶴子

311 ｳ 政治学．政治思想 ナショナリズムとジェンダー 上野　千鶴子

361 ｳ 社会学 色と欲 上野　千鶴子

361 ｳ 社会学 ケアの社会学 上野　千鶴子

361.3 ｳ 社会関係 女たちのサバイバル作戦 上野　千鶴子

361.64 ｳ 世代 時代の痛み 上野　千鶴子

367 ｳ ジェンダー ジェンダー　フリーは止まらない！ 上野　千鶴子 箱④

367.1 ｳ フェミニズム 家父長制と資本制 上野　千鶴子

367.1 ｳ フェミニズム 女遊び 上野　千鶴子 箱⑤

367.1 ｳ 女性論 女縁が世の中を変える 上野　千鶴子 箱⑤

367.1 ｳ フェミニズム 女という快楽 上野　千鶴子 箱⑤

367.1 ｳ フェミニズム 女は世界を救えるか 上野　千鶴子 箱⑤

367.1 ｳ 女性論 快楽上等！ 上野　千鶴子

367.1 ｳ フェミニズム ことばは届くか 上野　千鶴子 箱⑤

367.1 ｳ フェミニズム ザ フェミニズム 上野　千鶴子

367.1 ｳ フェミニズム フェミニズムの時代を生きて 上野　千鶴子

367.1 ｳ 女性論 美津と千鶴子の　こんとん　とんからり 上野　千鶴子

367.1 ｳ 女性論 ラディカルに語れば 上野　千鶴子

367.1 ｳ フェミニズム
リスキー・ビジネス　ニュー フェミニズム レ
ヴュー5

上野　千鶴子

367.1 ｳ フェミニズム リブとフェミニズム 上野　千鶴子

367.1 ｳ フェミニズム
恋愛テクノロジー　　ニュー フェミニズム レ
ヴュー1

上野　千鶴子

367.3 ｳ 主婦 主婦論争を読む　Ⅰ　全記録 上野　千鶴子 箱⑦

367.3 ｳ 主婦 主婦論争を読む　Ⅱ　全記録 上野　千鶴子 箱⑦

367.5 ｳ 男性論 男おひとりさま道 上野　千鶴子 箱⑨

367.7 ｳ 中・高年 ４０才からの老いの探検学 上野　千鶴子 箱⑩

367.7 ｳ 中・高年 おひとりさまの老後 上野　千鶴子

368 ｳ 社会病理 女ぎらい 上野　千鶴子

369 ｳ 介護 家族のケア家族へのケア 上野　千鶴子 箱⑩

369 ｳ 介護 ケアされること 上野　千鶴子 箱⑩

369 ｳ 介護 ケアという思想 上野　千鶴子 箱⑩
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パートナーシップさいたま　蔵書一覧（著者名順）

令和5年(2023年)4月1日現在

分類番号

ウ 492.918 ｳ ターミナル・ケア 小笠原先生、ひとりで家で死ねますか？ 上野　千鶴子

778 ｳ 映画 映画から見える世界 上野　千鶴子

809.5 ｳ 対談 ニッポンが変わる、女が変える 上野　千鶴子

814 ｳ 語彙 きっと変えられる性差別語 上野　千鶴子

367.1 ｳ 女性論
女のコはどう生きるか　－ 教えて、上野先
生！

上野　千鶴子

367 ｳ 男性・女性問題 往復書簡　限界から始まる 上野千鶴子・鈴木涼美

368 ｳ 社会病理 毒婦たち
上野千鶴子・信田さよ子
他

070 ｳ ジャーナリズム
Journalism　ジャーナリズム　2014年12月号
(通巻295号)

上野　千鶴子他

913 ｳ 小説（日本） 友がみな我よりえらく見える日は 上原　隆

916 ｳ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

裸足で逃げる（沖縄の夜の街の少女たち） 上間　陽子

599 ｳ 育児 ８歳で切りかえる子育て 植松　紀子

599 ｳ 育児 子どもにさせていいガマンわるいガマン 植松　紀子

599 ｳ 育児 はっきりNOと言える子に 植松　紀子

312 ｳ 政治史．事情 女性解放をめぐる占領政策 上村　千賀子

367.6 ｳ 子ども ママ弁護士の子供を守る相談室 浮田　美穂

318 ｳ 地方自治
多元的共生をもとめて＜市民の社会＞を作
る

宇田川　妙子

914 ｳ エッセイ（日本） 身体のいいなり 内澤　旬子

310.4 ｳ 政治評論 街場の憂国会議 内田　樹

367.1 ｳ 女性論 女は何を欲望するか 内田　樹

159 ｳ 人生訓. 教訓 理系なお姉さんは苦手ですか 内田　麻理香

367.6 ｳ 子ども うまれてきたんだよ 内田　麟太郎 箱⑨

817 ｳ 会話 カネを積まれても使いたくない日本語 内館　牧子 箱⑬

495 ｳ 妊娠・出産 産後クライシス 内田明香・坪井健人

367.5 ｳ 男性論 男の離婚経済学 馬屋原　悠子 箱⑨

159 ｳ 人生訓. 教訓 Be Yourself　私を主語にして生きる 海原　純子

361 ｳ 社会学 ツイッター幸福論 海原　純子

367.3 ｳ 親子・家族 家族の古代史 梅村　恵子 箱⑦

916 ｳ 記録（日本） ベてるの家の「当事者研究」 浦河べてるの家

367.3 ｳ 親子・家族 家族関係学入門 瓜生　武 箱⑦

599.9 ｳ しつけ 女の子が幸せになる子育て 漆　紫穂子 箱⑫

280 ｳ 伝記 運命の女たち 海野　弘 箱①

エ 007 ｴ 情報 図表でわかる　少子高齢社会の基礎知識
エイジング総合研究セ
ンター

367.9 ｴ 性・性教育 季刊セクシュアリティ　Ｎｏ．３ エイデル研究所

367.1 ｴ フェミニズム 愛と労働あるいは依存とケアの正義論
エヴィ・フェンダー・キテ
イ

146 ﾌ
臨床心理学. 精神
分析学

フロム　愛と性と母権利 エーリッヒ　フロム 箱①

366.29 ｴ 職業ガイド 人を助ける仕事 江川　紹子

367.6 ｴ 子ども 生きる力を育むために 江川　紹子

367.2 ｴ 女性史
中央区女性史　いくつもの橋を渡って　全2冊
通史

江刺　昭子 箱⑥

391 ｴ 戦争 女がヒロシマを語る 江刺　昭子

159 ｴ 人生訓. 教訓 世界一あたたかい人生相談 枝元　なほみ
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令和5年(2023年)4月1日現在

分類番号

エ 367.2 ｴ 女性史 科学史における女性 エッチ・ジェイ・モザンス

914 ｴ エッセイ（日本） 督促OL修行日記 榎本　まみ

367.4 ｴ 結婚・離婚 詳細　国際結婚の手引き　第２版 榎本　行雄

367.3 ｴ 夫婦 モラニゲ　モラハラ夫から逃げた妻たち 榎本　まみ

367.3 ｴ 親子・家族 家族とは 江幡　玲子 箱⑦

367 ｴ ジェンダー ジェンダーの社会学入門 江原　由美子

367 ｴ ジェンダー ジェンダーと社会理論 江原　由美子

367.1 ｴ フェミニズム 女性解放という思想 江原　由美子 箱⑤

367.1 ｴ フェミニズム フェミニズムの主張 江原　由美子

367.1 ｴ フェミニズム フェミニズムの名著　５０ 江原　由美子

367.1 ｴ フェミニズム フェミニズム論争 江原　由美子 箱⑤

367.5 ｴ 男性論 少し立ちどまって　男たち 江原　由美子 箱⑨

367.4 ｴ 独身 シングル　ライフ 海老坂　武 箱⑧

367.5 ｴ 男性論 ＸＹ 男とは何か
エリザベート　バダン
テール

箱⑨

367.2 ﾋ 世界の女性 １００人の息子がほしい　インドの女の物語
エリザベス　ビューミ
ラー

箱⑦

367.1 ﾊ フェミニズム 迷走フェミニズム
エリザベット　バダン
テール

950 ｼ フランス文学 メデューサの笑い エレーヌ　シクスー 箱⑫

146 ﾊ
臨床心理学. 精神
分析学

新装改訂版生きる勇気と癒す力 エレン　バス 箱①

366 ｴ 働き方
現場女子　輝く働き方を手に入れた７つの物
語

遠藤　功

280 ｴ 伝記 颯爽たる女たち 遠藤　織枝

809 ｴ 言語生活 女性の呼び方大研究 遠藤　織枝

367 ｴ ジェンダー
オレは絶対にワタシじゃない―トランスジェン
ダー逆襲の記―

遠藤　まめた

367.9 ｴ 性問題
みんな自分らしくいるための　はじめての
LGBT

遠藤　まめた

367.97 ｴ 同性愛 ひとりひとりの「性」を大切にする社会へ 遠藤　まめた

320 ｴ 法律 これからの家族と財産 遠藤　みち

391.2 ｴ 戦争史 『戦場体験』を受け継ぐということ 遠藤　美幸

オ 914 ｵ エッセイ（日本） 恋愛交差点 呉　善花 箱⑬

597 ｵ 住居 女性のためのマンション選びとお金の本 大石  泉

367 ｵ ジェンダー 近代日本のジェンダー 大越　愛子

367.1 ｵ フェミニズム フェミニズム入門 大越　愛子

367 ｵ ジェンダー 脱暴力へのマトリックス 大越　愛子　井桁　碧 箱⑤

914 ｵ エッセイ（日本） 北欧女子　日本の不思議　1巻
オーサ・イエークストロ
ム

914 ｵ エッセイ（日本） 北欧女子　日本の不思議　２巻
オーサ・イエークストロ
ム

209 ｵ 世界史．文化史 ジェンダーの世界史を読む
大阪外国語大学「ジェン
ダーの世界史」研究グ

367.2 ｵ 女性史 地球のおんなたち２
大阪外国語大学女性研
究者ネットワーク

493 ｵ 医療 羅針盤　エイズとともに生きる 大阪市環境保健局

060 ｵ 団体
女性グループ　ネットワークのための組織開
発ハンドブック

大阪府立女性総合セン
ター

366 ｵ 働き方 仕事論　 先輩に聞く女性と就職
大阪府立女性総合セン
ター

159 ｵ 人生訓. 教訓 女の子の幸福論 大崎　麻子

366 ｵ 働き方 日本型ワークキングプアの本質 大沢　真知子
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オ 366 ｵ 働き方 ワークライフバランス社会へ 大沢　真知子 箱③

366.8 ｵ
各種の労働・労働
者

ワークライフシナジー 大沢　真知子

367.3 ｵ 親子・家族 新しい家族のための経済学 大沢　真知子

320 ｵ 法律
２１世紀の女性政策と男女共同参画社会基
本法

大沢　真理

332 ｵ
経済史・事情．経済
体制

企業中心社会を超えて 大沢　真理

364 ｵ 社会保障 現代日本の生活保障システム 大沢　真理 箱③

367.1 ｵ 女性論 男女共同参画社会をつくる 大沢　真理

366 ｵ 働き方 妻が再就職するとき 大沢真知子、鈴木陽子

146 ｵ
臨床心理学. 精神
分析学

支配されちゃう人たち 大嶋　信頼

146.8 ｵ
心理療法．カウンセ
リング

それ、トラウマちゃんのせいかも？ 大嶋　信頼

368 ｵ 社会病理 わたしの娼婦たち 大島　扶美代

493.9375 ｵ 自閉症 脳から見た自閉症 大隅　典子

369 ｵ 介護 もうすぐあなたも遠距離介護 太田　差恵子

369 ｵ 介護
７０歳すぎた親をささえる７２の方法　心も体
もお金もラクになります

太田　差恵子

369 ｵ 福祉 プチ生活保護のススメ 大田　のり子 箱⑩

367.7 ｵ 中・高年 ご隠居という生き方 太田　空真

336 ｵ 経営管理 働く女性の頭のなか 大竹　のり子 箱③

320 ｵ 法律 共生の法律学 大谷　恭子

320 ｵ 法律 若い女性の法律ガイド 大谷恭子・福島瑞穂

367.5 ｵ 男性論
これからの男の子たちへ　「男らしさ」から自
由になるためのレッスン

太田　啓子

910 ｵ 日本文学 江藤淳と少女フェミニズム的戦後 大塚　英志

210 ｵ 日本史 毒親の日本史 大塚　ひかり

210 ｵ 日本史 くそじじいとくそばばあの日本史 大塚　ひかり

493 ｵ 医療
働く女性のメンタルヘルス　知っていると知ら
ないとでは大違い

大槻　久美子

367.3 ｵ 夫婦 私夫が嫌いです 大貫　憲介

145 ｵ 異常心理学 マインド　コントロールと闘う方法 大沼　孝次

916 ｵ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

困っているひと 大野　更紗

141 ｵ
普通心理学. 心理
各論

「こころの力」の育て方 大野　裕

366 ｵ 働き方 いま　働くということ 大庭　健 箱④

366 ｵ 起業 起業の落し穴 大橋　英敏、三宅　康治

367.9 ｵ 性・性教育 からだの気持ちをきいてみよう 大橋　由香子

369 ｵ 市民活動 フードバンクという挑戦 大原　悦子

368 ｵ 社会病理 生きることと死ぬこと 大原　健士郎

367.1 ｵ 母性 母性愛神話とのたたかい 大日向　雅美

367.1 ｵ フェミニズム 母性愛神話の罠 大日向　雅美

367.1 ｵ 母性 母性の研究 大日向　雅美 箱⑤

367.1 ｵ 母性 メディアにひそむ母性愛神話 大日向　雅美

146 ｵ
臨床心理学. 精神
分析学

診療室にきた赤ずきん 大平　健

914 ｵ エッセイ（日本） だからあなたも生きぬいて 大平　光代

367.4 ｵ 結婚・離婚 男の女のトラブル相談室 大渕　愛子
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オ 914 ｵ エッセイ（日本） なんとか生きてますﾂ２ 大宮  エリー

914 ｵ エッセイ（日本） 女医のこころ 大森　安恵

367.7 オ 中・高年 シニアシングルズ　女性の知恵と縁
大矢さよ子　わくわくシ
ニアシングルス

368 ｵ 社会病理 ＳＴＡＮＤ 大藪　順子

366 ｵ 働き方 平等のセカンド　ステージへ 大脇　雅子 箱③

366.3 ｵ
セクシュアルハラス
メント

働く女たちの裁判 大脇　雅子

916 ｵ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

生き心地の良い町 岡　　壇

913 ｵ 小説（日本） ワンピース戦争 丘　修三

367.3 ｵ 母親・父親 父親は子どもに何ができるか 岡　宏子 箱⑦

367.2 ｵ 世界の女性 彼女の正しい名前とは何か 岡　真理

367.2 ｵ 世界の女性 おんなたちのスウェーデン 岡沢　憲芙

366 ｵ 働き方 ＯＬたちの レジスタンス 小笠原　祐子

367.9 ｵ 性・性教育
おしえて！くもくん　～プライベートゾーンって
なあに？～

小笠原　和美

367.3 ｵ 親子・家族 母という病 岡田　尊司

493 ｵ 医療 アスペルガー症候群 岡田　尊司

367.3 ｵ 親子・家族 フロン　　結婚生活・１９の絶対法則 岡田　斗司夫

367.7 ｵ 中・高年 たった一人の老い支度　実践編 岡田　信子

367.3 ｵ 親子・家族 家族というストレス　家族心理士のすすめ 岡堂　哲雄 箱⑦

367.4 ｵ 結婚・離婚
貴女が離婚を決める前にしなければ
ならない８つのこと

岡野　あつこ

367.4 ｵ 結婚・離婚 あなたのとなりの熟年離婚 岡野　あつこ

367.4 ｵ 結婚・離婚 夫という名の他人 岡野　あつこ 箱⑧

367.4 ｵ 結婚・離婚
改訂版　これだけは知っておく離婚の手続き
と進め方

岡野　あつこ

367.4 ｵ 結婚・離婚 改訂版　熟年離婚の相談室 岡野　あつこ

367.4 ｵ 結婚・離婚 熟年離婚 岡野　あつこ

367.4 ｵ 結婚・離婚 熟年離婚の相談室 岡野　あつこ 箱⑧

367.4 ｵ 結婚・離婚 ちょっと待ってその離婚 岡野　あつこ 箱⑧

367.4 ｵ 結婚・離婚 ちょっと待ってその離婚！ 岡野　あつこ

367.4 ｵ 結婚・離婚 夫婦でいるのやめますか? 岡野　あつこ 箱⑧

367.4 ｵ 結婚・離婚 まだ　僕の妻でいてくれますか？ 岡野　あつこ 箱⑧

367.4 ｵ 結婚・離婚 離婚なんてもったいない 岡野　あつこ 箱⑧

367.4 ｵ 結婚・離婚 離婚なんてもったいない 岡野　あつこ

367.3 ｵ 親子・家族 家族 岡野　八代

367.1 ｵ フェミニズム フェミニズムの政治学 岡野　八代

361.453 ｵ メディア アメリカ占領期の民主化政策 岡原　都 箱③

146 ｵ
臨床心理学. 精神
分析学

女性の生涯発達とアイデンティティ 岡本　祐子

367.1 ｵ 女性論 季刊　前夜　第Ⅰ期４号　２００５年７月夏号 岡本　有佳

809 ｵ 言語生活
驚くほど国語力が伸びる
学力が上がる小川式声かけメソッド

小川　大介

367.1 ｵ 女性論
「ほとんどない」ことにされている側から見た
社会の話を。

小川　たまか

914 ｵ エッセイ（日本） ベンチャーな日々 沖　幸子

916 ｵ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

彼女たちの売春 荻上　チキ
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分類番号

オ 495 ｵ 妊娠・出産 ダンナのための妊娠出産読本 荻田　和秀

914 ｵ エッセイ（日本）
ニトロちゃん　　みんなと違う、発達障害のわ
たし

沖田×華

334.3 ｵ 家族計画 家族計画への道 荻野　美穂 箱③

495 ｵ 婦人科学．産科学 女のからだ 荻野　美穂

367.3 ｵ 夫婦 転勤族の妻たち 沖藤　典子 箱⑦

369 ｵ 介護 介護休業でいい仕事いい介護 沖藤　典子

289 ｵ 個人伝記 学習漫画　世界の伝記NEXT　サリバン先生 奥良　モト

367.1 ｵ フェミニズム 概説　フェミニズム思想史
奥田　暁子　秋山　洋子
外

367.2 ｵ 女性史 女と男の時空⑨　鬩ぎ合う女と男   近代　㊤ 奥田　暁子

367.2 ｵ 女性史 女と男の時空⑩　鬩ぎ合う女と男   近代　㊦ 奥田　暁子

367.5 ｵ 男性論 男はつらいらしい 奥田　祥子 箱⑨

916 ｵ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

男性漂流 奥田　祥子

367 ｵ 男女共同参画 ジェンダーフリーの復権 奥山　和弘

367 ｵ ジェンダー
モモタロー・ノー・リターン＆サルカニ・バイオ
レンス

奥山　和弘

367 ｵ ジェンダー
モモタロー★ノーリターン＆サルカニ★バイ
オレンス

奥山　和弘

367.6 ｵ 子ども
保育者 教師のための子ども虐待防止マニュ
アル

奥山　眞紀子

367.4 ｵ 結婚・離婚 結婚の才能 小倉　千加子

493 ｵ 医療 うつ時代を生き抜くには 小倉　千賀子

495.4 ｵ 婦人病 乳がんが再発した人の明るい処方箋 小倉　恒子 箱⑫

367.1 ｵ フェミニズム はたらく　働かない　フエミニズム 小倉　利丸 箱⑤

366.3 ｵ
マタニティハラスメン
ト

マタハラ問題 小酒部　さやか

702 ｵ 芸術史 レンブラント　フェルメールの時代の女性たち 尾崎　彰宏 箱⑫

361.3 ｵ 社会関係 場づくりの教科書 長田　英史

366 ｵ 再就職 私だって働きたいっ！ 小澤　佳代子

366 ｵ 再就職 私だって働きたいっ！ 小澤　佳代子 箱③

146 ｵ
臨床心理学. 精神
分析学

心の専門家はいらない 小沢　牧子

146 ｵ
臨床心理学. 精神
分析学

心を商品化する社会　心のケアの危うさを問
う

小沢　牧子　中島　浩籌

334 ｵ 人口
ある日の入管　～外国人収容施設は”生き
地獄”

織田　朝日

367 ｵ ジェンダー 書いて考えるジェンダー　スタディーズ 小平　麻衣子

367.1 ｵ 女性論 女が女を演じる 小平　麻衣子 箱⑥

304 ｵ 社会評論 超・反知性主義 小田嶋　隆

367.1 ｵ 女性論 女性を消去する文化 越智　和弘

369 ｵ 介護 仕事を辞めずに介護する おち　とよこ

369 ｵ 介護 第三版　　介護保険 おち　とよこ

367.3 ｵ 親子・家族 ２１世紀家族へ 落合　恵美子

159 ｵ 人生訓. 教訓 人生案内 落合　恵子

366.3 ｵ
セクシュアルハラス
メント

セクシャルハラスメントとどう向き合うか 落合　恵子

369 ｵ 介護
母に歌う子守唄　その後　わたしの介護日誌
（朝日文庫）

落合　恵子

367 ｵ ジェンダー 国際移動と連鎖するジェンダー
お茶の水女子大学21世
紀ＣＯＥプログラムジェ

箱④

367 ｵ ジェンダー テクノ　バイオ　ポリティクス
お茶の水女子大学21世
紀ＣＯＥプログラムジェ

箱④
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オ 379 ｵ 社会教育 人間の発達と社会教育の課題
お茶の水女子大学社会
教育研究会

495 ｵ 妊娠・出産 不妊とゆれる女たち
お茶の水女子大学生命
倫理研究会

箱⑪

368 ｵ DV
ドメスティック　バイオレンス
　　　　　　　「夫・恋人からの暴力をなくすため

夫（恋人）からの暴力調
査研究会

367.5 ｵ 男性論 男の電話相談　男が語る　男が聴く 男悩みのホットライン

599 ｵ 育児 男の育児書 男の子育てを考える会

367.5 ｵ 男性論 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

914 ｵ エッセイ（日本） 五体不満足 乙武　洋匡

366.38 ｵ 婦人労働.年少労働 女性のキャリア継続 乙部　由子

914 ｵ エッセイ（日本） 今あなたに知ってもらいたいこと オノ・ヨーコ

817 ｵ 会話 アサーティブトレーニングＢＯＯＫ 小柳　しげ子

916 ｵ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

私の中のわたしたち オルガ・Ｒ・トゥルヒーヨ

367.1 ｵ 女性論 女　エロス 女　エロス編集委員会

367.1 ｵ 女性論 女　エロス１０ 女　エロス編集委員会

367.1 ｵ 女性論 女　エロス１１ 女　エロス編集委員会

367.1 ｵ 女性論 女　エロス１２ 女　エロス編集委員会

367.1 ｵ 女性論 女　エロス１３ 女　エロス編集委員会

367.1 ｵ 女性論 女　エロス１４ 女　エロス編集委員会

367.1 ｵ 女性論 女　エロス１６ 女　エロス編集委員会

367.1 ｵ 女性論 女　エロス１７ 女　エロス編集委員会

367.1 ｵ 女性論 女　エロス２ 女　エロス編集委員会

367.1 ｵ 女性論 女　エロス３ 女　エロス編集委員会

367.1 ｵ 女性論 女　エロス４ 女　エロス編集委員会

367.1 ｵ 女性論 女　エロス５ 女　エロス編集委員会

367.1 ｵ 女性論 女　エロス６ 女　エロス編集委員会

367.1 ｵ 女性論 女　エロス７ 女　エロス編集委員会

367.1 ｵ 女性論 女　エロス８ 女　エロス編集委員会

367.1 ｵ 女性論 女　エロス９ 女　エロス編集委員会

367.1 ｵ フェミニズム 全共闘からリブへ 女たちの現在を問う会

367.2 ｵ 女性史 高度成長の時代 女たちは 女たちの現在を問う会

367.2 ｵ 女性史 ベトナム戦争の時代女たちは 女たちの現在を問う会

007 ｵ 情報 女たちの便利帳　３
女たちの便利帳3編集
室

367.2 ｵ 女性史 年表 女と男の日本史
女と男の時空編集委員
会

カ 366.29 ｶ 職業ガイド 女性の働き方　きちんとガイド
ガイド版編集部　自由国
民社

916 ｶ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

漂白される社会 開沼　博

320 ｶ 法律 ドメスティック　バイオレンス防止法 戒能　民江

368 ｶ DV ＤＶ防止とこれからの被害当事者支援 戒能　民江

368 ｶ DV ドメスティック　バイオレンス 戒能　民江

369 ｶ 福祉
婦人保護事業から女性支援法へ―困難に直
面する女性を支える

戒能民江、堀千鶴子

159 ｶ 人生訓. 教訓 幸福力 海原　純子

320 ｶ 法律 部落解放　7月号　　2006/568号 解放出版社
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カ 366.3 ｶ
セクシュアルハラス
メント

脱セクシュアル・ハラスメント宣言　法制度と
社会環境を変えるために

角田由紀子・伊藤和子

289 ｶ 個人伝記 未来のだるまちゃんへ かこ　さとし

320 ｶ 法律 女性そして男性 加護　善雄 箱②

367.5 ｶ 男性論 嫁姑同居は男が舵をとる 篭田　三郎 箱⑨

210 ｶ 日本史 生き生きと　絵日記で綴る戦後５０年 笠原　徳

336.49 ｶ
職場の人間関係．
ビジネスマナー

スジの通し方 かじ　さとし

367.1 ｶ フェミニズム
現代思想3月臨時増刊号　第48巻第4号　総
特集＝フェミニズムの現在

樫田　祐一郎

367.1 ｶ 女性論 女性が甘ったれるわけ 梶原　公子

367 ｶ 男女共同参画 男女共同参画の時代 鹿嶋　敬

367.1 ｶ 女性論 男と女　変わる力学 鹿島　敬

367.5 ｶ 男性論 男の座標軸　企業から家庭　社会へ 鹿島　敬

916 ｶ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

恵理子へ 鹿嶋　敬

368 ｶ DV 女を殴る男たち 梶山　寿子

146 ｶ
臨床心理学. 精神
分析学

子どもという価値 柏木　惠子

159 ｶ 人生訓. 教訓 キャリアを拓く　女性研究者のあゆみ 柏木　惠子

367.3 ｶ 親子・家族 家族心理学への招待 柏木　惠子　大野　祥子

367.3 ｶ 母親・父親 父親の発達心理学 柏木　惠子 箱⑦

367.5 ｶ 男性論 日本の男性の心理学 柏木　惠子 箱⑨

493 ｶ ストレス 夫をうとましく思う妻の心がわかる本 柏木　惠子

369 ｶ 福祉 健康で文化的な最低限度の生活（4） 柏木　ハルコ

369.2 ｶ 生活保護 健康で文化的な最低限度の生活　１巻 柏木　ハルコ

369.2 ｶ 生活保護 健康で文化的な最低限度の生活　２巻 柏木　ハルコ

369.2 ｶ 生活保護 健康で文化的な最低限度の生活　３巻 柏木　ハルコ

367.7 ｶ 中・高年 あなたの尊厳を全うする生前予約 柏原　破魔子

750 ｶ 工芸 江戸っ子職人 柏原　破魔子

375 ｶ
教育課程．学習指
導

子ども虐待　教師のための手引き 柏女　霊峰 箱⑪

367.2 ｶ 世界の女性 アフガニスタン母子診療所 梶原　容子

367.3 ｶ 親子・家族 家族の条件 春日　キスヨ 箱⑦

367.7 ｶ 中・高年 高齢者とジェンダー 春日　キスヨ

369 ｶ 介護 変わる家族と介護 春日　キスヨ

369 ｶ 福祉 父子家庭を生きる 春日　キスヨ 箱⑩

913 ｶ 小説（日本） 鬱屈精神科医、占いにすがる 春日　武彦

367.2 ｶ 女性史 春日部に生きた女性の歴史研究誌第2巻
春日部市男女共同参画
推進センター

367.2 ｶ 女性史 春日部に生きた女性の歴史研究誌第３巻
春日部市男女共同参画
推進センター

597 ｶ 住居 賢い女は家を買え！ 加瀬　恵子

367 ｶ ジェンダー ベーシックインカムとジェンダー 堅田　香緒里

146 ｶ
臨床心理学. 精神
分析学

男尊女卑という病 片田　珠美

317.79 ｶ 防災 みんなを守るいのちの授業 片田　敏孝

367.1 ｶ フェミニズム
生きるためのフェミニズム　パンとバラと反資
本主義

堅田　香緒理

141 ｶ
普通心理学. 心理
各論

なぜ、「怒る」のをやめられないのか 片田　珠美
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カ 376 ｶ
幼児・初等・中等教
育

ぶつかりながら大きくなあれ 片山　恵子

367.3 ｶ 親子・家族 家庭崩壊 片山　美弘 箱⑦

367.1 ｶ 女性論 女性問題の根っこを考える かつしか女性会議有志

019 ｶ 読書 読書進化論 勝間　和代

331.87 ｶ
消費．貯蓄．投資．
奢侈．貧困

娘と話す　世界の貧困と格差ってなに 勝俣　誠

375 ｶ
教育課程．学習指
導

家庭科　男も女も！
家庭科の男女共修をす
すめる会

367.3 ｶ 母親・父親
私は私。母は母。　あなたを苦しめる母親か
ら自由になる本

加藤　伊都子

367.1 ｶ 女性論 知的生活をめざす女性へ 加藤　恭子

367 ｶ ジェンダー 知らないと恥ずかしい　ジェンダー入門 加藤　秀一 箱⑤

367 ｶ ジェンダー 知らないと恥ずかしいジェンダー入門 加藤　秀一

367 ｶ ジェンダー 図解雑学ジェンダー 加藤　秀一

367.1 ｶ フェミニズム フェミニズム　コレクションⅡ 加藤　秀一 箱⑥

493.9375 ｶ 自閉症
大人の自閉症スペクトラムのためのコミュニ
ケーション・トレーニング・マニュアル

加藤　進昌

493.9375 ｶ 自閉症
大人の自閉症スペクトラムのためのコミュニ
ケーション・トレーニング・ワークブック

加藤　進昌

367.4 ｶ 結婚・離婚
離婚の心理学　－パートナーを失う原因とそ
の対処－

加藤　司

361.453 ｶ メディア 女性とメディア 加藤　春恵子

365 ｶ 生活 ライフデザイン白書　２００２－０３ 加藤　寛

915 ｶ 紀行（日本） バスに乗ってどこまでも かとうち　あき

909 ｶ 児童文学 シンデレラの子どもたち 廉岡　糸子

367.7 ｶ 中・高年 寝たきり婆あ たちあがる！！ 門野　晴子

159 ｶ 人生訓. 教訓 リーダーは自然体 金井　壽宏

361.453 ｶ メディア メディアと女性の人権 金井　淑子

367 ｶ ジェンダー 身体とアイデンテイテイ　トラブル 金井　淑子 箱⑤

367.1 ｶ 女性学 依存と自立の倫理 金井　淑子

367.1 ｶ 女性学 異なっていられる社会を 金井　淑子

367.1 ｶ フェミニズム フェミニズムのめざす社会 金井　淑子

367.1 ｶ フェミニズム フェミニズム問題の転換 金井　淑子 箱⑥

367.1 ｶ フェミニズム ポストモダン　フェミニズム 金井　淑子 箱⑥

367.3 ｶ 親子・家族 家族 金井　淑子 箱⑦

367.3 ｶ 親子・家族
ファミリートラブル　近代家族ジェンダーのゆ
くえ

金井　淑子

368 ｶ DV シェルター　女たちの危機
かながわ　女のスペー
ス“みずら”

312 ｶ 政治史．事情
女性の一歩が社会を変える 政策・方針決定
の場へ

神奈川県立かながわ女
性センター

361 ｶ 社会学 神奈川大学評論　第５０号
神奈川大学評論編集専
門委員会

495 ｶ 妊娠・出産 ビーナス達への警鐘 金杉　和男

367.2 ｶ 女性史 関所抜け江戸の女たちの冒険 金森　敦子 箱⑦

367.3 ｶ 夫婦 ぜったい離婚！？と思った時に読む本 金盛　浦子

599 ｶ 育児 たのしい子育ての秘密 金盛　浦子

366 ｶ 起業 好き を仕事にする本 金盛　哲二

367.3 ｶ 主婦 専業主婦の消える日「男女共生の時代」 金森　トシエ

367.7 ｶ 中・高年 女たちの定年 金谷　千都子
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カ 367.7 ｶ 中・高年 高齢社会とあなた 金子　勇

366 ｶ 働き方 女の部下を叱れない 金子　雅臣

366 ｶ 働き方 働く女性のお助け本 金子　雅臣

366.3 ｶ
セクシュアルハラス
メント

事例　判例でみるセクハラ対策 金子　雅臣

367.5 ｶ 男性論 壊れる男たち 金子　雅臣

367.5 ｶ 男性論 裁かれる男たち　セクハラ告発の行方 金子　雅臣

371 ｶ 教育学 思春期ってなんだろう 金子　由美子

371 ｶ 教育学 保健室の恋バナ＋α 金子　由美子

159 ｶ 人生訓. 教訓 ５０歳からのエンディング・ダイアリー 金子　稚子

159 ｶ 人生訓. 教訓 アクティブ・エンディング 金子　稚子

916 ｶ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

閉じられた履歴書 兼松　左知子

367.2 ｶ 女性史 現代日本女性史 フェミニズムを軸として 鹿野　政直

304 ｶ 社会評論 リブという革命 加納　実紀代 箱②

367.1 ｶ フェミニズム
母性ファシズム　　　ニュー フェミニズム レ
ヴュー6

加納　実紀代

367.1 ｶ 女性論 まだフェミニズムがなかったころ 加納　実紀代

367.2 ｶ 女性史 女たちの　銃後 加納　実紀代

367.2 ｶ 女性史 戦後史とジェンダー 加納　実紀代

367.2 ｶ 女性史 女性史・ジェンダー史 加納　実紀代

319 ｶ 平和問題
ヒロシマとフクシマのあいだ　ジェンダーの視
点から

加納　実紀代

367.1 ｶ 女性学 性と生殖の女性学 鎌田　明子

367.9 ｶ 性問題 しまなみ誰そ彼（3） 鎌谷　悠希

367.9 ｶ 性問題 しまなみ誰そ彼（1） 鎌谷　悠希

367.9 ｶ 性問題 しまなみ誰そ彼（2） 鎌谷　悠希

367.2 ｶ 女性史 はじめて出会う女性史 加美　芳子

159 ｶ 人生訓. 教訓
キッパリ！　たった５分間で自分を変える方
法

上大岡　トメ

159 ｶ 人生訓. 教訓
スッキリ！　たった５分間で余分なものをそぎ
落とす方法

上大岡　トメ

368 ｶ ひきこもり 子どもがひきこもりになりかけたら 上大岡　トメ

368 ｶ 社会病理 その後の不自由　嵐の後を生きる人たち 上岡　陽江・大嶋　栄子

916 ｶ 記録（日本） 財界のミセスたち 上坂　冬子

916 ｶ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

南の島のマリア 上坂　冬子 箱⑫

916 ｶ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

１０歳の放浪記 上條　さなえ

320 ｶ 法律 おとめ六法 上谷さくら　岸本学

367.7 ｶ 中・高年 サンセット　オン　ハイウェイ 神中　洋子

159 ｶ 人生訓. 教訓 生きがいについて 神谷　美恵子

367.9 ｶ 性問題 LGBTとハラスメント 神谷悠一、松岡宗嗣

367.3 ｶ 夫婦
夫婦崩壊！？それでもふたりが別れない理
由

亀山　早苗

493 ｶ 医療 女性が心のストレスに負けないための本 鴨下　一郎

498.3 ｶ 精神衛生 人と会うのがつらいと思ったら読む本 鴨下　一郎

367.4 ｶ 結婚・離婚 国際結婚論！？現代編 嘉本　伊都子 箱⑧

367.4 ｶ 結婚・離婚 国際結婚論！？歴史編 嘉本　伊都子 箱⑧
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カ 146 ｶ
臨床心理学. 精神
分析学

スピリチュアルにハマる人　ハマらない人 香山　リカ

146.1 ｶ 精神分析 おとなの男の心理学 香山　リカ

159 ｶ 人生訓. 教訓 １０代のうちに考えておくこと 香山　リカ

159 ｶ 人生訓. 教訓 好き　の精神分析 香山　リカ

367.3 ｶ 母親・父親
母親はなぜ生きづらいか　母親と子育てを問
い直す

香山　リカ

367 ｶ 男性・女性問題 女ってなんだ？ カレー沢薫

367.3 ｶ 親子・家族 家族関係を考える 河合　隼雄

371 ｶ 学校教育 大人になることのむずかしさ 河合　隼雄

914 ｶ 文学評論（日本） とりかへばや　男と女 河合　隼雄

366.29 ｶ 職業ガイド わたしの適性　適職発見 川合　雅子

365 ｶ 生活 未来の年表 河合　将司

367.7 ｶ 中・高年 シニアライフプラン読本 川上　健二

916 ｶ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

きみは赤ちゃん 川上　未映子

146.8 ｶ
心理療法．カウンセ
リング

新版　自分でできるカウンセリング 川喜田　好恵

159 ｶ 人生訓. 教訓 一人で生きる人生の愉しみ方 川北　義則

367 ｶ ジェンダー ジェンダーの比較映画史 川口　恵子

493.64 ｶ 筋萎縮症 逝かない身体 川口　有美子

331 ｶ 経済学．経済思想 アンペイド　ワークとは何か 川崎　賢子　中村　陽一

916 ｶ 記録（日本） 母の大罪 河崎　義祐

159.4 ｶ 経営訓 いつまでも会社があると思うなよ 川島　高之

366 ｶ 働き方 いつまでも会社があると思うなよ！ 川島　高之

391 ｶ 戦争 女も戦争を担った 川名　紀美

318 ｶ 地方自治 まちづくりと文化 川西市企画部

143 ｶ 発達心理学 家族の現状 河野　貴代美

143 ｶ 発達心理学 女性の体と心理 河野　貴代美

143 ｶ 発達心理学 セクシュアリティをめぐって 河野　貴代美

143 ｶ 発達心理学 フェミニストカウンセリングの未来 河野　貴代美

146 ｶ
臨床心理学. 精神
分析学

女性のメンタルヘルスの地平 河野　貴代美

367.1 ｶ フェミニズム 私の生きる知恵 河野　貴代美

373 ｶ 教育行政 高校の「女性」校長が少ないのは何故か 河野銀子、村松泰子

317 ｶ 行政
わかりやすい男女共同参画政策と女性のエ
ンパワーメント

川橋　幸子

367.3 ｶ 母親・父親
パパ権宣言！－お父さんだって子育てした
い

川端裕人・岸裕司・汐見
稔幸

916 ｶ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

性虐待の父に育てられた少女　蘇生への道 川平　那木

374 ｶ 学校保健 男性養護教諭がいる学校 川又　俊則

367.2 ｶ 女性史 オトメの祈り 川村　邦光 箱⑦

913 ｶ 小説（日本） 億男 川村　元気

159 ｶ 人生訓. 教訓 続・悩む力 カン・サン・ジュン

159 ｶ 人生訓. 教訓 悩む力 カン・サン・ジュン

366.38 ｶ 婦人労働.年少労働 竹中恵美子が語る労働とジェンダー
関西女の労働問題研究
会竹中恵美子ゼミ編集

箱④

367.2 ｶ 女性史 中国女性史入門　女たちの今と昔 関西中国女性史研究会
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カ 366 ｶ 働き方 女性学生の職業意識 神田　道子

367.1 ｶ 女性論 新・現代女性の意識と生活 神田　道子 箱⑥

367.5 ｶ 男性論 男からのラブレター 菅野　典雄

599 ｶ 育児 ペアレント・トレーニング 上林靖子

キ 367.2 キ 女性史
日本のポストフェミニズム―「女子力」とネオ
リベラリズム

菊池　夏野

367.4 ｷ 結婚・離婚
なぜ結婚できないのか　非婚・晩婚時代の家
族論

菊地　正憲

367.3 キ 親子・家族 酔うと化け物になる父がつらい 菊池　真理子

916 ｷ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

午後には陽のあたる場所 菊池　桃子

914 ｷ エッセイ（日本） 生きやすい 菊池　真理子

367.3 ｷ 親子・家族 毒親サバイバル 菊池　真理子

141 ｷ
普通心理学. 心理
各論

心はなぜ苦しむのか 岸田　秀

367.3 ｷ 親子・家族 老いた親を愛せますか？ 岸見　一郎

159 ｷ 人生訓. 教訓
定年女子　　これからの仕事、生活、やりた
いこと

岸本　裕紀子

280 ｷ 伝記 ヒラリーとライス 岸本　裕紀子

913 ｷ 小説（日本） カフェ、はじめます 岸本　葉子

366 ｷ 働き方 日本型企業社会と女性 基礎経済科学研究所 箱④

379 ｷ 社会教育 ハーバード白熱日本史教室 北川　智子

367.2 ｷ 地域女性史
女の軌跡　北九州　北九州市女性の100年
史

北九州市女性史編纂実
行委員会

726 ｷ 絵本 世界中のひまわり姫へ
北九州市立女性セン
ター“ムーブ”

367.9 ｷ 性・性教育 いや！というのはどんなとき？ 北沢　杏子

159 ｷ 人生訓. 教訓 新しい道徳 北野　武

914 ｷ エッセイ（日本） オンナ泣き 北原　みのり

914 ｷ エッセイ（日本） フェミの嫌われ方 北原　みのり

916 ｷ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

奥さまは愛国 北原　みのり

367 ｷ ジェンダー イメージ＆ジェンダー　vol.5 北原　恵

367 ｷ ジェンダー イメージ＆ジェンダーＶＯＩ.８ 北原　恵 箱⑤

146 ｷ
臨床心理学. 精神
分析学

おかあさんがもっと自分を好きになる本 北村　年子

324 ｷ 民法 戸籍から個籍へ！ 北村　年子 箱③

368 ｷ DV ＤＶ・被害者の中の殺意 北村　朋子

368 ｷ DV ＤＶサバイバー　二次被害者ともたたかって 北村　朋子

159 ｷ 人生訓. 教訓 英語は女を救うのか 北村　文

367.9 ｷ 性・性教育 ティーンズ・ボディーブック 北村　邦夫

336.49 ｷ
職場の人間関係．
ビジネスマナー

不機嫌な女子社員とのつきあい方 北山　節子

361.45 ｷ コミュニケーション
苦手な人がいなくなる！人づきあい29のルー
ル

北山　節子

361.45 ｷ コミュニケーション 「コミュニケーション能力がない」と悩む前に 貴戸　理恵

366 ｷ 働き方 ワーキングウーマン症候群 杵渕　幸子 箱④

367.3 ｷ 母親・父親 父親の研究 木原　武一 箱⑦

361 ｷ 社会学
差別はたいてい悪意のない人がする―見え
ない排除に気づくための10章

キム・ジヘ

367.9 ｷ 性・性教育 恋する物語のホモセクシュアリティ 木村　朗子

490 ｷ 医学
医療の外れで　看護師のわたしが考えたマ
イノリティと差別のこと

木村　映里
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キ 367.3 ｷ 母親・父親 母子癒着 木村　栄

367.3 ｷ 母親・父親 迷いつつ母 木村　栄 箱⑦

914 ｷ エッセイ（日本） 女友だち 木村　栄

367.3 ｷ 親子・家族 ある家族と村の近代 木村　千恵子

323 ｷ 憲法 冬の蕾―ベアテ・シロタと女性の権利 嘉村　みのり

367 ｷ ジェンダー ジェンダー　フリー　トラブル 木村　涼子

367 ｷ ジェンダー ジェンダーで考える教育の現在 木村　涼子 箱⑤

375 ｷ
教育課程．学習指
導

教育　家族をジェンダーで語れば 木村　涼子　小玉　亮子

367.1 ｷ 女性論 女と男の第２楽章 木本　喜美子 箱⑥

367.1 ﾏ フェミニズム フェミニズムと表現の自由
キャサリン　Ａ　マッキノ
ン

367.2 ｷ 世界の女性 切除されて キャデイ

368 ｷ 社会病理
子どもが性被害をうけたとき　お母さんと支
援者のための本

キャロライン・Ｍ・バイヤ
リー

367.3 ｴ 母親・父親 だから母と娘はむずかしい
キャロリーヌ　エリアシェ
フ

159 ｷ 人生訓. 教訓 悩む力 姜　尚中

366 ｷ 調査統計 教育アンケート調査年鑑　上　２０１５
教育アンケート調査年
鑑編集委員会

366 ｷ 調査統計 教育アンケート調査年鑑　２０２１年版
教育アンケート調査年
鑑編集委員会

318 ｷ 地方自治 共生へのメッセージ　女と男のこれから
共生へのメッセージ編
集委員会

367 ｷ 男女共同参画 京都大学男女共同参画への挑戦
京都大学女性研究者支
援センター

367.6 ｷ 子ども 子どもの虐待防止とＮＧＯ 桐野　由美子 箱⑨

913 ｷ 小説（日本） 砂に埋もれる犬 桐野　夏生

320 ｷ 法律 ジェンダーの法律学 金城　清子

320 ｷ 法律 ジェンダーの法律学　第2版 金城　清子 箱②

320 ｷ 法律 法女性学のすすめ 金城　清子

ク 367 ｸ ジェンダー
お客さんはいませんか
（ジェンダーフリーってなあに）

草谷　桂子

367 ｸ ジェンダー
ジェンダー　フリーで楽しむこどもと大人の絵
本の時代

草谷　桂子

367 ｸ ジェンダー ジェンダーフリーってなあに（全３巻） 草谷　桂子

367 ｸ ジェンダー
プレゼントはたからもの
（ジェンダーフリーってなあに）

草谷　桂子

367 ｸ ジェンダー
ぼくはよわむし
（ジェンダーフリーってなあに）

草谷　桂子

310.4 ｸ 政治演説 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ くさば　よしみ

368 ｸ DV ドメスティック　バイオレンス 草柳　和之

367.7 ｸ 中・高年 こころの定年を乗り越える 楠木　新

159 ｸ 人生訓. 教訓 新時代の〝学び〟考 久住　眞理 箱①

367 ｸ 男性・女性問題
誰も教えてくれなかった　子どものいない人
生の歩き方

くどう　みやこ

367 ｸ 男性・女性問題
誰も教えてくれなかった　子どものいない女
性の生き方

くどう　みやこ

289.1 ｸ 個人伝記（日本人） 三番町のコタカさん 工藤　美代子

369.3 ｸ 災害．災害救助 増補版　地震から子どもを守る５０の方法 国崎　信江

369 ｸ 介護 だいじょうぶ！よネコさん 国栖　晶子

366 ｸ 労働経済 家事の値段とは何か
久場　嬉子、竹信　三恵
子

箱④

366.8 ｸ
各種の労働・労働
者

家事の値段とは何か 九場　嬉子

367.3 ｸ 親子・家族 他人と暮らす若者たち 久保田　裕之
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ク 493 ｸ 医療 間違いだらけのメンタルヘルス 久保田　浩也

367.2 ｼ 女性史 近代アジアのフェミニズムとナショナリズム
クマーリ　ジャヤワルダ
ネ

368 ｸ DV 家庭モラルハラスメント 熊谷　早智子

367.3 ｸ 親子・家族 母を棄ててもいいですか？ 熊谷　早智子

367.3 ｸ 母親・父親
母を棄ててもいいですか？　　支配する母
親、縛られる娘

熊谷　早智子

159 ｸ 人生訓. 教訓 ひとりで苦しまないための「痛みの哲学」 熊谷　晋一郎

366 ｸ 働き方 女性労働と企業社会 熊沢　誠 箱④

367.5 ｸ 男性論
男らしさ　という病？　ポップカルチャーの新
男性学

熊田　一雄

914 ｸ エッセイ（日本） ボクの彼女は発達障害 くらげ

367.4 ｸ 結婚・離婚 こんな男とは絶対 結婚するな！ 倉田　真由美

367 ｸ ジェンダー 語る老女語られる老女 倉田　容子

369.3 ｸ 災害．災害救助
震災の心の傷みを癒す方法　　気持ちがふさ
ぐ、眠れない、イライラする・・

倉成　央

379 ｸ 社会教育 生涯学習の基礎 倉内　史郎

367.2 ｸ 女性史 島原のからゆきさん 倉橋　正直 箱⑦

801.03 ｸ 言語社会学 「おネエことば」論 クリア・マリィ

366.3 ﾌ
セクシュアルハラス
メント

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

376 ｸ
幼児・初等・中等教
育

遊びとファンタジー
クリスチアーネ　クーティ
ク

367.1 ｸ フェミニズム ぼそぼそ声のフェミニズム 栗田　隆子

289 ｸ 個人伝記
学習漫画　世界の伝記NEXT　アンナ・パブロ
ア

くりた　陸

159 ｸ 人生訓. 教訓 ニューヨーク自分さがし物語 栗原　奈名子

493 ｸ 医療 成人病予防マニュアル 栗原　雅直

289.1 ｸ 個人伝記（日本人） 村に火をつけ白痴になれ 栗原　康

914 ｸ エッセイ（日本）
発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた
理由

栗原　類

141 ｸ
普通心理学. 心理
各論

きれいになる笑顔の話 栗村　とも代

916 ｸ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

ひとりで始めたアフリカボランテｲア 栗山　さやか

369 ｸ 介護 あきらめないで働きながらの介護術 ぐるーぷ・アミ

367.1 ｸ 母性 母性を解読する グループ母性解読講座 箱⑥

318 ｸ 地方自治 自治体の女性政策と女性問題講座 グループみこし

367.3 ｸ 夫婦 妻と夫が定年後を楽しく暮らす本 グループわいふ

159 ﾌ 人生訓. 教訓 世界で仕事をするということ グロ　ブルントラント

367.3 ｸ 夫婦 夫婦脳 黒川　伊保子

367.6 ｸ 児童虐待 誕生日を知らない女の子 黒川　祥子

367.6 ｸ 子ども 誕生日を知らない女の子 黒川　祥子

159 ｸ 人生訓. 教訓 新　主人在宅ストレス症候群 黒川　順夫

146.8 ｸ
心理療法．カウンセ
リング

クロスメソッド　一人一人が望む未来を掴む 黒須　美枝

367.1 ｸ 女性論 山動く日を信じて 桑原　美和子

ケ 391 ｹ 戦争 占領と性　政策　実態　表象
恵泉女子学園大学平和
文化研究所

367 ｹ ジェンダー 軍事主義とジェンダー
敬和学園大学戦争と
ジェンダー研究会

371.42 ｹ いじめ わたしはヴァネッサと歩く ケラスコエット

367.9 ﾋ 性・性教育 ＬＧＢＴＱってなに ケリー・ヒューゲル
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ケ 210 ﾗ 日本史 男性支配の起源と歴史 ゲルダ　ラーナー

367 ｹ ジェンダー 母から娘へ―ジェンダーの話をしよう 権　仁淑

367.2 ｹ 世界の女性 タフでなければ女でない 見城　美枝子 箱⑦

368.2 ｹ 貧困 現代思想１１月号　　特集女性と貧困 現代思想（阿部彩他）

366.1 ｹ
労働政策・行政・法
令

年齢差別　仕事の場でなにが起きているの
か

玄幡　まみ

コ 916 ｺ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

新スカートの風 呉　　善花

916 ｺ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

スカートの風 呉　　善花 箱⑫

916 ｺ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

続スカートの風 呉　　善花 箱⑫

367.2 ｺ 女性史 女たちの本能寺 小石　房子 箱⑦

916 ｺ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

親という名の暴力 小石川　真実

385.4 ｺ
婚姻習俗［婚姻儀
礼］

昭和の結婚 小泉　和子

367.4 ｺ 結婚・離婚 離婚の進め方がよくわかる本 鯉沼　希朱 箱⑨

366 ｺ 調査統計 女性労働の分析２００６年 厚生労働省

366 ｺ 調査統計
平成１５年版　女性労働白書　働く女性の実
情

厚生労働省雇用均等児
童家庭局

366 ｺ 調査統計
平成１６年版　女性労働白書　働く女性の実
情

厚生労働省雇用均等児
童家庭局

361.6 ｺ 社会集団 共育宣言
高知工科大学院起業家
コース

箱③

361.453 ｺ メディア 「かわいい」の帝国 古賀　令子

367.2 ｺ 女性史 聞き書き集　小金井の女性たち 時代を歩む 小金井女性史を作る会

366.8 ｺ
各種の労働・労働
者

女性のパートタイム労働 国際交流基金

329 ｺ 国際法 国際女性条約　資料集 国際女性法研究会

329 ｺ 国際法 女子差別撤廃条約注解 国際女性の地位協会

329 ｺ 国際法 女性関連法データブック 国際女性の地位協会

329 ｺ 国際法 女性の権利 国際女性の地位協会

367.2 ｺ 地域女性史 男女平等はどこまで進んだか 国際女性の地位協会

329 ｺ 国際法
資料国際婦人年　国連婦人の１０年から２１
世紀へ

国際婦人年大阪の会

329 ｺ 国際法 女性２０００年会議 国際連合広報センター

329 ｺ 国際法 世界の女性　１９９５　その実態と統計 国際連合

289 ｺ 個人伝記 風と光の花束を抱いて 国分　真一 箱②

146 ｺ
臨床心理学. 精神
分析学

カウンセリングの理論 國分　康孝

367.4 ｺ 結婚・離婚 いい結婚ができる人できない人 國分　康孝

314 ｺ 議会 選挙のあゆみ
国民参政　普通選挙
婦人参政周年記念会

007 ｺ 情報 男女共同参画統計データブック　２０１２ 国立女性教育会館

007 ｺ 情報
男女共同参画統計データブック　日本の女性
と男性２００６

国立女性教育会館

367.1 ｺ 女性論
男女共同参画 向老期をともに生き ともに学
ぶ

国立女性教育会館

379 ｺ 社会教育
キャリア形成にＮＰＯ活動を生かした女性た
ち

国立女性教育会館

379 ｺ 社会教育 キャリア形成に生涯学習をいかした女性たち 国立女性教育会館

379 ｺ 社会教育
キャリア形成に生涯学習をいかした女性たち
改訂版

国立女性教育会館 箱⑪

379 ｺ 社会教育 次世代育成と公民館 国立女性教育会館 箱⑪

379 ｺ 社会教育 女性学教育　学習ハンドブック 国立婦人教育会館

379 ｺ 社会教育 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
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コ 049 ｺ 雑著 歴博　№137　2006/20 JULY 国立歴史民俗博物館

049 ｺ 雑著 歴博　№151　2008/20　NOVENBER 国立歴史民俗博物館

049 ｺ 雑著 歴博　№183　2014/20　Ｍａｒｃｈ 国立歴史民俗博物館

049 ｺ 雑著 歴博　№192　2015　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ 国立歴史民俗博物館

049 ｺ 雑著 歴博　№196　2016　Ｍａｙ 国立歴史民俗博物館

049 ｺ 雑著 歴博　№198　2016　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ 国立歴史民俗博物館

367 ｺ ジェンダー 新書版　性差の日本史 国立歴史民俗博物館

159 ｺ 人生訓. 教訓 光と影の法則 心屋　仁之助

913 ｺ 小説（日本） 余命十年 小坂　流加

813 ｺ 辞典 音と旁のＮＥＷ　ＴＹＰE漢字典 誤字誤植研究会

324.7 ｺ 相続法 身近な人が亡くなった後の手続きのすべて 児島　明日美

367.3 ｺ 親子・家族 解縛　しんどい親から自由になる 小島　慶子

366.3 ｺ
セクシュアルハラス
メント

職場のセクハラ 小島　妙子 箱④

367.4 ｺ 結婚・離婚 Ｑ＆Ａ離婚実務と家事事件手続法 小島　妙子

366 ｺ 働き方 働く女の転機予報 小島　貴子 箱④

367.3 ｺ 親子・家族 子育てが終わらない 小島　貴子

366 ｺ 働き方 彼女はなぜ成功したのか 古庄　弘枝

366 ｺ 働き方 就職できない時代の仕事の作り方 古庄　弘枝

368.2 ｺ 貧困 下層化する女性たち 小杉礼子・宮本みち子

324 ｺ 民法 妻の離婚 五代　純子 箱③

375.54 ｺ 教科教育 僕が家庭科教師になったわけ 小平　陽一

366 ｺ 働き方 光できらめく理系女性たち 小舘　香椎子 箱④

369 ｺ 市民活動 市民活動時代のボランティア 小谷　直道

289 ｺ 個人伝記 覚書　戦後の市川房枝 児玉　勝子

367.3 ｺ 親子・家族 不登校から子どもを守るお母さんの教科書 小寺　やす子 箱⑧

778 ｺ 映画 女性映画がおもしろい２０１２年版 小藤田　千栄子

778 ｺ 映画 女性監督映画がおもしろい２００４年版 小藤田　千栄子

366.3 ｺ
セクシュアルハラス
メント

白書スクール　セクシュアルハラスメント
子ども性虐待防止市民
ネットワーク大阪

599 ｺ 育児 みんなで子育て こどもの城企画研修部

146 ｺ
臨床心理学. 精神
分析学

犯罪被害者の心の傷 小西　聖子

833 ｺ 英語辞典 ジーニアス英和辞典　第３版 小西　友七

833 ｺ 英語辞典 ジーニアス和英辞典　第２版 小西　友七

159 ｺ 人生訓. 教訓 子育て主婦の公認会計士合格記 小長谷　敦子

367.5 ｺ 男性論 男はどこにいるのか 小浜　逸郎 箱⑨

368 ｺ ストーカー 「ストーカー」は何を考えているか 小早川　明子

368 ｺ ストーカー こういう男とつきあってはいけない 小早川　明子

366 ｺ 労働問題
ジェンダーハラスメントに関する心理学的研
究

小林　敦子

114.2 ｺ 人間学 あの世に逝く力 小林　玖仁夫

368 ｺ 社会病理 新版 みんなは知らない国家売春命令 小林　大治郎

367.2 ｺ 女性史 朝未き頃　時代を紡いだ信州の女性たち 小林　朋子
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コ 367.6 ｺ 子ども 子ども虐待　介入と支援のはざまで 小林　美智子 箱⑨

368 ｺ 社会病理 性犯罪被害にあうということ 小林　美佳 箱⑩

368.64 ｺ 性犯罪 性犯罪被害とたたかうということ 小林　美佳

916 ｺ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

ルポ　産ませない社会 小林　美希

289 ｺ 個人伝記 コミック版　世界の伝記⑥　キュリー夫人 小林　可多入

367.2 ｺ 女性史 女子学生はどう闘ってきたのか 小林　哲夫

146 ｺ
臨床心理学. 精神
分析学

対象喪失　悲しむということ 小比企　啓吾

361.45 ｺ コミュニケーション
「察しない男」と「説明しない女」のもめない会
話術

五百田　達成

674 ｺ 広告
コマーシャルの中の男女役割を問い直す会
会報第９号

コマーシャルのなかの
男女役割を問い直す会

310.4 ｺ 政治演説 社会をちょっと変えてみた 駒崎　弘樹

367.1 ｺ 女性論 魔女の審判 駒尺　喜美

368 ｺ 社会病理 当事者は嘘をつく 小松原　織香

367 ｺ ジェンダー 実践の中のジェンダー 小宮　友根

366.1 ｺ
労働政策・行政・法
令

派遣労働法便利事典 小見山　敏郎

367.3 ｺ 親子・家族 家族からはじめる豊かな社会 小宮山　洋子

366 ｺ 働き方 新しい人事戦略ワークライフバランス 小室　淑恵

366 ｺ 働き方 結果を出して定時に帰る時間術 小室　淑恵

366 ｺ 働き方 人生と仕事の段取り術 小室　淑恵

599 ｺ 育児 首都圏丸得子育て情報
子持ちＳＯＨＯネット
ワーク

375 ｺ
教育課程．学習指
導

あの子が　なぜ？ 小山　一宏

916 ｺ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

母の詩 小山　五郎

373 ｺ 教育行政 良妻賢母という規範 小山　静子

495 ｺ 更年期 あなたの医学書女と男の更年期 小山　嵩夫 箱⑪

367 ｹ ジェンダー ジェンダーの話をしよう 権　仁淑

366 ｺ 働き方 ワタシたち　会社に文句を言いたい！ コンデックス情報研究所

904 ｺ 文芸評論 紫式部の恋 近藤　富枝

816 ｺ 文章 アセスメント技術を高めるハンドブック 近藤　直司

367.3 ｺ 主婦 夫と妻の人間学 近藤　裕 箱⑧

367.3 ｺ 夫婦 夫のための結婚心理学 近藤　裕 箱⑦

サ 369 ｻ 市民活動 さいたまのＮＰＯ　福祉編 さいたまＮＰＯセンター

367.2 ｻ 女性史 さいたま女性の歩み　下巻 埼玉県

367.2 ｻ 女性史 さいたま女性の歩み　上巻 埼玉県

916 ｻ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

世界女性みらい会議　愛する母 妻 娘への
手紙

埼玉県

318 ｻ 地方自治 新しい行政への挑戦 埼玉県県民文化課

213 ｻ 日本史（関東地方） さいたま市　誕生 さいたま市総合政策部

332.8 ｻ 経済人 成功する女たち
埼玉中小企業家同友会
女性経営者クラブ　フア

箱③

366.3 ｻﾞ
セクシュアルハラス
メント

セクシャルハラスメント相談担当者のための
AtoZ

財団法人２１世紀職業
財団

495 ｻ 妊娠・出産 オープンダイヤローグとは何か 斎藤  環

368.64 ｻ 性犯罪 男が痴漢になる理由 斉藤　章佳

368.64 ｻ 性犯罪 盗撮をやめられない男たち 斉藤　章佳
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サ 368.64 ｻ 性犯罪 「小児性愛」という病―それは、愛ではない 斉藤　章佳

493 ｻ 医療
しくじらない飲み方―酒に逃げずに生きるに
は

斉藤　章佳

367 ｻ 男性・女性問題 後悔しない「産む」×「働く」 斎藤 英和・白川 桃子

367.3 ｻ 親子・家族
家族はこわい　まだ間にあう父親のあり方講
座

斎藤　学

817 ｻ 会話 人を10分ひきつける話す力 齋藤　孝

361.5 ｻ 文化社会学 世界が土曜の夜の夢なら 斎藤　環

367.3 ｻ 親子・家族 母と娘はなぜこじれるのか 斎藤　環

368 ｻ ひきこもり 社会的ひきこもり 斎藤　環

368 ｻ ひきこもり ひきこもりはなぜ「治る」のか？ 斎藤　環

367.9 ｻ 性・性教育 セクシュアリティと法 齊藤　豊治　青井　秀夫

367.3 ｻ 親子・家族 アダルト　チルドレンと家族 斎藤　学

367.3 ｻ 親子・家族 家族という名の孤独 斎藤　学

367.3 ｻ 親子・家族 嗜癖行動と家族 斎藤　学

361.453 ｻ メディア 紅一点論 斎藤　美奈子

367.5 ｻ 男性論 男性誌探訪 斎藤　美奈子 箱⑨

809 ｻ 言語生活 物は言いよう 斎藤　美奈子

320 ｻ 法律 母体保護法とわたしたち 齋藤　有紀子 箱②

367.9 ｻ 性・性教育 女装と男装の文化史 佐伯　順子

289 ｻ 個人伝記 愛と至誠に生きる 酒井　シズ

367 ｻ ジェンダー 男尊女子 酒井　順子

367.2 ｻ 女性史
百年の女「婦人公論」が見た大正、昭和、平
成

酒井　順子

289.1 サ 個人伝記（日本人） 荻野吟子とジェンダー平等 堺　正一

368 ｻ DV アミティ　脱暴力への挑戦 坂上　香

324 ｻ 民法 結婚が変わる　家族が変わる 榊原　富士子 箱③

324 ｻ 民法 女性と戸籍　夫婦別姓時代に向けて 榊原　富士子 箱③

379 ｻ 社会教育 人が集まるチラシのつくり方 坂田　静香

368 ｻ 社会病理 はじめての不倫学 坂爪　真吾

289 ｻ 個人伝記 コミック版　世界の伝記③　ナイチンゲール 坂本　コウ

495 ｻ 婦人科学．産科学 婦人科の手術を受ける方　受けた方へ 坂本　正一

591 ｻ 家庭衛生 新しい家庭経済学 坂本　武人

318 ｻ 地方自治 村おこしは包丁のリズムにのって 坂本　廣子

369 ｻ 市民活動 ＮＰＯの経営 坂本　文武

367.6 ｻ 子ども 法に退けられる子どもたち 坂本　洋子

495 ｻ 婦人科学．産科学 ＰＭＳを知っていますか 相良　洋子

369 ｻ 介護 娘になった妻、のぶ代へ 砂川　啓介

368 ｸﾞ DV パパと怒り鬼
作グロー・ダーレス
絵ヴァイン・ニーフース

367.9 ｻ 性・性教育 性同一性障害はオモシロイ 佐倉　智美

159 ｻ 人生訓. 教訓 心に染みるこの女性の生き方 桜井　秀勲

916 ｻ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

あなたは、わが子の死をねがったことがあり
ますか

佐々　百合子

366 ｻ 働き方 妊婦だって働くよ 佐々木　かをり
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サ 914 ｻ エッセイ（日本） 佐々木静子からあなたへ 佐々木　静子

159 ｻ 人生訓. 教訓 新版　ビックツリー 佐々木　常夫

493 ｻ 医療 ビックツリー 佐々木　常夫 箱⑪

289 ｻ 個人伝記 新しい女の到来 佐々木　英昭 箱②

367.3 ｻ 親子・家族 どうか忘れないでください、子どものことを。 佐々木　正美

810 ｻ 日本語 女と男の日本語辞典上巻 佐々木　瑞枝

810 ｻ 日本語 女と男の日本語辞典下巻 佐々木　瑞枝

310 ｻ 政治 女が政治を変える
笹倉尚子・中嶋里美・菅
原和子

915 ｻ 日記（日本） おもかげ復元師の震災絵日記 笹原　留似子

726 ｻ 劇画 凍りついた瞳 ささや　ななえ

726 ｻ 劇画 新　凍りついた瞳 ささや　ななえ

367 ｻ 男性・女性問題 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ・ブレーグレーン

726 ｻ 絵本 あしたてんきになあれ 薩摩　菜菜

916 ｻ 記録（日本） スニヨンの一生 佐藤　愛子

141 ｻ
普通心理学. 心理
各論

言いたいことが言えない人たちへ 佐藤　綾子 箱①

367.1 ｻ 女性論 これからの時代は女性でわかる 佐藤　綾子

913 ｻ 小説（日本） 花々の墓標 佐藤　亜有子

379 ｻ 社会教育 生涯学習と社会参加 佐藤　一子 箱⑪

379 ｻ 社会教育 文化協同の時代 佐藤　一子 箱⑪

367 ｻ 男女共同参画 男女共同参画社会データ集 ２０２１ 佐藤　公彦

371 ｻ 学校教育 フインランドに学ぶべきは学力なのか！ 佐藤　隆 箱⑪

146 ｻ
臨床心理学. 精神
分析学

職場ストレスでヘコまない実践テクニック 佐藤　紀子

146 ｻ
臨床心理学. 精神
分析学

新版　白雪姫コンプレックス 佐藤　紀子

914 ｻ エッセイ（日本） 森のイスキアで話したこと 佐藤　初女

366 ｻ 働き方 男性の育児休業 佐藤　博樹 箱④

318 ｻ 地方自治 あなたの町内会総点検 佐藤　文明

916 ｻ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

認知症になった私が伝えたいこと 佐藤　雅彦

316 ｻ 人権 差別論　偏見理論批判 佐藤　裕

159 ｻ 人生訓. 教訓 女性技術者と男女共同参画社会 佐野　夕美子

367.3 ｻ 母親・父親 シズコさん 佐野　洋子 箱⑧

367.7 ｻ 中・高年 あなたは　老後　誰と　どこで暮らしますか 佐橋　慶女

367.2 ｴ 女性史
アメリカの女性の歴史　第2版 自由のために
生まれて

サラ　Ｍ　エヴァンズ

930 ﾊ 英米文学 バースデイ　ブルー サラ　パレツキー

143 ｿ 発達心理学 片づけられない女たち サリ　ソルデン

280 ｻ 伝記 女人絵巻 澤田　ふじ子 箱①

367 ｻ ジェンダー ジェンダー視点で学ぶ女性史 澤田　季江

916 ｻ 記録（日本）
１４歳〈フォーティーン〉満州開拓村からの帰
還

澤地　久枝

914 ｻ エッセイ（日本） 老いの楽しみ 沢村　貞子

369 ｻ 市民活動 女たちが女性センターの運営に乗り出した！
参画プランニング　いわ
て

367 ﾐ 男性・女性問題 不機嫌な夫婦 三砂　ちづる
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サ 361.3 サ 社会関係 体育会系　日本を蝕む病 サンドラ・ヘフェリン

369 ｻ 福祉 人を見捨てない国、スウエーデン 三瓶　恵子

367.5 ｻ 男性論 引退モードの再生学 残間　理江 箱⑨

914 ｻ エッセイ（日本） 元気のヒミツ 残間　里江子

シ 375 ｼ
教育課程．学習指
導

さくぶん　かけたよ　自分の言葉で訴えること
のできる子に

椎土　正子 箱⑪

495 ｺ 妊娠・出産 マザーマシン ジーナ　コリア 箱⑪

366 ﾊ 働き方 ハイト　リポート　女はなぜ出世できないか シェア　ハイト

367.1 ﾊ 女性論 新ハイトリポート シェア　ハイト 箱⑥

367.1 ｼﾞ フェミニズム
第６５回国連女性の地位委員会(CSW65)サ
イドイベント報告書

 JAWW(日本女性監視
機構)CSW65報告書編

367 ｼ ジェンダー ジェンダー・スタディーズ ジェイン・ピルチャー

7.13 ﾊﾞ 人工知能 人工知能 ジェームス・バラッド

367.1 ﾊ 女性論 産まない時代の女たち ジェーン　バートレット

159 ｼﾞ 人生訓. 教訓 私がオバさんになったよ ジェーン・スー

914 ｽ エッセイ（日本） 貴様いつまで女子でいるつもりだ問題 ジェーン・スー

930 ｼﾞ 英米文学
くまのトーマスはおんなのこ　ジェンダーとゆ
うじょうについてのやさしいおはなし

ジェシカ・ウォルトン

335 ｼ 経営
ＬＥＡＮ （リーン・イン）　ＩＮ　　女性、仕事、
リーダーへの意欲

シェリル・サンドバーグ

368 ｼ DV シェルターにおける援助に関する実態調査
シェルター　ＤＶ問題調
査研究会議

368 ｼ DV
シェルターを核とした関係援助機関の活動連
携実態および法制度　運用に関する調査

シェルター　ＤＶ問題調
査研究会議

368 ｼ DV
日本人女性を対象としたドメスティックバイオ
レンスの実態調査

シェルター　ＤＶ問題調
査研究会議

367 ｼ ジェンダー ジェンダーの視点から社会を見る
ジェンダー　学び　プロ
ジェクト

箱⑤

379 ｼ 社会教育
ジェンダー　センシティブからジェンダー　フ
リーへ

ジェンダーに敏感な学
習を考える会

318 ｼ 地方自治 地域リーダー養成マニュアル
ジェンダーイコールソサ
エティ

367.1 ｼﾞ 女性学 私たちの「戦う姫、働く少女」 ジェンダーと労働研究会

369 ｼ 福祉 支援７ 支援編集委員会

280 ｼ 伝記 北斎の娘 塩川　治子

366 ｼ 起業 挑戦　起業家育成への道 塩沢　由典

345 ｼ 税制 これでいいの？女性と年金 塩田　咲子

367.3 ｼ 母親・父親 おーい父親　ＰａｒｔⅡ　夫婦編 汐見　稔幸 箱⑧

379.9 ｼ 家庭教育
子どものコミュニケーションの基本は共感で
す

汐見　稔幸 箱⑪

599 ｼ 育児 おーい父親　ＰａｒｔⅠ　子育て編 汐見　稔幸 箱⑫

599 ｼ 育児 父子手帖 汐見　稔幸

361.45 ｼ コミュニケーション
子どものコミュニケーションの基本は共感で
す

汐見　稔幸

366.29 ｼ 職業ガイド 福祉の仕事オールガイド　９９ 資格試験研究会

367.3 ｼ シングルペアレント 父子家庭が男を救う 重川　治樹

913 ｼ 小説（日本） 岩棚のにおい 重川　治樹

374 ｼ 学校保健 保健室の先生
思春期発達研究会　ふ
くおか

318 ｼ 地方自治 自治のなかの女たち 自治体学会

599 ｼ 育児 忙しいお母さんの失敗しない子育て 品川　孝子

369 ｼ 介護 認知症と長寿社会　笑顔のままで 信濃毎日新聞取材班

369 ｼ 市民活動 新しいボランティア　ひろがるネットワーク シニアプラン開発機構
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シ 367.6 ｼ 子ども いまは話したくないの
ジニー　フランツ　ランソ
ン

箱⑨

778 ｼ 映画 フィルムが紡ぐ女たち
シネマとフェミニズム研
究会

916 ｼ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

１０３歳になってわかったこと 篠田　桃紅

366.38 ｼ 婦人労働.年少労働 男女共同参画社会を超えて 篠原　収 箱④

367.2 ｼ 女性史 女たちの戦後史 大阪からのレポート 柴田　悦子

914 ｼ エッセイ（日本） オンナ３０にして立つ 柴田　かおる

366 ｼ 働き方 新　世界の女たちはいま 柴山　恵美子 箱④

366.38 ｼ 婦人労働.年少労働 世界の女性労働 柴山　恵美子

159 ｼ 人生訓. 教訓 渋井真帆の夢をかなえる女になれる本 渋井　真帆

146 ｼ
臨床心理学. 精神
分析学

ぐさりとくる一言から自分を守る方法 渋谷　武子

366 ｼ 働き方 女って大変。 渋谷　智子

159 ｼ 人生訓. 教訓 〈わたし〉を生きる女たちの肖像 島崎　今日子

280 ｼ 伝記 この国で女であるということ 島崎　今日子

366 ｼ 働き方
３３歳からのハローワーク　アタシ探し　シゴ
ト探し

島沢　優子

367.7 ｼ 中・高年 転んだあとの杖 島田　とみ子

367.5 ｼ 男性論 おやじの世直し 嶋中　労

367.5 ｼ 男性論 兼業主夫マニュアル 清水　恭一 箱⑨

070 ｼ ジャーナリズム 桶川ストーカー殺人事件 清水　潔

367.3 ｼ 親子・家族 家族の倫理学 志水　紀代子 箱⑧

329 ｼ 国際法
女性たちがつくる２１世紀私たちの北京行動
綱領

清水　澄子

495 ｼ 妊娠・出産 大出産　傾向と対策 清水　ちなみ

367.3 ｼ 夫婦 夫は定年　妻はストレス 清水　博子 箱⑧

318 ｼ 地方自治 住民協働型地域づくりシステム 志村　重太郎

367 ｼ 男性・女性問題 放浪息子（1） 志村　貴子

367 ｼ 男性・女性問題 放浪息子（3） 志村　貴子

369.4 ｼ 児童福祉 養育費政策に見る国家と家族 下夷　美幸 箱⑪

159 ｼ 人生訓. 教訓 女が４０代にしておくこと 下重　暁子

367.3 ｼ 親子・家族 家族という病 下重　暁子

367.3 ｼ 親子・家族 家族という病 下重　暁子

318 ｼ 地方自治 女性センターを問う　協働と学習の検証 下村　美恵子

379 ｼ 社会教育 女性問題を学ぶ 下村　美恵子

367.6 ｼ 子ども 世界商品と子供の奴隷 下山　晃 箱⑨

379 ｼ 社会教育 社会教育・生涯学習ハンドブック（８版）
社会教育推進全国協議
会

366 ｼ 働き方 在宅ワーク相談室スタートアップ事例集 社会経済生産性本部 箱④

368.2 ｼ 貧困 事例でみる生活困窮者
社会的包括サポートセ
ンター

367.97 ｼ 同性愛 性的マイノリティサポートブック
社会福祉法人共生会
SHOWA

930 ｼﾞ 英米文学 タンタンタンゴはパパふたり
ジャスティン・リチャード
ソン＆ピーター・パーネ

280 ｼﾞ 伝記 少女たちの明治維新 ジャニス・P・ニシムラ

323 ｼ 憲法 日本国憲法 写楽編集部

591 ﾊ 家庭経営 マネー＆マリッジ　貨幣をめぐる制度と家族 ジャン　パール 箱⑫
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シ 367.9 ﾌ 性・性教育 性の歴史 ジャン　ルイ　フランドン 箱⑩

367.3 ﾀ 親子・家族 子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法 ジャンシー・ダン

367.3 シ 主婦 貧困専業主婦 周　燕飛

917 ｼ 寸言（日本） 女の子のみかた
週刊朝日　がんばる女
の子　はげまし隊　狩生

箱⑫

916 ｼ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

それでも僕は会議で闘う 周防　正行

367.1 ﾐ 女性論 女 ジュール　ミシュレ 箱⑥

368 ﾊ 社会病理 父ー娘　近親姦　家族の闇を照らす ジュディス　Ｌ　ハーマン

493 ﾊ 医療 心的外傷と回復 ジュディス　Ｌ　ハーマン

367 ｼﾞ ジェンダー ジェンダートラブル ジュデイス・バトラー

159 ｼ 人生訓. 教訓 夫をなくしてからのひとりの生き方 主婦の友社

366.8 ｼ
各種の労働・労働
者

ワーキングママ応援ガイド 主婦の友社

367.1 ﾌ フェミニズム 愛の労働
ジョヴァンナ　フランカダ
ラ　コスタ

箱⑥

367 ｼ ジェンダー ジェンダーで読む＜韓流＞文化の現在
城西国際大学ジェン
ダー女性研究所

367.5 ｼ 男性論 居場所を取り戻そう　男たち 庄司　洋子 箱⑨

379 ｼ 社会教育 オープンカレッジから生まれた女たち 湘南ＶＩＲＡＧＯ

280 ｼ 伝記 輝く女性たち　 光葉の三十五名
昭和女子大学女性文化
研究所

367 ｵ ジェンダー ジェンダーと歴史学 ジョーン　W　スコット 箱④

366.3 ｼ
セクシュアルハラス
メント

職場の常識が変わる
職場での性的嫌がらせ
と闘う裁判を支援する会

007 ｼ 情報 女たちの便利帳　５ ジョジョ企画 箱①

367.1 ｼ フェミニズム 女性　戦争　人権　第9号 女性　戦争　人権学会

391 ｼ 戦争 女性　戦争　人権　第8号
女性　戦争　人権学会
学術誌編集委員会

367.1 ｼ 女性学 女性学をつなぐ 女性学研究会 箱⑥

314 ｼ 議会 フツーの女性が選挙で勝つ方法 女性議員をふやす会

528 ｼ 建築設備 家族のキッチン＆ダイニング 女性建築技術者の会 箱⑫

813 ｼ 辞典 日本女性史事典 女性史事典編集委員会

367.1 ｼ 女性学 女性社会学をめざして 女性社会学研究会

180 ｼ 仏教 仏教とジェンダー
女性と仏教東海・関東
ネットワーク

368 ｼ DV
希望の光をいつもかかげて　女性の家
HELP20年

女性の家HELP

379 ｼ 社会教育 社会参画する力をつける学習
女性の学習情報をつな
ぐ会

007 ｼ 情報 女たちの便利帳　１９９４～１９９５
女性の情報をひろげる
会

007 ｼ 情報 女たちの便利帳　２
女性の情報をひろげる
ジョジョ企画

366 ｼ 働き方 働く女性のパワーアップ　メニュー 女性ユニオン東京

146 ｼ
臨床心理学. 精神
分析学

女性ライフサイクル研究　第１０号
女性ライフサイクル研究
所

391 ｼ 戦争 女性ライフサイクル研究　第１４号
女性ライフサイクル研究
所

493 ｼ 医療 女性ライフサイクル研究　第１３号
女性ライフサイクル研究
所

314 ｼ 議会 中西珠子国会発言集 女性連帯基金出版部

366 ｼ 働き方
定年退職と女性　時代を切りひらいた１０人
の証言

女性労働問題研究会

366.1 ｼ
労働政策・行政・法
令

均等法改正で平等は可能か 女性労働問題研究会

366.1 ｼ
労働政策・行政・法
令

差別規制の国際水準 女性労働問題研究会

366.38 ｼﾞ 婦人労働.年少労働
コロナ禍のフリーランス　-〈雇われない働き
方〉の保障を求める-　女性労働研究第65号

女性労働問題研究会
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シ 366.38 ｼﾞ 婦人労働.年少労働 コロナ禍と日韓女性労働者 女性労働問題研究会

369 ｼﾞ 福祉
哀れみはいらない　－全米障害者運動の軌
跡―

ジョセフ　Ｐ　シャピロ

367.2 ｼ 世界の女性 地図でみる世界の女性 ジョニー　シーガー

367.2 ﾃ 女性史 女の歴史への誘い ジョルジュ　デュビィ 箱⑦

311.13 ｼ 政治社会学 永続敗戦論 白井　聡

916 ｼ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

たてがみを捨てたライオンたち 白石　玄

324.64 ｼ 離婚
弁護士が語るわが子の笑顔を守る離婚マ
ニュアル

白井　可菜子

367.6 ｼ 子ども ママ　あたしを好きになって 白河　紫枝 箱⑨

146.8 ｼ
心理療法．カウンセ
リング

赤ずきんとオオカミのトラウマケア 白川　美也子

366 ｼ 働き方 御社の働き方改革、ここが間違っています。 白河　桃子

367.3 ｼ 主婦 専業主婦になりたい女たち 白河　桃子

366 ｼ 働き方 女子と就活 白河桃子・常見陽平

367.1 ｼ フェミニズム
ポルノグラフィー　　ニュー フェミニズム レ
ヴュー3

白藤　花夜子

364 ｼ 社会保障 ベーシックインカムは希望の原理か 白崎　一裕

367.2 ｼ 女性史 四賢婦人物語 益城町

289 ｼ 個人伝記 鬼哭啾啾（キコクシュウシュウ） 辛　淑玉

367.5 ｼ 男性論 強きを助け弱きをくじく男たち 辛　淑玉

324 ｼ 民法 自分でデキル養育費強制執行マニュアル 新川　てるえ 箱③

367.3 ｼ シングルペアレント できる！シングルマザ生活便利帳
新川　てるえ ・　田中
涼子

367.4 ｼ 結婚・離婚 子連れ再婚を考えたときに読む本 新川　てるえ

367.6 ｼ 子ども 離婚家庭の面接交渉実態調査 新川　てるえ

367.3 ｼ シングルペアレント シングルマザーのあなたに
しんぐるまざあず・
ふぉーらむ

369 ｼ 福祉 養育費をもらいましょう
しんぐるまざあず
ふぉーらむ

箱⑩

368 ｼ DV ＤＶ　女性たちのＳＯＳ 人権文化を育てる会

391 ｴ 戦争 策略　女性を軍事化する国際政治 シンシア　エンロー

367.6 ｼ 児童虐待 あなたに伝えたいこと シンシア・Ｌ・メイザー

367.1 ｼ 母性 ９９%のためのフェミニズム宣言
シンジア・アルッザ、ティ
ティ・バタチャーリャ、ナ

312 ｼ 政治史．事情 ジェンダーで読む日本政治 進藤　久美子

367.1 ｼ フェミニズム 世紀末のフェミニズム 進藤　久美子

367 ｼ ジェンダー
失敗しないためのジェンダー表現ガイドブッ
ク

新聞労連ジェンダー表
現ガイドブック編集チー

ス 375 ｽ
教育課程．学習指
導

男の子は泣かない スーアスキュー

367.9 ｽ 性・性教育 カラフルなぼくら スーザン・クークリン

367.3 ｽ 母親・父親 毒になる親 スーザン・フォワード

367.3 ｽ 親子・家族 毒になる姑 スーザン・フォワード

916 ｽ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

自殺 末井　昭

367.3 ｽ 主婦 専業主婦が消える 末包　房子

367.2 ｽ 女性史 女が国家を裏切るときー女学生、一葉 菅　聡子

146 ｽ
臨床心理学. 精神
分析学

思春期女性の心理療法　揺れ動く心の危機 菅　佐和子

146 ｽ
臨床心理学. 精神
分析学

セルフ　アサーション　トレーニング 菅沼　憲治

146 ｽ
臨床心理学. 精神
分析学

こころの談話室へようこそ！ 菅野　泰蔵
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ス 367.3 ｽ 親子・家族 家族の経済学 菅原　眞理子

367 ｽ ジェンダー ジェンダーの世界地図 菅原　由美子

367 ｽ ジェンダー 格差社会を生きる 杉井　静子

367 ｽ ジェンダー 格差社会を生きる 杉井　静子 箱⑤

366.38 ｽ 婦人労働.年少労働 働く女性とマタニティ ハラスメント 杉浦　浩美 箱④

369 ｽ 市民活動 ＮＰＯ　ＮＧＯガイド 杉下　恒夫

368 ｽ 社会病理 逃げられない性犯罪被害者 杉田　聡

371 ｽ 学校教育 男女平等教育のための学習プログラム 杉原　妙子 箱⑪

367.7 ｽ 中・高年 老いたる父と 杉原　美津子

366.8 ｽ
各種の労働・労働
者

日米の働く母親たち 杉本　貴代栄

369 ｽ 福祉 ジェンダー　エシックスと社会福祉 杉本　貴代栄

369 ｽ 福祉 ジェンダーで読む２１世紀の福祉政策 杉本　貴代栄 箱⑩

369 ｽ 福祉 ジェンダーで読む福祉社会 杉本　貴代栄

369 ｽ 福祉 フェミニスト福祉政策原論 杉本　貴代栄 箱⑩

367.2 ｽ 女性史 女性はどう学んできたか 杉本　苑子

366 ｽ 働き方 新　働く女性の味方です！ 杉山　明子

367.6 ｽ 子ども ネグレクト　育児放棄 杉山　春

916 ｽ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

ルポ虐待―大阪二児置き去り死事件 杉山　春

159 ｽ 人生訓. 教訓 大人のためのお稽古ごと入門 杉山　由美子

159 ｽ 人生訓. 教訓 人生なかばのギアチェンジ 杉山　由美子

367.3 ｽ 夫婦 卒婚のススメ 杉山　由美子 箱⑧

367.3 ｽ 母親・父親 バギー　ママの明るい憂鬱 杉山　由美子

375 ｽ
教育課程．学習指
導

２１世紀お子様教育事情 杉山　由美子 箱⑪

599 ｽ 育児 赤ちゃんが来たらこんなことが起きる 杉山　由美子 箱⑫

367.9 ｽ 性問題 自分をさがそ。 杉山　貴志

367 ｽ 男性・女性問題
女性の中年危機　ミドルエイジ・クライシスを
チャンスに変える方法

スザンヌ　シュミット

367.3 ｽ 親子・家族 離婚家庭の子どもの援助
スザンネ　シュトロバッ
ハ

368 ｽ DV モラハラ＆ＤＶ夫の怒りイライラを消す方法 鈴木　邦昭

367.5 ｽ 男性論 ママとパパに聞かせたい２７の話 鈴木　光司

914 ｽ エッセイ（日本） 新しい歌をうたえ 鈴木　光司

367.1 ｽ 女性論 身体を売ったらサヨウナラ 鈴木　涼美

368 ｽ 社会病理 家のない少女たち 鈴木　大介 箱⑩

368.2 ｽ 貧困 最貧困女子 鈴木　大介

916 ｽ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

家のない少年たち 鈴木　大介

916 ｽ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

出会い系のシングマザーたち 鈴木　大介

368 ｽ DV 誰にも言えない夫の暴力 鈴木　隆文

368 ｽ DV ドメスティック　バイオレンス 鈴木　隆文・麻鳥澄江

367.9 ｽ 性・性教育 性 鈴木　みち子 箱⑩

361.453 ｽ メディア メディア　リテラシー　ジェンダー編 鈴木　みどり

361.453 ｽ メディア メディア　リテラシー　入門編 鈴木　みどり 箱③
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ス 361.453 ｽ メディア メディア　リテラシーを学ぶ人のために 鈴木　みどり

493 ｽ 医療
働く女性のメンタルヘルスがとことんわかる
本

鈴木　安名

367.2 ｽ 女性史 女性史を拓く　１ 母と女 鈴木　裕子

367.2 ｽ 女性史 女性史を拓く　２ 翼賛と抵抗 鈴木　裕子

367.2 ｽ 女性史 女性史を拓く　３ 女と戦後５０年 鈴木　裕子

367.2 ｽ 女性史 女性史を拓く　４　慰安婦問題と戦後責任 鈴木　裕子

367.2 ｽ 女性史 フェミニズム　天皇制　歴史認識 鈴木　裕子

367.2 ｽ 女性史 フェミニズムと朝鮮 鈴木　裕子

778 ｽ 映画 続　よむ映画 鈴木　陽子

334 ｽ 人口 超少子化　危機に立つ日本社会 鈴木　りえこ 箱③

364 ｽ 社会保障 年金は本当にもらえるのか？ 鈴木　亘

367.4 ｽ 結婚・離婚 図解　離婚のための準備と手続き 鈴木幸子/柳沢里美

367.2 ス 女性史
女性たちの保守運動　右傾化する日本社会
のジェンダー

鈴木　彩加

369.263 ｽ 老人ホーム 今日も私は、老人ホームの看護師です　① 鈴橋　加織

367.9 ﾋ 性・性教育 セクシュアリティ スティーヴン・ヒース

367.5 ｽ 男性論 男の人ってどうしてこうなの？ スティーブ・ビダルフ

367.6 ｽ 子ども 男の子ってどうしてこうなの？ スティーブ・ビダルフ

369 ｽ 福祉 母子寮と母子生活支援施設のあいだ 須藤　八千代

146.3 ｽ
臨床診断法：面接
法．観察法

相談の力
須藤八千代・土井良多
江子

368 ｽ 社会病理 婦人保護施設と売春・貧困・ＤＶ問題 須藤八千代・宮本節子

368 ｽ ストーカー 危ないオトコから身を守る１０１の鉄則 ストーカー撲滅委員会

367.5 ｽ 男性論 ハゲを生きる 須長　史生

371.4 ｽ 問題行動 いじめの連鎖を断つ 砂川　真澄

368 ｽ DV 子ども虐待としてのＤＶ 春原　由紀

367.2 ﾌ 世界の女性
ダウリーと闘い続けて　インドの女性と結婚
持参金

スバドラー　ブタリアー

336 ｽ 経営管理 町工場の娘 諏訪　貴子

セ 366 ｼ 働き方 ジェンダーと女性労働 セア　シンクレア

367.6 ｾ 子ども あいまいさの精神病理 清家　洋二

367.9 ｾ 性問題 性暴力被害者の医療的支援
性暴力救援センター
大阪SACHICO

367.9 ｾ 性問題 性暴力被害者への支援員の役割
性暴力救援センター
大阪SACHICO

367.9 ｾ 性問題 性暴力被害者の法的支援
性暴力救援センター
大阪SACHICO

289 ｾ 個人伝記 福祉に生きる　吉見　静江 瀬川　和雄

367.4 ｾ 結婚・離婚 婚姻覚書 瀬川　清子

367.97 セ 同性愛 セクシュアルマイノリティ【第３版】
セクシュアルマイノリティ
教職員ネットワーク

318 ｾ 地方自治 協働コーディネーター 世古　一穂 箱②

367 ｾ ジェンダー
東アジアの家父長制　ジェンダーの比較社会
学

瀬地山　角

914 ｾ エッセイ（日本） 老いも病も受け入れよう 瀬戸内　寂聴

324.7 セ 相続法 専門家も驚いた 遺言・相続の内輪話
セブンセンス税理士法
人

914 ｾ エッセイ（日本） 職業は武装解除 瀬谷  ルミ子

367.6 ｾ 子ども 子供の暴力 子供への暴力 芹沢　俊介
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セ 911 ｾ 詩歌（日本） トランキライザー 芹澤　風凜

367.2 ｾ 女性史 室町を歩いた女たち 千　草子 箱⑦

368 ｾ DV 私の生は私のもの
全国女性シェルターネッ
ト東京大会実行委員会

318 ｾ 地方自治 女性関連施設に関する総合調査　１　分析編 全国婦人会館協議会

318 ｾ 地方自治
女性関連施設に関する総合調査　２　施設概
要編

全国婦人会館協議会

345 ｾ 税制 女性と税制　高齢社会と女性の選択
全国婦人税理士連盟
あごら編集部

345 ｾ 税制 配偶者控除なんかいらない！？ 全国婦人税理士連盟

367.2 ｾ 女性史 男女の平等をめざして　自立 連帯 行動
全国婦人の集い実行委
員会

371 ｾ 学校教育 この人が語る　不登校 全国不登校新聞社

320 ｾ 法律 労働時間ハンドブック－改訂新版ー
全国労働基準関係団体
連合会

304 ｾ 社会評論 上野千鶴子に挑む 千田　有紀

367 ｾ ジェンダー 女性学　男性学 千田　有紀

367.2 ｾ 女性史 よりよく生き延びる
せんだい男女共同参画
財団

916 ｾ 記録（日本） よりよく生き延びる
せんだい男女共同参画
財団

ソ 367.2 ｿ 女性史 史料に見る日本女性のあゆみ 総合女性史研究会

367.2 ｿ 女性史 日本女性の歴史（女のはたらき） 総合女性史研究会

367.2 ｿ 女性史 日本女性の歴史（文化と思想） 総合女性史研究会

361 ｿ 社会学 バックラッシュ！ 双風舎編集部

329 ｿ 国際法 日本国政府ナショナルレポート 総理府男女共同参画室

141 ﾛ
普通心理学. 心理
各論

逃げ腰症候群 ソーニャ・ロウズ 箱①

367.7 ｿ 中・高年 女の活路 男の末路 袖井　孝子 箱⑩

366 ｿ 労働問題 考えよう女性活躍社会 孫　奈美

タ 930 ｺ 英米文学 アリーテ姫の冒険 ダイアナ　コールス

324.64 ダ 離婚 離婚をめぐる相談100問100答
第一東京弁護士会
人権擁護委員会

312 ﾀ 政治史．事情 ジェンダーと政治参加 大海　篤子 箱②

367.1 ﾀ フェミニズム フェミニストたちの政治史 大獄　秀夫

367.2 ﾀ 女性史 台湾女性史入門
台湾女性史入門編纂委
員会

367 ﾀ ジェンダー 男性のジェンダー形成 多賀　太

367.5 ﾀ 男性論 男らしさの社会学 多賀　太 箱⑨

368 ﾀ DV 男性の非暴力宣言 多賀　太

361 ﾀ 社会学 メディア文化を社会学する 高井　昌史　谷本　奈穂 箱③

318 ﾀ 地方自治 まちの未来を描く！自治体のＳＤＧｓ 高木　超

916 ﾀ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

アジアで花咲けなでしこたち たかぎ　なおこ

814 ﾀ 語彙 差別用語の基礎知識 高木　正幸

369 ﾀ 福祉 介護施設で死ぬということ 高口　光子

366 ﾀ 働き方 減速して生きる　ダウンシフターズ 髙坂　勝

366 ﾀ 働き方 トライ　とらい ＴＲＹ 高坂　美紀

914 ﾀ エッセイ（日本） あらら非婚ママになっちゃった 高坂　美紀

817 ﾀ 会話 話のおもしろい人　つまらない人 高嶋　秀武 箱⑫

367.3 ﾀ 主婦 主婦が変われば　社会が変わる 高杉　晋吾
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タ 369 ﾀ 介護 袋小路の向こうは青空 鷹野　和美 箱⑪

367.3 ﾀ 母親・父親 モノセクシュアル時代の父親学 高野　清純

320 ﾀ 法律 わが子を守る法律知識　ＳＮＳと未成年 高野　浩樹

367.1 ﾀ 女性論 出産ストライキ 高野瀬　順子 箱⑥

280 ﾀ 伝記 歴史を動かした女たち 高橋　千劔破

367.2 ﾀ 女性史 ブルマーの社会史 高橋　一郎

324 ﾀ 民法 夫婦別姓への招待 高橋　菊江

368 ﾀ 社会病理 売買春問題にとりくむ　性搾取と日本社会 高橋　喜久江

311.7 ﾀ 民主主義 ぼくらの民主主義だぜ 高橋　源一郎

914 ﾀ エッセイ（日本） 還暦からの電脳事始 高橋　源一郎

367 ﾀ ジェンダー ジェンダー学への道案内 高橋　準

320 ﾀ 法律 女性六法 高橋　保

320 ﾀ 法律 法律でみる女性の現在 高橋　保

367.3 ﾀ 夫婦 夫婦学 高橋　保 箱⑧

320 ﾀ 法律 ジュリスト　特集　ジェンダーと法 高橋　均

379 ﾀ 社会教育 ジェンダーと成人教育 高橋　満

368 ﾀ DV デートＤＶと学校 高橋　裕子

367.9 ﾀ 性・性教育
マンガでわかる！２８歳からの　おとめのカラ
ダ大全 今さら聞けない避妊・妊娠・妊活・病

高橋　幸子

379 ﾀ 社会教育
造形ワークショップを支えるファシリエーター
の力

高橋　陽一

493 ﾀ 医療 うつと上手につきあう心理学 高橋　良斉

491 ﾀ 基礎医学
サッコ先生と！からだこころ研究所　小学生
と考える「性ってなに？」

高橋　幸子

368 ﾀ DV ＤＶはいま 高畠  克子

368 ﾀ ストーカー ストーカーからあなたを守る本 高畠  克子

367.6 ﾀ 子ども 暴力防止の4つの力 田上　時子

159 ﾀ 人生訓. 教訓 四十代だからできること　しておきたいこと 高見澤　たか子

367 ﾀ ジェンダー 弟の夫　１巻 田亀　源五郎

367 ﾀ ジェンダー 弟の夫　２巻 田亀　源五郎

914 ﾀ 文学評論（日本） 文学のなかの性と生 高柳　美知子

146.8 ﾀ
心理療法．カウンセ
リング

働く人のための「読む」カウンセリング 高山　直子

146 ﾀﾞ
臨床心理学. 精神
分析学

大切な人を亡くした子どもたちを支える35の
方法

ダギーセンター

371 ﾀ 学校教育 スクールカウンセラーがすすめる１１２冊の本 滝口　俊子

817 ﾀ 会話 お笑い会話力 滝沢　ユウキ 箱⑬

368 ﾀ DV それ　恋愛じゃなくてＤＶです 瀧田　信之 箱⑩

367.3 ﾀ 夫婦 モラハラ婚　～夫に洗脳されていた私～
滝本　たかえ、poko（ぽ
こ）

361.8 ﾀﾞ 社会的成層 大衆の狂気 ダグラス・マレー

366 ﾀ 働き方 雇用システムと女性のキャリア 武石　恵美子

495 ﾀ 婦人科学．産科学 子宮筋腫 武内　裕之

495 ﾀ 妊娠・出産
帝王切開で出産したママに贈る３０のエール
もやもやを消し、自分らしさを取り戻す

竹内正人・横手直美
2021/1/1

3

495 ﾀ 妊娠・出産 ママのための帝王切開の本
竹内正人・細田恭子・横
手直美

726 ﾀ 漫画 赤ちゃん本部長２ 竹内　佐千子
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タ 367.3 ﾀ 母親・父親 娘を持つ父親のための本 タケカワ　ユキヒデ

334 ﾀ 人口
スウェーデンはなぜ少子国家にならなかった
のか

竹﨑　孜 箱③

369 ﾀ 福祉 スウェーデンはなぜ生活大国になれたのか 竹崎　孜

159 ﾀ 人生訓. 教訓 女の人生選び 竹信　三恵子

317.79 ﾀ 防災 災害支援に女性の視点を！ 竹信　三恵子

369.3 ﾀ 災害．災害救助 災害支援に女性の視点を
竹信三恵子・赤石千衣
子

367.3 ﾀ 主婦 主婦はつくられる 武田　京子

367.3 ﾀ 母親・父親 わが子をいじめてしまう母親たち 武田　京子

304 ﾀ 社会評論 日本の気配 武田　砂鉄

304 ﾀ 社会評論
紋切型社会
―言葉で固まる現代を解きほぐす

武田　砂鉄

367.3 タ 母親・父親 父ではありませんが 第三者として考える 武田　砂鉄

367.5 タ 男性論 マチズモを削り取れ 武田　砂鉄

371 ﾀ 教育学 やりすぎ教育　商品化する子どもたち 武田　信子

007 ﾀ 情報 地図でみる日本の女性 武田　祐子 箱①

495 ﾀ 婦人科学．産科学 新　病気とからだの読本　第八巻 武谷　雄二

366 ﾀ 働き方 労働力の女性化 竹中　恵美子

366.38 ﾀ 婦人労働.年少労働 竹中恵美子の女性労働研究50年 竹中　恵美子

367 ﾀ ジェンダー 第２巻　労働とジェンダー 武中　恵美子

367.2 ﾀ 女性史 植民地台湾の日本女性生活史　大正編 竹中　信子

367.2 ﾀ 女性史 植民地台湾の日本女性生活史　明治編 竹中　信子

369 ﾀ 介護 男の介護 竹永　睦男

366 ﾀ 働き方 しあわせに働ける社会へ 竹信　三恵子

366 ﾀ 働き方 日本株式会社の女たち 竹信　三恵子

366 ﾀ 働き方 ルポ雇用劣化不況 竹信　三恵子

366.8 ﾀ
各種の労働・労働
者

家事労働ハラスメント 竹信　三恵子

367 ﾀ ジェンダー 女性を活用する国、しない国 竹信　三恵子

318 ﾀ 地方自治
官製ワーキングプアの女性たち　―あなたを
支える人たちのリアル―

竹信三恵子・戒能民江・
瀬山紀子

366 タ 労働問題 賃金破壊　労働運動を「犯罪」にする国 竹信　三恵子

361.45 ﾀ コミュニケーション 枠組み外しの旅 竹端　寛

778 ﾀ 映画 彼女は何を視ているのか 竹村　和子

431.5 ﾀ 放射線化学
やっかいな放射線と向き合って暮らしていく
ための基礎知識

田崎　晴明

159 ﾀ 人生訓. 教訓 だから　なんなのさ 田嶋　陽子

304 ﾀ 社会評論 もう女はやってられない 田嶋　陽子

367.1 ﾀ 女性論 愛という名の支配 田嶋　陽子

778 ﾀ 映画 フィルムの中の女 田嶋　陽子

916 ﾀ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

田嶋陽子が人生の先達と考える女の大老境 田嶋　陽子

916 ﾀ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

寡黙なる巨人 多田　富雄

367.3 ﾀ 母親・父親 アダルトチルドレン　マザー 橘　由子

599 ﾀ 育児 子どもに手を上げたくなるとき 橘　由子

367.3 ﾀ 親子・家族 家族の経済学
橘木　俊詔 、木村　匡
子

箱⑧
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タ 367.3 ﾀ 夫婦 夫婦格差社会 橘木　俊詔、迫田さやか

367.1 ﾀ 女性論
満足できない女たち　アラフォーは何を求め
ているのか

田中　亜紀子

361.453 ﾀ メディア ジェンダーからみた新聞のうら・おもて 田中　和子

367 ﾀ ジェンダー アジアから視るジェンダー 田中　かず子

367.3 ﾀ 親子・家族 いじめられっ子も親のせい！？ 田中　喜美子

599 ﾀ 育児 ちゃんとがまんのできる子に 田中　喜美子

599 ﾀ 育児 母子密着と育児障害 田中　喜美子 箱⑫

366.29 タ 職業ガイド
キャリアの悩みを解決する13のシンプルな方
法　キャリア・ワークアウト

田中　研之輔

375 ﾀ
教育課程．学習指
導

スクール　セクハラ防止マニュアル 田中　早苗 箱⑪

599 ﾀ 育児 子育て不安の心理相談 田中　千穂子

367.1 ﾀ フェミニズム メディア文化とジェンダーの政治学 田中　東子

367.5 ﾀ 男性論 男がつらいよ 田中　俊之

367.5 ﾀ 男性論 男が働かない、いいじゃないか！ 田中　俊之

491 ﾀ 基礎医学
女の老い・男の老い　　性差医学の視点から
探る

田中　冨久子

289.1 タ 個人伝記（日本人） 明治を生きた男装の女医　高橋瑞物語 田中　ひかる

367 ﾀ ジェンダー ジェンダーで学ぶ宗教学 田中　雅一 箱⑤

367.2 ﾀ 女性史 縁組と女性　家と家のはざまで 田中　真砂子 箱⑦

367.1 ﾀ 女性論 いのちの女たちへ　とり乱しウーマン　リブ論 田中　美津

367.1 ﾀ 女性論 かけがえのない 大したことのない私 田中　美津

914 ﾀ 文学評論（日本） 樋口一葉いやだ！と云ふ 田中　優子

379 ﾀ 社会教育 子どもを信じること 田中　茂樹

159 ﾀ 人生訓. 教訓 女が外国で働くとき 田辺　厚子 箱①

324 ﾀ 民法
同性パートナーシップ制度　世界の動向・日
本の自治体における導入の実際と展望

棚村政行・中川重徳

367.9 ﾀﾞ 性・性教育 ＬＧＢＴの子どもに寄り添うための本
ダニエル・オウェンズ＝
リード

384 タ
社会・家庭生活の
習俗

江戸の女子旅 旅はみじかし歩けよ乙女 谷釜　尋徳

367.5 ﾀ 男性論 女・男たちへ（シリーズ　いまを生きる⑧） 谷川　俊太郎 箱⑨

319 ﾀ 平和問題 戦争と性　第23号
谷口　和憲　戦争と性編
集室

319 ﾀ 平和問題 戦争と性　第27号 谷口　和憲

367.5 ﾀ 男性論 戦争と性　第２１号 谷口　和憲

367.5 ﾀ 男性論 戦争と性　第２２号 谷口　和憲

289.1 タ 個人伝記（日本人） わたしの戦後史 谷たみ　堀江優子

367.4 ﾀ 結婚・離婚 結婚しないかもしれない症候群 谷村　志穂 箱⑨

159 ﾀ 人生訓. 教訓 キャリアポルノは人生の無駄だ 谷本　真由美

366 ﾀ 働き方 起業本能 田畑　則子

367 ﾀ ジェンダー ジェンダーと女性　新装版 田端　泰子

367 ﾀ 男性・女性問題
男社会がしんどい　～痴漢だとか子育てだと
か炎上だとか～

田房　永子

916 ﾀ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

男しか行けない場所に女が行ってきました 田房　永子

368 ﾀ 社会病理 ストーカー加害者　私から逃げてください 田淵　俊彦

914 ﾀ エッセイ（日本）
キレる私をやめたい夫をグーで殴るう妻をや
めるまで

田房　永子

367.3 ﾀ 親子・家族 近代家族とボディポリティクス 田間　泰子 箱⑧
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タ 762 ﾀ 音楽史 クラシック音楽と女性たち 玉川　裕子

318 ﾀ 地方自治 文化行政とまちづくり 田村　明

367.1 ﾀ フェミニズム 政治理論とフェミニズムの間 田村　哲樹 箱⑥

289 ﾀ 個人伝記 ホームレス中学生 田村　裕

726 ミ 漫画 ミステリと言う勿れ 1巻～11巻 田村　由美

367.3 ﾀ 夫婦 夫婦ゲンカで男はなぜ黙るのか タラ・パーカー・ポープ

361 ﾄ 社会学 売春　性労働の社会構造と国際経済 タン　ダム　トゥルン

007 ﾀﾞ 情報 平成２９年度版　男女共同参画白書 男女共同参画局

007 ﾀﾞ 情報 男女共同参画統計データブック２０１５ 男女共同参画研究会

チ 318 ﾁ 地方自治 女性によるまちづくりハンドブック
地域づくり団体全国協
議会

367 ﾁ 男性・女性問題 ジェンダー論をつかむ 千田　有紀

324 ﾁ 民法 慰謝料算定の実務 千葉県弁護士会

367.1 ｼﾞ フェミニズム
「男女格差後進国」の衝撃　無意識のジェン
ダー・バイアスを克服する

治部　れんげ

367 ﾁ ジェンダー 男も女もみんなフェミニストでなきゃ
チママンダ・ンゴズイ・ア
ディーチェ

367.2 ﾁ 女性史
中央区女性史　いくつもの橋を渡って　全2冊
聞き書き集

中央区 箱⑦

367.3 ﾁ 主婦 夫と妻のための新　専業主婦論争 中公新書ラクレ編集部

901 ﾁ 文学 ８２年生まれ、キム・ジョン チョ・ナムジュ

379 ﾁ 社会教育
人やまちが元気になるファシリテータ入門講
座

ちょん　せいこ 箱⑪

ツ 367.4 ﾂ 独身
シングルウーマン白書　　彼女たちの居場所
はどこ？

ツーラ・ゴードン

367.2 ﾂ 世界の女性 女たちのスウェーデン 塚口　レグランド　淑子 箱⑦

367.2 ﾂ 世界の女性 新版　女たちのスウェーデン 塚口　レグランド　淑子

367.6 ﾂ 子ども ＡＤ　ＨＤ　ＬＤがある子どもを育てる本 月森　久江 箱⑨

461 ﾂ 生命倫理 妊娠を考える 柘植　あづみ

495 ﾂ 妊娠・出産 妊娠 柘植　あづみ

336 ﾂ 経営管理 ポスト消費社会のゆくえ 辻井　喬 箱③

367.1 ﾂ 女性論 女という経験 津島　佑子

493 ﾂ 医療 「女性検診」がよくわかる本 対馬　ルリ子

495.4 ﾂ 婦人病 生理のトラブルがつらいときの本 対馬　ルリ子 箱⑫

312 ﾂ 政治史．事情
ジェンダー法　政策研究叢書第9巻雇用　社
会保障とジェンダー

辻村　みよ子

312 ﾂ 政治史．事情 世界のジェンダー平等 辻村　みよ子 箱②

312 ﾂ 政治史．事情
世界のポジティヴ　アクションと男女共同参
画

辻村　みよ子 箱②

318 ﾂ 地方自治 自治体と男女共同参画 辻村　みよ子

318 ﾂ 地方自治 日本の男女共同参画政策 辻村　みよ子

321 ﾂ 法学 ジェンダーの基礎理論と法 辻村　みよ子 箱②

321 ﾂ 法学 ジェンダー法学・政治学の可能性 辻村　みよ子

367 ﾂ ジェンダー Gender &Lawinjapan 辻村　みよ子 箱⑤

367.2 ﾂ 女性史 女性の権利の歴史 辻村　みよ子

367 ﾂ ジェンダー 男でもなく女でもなく 蔦森　樹 箱⑤

367 ﾂ ジェンダー ジェンダーを学ぶ 堤　かなめ

916 ﾂ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

（株）貧困大陸アメリカ 堤　未果
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ツ 361.453 ﾂ メディア 社会の真実の見つけかた 堤　未果

916 ﾂ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

沈みゆく大国　アメリカ 堤　未果

317.79 ﾂ 防災 子連れ防災手帖 つながる．com

368 ﾂ ひきこもり 不登校、選んだわけじゃないんだぜ！ 常野雄次郎、貴戸理恵

320 ﾂ 法律 性と法律 角田　由紀子

331.87 ﾂ
消費．貯蓄．投資．
奢侈．貧困

グラミン銀行を知っていますか 坪井　ひろみ

367.4 ﾂ 結婚・離婚
男のための最強離婚術　慰謝料・養育費・親
権・財産分与・不倫・浮気

露木　幸彦

289 ﾂ 個人伝記 鶴見和子を語る 鶴見　俊輔 箱②

テ 367.9 ﾃ 性・性教育 中絶と避妊の政治学 ティアナ　ノーグレン

371 ﾃ 学校教育 みんな子どもだった ティーンズポスト

368 ﾃ 社会病理 “Ｉｔ”それとよばれた子（少年期） ディヴ・ヘルザー

368 ﾃ 社会病理 “Ｉｔ”それとよばれた子（幼年期） ディヴ・ヘルザー

493.7 ﾃﾞ 精神医学 帰還兵はなぜ自殺するのか デイビット・フィンケル

367.6 ﾃ 子ども Because I am a Girl テイム・ブッチャー

367.2 ﾃ 女性史 二人のアインシュタイン
デサンカ・トルブホヴィッ
チ＝ギュリッチ

368 ﾃ 社会病理 タイから来た女たち 手塚　千砂子 箱⑩

367.9 ﾃ 性・性教育 性愛 手塚　千砂子 箱⑩

289 ﾃ 個人伝記 評伝　川島　芳子 寺尾　紗穂

367.2 ﾃ 女性史 明治の女子留学生 寺沢　龍

366.38 テ 婦人労働.年少労働
女性の仕事と日本の職場 　均等法以後の
「職場の雰囲気」と女性の働き方

寺村　絵里子

367.1 ﾃ 女性論 女性・人権・生きること 天童　睦子

599 ﾃ 育児 育児戦略の社会学 天童　睦子 箱⑫

ト 361 ﾄ 社会学 甘えの構造 土居　健郎

366 ﾄ 働き方 たたかう会社員 東京管理職ユニオン

367.3 ﾄ 母親・父親 父親が語る登校拒否 東京シューレ父母会

366.1 ﾄ
労働政策・行政・法
令

働く女性と労働法２００３年版
東京都産業労働局労働
部労働環境化

367.4 ﾄ 結婚・離婚 わたしたちの選択　結婚 東京都生活文化局

385 ﾄ
通過儀礼．冠婚葬
祭

わたしたちのデザイン　葬送 東京都生活文化局

320 ﾄ 法律 女性のための法律相談ガイド 東京弁護士会

324 ﾄ 民法 これからの選択　夫婦別姓 東京弁護士会

324 ﾄ 民法 離婚　離縁事件実務マニュアル
東京弁護士会法友全期
会

280 ﾄ 伝記 イサム・ノグチ宿命の越境者（上） ドウス　昌代

280 ﾄ 伝記 イサム・ノグチ宿命の越境者（下） ドウス　昌代

813 ﾄ 辞典 改訂新版　漢字源 藤堂　明保

366 ﾄﾞ 労働問題 仕事論：先輩に聞く女性と就職 ドーン・センター

146 ﾄﾞ
臨床心理学. 精神
分析学

だいじょうぶ　自分でできる怒りの消火法
ワークブック

ドーン・ヒューブナー

280 ﾄ 伝記 伝説の女たち
特集版編集部　毎日新
聞社

箱①

366 ﾄ 起業 元気 社長リスト２００５　＆スペシャリスト
特定非営利法人キープ
ラネット

367 ﾄ 男女共同参画 ネットワーカーたちのまちづくり
特定非営利活動法人み
んなのまち草の根ネット

箱⑤

367.1 ﾄ フェミニズム フェミニストカウンセリング研究Ｖｏｌ．６
特定非営利活動法人日
本フェミニストカウンセリ
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ト 367.2 ト 地域女性史
ジェンダー平等の種を蒔きつづけて　藤枝澪
子の足跡

特定非営利活動法人グ
ループみこし

368 ﾄ DV
シェルターから考えるドメスチィック　バイオレ
ンス

特定非営利活動法人か
ながわ女のスペースみ

367.5 ﾄ 男性論 男が語る　家族　家庭
豊島区立男女平等推進
センター

366.1 ﾄ
労働政策・行政・法
令

I LOとジェンダー 戸塚　悦朗

146 ﾄ
臨床心理学. 精神
分析学

アサーショントレーニング自分らしい感情表
現

土沼　雅子

146 ﾄ
臨床心理学. 精神
分析学

つらい気持ちをためこまない！50の方法 土沼　雅子

911 ﾄ 詩歌（日本） 智弥子百句 利根川　裕

367.3 ｺ 親子・家族 親業 トマス　ゴードン

367.4 ﾄ 結婚・離婚
Ｑ＆Ａ再婚の法律相談　離別・死別からのス
テップ

富永　忠祐

367.5 ﾄ 男性論 オトコが男らしさを棄てるとき 豊田　正義

366.8 ﾄ
各種の労働・労働
者

仕事＆子育てを応援する本 とらばーゆ編集部

366.8 ﾄ
各種の労働・労働
者

仕事＆子育てを応援する本 とらばーゆ編集部

143 ｷ 発達心理学 女の能力　男の能力 ドリーン・キムラ

143.5 ﾄ 女性心理 地獄のガールフレンド　１巻 鳥飼　茜

367.1 ﾄ 女性学 女性と美の比較文化 鳥越　成代 箱⑥

914 ﾐ エッセイ（日本）
月が赤く満ちる時　ジェンダー表象　文化の
政治学

トリン　T　ミンハ

ナ 007 ﾅ 情報 男女共同参画白書　平成20年版 内閣府 箱①

320 ﾅ 法律 男女共同参画基本計画 内閣府男女共同参画局

320 ﾅ 法律 逐条解説男女共同参画社会基本法 内閣府男女共同参画局

320 ﾅ 法律 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

367.1 ﾅ 女性学 女性学をまなぶ 内藤　和美

367.3 ﾅ 夫婦 ふたりで半分こ 内藤　弘正

367 ﾅ 男性・女性問題 男女共同参画政策 内藤和美・山谷清志

367.9 ｴ 性・性教育 ヒトはなぜするのか ナイルズ　エルドリッジ

367.7 ﾅ 中・高年 ぼくに老後がくる前に 永井　明

366 ﾅ 働き方 平成おんな大学 長井　和子

280 ﾅ 伝記 新　歴史をさわがせた女たち 永井　路子 箱①

280 ﾅ 伝記 歴史をさわがせた女たち　（外国篇） 永井　路子 箱①

280 ﾅ 伝記 歴史をさわがせた女たち（庶民篇） 永井　路子 箱①

280 ﾅ 伝記 歴史をさわがせた女たち(日本篇） 永井　路子 箱①

367.2 ﾅ 女性史 女帝の歴史を裏返す 永井　路子

913 ﾅ 小説（日本） 流星　お市の方　〔上） 永井　路子

913 ﾅ 小説（日本） 流星　お市の方　〔下） 永井　路子

366 ﾅ 働き方 生きがいを見つけたい専業主婦の仕事探し 永井　祐子

495 ﾅ 人工授精 ＡＩＤで生まれるということ 長沖　暁子

361.1 ﾅ 社会哲学 非暴力を学ぼう 中川　喜代子

320 ﾅ 法律 現代女性と法　改訂版 中川　淳

320 ﾅ 法律 女性のための法学 中川　淳

366 ﾅ 働き方 女性技術者の現場 中川　靖造

599 ﾅ 育児 子どもはみんな問題児。 中川　李枝子
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ナ 318 ﾅ 地方自治
SDGs自治体白書2020　新型コロナとの共存
社会にむけた“SDGs自治体”の取り組み

中口毅博・小澤はる奈

323 ﾅ 憲法 憲法24条＋9条 中里美　博

367.9 ﾅ 性・性教育 ポルノグラフィと性暴力 中里美　博 箱⑩

331.87 ﾅ
消費．貯蓄．投資．
奢侈．貧困

埼玉化する日本 中沢　明子

367.7 ﾅ 中・高年 おひとりさまの法律 中澤　まゆみ

366 ﾅ 再就職 女が働くことをもういちど考える 中島　通子

367 ﾅ ジェンダー 女が働くこと生きること 中島　通子

368 ﾅ DV 性暴力　その後を生きる 中島　幸子

368 ﾅ DV マイ・レジリエンス 中島　幸子

914 ﾅ エッセイ（日本） パリの女は産んでいる 中島　さおり

367 ﾅ ジェンダー 女の子からの出発 長島　世津子

311.4 ﾅ 保守主義 リベラル保守宣言 中島　岳史

366 ﾅ 働き方 男女同一賃金 中島　通子

366.1 ﾅ
労働政策・行政・法
令

働く女性の法律Q＆A 中島　通子

159 ﾅ 人生訓. 教訓 反<絆>論 中島　義道

316 ﾅ 人権 新月の夜が明けるとき 中島　由佳利

367.1 ﾅ フェミニズム 女性の解放　社会の解放 中田　照子 箱⑥

367.3 ﾅ 母親・父親 日米のシングルファーザーたち 中田　照子

368.2 ﾅ 貧困 貧困のなかでおとなになる 中塚　久美子

379 ﾅ 社会教育 女性問題と社会教育 中藤　洋子

280 ﾅ 伝記 女の本屋の物語 中西　豊子

366 ﾅ 働き方 労働ダンピング 中野　麻美

366 ﾅ 働き方 育休世代のジレンマ 中野　円佳

367.3 ﾅ 親子・家族 「家族」する家族 中野　収 箱⑧

367.5 ﾅ 男性論 厄年の男たち 中野　弘一

367.2 ﾅ 地域女性史
おんな町長奮闘記　福島県棚倉町のリゾート
開発

中野　佐地子

379 ﾅ 社会教育 ファシリテーション革命 中野　民夫

367 ﾅ ジェンダー ジェンダー史を学ぶ 長野　ひろ子

366.1 ﾅ
労働政策・行政・法
令

あなたをパワーアップ　改正均等法活用のポ
イント

中野　麻美

916 ﾅ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

この素晴らしき世界 中野　翠

159 ﾅ 人生訓. 教訓 インパラの朝　ユーラシアアフリカ大陸684日 中村　安希

367.5 ﾅ 男性論 新しい男女像を求めて 中村　彰

367.5 ﾅ 男性論 男がみえてくる自分探しの100冊 中村　彰

367.5 ﾅ 男性論 全力疾走した男たち 中村　彰

367.5 ﾅ 男性論
男性の　生き方　再考　メンズリブからの提
唱

中村　彰

366.38 ﾅ 婦人労働.年少労働 日本の風俗嬢 中村　淳彦

916 ﾅ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

売春未満 中村
ﾅｶﾑﾗ

　淳彦
ｱﾂﾋｺ

324 ﾅ 民法 離婚バイブル 中村　久留美

367.4 ﾅ 結婚・離婚
バツイチなんて言わせない　離婚女性たちの
ＱＯＬ向上宣言

中村　久瑠美

367.3 ﾅ 夫婦 主夫になってはじめてわかった主婦のこと 中村　シュフ
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ナ 159.79 ﾅ
老人・中高年齢者
への人生訓

不安と折り合いをつけてうまいこと老いる生
き方

中村 恒子、奥田 弘美

368 ﾅ ひきこもり ひきこもる　おとなたち 中村　啓

368 ﾅ DV 男たちの脱暴力 中村　正夫

367.4 ﾅ 結婚・離婚 婚姻改姓 夫婦同姓のおとし穴 中村　桃子 箱⑨

801 ﾅ 言語学 女ことばはつくられる 中村　桃子

801 ﾅ 言語学 ことばとフェミニズム 中村　桃子

493 ﾅ 医療 わが家の母はビョーキです 中村　ユキ

367.5 ﾅ 男性論 おじさん図鑑 なかむら　るみ

367.97 ﾅ 同性愛 リオトタケル 中村安希

367.2 ﾅ 地域女性史
東京貧困女子。　彼女たちはなぜ躓いたの
か

中村　淳彦

367.2 ﾅ 女性史
女性の戦後司法―裁判官、女性がおわかり
ですか？

中村　久瑠美

367.2 ﾅ 女性史 女性差別はどう作られてきたか 中村　敏子

375 ﾅ
教育課程．学習指
導

「学力」の経済学 中室　牧子

914 ﾅ エッセイ（日本） アイドルになりたい 中森　明夫

367.9 ﾅ 性問題 ふたりで安心して最後まで暮らすための本 永易　至文

367.9 ﾅ 性問題
「LGBT」ヒストリー そうだったのか、現代日本
の性的マイノリティー

永易　至文

495 ﾅ 妊娠・出産 ３５歳からの出産を選ぶあなたに
中山　摂子　吉水　ゆか
り

箱⑫

367.7 ﾅ 中・高年 老いじたく　成年後見制度と遺言 中山　二基子 箱⑩

324.2 ﾅ 著作権 マルチメディアと著作権 中山　信弘

366.29 ﾅ 職業ガイド 好きがかなう仕事選び 中山　庸子

367.4 ﾅ 結婚・離婚 離婚に関する法律相談 中山善太郎・谷川献吾

289.1 ナ 個人伝記（日本人） 無性愛 中山　咲月

490 ﾅ 医学 「健康第一」は間違っている 名郷　直樹

367.2 ﾅ 女性史 女性史を拓く　５　なぜ、女性史を学ぶか
なぜ　女性誌を学ぶか
編集委員会

368 ﾅ 社会病理 依存症 なだ　いなだ

146 ﾛ
臨床心理学. 精神
分析学

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 箱①

726.6 ﾅ 童画 おむかえパパ ナディーヌ・ブランコム

369 ﾅ 介護 あなたが親にできること 名取　瑞穂

916 ﾅ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

僕が夫に出会うまで 七崎　良輔

495 ﾅ 婦人科学．産科学 私の乳房を取らないで 生井　久美子 箱⑪

159 ﾅ 人生訓. 教訓 人生　き　ら　ら 並木　きょう子

210 ﾅ 日本史 女帝の古代史 成清　弘和

210 ｻ 日本史 女子刑務所
ナワル　エル　サーダウ
イ

367.1 ﾆ 女性論 ハーズ　HERS ナンシ　ニューハウス 箱⑥

913 ﾅ 小説（日本） 有明の別れ 南條　範夫

913 ﾅ 小説（日本） 室町抄 南條　範夫

二 916 ﾆ 記録（日本） よみがえれフー太郎の森 新妻　香織

813 ﾆ 辞典 広辞苑　第五版 新村　出

367.3 ﾆ 親子・家族 離婚と子どものこころ　わが子を守る実例集 二ール・カルター

345 ﾆ 税制 私たちの税金　平成１０年度版 西江　章
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二 146 ﾆ
臨床心理学. 精神
分析学

心の傷を癒すカウンセリング366日 西尾　和美

143 ﾆ 発達心理学 老年期女性の心的世界 西尾　ゆう子

913 ﾆ 小説（日本） きのうの神さま 西川　美和

913 ﾆ 小説（日本） 永い言い訳 西川　美和

367.3 ﾆ 親子・家族 近代国家と家族モデル 西川　祐子 箱⑧

366.38 ﾆ 婦人労働.年少労働
働く女性が３５歳の壁を乗り越えるためのヒ
ント

錦戸　かおり 箱④

369.3 ﾆ 災害．災害救助
避難と支援　埼玉県における広域避難者支
援のローカルガバナンス

西城戸　誠

280 ﾆ 伝記 顔にあざのある女性たち 西倉　実季

367.6 ﾆ 子ども 子どもの虐待 西澤　哲

367.3 ﾆ 夫婦 妻と夫の定年塾 西田　小夜子 箱⑧

367.3 ﾆ 夫婦 定年夫は　なぜこんなにじゃまなのか？ 西田　小夜子

913 ﾆ 小説（日本） 定年漂流 西田　小夜子

367.2 ﾆ 世界の女性 韓国の女たち 仁科　健一

478.35 ﾆ 睡眠 スタンフォード式最高の睡眠 西野　精治

159.6 ｻ 女性の人生訓
女の子が生きていくときに、覚えていてほし
いこと

西原　理恵子

366 ﾆ 働き方 ポスト育児期の女性と働き方 西村　純子

391 ﾆ 戦争 戦の中の女たち　　　戦争　暴力と女性１ 西村　汎子

369 ﾆ 介護 グループホームは老いをつつむ心の縁側 西村　美智代

369 ﾆ 介護 転ばぬ先の介護探検 西村　美智代

375 ﾆ
教育課程．学習指
導

文科省／高校「妊活」教材の嘘
西山千恵子・拓殖あづ
み

367 ﾆ 家族問題 アドルト・チルドレン 西山　明

007 ﾆ 情報 女性　婦人問題の本　全情報４５/９４ 日外アソシエーツ（株）

210 ﾆ 日本史 ジェンダーの視点からみる日韓近現代史
日韓　女性　共同歴史
教材編算委員会

366 ﾆ 働き方 しびれるほど仕事を楽しむ女たち 日経ウーマン 箱④

366.3 ﾆ
セクシュアルハラス
メント

セクハラ防止ガイドブック 日経連出版部

367.7 ﾆ 中・高年 定年前・定年後 ニッセイ基礎研究所 箱⑩

368 ﾆ 社会病理 女子高生の裏社会 仁藤　夢乃

368 ﾆ DV
知っていますか？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

368 ﾆ DV 新版ドメスティック　バイオレンスへの視点
日本ＤＶ防止　情報セン
ター

368 ﾆ DV デートＤＶってなに？Ｑ＆Ａ
日本ＤＶ防止　情報セン
ター

368 ﾆ DV 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

367 ﾆ ジェンダー 性差とは何か 日本学術協力財団 箱⑤

367 ﾆ ジェンダー 人文社会科学とジェンダー 日本学術会議事務局

498.5 ﾆ 食品 レトルト食品を知る
日本缶詰協会レトルト食
品部会

366.1 ﾆ
労働政策・行政・法
令

男女雇用機会均等法早わかり
日本経営者団体連盟事
務局

366 ﾆ 働き方 できれば幸せに働きたい
日本経済新聞生活情報
部

367 ﾆ ジェンダー ジェンダー学を学ぶ人のために 日本ジェンダー学会

495 ﾆ 婦人科学．産科学 あなたを守る子宮内膜症の本
日本子宮内膜症協会
JEMA

箱⑫

379 ﾆ 社会教育 ジェンダーと社会教育 日本社会教育学会

367 ﾆ ジェンダー
Ｑ＆Ａ　男女共同参画　ジェンダーフリー
バッシング

日本女性学会
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二 367.1 ﾆ 女性学 女性学　Ｖｏｌ．１０
日本女性学会学会誌編
集委員会

367.1 ﾆ 女性学 女性学　Ｖｏｌ．１１
日本女性学会学会誌編
集委員会

367.1 ﾆ 女性学 女性学　Ｖｏｌ．１２
日本女性学会学会誌編
集委員会

367.1 ﾆ 女性学 女性学　Ｖｏｌ．１３
日本女性学会学会誌編
集委員会

367.1 ﾆ 女性学 女性学　Ｖｏｌ．１４
日本女性学学会編集委
員会

367.1 ﾆ 女性学 女性学　Ｖｏｌ．８
日本女性学会学会誌編
集委員会

367.1 ﾆ 女性学 女性学　Ｖｏｌ．９
日本女性学会学会誌編
集委員会

366.3 ﾆ
セクシュアルハラス
メント

日米のセクシュアル　ハラスメント
日本太平洋資料ネット
ワーク　C

箱④

367.3 ﾆ 夫婦 悪妻は六十年の不作か？ 日本テレビ 箱⑧

367.7 ﾆ 中・高年 成年後見ガイド
日本ファイナンシャル
プランナーズ協会

367.1 ﾆ フェミニズム フェミストカウンセリング研究VOL.9
日本フェミストカウンセリ
ング学会

007 ﾆ 情報 女性白書２０００ 日本婦人団体連合会 箱①

007 ﾆ 情報 女性白書２００５ 日本婦人団体連合会

007 ﾆ 情報 女性白書２００６ 日本婦人団体連合会

007 ﾆ 情報 女性白書２００７ 日本婦人団体連合会 箱①

367.2 ニ 女性史 女性白書2022 日本婦人団体連合会

280 ﾆ 伝記 女性弁護士の歩み　3人から３０００人へ
日本弁護士連合会両性
の平等に関する委員会

箱②

366.1 ﾆ
労働政策・行政・法
令

こう変わる！男女雇用機会均等法Q＆A 日本弁護士連合会 箱④

367.6 ﾆ 子ども 家族　暴力　虐待の構図 日本弁護士連合会

ヌ 321 ﾇ 法学 パリテの論理　男女共同参画の技法 糠塚　康江

366.3 ﾇ
セクシュアルハラス
メント

キャンパス　セクシュアル　ハラスメント対応
ガイド

沼崎　一郎

367 ﾇ ジェンダー ジェンダー論　の教え方ガイド 沼崎　一郎 箱⑤

368 ﾇ DV なぜ男は暴力を選ぶのか 沼崎　一郎

ネ 367.2 ﾈ 女性史
写真とイラストで学ぶジェンダーからみた日
本女性の歴史

ねりま２４条の会

ノ 916 ﾉ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

オカマだけどOLやってます。完全版 能町　みね子

368 ﾉ DV 愛は傷つけない ノーラ　コーリ

159 ﾉ 人生訓. 教訓 私流の小さなアドバイス 野木　秀子

367.6 ﾉ 子ども 被虐待児の家族支援 野口　啓示 箱⑨

367.3 ﾉ 親子・家族
ステップファミリー　子どもから見た離婚・再
婚

野沢慎司　菊地真理

159 ﾉ 人生訓. 教訓 長男の妻として嫁としての生き方計画 野末　陳平

369 ﾉ 介護 すみません。介護の仕事、楽しいです。 のち　りょうこ

913 ﾉ 小説（日本） 水曜日の凱歌 乃南　アサ

493 ﾉ 医療 旦那さんはアスペルガー 野波　ツナ

379 ﾉ 社会教育 女たちのエンパワーメント 野々村　恵子

367.7 ﾉ 中・高年 女性のための老後を生き抜く110の知恵 野原　すみれ 箱⑩

369 ﾉ 介護 正々堂々がんばらない介護 野原　すみれ 箱⑪

146 ﾉ
臨床心理学. 精神
分析学

変革期の産業カウンセリング 野原　蓉子

141 ﾉ
普通心理学. 心理
各論

コントロール　ドラマ 信田　さよ子

367 ﾉ 家族問題 家族の悩みにお答えしましょう 信田　さよ子

367.3 ﾉ 親子・家族 重すぎる母　無関心な父 信田　さよ子
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ノ 367.3 ﾉ 親子・家族
家族と国家は共謀する　サバイバルからレジ
スタンスへ

信田　さよ子

367.3 ﾉ 夫婦 家族収容所　妻という謎 信田　さよ子 箱⑧

367.3 ﾉ 親子・家族 タフラブという快刀 信田　さよ子

367.3 ﾉ 親子・家族 母からの解放 信田　さよ子

367.6 ﾉ 子ども 夫婦の関係を見て子は育つ 信田　さよ子

368 ﾉ DV DVと虐待 信田　さよ子

368 ﾉ DV 加害者は　変われるか？ 信田　さよ子

368 ﾉ DV 虐待という迷宮 信田　さよ子

368 ﾉ 社会病理 共依存・からめとる愛 信田　さよ子

495 ﾉ 妊娠・出産 障害をもつ子を産むということ 野辺　明子

361.45 ﾉ コミュニケーション ５０００人を変えた！話し方の新・習慣７７ 野村　絵理奈

361.45 ﾉ コミュニケーション 仕事美女になる話し方 野村　絵理奈

280 ﾉ 伝記 埼玉のトップレディ 野村　博一

366 ﾉ 働き方 働く女性の２４時間 野村　浩子

367 ﾉ 男性・女性問題 女性に伝えたい未来が変わる働き方 野村　浩子

916 ﾉ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

１５０００人のアンネ　フランク 野村　路子

379 ﾉ 社会教育 女たちのパワーブック
ノルウェー労働党女性
局

箱⑪

ハ 367.1 ｶ 女性論 才女考　優秀という落とし穴 バーバラ　A　カー 箱⑥

801 ｱ 言語学
男と女のすれ違いはすべての言葉で起こっ
ている バーバラ　アニス

495 ｼ 妊娠・出産 あなたがいて　よかった
バーバラ　シュルゴール
ド

箱⑪

367.6 ﾊ 子ども こども虐待とネグレクト バーバラ　ローエンサル 箱⑩

367.1 ﾛ 母性 母性をつくりなおす バーバラ.Ｋ.ロスマン

289 ﾊ 個人伝記 ペプロウの生涯
バーバラＪ　キャラウエ
イ

箱②

916 ﾊ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

幻聴妄想かるた ハーモニー

367.2 ﾌ 女性史 売春の社会史 バーン　ブーロー

916 ﾊﾞ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

幸せへの近道 バイマー・ヤンジン

916 ﾊ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

統合失調症がやってきた
ハウス加賀谷、松本
キック

366 ﾊ 働き方 迷走する両立支援 萩原　久美子 箱④

369 ﾊ 市民活動 としまＦ１会議 萩原　なつ子

366 ﾊ 働き方 リーママたちへ
博報堂リーママプロジェ
クト

726 ﾊ 絵本 気持ちのキセキ 箱崎　幸恵

598 ﾊ 家庭医学 妊娠・出産をめぐるスピリチュアリティ 橋迫　瑞穂

367.9 ﾊ 性・性教育 橋爪大三郎コレクションⅡ性空間論 橋爪　大三郎 箱⑩

367.1 ﾊ 女性論 あなたの苦手な彼女について 橋本　治

367.2 ﾊ 女性史 日本の女帝の物語 橋本　治

367.5 ﾊ 男性論 橋本治の男になるのだ 橋本　治

367.4 ﾊ 結婚・離婚 離婚相談室 橋本　徹　岡野　あつこ

368 ﾊ DV Ｑ＆Ａモラル・ハラスメント 橋本　智子

369 ﾊ 福祉 女性福祉を学ぶ 橋本　宏子

318 ﾊ 地方自治 町内会物語 長谷川　幸介
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ハ 324 ﾊ 民法 磯野家の相続 長谷川　裕雅

911 ﾊ 詩歌（日本） ジープの氷柱 長谷川　智弥子

599 ﾊ 育児 お母さんはしつけをしないで 長谷川　博一

367.3 ﾊ 親子・家族 女と男と子どもの近代 長谷川　まゆ帆

367.6 ﾊ 子ども しあわせな明日を信じて 長谷川　眞人 箱⑨

368 ﾊ DV シェルター　女が暴力から逃れるために 波田　あい子

726 ﾊ 絵本 じゆうのめがみさん はた　みき

916 ﾊ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

わたし、解体はじめました 畠山　千春

366 ﾊ 働き方 収入減から家計を守る妻の働き方宣言 畠中　雅子、光田　洋子 箱④

366 ﾊ 働き方 ワーキングウーマンが元気印になる１２章
働く女性のための弁護
団

141 ﾊﾟ
普通心理学. 心理
各論

怒ろう パット・パルマー

159 ﾊ 人生訓. 教訓 あこがれの老い 服部　祥子

289 ﾊ 個人伝記
小学館版　学習まんが人物館　ローラ・イン
ガルス

服部　奈美

314 ﾊ 議会 がんばれ！女性議員 パド　ウィメンズオフィス

368 ﾊ DV
ドメスティック　バイオレンス　データブック２０
０２

パド　ウィメンズ　オフィ
ス

778 ﾊ 映画 映画に生きる女性たち
パド　ウィメンズ　オフィ
ス

箱⑫

930 ﾊﾞ 英米文学 ふたりママの家で パトリシア・ポラッコ

366 ﾊ 働き方 働く女性の心理学　第２版 馬場　房子

336.49 ハ
職場の人間関係．
ビジネスマナー

多様性って何ですか？ 羽生　祥子

336 ﾊ 経営管理
あたりまえだけどなかなかできない仕事の
ルール

浜口　直太

367.5 ﾊ 男性論 男性は何をどう悩むのか 濱田　智崇

146 ﾊ
臨床心理学. 精神
分析学

女性の自己表現術　ノーと言える自分づくり パメラ　バトラー

391 ﾊ 戦争 軍国の女たち　　　　　 戦争　暴力と女性２ 早川　紀代

391 ﾊ 戦争 植民地と戦争責任　 戦争　暴力と女性３ 早川　紀代

367.2 ﾊ 女性史 婦人保護事業50年 林　千代

367.5 ﾊ 男性論 くりやのくりごと 林　望

380 ﾊ
風俗習慣．民俗学．
民族学

キルギスの誘拐結婚 林　典子

367.5 ﾊ 男性論 父性の復権 林　道義

366 ﾊ 働き方 テレビ報道職のワーク・ライフ・アンバランス 林香里・谷岡理香

369.11 ﾊ 福祉政策 子育て世代が住みたいと思うまちに 林己知夫/髙橋睦子

367.5 ﾊ 男性論 男の家事のすすめ 早瀬　鑛一

367.2 ﾊ 女性史 工女への旅　富岡製糸場から近江絹糸へ 早田　リツ子

367.2 ﾊ 女性史 野の花のように 早田　リツ子

379 ﾊ 社会教育 暮らしの中から生まれる学び 早田　リツ子

367.5 ﾊ 男性論 恋愛できない男たち 速水　由紀子

367 ﾊ 男女共同参画 男女共同参画と男性　男児の役割 原　ひろ子

367.1 ﾊ 母性 母性から次世代育成力へ 原　ひろ子

368 ﾊ DV
ドメスティック　バイオレンス女性１５０人の証
言

原田　恵理子

366 ﾊ 再就職 女の再就職 原田　静枝

366 ﾊ 再就職 女性の再就職 原田　静枝
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ハ 495 ﾊ 妊娠・出産 ３０歳からの出産 原田　静枝

376 ﾊ 教育問題 江戸しぐさの正体 原田　実

367.5 ﾊ 男性論 女子力男子 原田　曜平

367.9 ﾊ 性・性教育 少女たちと学ぶセクシュアル　ライツ 原田　瑠美子 箱⑩

368 ﾊ DV 恋するまえに バリー　レビィ 箱⑩

914 ﾊ エッセイ（日本） 東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ 遙　洋子

914 ﾊ エッセイ（日本） ハイブリッド　ウーマン 遙　洋子

914 ﾊ エッセイ（日本） れもん、うむもん はるな　檸檬

007 ﾊ 情報 図でみる日本の女性データバンク　三訂版 坂東　眞理子 箱①

007 ﾊ 情報 図でみる日本の女性データバンク　四訂版 坂東　眞理子 箱①

318 ﾊ 地方自治 副知事日記　私の地方行政論 坂東　眞理子

366 ﾊ 働き方 ワークライフバランス 坂東　眞理子 箱④

367 ﾊ 男女共同参画 日本の女性政策 坂東　眞理子 箱⑤

367.1 ﾊ 女性学 女は後半からがおもしろい
坂東　眞理子・上野　千
鶴子

367.3 ﾊ 母親・父親 子どもがいたら　どうなるの？ 坂東　眞理子 箱⑧

480 ﾊ 動物学 夢の動物園 坂東　元 箱⑪

914 ﾊ エッセイ（日本） ソーシャルウーマン 坂東　眞理子

159 ﾊﾞ 人生訓. 教訓 女は後半からがおもしろい
坂東　眞理子・上野千鶴
子

ヒ 495 ﾒ 妊娠・出産 マタニティーパパ ピーター　メイル

367.9 ﾋﾞ 性・性教育
考えたことある？　性的同意   知らないって
ダメかも

ピート・ワリス(著/文), タ
リア・ワリス(著/文)

916 ﾋ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

なかったことにしたくない　実父から性虐待を
受けた私の告白

東　小雪

367.4 ﾋ 結婚・離婚 ふたりのママから、きみたちへ 東小雪・増原裕子

143 ﾋ 発達心理学 母性の喪失と再生 東山　弘子

913 ﾋ 小説（日本） ジョアンナに乾杯 比企　俊太郎

913 ﾋ 小説（日本） ジョアンナに乾杯　２ 比企　俊太郎 箱⑫

159 ﾋ 人生訓. 教訓 女の人生いつでもスタートライン 樋口　恵子

312 ﾋ 政治史．事情 チャレンジ 樋口　恵子

366 ﾋ 働き方 女、一生の働き方 樋口　恵子

367.1 ﾋ フェミニズム
エイジズム　　　　　 ニュー フェミニズム レ
ヴュー４

樋口　恵子

367.3 ﾋ 親子・家族 サザエさんからいじわるばあさんへ 樋口　恵子

367.3 ﾋ 親子・家族 祖母力 樋口　恵子

817 ﾋ 会話 図解　頭がいい人　悪い人の話し方 樋口　裕一

367.7 ﾋ 中・高年 老後をささえる法律相談Q＆A 樋口　由美子

332 ﾋ
経済史・事情．経済
体制

女性たちの平成不況 樋口　美雄 箱③

367.3 ﾋ 親子・家族 家族データブック 久武　綾子 箱⑧

366 ﾋ 労働問題
あ、「やりがい」とかいらないんで、とりあえず
残業代ください

日野　瑛太郎

367.3 ﾋ 親子・家族 離婚後の親子たち 氷室　かんな

367.4 ﾋ 結婚・離婚 離婚後の親子たち 氷室　かんな

914 ﾋ エッセイ（日本） すっぴんは事件か 姫野　カオルコ

146 ﾘ
臨床心理学. 精神
分析学

女性のためのカウンセリング情報’９６～’９７ ヒューマン　リーグ
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ヒ 367.5 ﾋ 男性論 男たちのワーク　ライフ　バランス
ヒューマンルネッサンス
研究所

箱⑨

304 ﾋ 社会評論 移行期的混乱 平川　克己

916 ﾋ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

俺に似たひと 平川　克己

366 ﾋ 働き方
女たちのオルタナティブ　パートに均等待遇
を！

平川　景子

141 ﾋ
普通心理学. 心理
各論

図解 自分の気持ちをきちんと伝える技術 平木　典子

146 ﾋ
臨床心理学. 精神
分析学

アサーション・トレーニング 平木　典子

146 ﾋ
臨床心理学. 精神
分析学

自己カウンセリングとアサーションのすすめ 平木　典子

361.45 ﾋ コミュニケーション アサーションの心 平木　典子

367.3 ﾋ 親子・家族
家族を生きる　違いを乗り越えるコミュニケー
ション

平木　典子・柏木恵子

320 ﾋ 法律 男と女の法律　裏バイブル 平子　保雄 箱②

310.4 ﾋ 政治演説 総理の原稿 平田　オリザ

361.45 ﾋ コミュニケーション わかりあえないことから 平田　オリザ

367.3 ﾋ 親子・家族 １６歳　親と子の間には 平田　オリザ

367.3 ﾋ 親子・家族 現代社会と家族的適応 平野　敏政 箱⑧

318 ﾋ 地方自治 地方からの発想 平松　守彦

367.5 ﾋ 男性論 迫りくる「息子介護」の時代 平山　亮

369 ﾋ 介護
迫りくる「息子介護」の時代　　28人の現場か
ら

平山　亮

289 ｸ 個人伝記 リビング・ヒストリー
ヒラリー・ロダム・クリント
ン

159 ﾋ 人生訓. 教訓 女なら二足のわらじ 広岡　立美

159 ﾋ 人生訓. 教訓 自分さがしの旅 広岡　守穂

312 ﾋ 政治史．事情 政治と自己実現 広岡　守穂

375 ﾋ
教育課程．学習指
導

男女共同参画社会と学校教育 広岡　守穂

599 ﾋ 育児 男だって子育て 広岡　守穂

599 ﾋ 育児 ここが違うよ　日本の子育て 広岡　守穂

914 ﾋ エッセイ（日本） 羊の気持ち 広瀬　光治

367.9 ﾋ 性・性教育 イギリスの性教育政策史 広瀬　裕子

367.2 ﾋ 女性史 女三代の百年 広田　寿子 箱⑦

367.1 ﾋ フェミニズム フェミニズムって何だろう 広渡　清吾 箱⑥

フ 913 ｳ 小説（日本） 女ともだち フェイ・ウｴルドン

146 ﾌ
臨床心理学. 精神
分析学

考えすぎる自分をお休みしよう
フェミニストセラピィ“な
かま”編

367.1 ﾌ フェミニズム フェミニズムと対話した女性たち
フェミニズムと対話した
女性たち編集委員会

361.45 ﾌ コミュニケーション 多文化　共生社会のコミュニケーション フェリス女学院大学 箱③

007 ﾌ 情報 図表で見る女の現在
フォーラム 女性の生活
と展望

367.5 ﾌ 男性論 平成男子図鑑 深澤　真紀 箱⑨

914 ﾌ エッセイ（日本） 「女オンチ」 深澤　真紀

914 ﾌ エッセイ（日本） 日本の女性は１００年たっても面白い 深澤　真紀

159 ﾌ 人生訓. 教訓 「そこそこ　ほどほど」の生き方 深澤　真紀

159 ﾌ 人生訓. 教訓 華やかな悪妻たち 深田　祐介

366 ﾌ 働き方 TOKYOワーキングウーマン新事情 深田　祐介

159 ﾌ 人生訓. 教訓 遺伝子はダメなあなたを愛してる 福岡　伸一

50 ページ



索引 小カテゴリ 書籍名 著者 備考

パートナーシップさいたま　蔵書一覧（著者名順）

令和5年(2023年)4月1日現在

分類番号

フ 461 ﾌ 生命論 できそこないの男たち 福岡　伸一 箱⑪

007 ﾌ 情報 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

366.29 ﾌ 職業ガイド 女性のための資格術 福沢　恵子

336.47 ﾌ 企業内教育
９割がバイトでも最高のスタッフに育つ
デイズニーの教え方

福島　文二郎

320 ﾌ 法律
使いこなそう！ドメスティック・バイオレンス防
止法

福島　瑞穂

327 ﾌ 司法．訴訟手続法 裁判の女性学 福島　瑞穂

366.3 ﾌ
セクシュアルハラス
メント

セクシュアル　ハラスメント 福島　瑞穂

366.3 ﾌ
セクシュアルハラス
メント

セクシュアル　ハラスメント撃退マニュアル 福島　瑞穂 箱④

366.3 ﾌ
セクシュアルハラス
メント

弁護士が教えるセクハラこんなときどうなる 福島　瑞穂

367.1 ﾌ 女性論 出すぎた杭は打たれない 福島　瑞穂 箱⑥

367.3 ﾌ 親子・家族 あれも家族　これも家族 福島　瑞穂

367.3 ﾌ 親子・家族 結婚と家族 福島　瑞穂

495 ﾌ 妊娠・出産 産まない選択 福島　瑞穂

368.3 ﾌ 自殺・自殺予防 自殺危機にある人への初期介入の実際 福島　喜代子

367.3 ﾌ 親子・家族 日本のもと　家族 服藤　早苗

361 ﾌ 社会学 ケガレの文化史　物語　ジェンダー　儀礼 服藤　早苗 箱③

367.2 ﾌ 女性史 平安王朝社会のジェンダー 服藤　早苗

367.2 ﾌ 女性史 平安朝　女の生き方　輝いた女性たち 服藤　早苗

367.2 ﾌ 女性史 平安朝の家と女性　北政所の成立 服藤　早苗

367.2 ﾌ 女性史 平安朝の女と男 服藤　早苗 箱⑦

367.2 ﾌ 女性史 平安朝の母と子 服藤　早苗

367.6 ﾌ 子ども 女児に対する差別と暴力 房野　桂 箱⑩

369 ﾌ 市民活動 菜の花エコ革命 藤井　絢子

366 ﾌ 起業 週末起業 藤井　孝一

366 ﾌ 働き方 日本企業の働く女性たち 藤井　治枝

318 ﾌ 地方自治 どう進めるか　自治体の男女共同参画政策 藤枝　澪子 箱②

289 ﾌ 個人伝記 コミック版　世界の伝記㊻　人見絹枝 藤丘　ようこ

366 ﾌ 働き方 もっと　働くおねえさん 藤臣　柊子

366 ﾌ 働き方 ワーキングウーマンのサバイバルガイド 藤沢　恵子

159 ﾌ 人生訓. 教訓 妻たちの時間 藤沢　典子

361.45 ﾌ コミュニケーション 「聴く」の本 藤田　潮

367.7 ﾌ 老人問題 下流老人・一億総老後崩壊の衝撃 藤田　孝典

368.2 ﾌ 貧困 ひとりも殺させない 藤田　孝典

599 ﾌ 育児 ワンオペ育児　わかってほしい休めない日常 藤田　結子

007 ﾌ 情報 女が変わる　男が変わる１００冊の本 冨士谷　あつ子

367 ﾌ 男女共同参画
男女共同参画の実践　少子高齢化社会への
戦略

冨士谷　あつ子 箱⑤

366.8 ﾌ
各種の労働・労働
者

仕事と子育て両立マニュアル 富士通ウーマンズネット

141 ﾌ
普通心理学. 心理
各論

上司取扱説明書 藤野　祐美

367.3 ﾌ 親子・家族 現代日本人の家族 藤見　純子

367.2 ﾌ 女性史 現代の奴隷制 藤目　ゆき
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フ 369 ﾌ 介護 働きざかり　男が介護するとき 藤本　文郎

318 ﾌ 地方自治 福井モデル－未来は地方から始まる 藤吉　雅春

367.7 ﾌ 中・高年 坂の上の坂 藤原　和博

367.3 ﾌ 母親・父親 父親になるということ 藤原　和博

367.5 ﾌ 男性論 男も変わり目 藤原　房子

813 ﾌ 辞典 婦人問題辞典
婦人問題辞典刊行委員
会

366 ﾌ 働き方 女性が働くとき　保護と平等と 婦人労働研究会

367.4 ﾌ 結婚・離婚 結婚と家族　人間の歴史を考える 布施　晶子

366 ﾌ 働き方 キャバ嬢なめんな。 布施　えり子

367.3 ﾌ 夫婦
男が家事をしない本当の理由　　幸せな家庭
の条件

淵上　勇次郎

367.6 ﾌ 児童虐待 結愛へ　目黒区虐待死事件　母の獄中手記 船戸　優里

320 ﾌ 法律 男女共同参画社会基本法 船橋　邦子

367 ﾌ ジェンダー ジェンダーがやって来た 船橋　邦子

367 ﾌ ジェンダー
知っていますか？ジェンダーと人権　一問一
答

船橋　邦子

367 ﾌ ジェンダー 育児のジェンダー　ポリティクス 舩橋　惠子

367.5 ｷ 男性論 シャイマン　シンドローム
ブライアン　G　ギルマー
ティン

箱⑨

371 ﾌ 学校教育 フリースクール白書
フリースクール全国ネッ
トワーク

366.8 ﾌ
各種の労働・労働
者

フリーター論争２・０ フリーターズフリー

645.6 ﾌ 犬 僕に生きる力をくれた犬 プリズンドッグ取材班

599 ﾌ 育児 保育園義務教育化 古市　憲寿

366 ﾌ 働き方 キャリアカウンセラーという生き方 古川　晶子

367.4 ﾌ 独身 独身婦人連盟 古庄　弘枝 箱⑨

371.45 ﾌ 児童心理
お母さんどうしちゃったの 統合失調症になっ
たの前篇

プルスアルハ

371.45 ﾌ 児童心理
お母さんは静養中 統合失調症になったの後
編

プルスアルハ

371.45 ﾌ 児童心理
家族の心の病気を子供の伝える絵本①ボク
のせいかも

プルスアルハ

371.45 ﾌ 児童心理
子どもの気持ちを知る絵本①わたしの心は
わたしのもの

プルスアルハ

371.45 ﾌ 児童心理
子どもの気持ちを知る絵本②ボクの冒険の
始まり

プルスアルハ

371.45 ﾌ 児童心理
子どもの気持ちを知る絵本③発達凸凹なボ
クの世界

プルスアルハ

371.45 ﾌ 児童心理
ボクのこと忘れちゃったの お父さんはアル
コール依存症

プルスアルハ

367.6 ﾌ 子ども 家族の変容と暴力の国際比較 古橋　エツ子 箱⑩

916 ﾌ 記録（日本） くやし涙うれし涙　神戸 古屋　和雄

916 ﾌ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

妻たちの定年宣言 古屋　和雄 箱⑫

376 ﾌﾞ
幼児・初等・中等教
育

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディ　みかこ

913 ﾌﾟ 小説（日本） 両手にトカレフ プレイディ　みかこ

366 ﾌ 働き方 キャリア　マザーズ ブレインワ－クス 箱④

へ 323 ﾍﾞ 憲法 １９４５年のクリスマス ベアテ・シロタ・ゴードン

146 ﾍﾞ
臨床心理学. 精神
分析学 身体

ｶﾗﾀﾞ

はトラウマを記録
ｷﾛｸ

する
ベッセル・ヴァン・デア・
コーク

366 ﾊ 働き方 母が教えてくれなかった　ゲーム ベティ　Ｌ　ハラガン 箱④

366 ﾍﾞ 働き方 ビジネス　ゲーム ベティ　Ｌ　ハラガン 箱④

367.1 ﾐ 女性論 新しい女性の創造 ベティー　フリーダン
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へ 210 ﾍ 日本史 私たちはどのような時代に生きているのか 辺見　庸

ホ 366.8 ﾎ
各種の労働・労働
者

働くママ＆パパの子育て１１０の知恵 保育園を考える親の会

367.3 ﾎ 親子・家族 祖父母に孫をあずける賢い１００の方法 棒田　明子 箱⑧

332 ﾎ
経済史・事情．経済
体制

女性経済学者群像
ポーキングホーントムソ
ン

箱③

361.5 ﾎ 文化社会学 ビューティ　サロンの社会学 ポーラ　ブラック 箱③

159 ﾎ 人生訓. 教訓 ５０歳からは「孤独力」！ 保坂　隆

367.75 ホ
独居老人・老人世
帯

老いも孤独もなんのその「ひとり老後」の知
恵袋

保坂　隆

498.3 ホ 健康法
あと20年！ おだやかに元気に80歳に向かう
方法

保坂　隆

371 ﾎ 学校教育 あきらめなかった少女たち 保坂　展人

367.6 ﾎ 子ども ルポ 子どもの貧困連鎖 保坂　渉

498.8 ﾎ 労働衛生 会社の中の発達障害 星野　仁彦

599 ﾎ 育児 ゆるっとこそだて応援ブック 細尾　ちあき

914 ﾎ エッセイ（日本） そして＜彼＞は＜彼女＞になった 細川　てんてん

361 ﾎ 社会学
揺らぐ社会の女性と子ども　文化社会学的考
察

細辻　恵子

367.5 ﾎ 男性論 男　の未来に希望はあるか 細谷　実

280 ﾎ 伝記 北の命を抱きしめて
北海道女性医師史編纂
刊行委員会

箱②

379 ﾎ 社会教育 女性と生涯学習 堀田　剛吉 箱⑪

366 ﾎ 起業 わたしがカフェをはじめた日 ホホホ座

367.9 ﾎ 性・性教育 欲望のコード 堀　あきこ

367.3 ホ 夫婦 モラハラ夫と食洗機 堀井 亜生

367.6 ﾎ 子ども 子どもの生活世界へのまなざし 堀内　かおる

375 ﾎ
教育課程．学習指
導

教科と教師のジェンダー文化 堀内　かおる

312 ﾎ 政治史．事情 現代政治と女性政策 堀江　孝司

913 ﾎ 小説（日本） なずな 堀江　敏幸

280 ﾎ 伝記 女性画家10の叫び 堀尾　真紀子

367.9 ホ 性・性教育
気づく立ち上がる育てるー日本の性教育史
におけるクィアペダゴジー

堀川　修平

367.9 ﾎ 性・性教育 森美術館問題と性暴力表現
ポルノ被害と聖母売れ
欲を考える会

367.9 ﾎﾟ 性問題
証言・現代の性暴力とポルノ被害　～研究と
福祉の現場から～

ポルノ被害と性暴力を
考える会

367.3 ﾎ 親子・家族 子供が忌避される時代 本田　和子 箱⑧

289 ﾎ 個人伝記 朝鮮王朝最後の皇太子妃 本田　節子

361 ﾎ 社会学 軋む社会 本田　由紀 箱③

368 ﾎ DV 「モラル・ハラスメント」のすべて 本田りえ　露木肇子　他

369 ﾎ 介護 特養ホーム　入居者のホンネ　家族のホンネ 本間　郁子

376.1 ﾎ 社会科学 乳幼児と親のメンタルヘルス 本間　博彰 箱⑪

マ 367.7 ﾏ 老人問題 マッカイ家のおばあちゃん
マーガレット・フォース
ター

361 ﾏ 社会学 ひ弱な男とフワフワした女の国日本 マークス　寿子

364 ｵ 社会保障 女性のライフサイクル マーサ　Ｎ　オザワ 箱③

368 ﾏ 社会病理 良心をもたない人たち マーサ・スタウト

367.1 ｺ フェミニズム 世界を変えた女性たち マーシア　コーエン

311.1 ﾏ 政治哲学 それをお金で買いますか マイケル・サンデル
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マ 367.4 ﾏ 独身 ひとりで生きる
毎日新聞社　生活家庭
部

367.5 ﾏ 男性論 サラリーマンと呼ばないで 毎日新聞特別取材班

368 ﾏ DV お父さん　怒鳴らないで 毎日新聞生活家庭部

495 ﾏ 妊娠・出産 いのちがあやつられるとき
毎日新聞社会部医療取
材班

箱⑫

916 ﾏ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

女の気持ちＷ　ウエスト
毎日新聞大阪本社　学
芸部

312 ﾏ 政治史．事情
右傾化・女性蔑視・差別の日本の「おじさん」
政治

前川喜平･能川元一･梁
英聖･梁永山聡子

367.3 ﾏ 親子・家族 産める国フランスの子育て事情 牧　陽子

367.3 ﾏ 母親・父親 子どもの発達と父親の役割 牧野　カツコ

159 ﾏ 人生訓. 教訓 賢い女はこう生きる 牧野　昇 箱①

367 ﾏ ジェンダー 刑事司法とジェンダー 牧野　雅子

367.97 ﾏ 同性愛
ゲイカップルに萌えたら迷惑ですか？　－聞
きたい!けど聞けない!LGBTsのこと

牧村　朝子

367.97 ﾏ 同性愛
同性愛は「病気」なの？　僕たちを振り分け
た世界の「同性愛診断法」クロニクル

牧村　朝子

367.97 ﾏ 同性愛 ハッピーエンドに殺されない 牧村　朝子

367.97 ﾏ 同性愛 百合のリアル 牧村　朝子

495 ﾃ 妊娠・出産 悲しいけれど必要なこと マグダ　ディーンズ

312 ﾏ 政治史．事情 戦後史の正体 孫崎　享

366.1 ﾏ
労働政策・行政・法
令

労働法便利事典 真島　伸一郎

367.6 ﾏ 子ども 女だからのふしぎ 魔女っ子くらぶ 箱⑩

289 ﾏ 個人伝記 天使のピアノ 眞杉　章 箱②

367.3 ﾏ 母親・父親 母親幻想から脱け出す 増田　修治

366 ﾏ 起業 起業　独立の強化書 増田　紀彦

328 ﾏ 諸法 わかりやすい介護保険法 増田　雅暢

146 ﾏ
臨床心理学. 精神
分析学

いい人は　なぜ頑張りすぎてしまうのか 町沢　静夫

495 マ 婦人科学．産科学 オトナ女子の自律神経セルフケア大全 松井 真一郎

367.1 ﾏ フェミニズム 何を怖れる 松井　久子

280 ﾏ 伝記 愛と怒り闘う勇気 松井　やより

367.1 ﾏ フェミニズム フェミニズムはだれのもの？ 松井　やより

367.2 ﾏ 世界の女性 グローバル化と女性への暴力 松井　やより 箱⑦

159 ﾏ 人生訓. 教訓 女のエロス　男のエロス 松井　洋子 箱①

498 ﾏ 社会医学 男医にはわからないこと 松井　律子

901 ﾏ 文学 疼くひと 松井　久子

495 ﾏ 妊娠・出産 産む　産まない　産めない 松岡　悦子 箱⑫

369 ﾏ 介護 夫とする在宅介護 松崎　陽子

318 ﾏ 地方自治
市民活動のための自治体入門　行政は何を
考え　どのように行動するのか

松下　啓一 箱②

318 ﾏ 地方自治 文化行政　行政の自己革新 松下　圭一

334 ﾏ 人口 人口減少社会の設計 松谷　明彦

289 ﾏ 個人伝記 自伝じょうちゃん 松谷　みよ子

368 ﾏ DV 夫からのモラルハラスメント まっち～

376 ﾏ
幼児・初等・中等教
育

ふりーせる保育に関する調査研究報告書 松戸市健康福祉本部

159 ﾏ 人生訓. 教訓 なぜ仕事するの？ 松永　真理 箱①
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マ 495 ﾏ 婦人科学．産科学 なぜ婦人科にかかりにくいの？ まつばら　けい

159 ﾏ 人生訓. 教訓 女は脱力！ 松原　惇子 箱①

159 ﾏ 人生訓. 教訓 がんばらないで34歳 松原　惇子

159 ﾏ 人生訓. 教訓 クロワッサン症候群 松原　淳子

367.3 ﾏ 親子・家族 ひとり家族 松原　惇子 箱⑧

367.5 ﾏ 男性論 男たちは夢を捨てたのか 松原　淳子

914 マ エッセイ（日本） ひとり暮らしが一番幸せ 松原かね子、松原惇子

367.1 ﾏ 母性 母性意識を考える 松村　惠子

366 ﾏ 働き方 工事現場に輝くオンナ 松村　みち子 箱④

141.8 ﾏ 意欲 愛は脳を活性化する 松本　元

809 ﾏ 言語生活 頭を鍛えるディベート入門 松本　茂

778 ﾏ 映画 映画をつくった女たち 松本　侑壬子

493 ﾏ 医療 うつ自殺を止める 松本　晃明

778 ﾏ 映画 シネマ女性学 松本　侑壬子

368.3 ﾏ 自殺・自殺予防
「死にたい」に現場で向き合う　自殺予防の
最前線

松本　俊彦

159 ﾏ 人生訓. 教訓 子どもとキャリア　どちらもほしい 円　より子

379 ﾏ 社会教育 ジェンダーフリーを共同で学ぶ
学びを行動にうつす女
たちの会

289 ﾏ 個人伝記 プーラン　デヴィの真実 マラ　セン

916 ﾕ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

わたしはマララ マララ・ユスフザイ

367.1 ｺ フェミニズム
家事労働に賃金を　フェミニズムの新たな展
望

マリアローザ　ダラ・コス
タ

367 ﾏ ジェンダー すぐ忘れる男、決して忘れない女 マリアン・レガト

368 ﾏ DV 殴られる女たち
マリー＝フランス　イル
ゴイエン

366 ﾏ 労働問題 モラルハラスメントが人も会社もダメにする
マリーーフランス・イルゴ
イエンヌ

366.3 ﾏ
セクシュアルハラス
メント

モラル・ハラスメント
マリーーフランス・イルゴ
イエンヌ

367.2 ﾋ 世界の女性 母性と仕事に揺れる三十代 マリーナ　ピアッツア 箱⑦

910 ﾏ 評伝 田村俊子とわたし 丸岡　秀子

367.9 ﾏ 性・性教育 からだを感じよう 丸本　百合子

368.2 ﾏ 貧困 女性ホームレスとして生きる 丸山　里美

141 ﾏ
普通心理学. 心理
各論

心晴れたりくもったり 丸山　隆

ミ 914 ﾐ エッセイ（日本） 一人息子と結婚して 三浦　暁子 箱⑫

367.3 ﾐ 親子・家族 家族と郊外の社会学 三浦　展

367.5 ﾐ 男性論 妻と別れたい男たち 三浦　展

914 ﾐ エッセイ（日本） ふむふむ 三浦　しおん

336 ﾐ 経営管理 「ない仕事」の作り方 みうら　じゅん

312 ミ 政治史．事情 さらば，男性政治 三浦　まり

916 ﾐ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

孤独の意味も、女であることの味わいも 三浦　瑠麗 箱⑬

367.2 ﾐ 女性史 三重の女性史
三重の女性史編さん委
員会

599 ﾐ 育児 働くママ専業ママ 三沢　直子

367.9 ﾐ 性・性教育 性の歴史１　知への意志 ミシェル・フーコー

143 ﾐ 発達心理学 女子の人間関係 水島　広子
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ミ 368.2 ﾐ 貧困 母さんが死んだ 水島　宏明

368.2 ミ 貧困 メディアは「貧困」をどう伝えたか 水島 宏明

367.1 ﾐ フェミニズム
女と表現　　　　　　　ニュー フェミニズム レ
ヴュー2

水田　宗子

367.1 ﾐ 女性学 女性学との出会い 水田　宗子 箱⑥

367.3 ﾐ 親子・家族 居場所考　家族のゆくえ 水田　宗子 箱⑧

361 ﾐ 社会学 居場所のない男、時間のない女 水無田　気流

368.2 ﾐ 貧困 シングルマザーの貧困 水無田　気流

332.06 ﾐ 資本主義 資本主義の終焉と歴史の危機 水野　和夫

367.3 ﾐ 親子・家族 家族　ジェンダーと自由と法 水野　紀子

367.1 ﾐ 女性論 改訂版　近代という名の女性 水村　和子

367 ﾐ ジェンダー ジェンダーからみた日本語教科書 水本　光美

366.3 ﾐ
マタニティハラスメン
ト

マタニティハラスメント 溝上　憲文

367 ﾐ ジェンダー 性と柔　女子柔道史からから問う 溝口　紀子

493 ﾐ 医療 うつは食べ物が原因だった 溝口　徹 箱⑪

367.2 ﾐ 女性史 日本ウーマン・リブ史Ⅲ（１９７５～１９８２）
溝口明代・佐伯洋子三
木草子

367.2 ﾐ 女性史 日本ウーマン・リブ史Ⅰ（１９６９～１９７２）
溝口明代・佐伯洋子三
木草子

367.2 ﾐ 女性史 日本ウーマン・リブ史Ⅱ（１９７２～１９７５）
溝口明代・佐伯洋子三
木草子

312 ﾐ 政治史．事情 ママは大臣　パパは育児 三井　マリ子

366.3 ﾐ
セクシュアルハラス
メント

セクハラ１１０番 三井　マリ子

367.2 ﾐ 世界の女性
男を消せ！ノルウェーを変えた女のクーデ
ター

三井　マリ子

367.2 ﾐ 世界の女性 桃色の権力　世界の女たちは政治を変える 三井　マリ子

916 ﾐ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

バックラッシュの生贄 三井　マリ子

367.1 ﾐ 女性論 ノルウェーを変えた髭のノラ 三井マリ子

314 ﾐ 議会
さよなら一強政治　徹底ルポ　小選挙区制の
日本と比例代表制のノルウェー

三井　マリ子

913 ﾐ 小説（日本） コレキヨの恋文 三橋　貴明

599 ﾐ 育児 赤ちゃんあそぼ！ 港野　梧郎・植松　紀子

376 ﾐ
幼児・初等・中等教
育

正しいパンツのたたみ方 南野　忠晴

376 ﾐ
幼児・初等・中等教
育

正しいパンツのたたみ方　新しい家庭科勉強
法

南野　忠晴

367 ﾐ ジェンダー 女装と日本人 三橋　順子 箱⑤

159 ﾐ 人生訓. 教訓 理系女子的生き方のススメ 美馬　のゆり

367.5 ﾐ 男性論 男たちの更年期クライシス 宮　淑子

495 ﾐ 婦人科学．産科学 不妊と向きあう 宮　淑子

366.3 ﾐ
セクシュアルハラス
メント

セクシュアル　ハラスメント 宮　淑子

493 ﾐ 医療 メノポーズからのからだ　心　性 宮　淑子

407 ﾐ 科学教育
理系女子（リケジョ）あるある　愛すべき!?リケ
ジョの生態公開

みゃーん（宮野さやか）

913.8 ﾐ 童話（日本） 天使のいる教室 宮川　ひろ

367 ﾐ ジェンダー 日本社会とジェンダー 三宅　義子

367.1 ﾐ 女性学 女性学の再創造 三宅　義子 箱⑥

371 ﾐ 学校教育 キャリア形成　能力開発 宮崎　冴子 箱⑪

327 ﾐ 司法．訴訟手続法 公正証書の作り方と活用法 宮崎　好廣
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ミ 367.1 ﾐ 女性論 もうひとつの生き方 宮迫　千鶴 箱⑥

368 ﾐ 社会病理 赤いコートの女 宮下　忠子 箱⑩

366 ﾐ 働き方 宮台教授の就活原論 宮台　真司

367.5 ﾐ 男性論 男らしさの快楽 宮台　真司、辻　泉 箱⑨

367.6 ﾐ 児童虐待 子どもが性被害をうけたとき 宮地　尚子

493.7 ﾐ 精神医学 傷を愛せるか 宮地　尚子

493.7 ﾐ 精神医学 トラウマ 宮地　尚子

159 ﾐ 人生訓. 教訓 自分の人生を最高傑作にする方法
宮西　直子＆グループ
なごん

916 ﾐ 記録（日本） カンチャマ　運命 ミャミャウィン

368.2 ﾐ 貧困 若者が無縁化する 宮本　みち子

368.64 ﾐ 性犯罪 AV出演を強要された彼女たち 宮本　節子

365 ﾐ 生活 男と女の家 宮脇　檀

367.1 ﾐ 女性論 女性同士の争いはなぜ起こるのか 妙木　忍 箱⑥

007 ﾐ 情報 情報検索のスキル 三輪　眞木子

369 ﾐ 福祉 生活保護リアル みわよしこ

495 ﾐ 妊娠・出産 #生理の貧困
みんなの生理(福井みの
り)他

324 ﾐ 民法 よくわかる民法改正 民法改正を考える会

ム 914 ﾑ エッセイ（日本） 君について行こう 向井　万起男

289 ﾑ 個人伝記 コミック版　世界の伝記㉖　クレオパトラ 迎　夏生

289 ﾑ 個人伝記 コミック版　世界の伝記㉛　クララ・シューマン 迎　夏生

289 ﾑ 個人伝記
コミック版　世界の伝記㉞　マイヤ・プリセツカ
ヤ

迎　夏生

289 ﾑ 個人伝記 コミック版　世界の伝記㊸　マリア・テレジア 迎　夏生

369 ﾑ 介護 驚きの介護民俗学 六車　由実

367.1 ﾑ フェミニズム ジェンダー家族を超えて 牟田　和恵

379 ﾑ 社会教育
人が集まる！行列ができる！講座イベントの
つくり方

牟田　静香

367.5 ﾑ 男性論 男をやめる 宗像　恒次

289.1 ム 個人伝記（日本人）
市川房枝　-後退を阻止して前進-　ミネル
ヴァ日本評伝選

村井　良太

367.5 ﾑ 男性論 不妊と男性 村岡　繁

159 ﾑ 人生訓. 教訓 村上さんのところ 村上　春樹

366.29 ﾑ 職業ガイド １３歳のハローワーク 村上　龍

916 ﾑ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

私は負けない 村木　厚子

317.3 ﾑ 公務員 女性官僚という生き方 村木厚子・秋山訓子

336.47 ﾑ 企業内教育
虹色チェンジメーカー　LGBTQ視点が職場と
社会を変える

村木　真紀

367.3 ﾑ 夫婦 夫よあなたが一番のストレスです 村越　克子

367.9 ﾑ 性・性教育 素敵にパートナーシップ 村瀬　敦子

817 ﾑ 会話 電話相談の考え方とその実践 村瀬　嘉代子

369 ﾑ 福祉 おばあちやんが　ぼけた 村瀬　孝生 箱⑪

367.5 ﾑ 男性論 パパはママを愛さない 村瀬　春樹

367.9 ﾑ 性・性教育 恋人とつくる明日 村瀬　幸浩

367.9 ﾑ 性・性教育 素敵にコミュニケーション 村瀬　幸浩
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ム 367.9 ﾑ 性・性教育 性のこと　わが子と話せますか 村瀬　幸浩

367.9 ﾑ 性・性教育 男性解体新書 村瀬　幸浩

379 ﾑ 社会教育 女性問題学習の研究 村田　晶子 箱⑪

007 ﾑ 情報 さいたま女のネットワーク 村田　恵子

366 ﾑ 起業 いくつもの壁にぶつかりながら 村田　早耶香

367 ﾑ ジェンダー 空間の男性学 村田　陽平

333 ﾑ
経済政策．国際経
済

ジェンダーと開発論の形成と展開 村松　安子

361.453 ﾑ メディア 女性とメディアの新世紀へ 村松　泰子 箱③

367.1 ﾑ 女性学 エンパワーメントの女性学 村松　安子

913 ﾑ 小説（日本） 風よ　あらしよ 村山　由佳

メ 366 ﾒ 働き方 働くって　何？
明治大学キャリアサ
ポートセンター

箱④

049 ﾒ 雑著 伝言　２００５ めいぶ journal

367 ﾒ ジェンダー ジェンダーの社会学 目黒　依子

367.3 ﾒ 親子・家族 個人化する家族 目黒　依子 箱⑧

367.5 ﾒ 男性論 男たちの私さがし メンズセンター

367.5 ﾒ 男性論 男らしさから自分らしさへ メンズセンター

367.5 ﾒ 男性論 男女共同参画社会でひろげる男の生き方
メンズセンター　ぷらす
１０プロジェクト

モ 495 ﾓ 妊娠・出産 ひとりひとりのお産と育児の本 毛利　子来

331 ﾓ 経済学．経済思想 里山資本主義 藻谷　浩介

367.3 ﾓ 夫婦 ある夫婦のかたち 本岡　典子

914 ﾓ エッセイ（日本） 気になる科学 元村　有希子

913 ﾓ 小説（日本） 異類婚姻譚 本谷　有希子

367.3 ﾓ 夫婦
くたばれバカ旦那！モラハラ夫との8年間の
戦い

桃猫

367.5 ﾓ 男性論 家事する男の作り方 百世　英絹子 箱⑨

318 ﾓ 地方自治 文化ホールがまちをつくる 森　　啓

367.1 ﾓ フェミニズム 女はポルノを読む 守　如子

280 ﾓ 伝記 明治快女伝　わたしはわたしよ 森　まゆみ

361 ﾓ 社会学 家族社会学の展開 森岡　清美 箱③

368 ﾓ 社会病理 からゆきさん 森崎　和江

914 ﾓ エッセイ（日本） いのちを産む 森崎　和江 箱⑫

141 ﾓ
普通心理学. 心理
各論

もっとことばに出そう！自分の気持ち 森田　汐生 箱①

361.45 ﾓ コミュニケーション 気持ちが伝わる話し方 森田　汐生

367.6 ﾓ 子ども 子どもと暴力 森田　ゆり 箱⑩

367.6 ﾓ 子ども 子どもへの性的虐待 森田　ゆり

368 ﾓ DV 沈黙をやぶって 森田　ゆり

379 ﾓ 社会教育 多様性トレーニング　ガイド 森田　ゆり

369 ﾓ 福祉 父よ、ロンググットバイ　男の介護日誌 盛田　隆二

599 ﾓ 育児 祖父母手帳 森戸　やすみ

367 ﾓ ジェンダー 女らしさ　男らしさ  ジェンダーを考える 森永　康子 箱⑤

367 ﾓ ジェンダー はじめてのジェンダー　スタディーズ 森永　康子 箱⑤
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モ 361.45 モ コミュニケーション
１０代から知っておきたい　あなたを閉じこめ
る「ずるい言葉」

森山　至貴

310.4 モ 政治評論
戦後時代の夕焼けの中で　ポピュリズムとル
サンチマンの同時代を読む

諸岡　泰樹

367.1 ﾓ 女性論 オルタナティブのおんな論 両沢　葉子

361.453 ﾓ メディア 雑誌文化の中の女性学 諸橋　泰樹

361.453 ﾓ メディア ジェンダーの語られ方 メディアのつくられ方 諸橋　泰樹

361.453 ﾓ メディア ジェンダーの罠 諸橋　泰樹

361.453 ﾓ メディア マス　メディアの女性学がめざすもの 諸橋　泰樹

367 ﾓ ジェンダー メディアリテラシーとジェンダー 諸橋　泰樹 箱⑤

ヤ 366 ﾔ 働き方
京ガス男女賃金差別裁判なめたらアカン
で！女の労働力　ペイ　エクイティを女たちの

屋嘉比　ふみ子

816 ﾔ 文章 相談援助職の記録の書き方 八木　亜紀子

367 ﾔ ジェンダー 女性とライフキャリア 矢澤　澄子他

367 ﾔ ジェンダー 都市環境と子育て 矢澤　澄子他

367.1 ﾔ 女性論 都市と女性の社会学 矢澤　澄子

289 ﾔ 個人伝記 コミック版　世界の伝記⑧　マザー・テレサ 谷沢 直

361 ﾔ 社会学 女性差別の社会思想史 安川　寿之輔

498.5 ﾔ 食品
わが子からはじまる　食べものと放射能のは
なし

安田　節子

159 ﾔ 人生訓. 教訓 生きる技法 安富　歩

159 ﾔ 人生訓. 教訓 超訳　論語 安富　歩

599 ﾔ 育児 数字と踊るエリ　娘の自閉症をこえて 八幡　洋

310 ﾔ 政治
日本はなぜ、「基地」と「原発」をとめられない
のか

矢部　宏治

914 ﾔ エッセイ（日本） 皿洗いするのどっち 山内　マリ子

345 ﾔ 税制 よくわかる相続　贈与 山川　一陽

289 ﾔ 個人伝記 おんな二代の記 山川　菊栄

368 ﾔ 社会病理 暴力はどこからきたか 山極　寿一 箱⑩

361 ﾔ 社会学 ダイバーシテイ 山口　一男 箱③

367.1 ﾔ 女性学 女性学概論 山口　真

367.1 ﾔ フェミニズム 社会運動の戸惑い 山口　智美

368 ﾔ DV ＤＶあなた自身を抱きしめて 山口　のり子

368 ﾔ DV 愛する　愛される 山口　のり子

368 ﾔ DV 愛を言い訳にする人たち 山口　のり子

368 ﾔ DV
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

916 ﾔ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

原発大国フランスからの警告 山口　昌子

366.8 ﾔ
各種の労働・労働
者

さあ、育休後からはじめよう　　働くママへの
応援歌

山口　理栄・新田香織

289 ﾔ 個人伝記 秋瑾火焔の女 山崎　厚子 箱②

367.1 ﾔ 女性論 男女論 山崎　浩一 箱⑥

367.2 ﾔ 女性史 サンダカン八番娼館 山崎　朋子

367 ﾔ 男性・女性問題 母ではなくて、親になる 山崎　ナオコーラ

345 ﾔ 税制 少子高齢時代の税金　年金入門 山崎　久民

367 ﾔ ジェンダー 税理士が見たジェンダー 山崎　久民

598 ﾔ 家庭医学 高齢者の食事介護マニュアル 山崎　文雄
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ヤ 367.3 ﾔ 夫婦 未熟な夫と どうつきあうの？ 山崎　雅保

367 ﾔ 家族問題 とらわれない生き方　母として ヤマザキ　マリ

376 ﾔ
幼児・初等・中等教
育

おかあさんデザートに本読んで 山崎　翠

280 ﾔ 伝記 歴史を騒がせた　悪女たち 山崎　洋子 箱②

318 ﾔ 地方自治 コミュニティデザイン 山崎　亮

318 ﾔ 地方自治 男女共同参画推進条例のつくり方 山下　泰子

320 ﾔ 法律 法女性学への招待 山下　泰子

329 ﾔ 国際法 女性差別撤廃条約の展開 山下　泰子

368 ﾔ DV アメリカ発ＤＶ再発防止・予防プログラム 山田　佐和子

336.9 ﾔ 会計学 さおだけ屋はなぜ潰れないのか？ 山田　真哉

289 ﾔ 個人伝記 コミック版　世界の伝記⑱ 樋口一葉 山田　せいこ

289 ﾔ 個人伝記
コミック版　世界の伝記㉘　マリー・アントワ
ネット

山田　せいこ

289 ﾔ 個人伝記 コミック版　世界の伝記④　ヘレン・ケラー 山田　せいこ

289 ﾔ 個人伝記 筆子その愛 山田　火砂子 箱②

320 ﾔ 法律 Q＆Ａ　ドメスティック　バイオレンス法 山田　秀雄

599 ﾔ 育児 子育て 楽天主義 山田　真

599 ﾔ 育児 経産省の山田課長補佐　ただいま育休中 山田　正人

361.453 ﾔ メディア 新型格差社会 山田　昌弘

367.4 ﾔ 結婚・離婚 パラサイト・シングルの時代 山田　昌弘

334 ﾔ 人口 少子社会日本 山田　昌弘 箱③

361.3 ﾔ 社会関係 希望格差社会 山田　昌弘 箱③

367 ﾔ ジェンダー 女性活躍後進国ニッポン 山田　昌弘

367.3 ﾔ 親子・家族 家族のリストラクチュアリング 山田　昌弘

367.3 ﾔ 親子・家族 家族本４０ 山田　昌弘

367.3 ﾔ 親子・家族 迷走する家族 山田　昌弘 箱⑧

367.4 ﾔ 結婚・離婚 結婚の社会学 山田　昌弘

367.4 ﾔ 結婚・離婚 婚活時代 山田　昌弘 箱⑨

367.4 ﾔ 結婚・離婚 婚活時代 山田　昌弘・白河　桃子

367.4 ﾔ 結婚・離婚 絶食系男子となでしこ姫 山田　昌弘・開内文乃

369 ﾔ 介護 あかるく介護 山田　満寿子

361 ﾔ 社会学 「見下すことからはじめよう」 山田　玲司

368 ﾔ 社会病理
誰もボクを見ていない : なぜ17歳の少年は、
祖父母を殺害したのか

山寺　香

369.2 ﾔ 生活保護 失職女子 大和　彩

316 ﾔ 人権 ひと味ちがう人権ワークショップⅡ 山中　千枝子

366.8 ﾔ
各種の労働・労働
者

なぜ女性はケア労働をするのか 山根　純佳

367.3 ﾔ 親子・家族 テキストブック家族関係学　家族と人間性 山根　常男

367.6 ﾔ 子ども 子どもの最貧困国　日本 山野　良一 箱⑩

369.3 ﾔ 災害．災害救助 みんなの防災えほん 山村　武彦

495 ﾔ 妊娠・出産 女子と出産 山本　貴代

367.3 ﾔ 親子・家族 ユリイカ１１月号 山本　充
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ヤ 367.1 ﾔ 女性論 ブルマーの謎＜女子の身体と戦後日本＞ 山本　雄二

914 ﾔ エッセイ（日本） 女 山本　容子

916 ﾔ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

１３歳、「私」をなくした私 山本　潤

367.5 ﾔ 男性論 男が変わる ヤンソン　由実子

367.9 ﾔ 性・性教育 リプロダクティブ　ヘルス ライツ ヤンソン柳沢由実子

366 ﾔ 働き方 自分にやさしい働き方しませんか ヤンソン由美子 箱④

ユ 461 ﾕ 生命倫理 女の子のための愛と性の生命倫理 湯浅　慎一 箱⑪

311.7 ﾕ 民主主義 ヒーローを待っていても世界は変わらない 湯浅　誠

368 ﾕ 社会病理 生きづらさの臨海　溜めのある社会 湯浅　誠 箱⑩

371 ﾕ 学校教育 子の問題で悩む親のために 湯浅　るい子

367.6 ﾕ 子ども ファミリー・シークレット 柳　美里

366 ﾕ 働き方 仕事というライフライン 結城　美恵子

007 ﾕ 情報 情報からの自立
結城美恵子＆女性と情
報プロジェクト

367.6 ﾕ 子ども 貧しい国で女の子として生きるということ 遊タイム出版

916 ﾕ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

私は絶対許さない 雪村　葉子

495 ﾕ 妊娠・出産
妊娠葛藤白書　にんしんＳＯＳ東京の現場か
ら ２０１５－２０１９

湯澤　直美　監修

367.4 ﾕ 結婚・離婚
明治の結婚　明治の離婚 　家庭内ジェン
ダーの原点

湯沢　雍彦

366 ﾍ 働き方 ジェンダー主流化と雇用戦略 ユテ　ベーニング

369 ﾕ 市民活動 世界子供白書２００４
ユニセフ　国連児童基
金

367.9 ﾕ 性・性教育
国際セクシュアリティ教育ガイダンス【改訂
版】－科学的に根拠に基づいたアプローチ

ユネスコ

159 ﾕ 人生訓. 教訓 迷える女子の人生相談 湯山　玲子

914 ﾕ エッセイ（日本） 四十路越え！ 湯山　玲子

367 ﾕ ジェンダー 女の子だから、男のだからをなくす本 ユン・ウンジュ

ヨ 645.9 ﾖ ペット ねこバカＸいぬバカ 養老　孟司

367.3 ﾖ 夫婦 空気の読めない夫たち 横井　暁子

367.6 ﾖ 児童・青少年問題 仮面の家 横川　和夫

367.3 ﾖ 親子・家族
フランスの子育てが、日本よりも10倍楽な理
由

横田　増生

367.6 ﾖ 子ども こどもの権利を買わないで 横田　洋三

334 ﾖ 人口 少子社会カルテ　その現状と課題
横浜市企画局少子　高
齢化社会対策室

318 ﾖ 地方自治 女性施設ジャーナル1998年版 横浜市女性協会

366 ﾖ 起業 新版　起業に失敗しないための起業家読本
横浜市中小企業指導セ
ンター

164 ﾖ 神話・宗教 神話のなかの女たち 横山　　博 箱①

599 ﾖ 育児 だっこはきもちいい 横山　文靖

495 ﾖ 妊娠・出産 みんなに必要な新しい仕事 吉岡　マコ

312 ﾖ 政治史．事情 アジアの花たちへ 吉川　春子

495 ﾖ 妊娠・出産 子どもを持たないという生き方 吉田　あゆみ

916 ﾖ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

シングルマザー家を買う 吉田　可奈

369 ﾖ 介護 男の介護 吉田　利康

331 ﾖ 経済学．経済思想
男女共同参画による日本社会の経済・経営
地域活性化戦略

吉田　浩

368 ﾖ 社会病理
人身売買をなくすために　受入大国日本の
課題

吉田　容子
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ヨ 280 ﾖ 伝記 私がわたくしであることへ 吉武　輝子 箱②

289 ﾖ 個人伝記 炎の画家　三岸節子 吉武　輝子 箱②

367.2 ﾖ 女性史
置き去り　サハリン残留日本女性たちの六十
年

吉武　輝子

367.3 ﾖ 親子・家族 日本の家族を考える 吉武　輝子 箱⑧

159 ﾖ 人生訓. 教訓 漫画　君たちはどう生きるか 吉野　源三郎

916 ﾖ 記録（日本） 洟をたらした神 吉野　せい

368 ﾖ DV 殴る夫　逃げられない妻 吉廣　紀代子

599 ﾖ 育児 子育てに男をまきこむ得作戦 吉廣　紀代子 箱⑫

290 ﾖ 地理 三陸海岸大津波（文春文庫） 吉村　昭

367.3 ﾖ 夫婦 妻には言えない┉┉ 吉村　和久 箱⑧

367.5 ﾖ 男性論 男独り暮らしの快適人生術 吉村　作治 箱⑨

376 ﾖ
幼児・初等・中等教
育

子どもの性格は親がつくる 依田　明

367.1 ﾖ 女性論 女子のチカラ 米澤　泉

916 ﾖ 記録（日本） 満月の夜の森で 米田　佐代子

369 ﾖ 市民活動 ＮＰＯ法人をつくろう　第３版 米田　雅子

369 ﾖ 市民活動 退職後ＮＰＯ 米田　雅子

280 ﾖ 伝記 燦めいて　いま　さきたまの女１２０ 読売新聞社浦和支局

367.3 ﾖ 夫婦 うちの亭主　うちの女房 読売新聞社 箱⑧

368 ﾖ 社会病理 性暴力
読売新聞大阪本社社会
部

914 ﾖ エッセイ（日本） 新しい女 読売新聞社

ラ 368 ｸ DV 女性に対する暴力をめぐる１０年 ラディカ　クマラスワミ

367.6 ﾗ 子ども
DV・虐待にさらされた子どものトラウマを癒
す

ランディ　バンクロフト

368 ﾊ DV ＤＶにさらされる子どもたち ランディ　バンクロフト

368 ﾗ DV ＤＶ・虐待　加害者の実体を知る ランディ　バンクロフト

368 ﾗ DV DV加害者の実体 ランディ　バンクロフト

367.3 ﾗ 親子・家族 わかれる？それともやり直す？ ランディー・バンクロフト

リ 913 ﾘ 小説（日本） 彼岸花が咲く島 李　琴峰

916 ﾘ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

日本に生きる北朝鮮人　リ・ハナの一歩一歩 リ・ハナ

367.9 ﾘ 性問題 禁断の果実  女性の身体と性のタブー
リーヴ・ストロームクヴィ
スト

329 ﾎ 国際法 性と生殖に関する権利 リード　ボーランド 箱③

316.8 ﾘ 人権問題
朝鮮籍とは何か　トランスナショナルの視点
から

李　里花

375 ﾘ
教育課程．学習指
導

フィンランドの教育力 リッカ　パッカラ 箱⑪

916 ﾘ
手記・ルポルター
ジュ（日本）

貧乏の神様-芥川賞作家困窮生活記 柳　美里

367.3 ﾙ 夫婦 夫 妻　この親密なる他人 リリアン　B　ルービン

143 ﾌ 発達心理学 自分を変える本　さわやかな女へ リン　ブルーム

146 ｼ
臨床心理学. 精神
分析学

あなたが悪いのではない リンダ　ジンガロ

367.1 ﾘ フェミニズム 援助者の思想 リンダ　ジンガロ 箱⑥

143 ﾊ 発達心理学 そのひとことが言えたら… リンダ　バブコック

367.6 ｻ 子ども 内なる光
リンダ　ハリディ　サム
ナー

367.6 ｻ 子ども 開かれる心
リンダ　ハリディ　サム
ナー
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リ 367.3 ﾘ 親子・家族 王さまと王さま
リンダ・ハーン／スター
ン・ナイランド

930 ﾘ 英米文学 王さまと王さま
リンダ・ハーン、スター
ン・ナイランド

146 ｱ
臨床心理学. 精神
分析学

女性心理療法を学ぶ
ルイーズ　アイケンバウ
ム

ル 726 ﾙ 漫画 コウペンちゃん るるてあ

レ 367.2 ﾚ 世界の女性 歴史を変えた50人の女性アスリートたち
レイチェル・イグノトフス
キー

402.8 ﾚ 科学者列伝 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

702 ﾚ 芸術史 社会を変えた50人の女性アーティストたち
レイチェル・イグノトフス
キー

367.1 ﾚ 女性論 おんなのこだから レイフ・クリスチャンソン

371.42 ﾚ いじめ わたしのせいじゃない レイフ・クリスチャンセン

726.6 ﾚ 童画 ４羽のめんどりと1羽のおんどり
レーナ・ランドストロー
ム、オロフ・ランドスト

367.2 ﾚ 女性史 女性史研究入門 歴史科学協議会

367.2 ﾚ 女性史 学びあう　女と男の日本史 歴史教育者協議会 箱⑦

368 ﾚ DV 傷ついたあなたへ レジリエンス

368 ﾚ DV 傷ついたあなたへ２ レジリエンス

368 ﾚ DV ランディ・バンクラフト氏が答えるQ&A レジリエンス

368 ｳ DV バタードウーマン　虐待される妻たち レノア　Ｅ　ウォーカー

ロ 366 ﾛ 調査統計 平成８年版　働く女性の実情 労働省婦人局

366 ﾛ 調査統計 平成９年版　働く女性の実情 労働省女性局

366.1 ﾛ
労働政策・行政・法
令

Ｑ＆Ａ　男女雇用機会均等法
労働省女性局女性政策
課

箱④

366 ﾛ 働き方 こうして手にする仕事と生活の調和 労働調査会出版局

366.1 ﾛ
労働政策・行政・法
令

改正男女雇用機会均等法 労働調査会出版局 箱④

367.6 ｽ 子ども 自分をまもる本
ローズマリー　ストーン
ズ

369 ｺ 市民活動 ボランティアという生き方 ロバート　コールズ

367 ﾛ ジェンダー ジェンダーは科学を変える！？ ロンダ・シービンガー

367 ﾛ ジェンダー 女性を弄ぶ博物学 ロンダ・シービンガー

367.2 ﾛ 女性史 科学史から消された女性 ロンダ・シービンガー

ワ 366 ﾜ 働き方 こんなはずじゃなかった！
ワーキング　ウーマン研
究所総合職研究会

箱④

366 ﾜ 起業 私たちの独立起業ヒストリーin新潟
ワーキングウイメンズア
ソシェィション

159 ﾜ 人生訓. 教訓 アンチ　クロワッサン症候群 わいふ編集部

367.7 ﾜ 中・高年 私を襲った老人問題 わいふ編集部

369 ﾜ 介護 老人ホーム 八つの誤解　五つの矛盾 わいふ編集部

159 ﾜ 人生訓. 教訓 わがままの哲学 若尾　典子 箱①

323 ﾜ 憲法 ジェンダーの憲法学　人権平等非暴力 若尾　典子

367.9 ﾜ 性・性教育
女性の身体と人権　性的自己決定権への歩
み

若尾　典子

367 ﾜ ジェンダー お姫様とジェンダー 若桑　みどり

367 ﾜ ジェンダー ジェンダーの危機を超える！ 若桑　みどり

367 ﾜ ジェンダー 戦争とジェンダー 若桑　みどり

384 ﾜ
社会・家庭生活の
習俗

聖母像の到来 若桑　みどり 箱⑪

391 ﾜ 戦争 戦争がつくる女性像 若桑　みどり

913 ﾜ 小説（日本） おらおらでひとりいぐも 若竹　千佐子
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ワ 367.4 ﾜ 独身 シングル女性の都市空間 若林　芳樹

367.2 ﾜ 女性史
ジェンダーの日本史 下 主体と表現　仕事と
生活

脇田　晴子

367.2 ﾜ 女性史
ジェンダーの日本史 上 宗教と民俗　身体と
性愛

脇田　晴子

369.2 ﾜ 生活保護 生活保護とあたし 和久井 みちる

366 ﾜ 働き方 ワーキングママの時間管理術 ワクママ 箱④

368 ﾜ 社会病理 薬物依存をのり越えて 和田　明美

366.8 ﾜ
各種の労働・労働
者

ママは働いたらもっとスゴイぞ！ 和田　清華

146 ﾜ
臨床心理学. 精神
分析学

悪口を言う人は、なぜ、悪口を言うのか 和田　秀樹

367.9 ﾜ 性・性教育 語り得ぬもの　村上春樹の女性表象 渡辺　えみこ 箱⑩

366.8 ﾜ
各種の労働・労働
者

預けて働くとき 渡辺　一枝

159 ﾜ 人生訓. 教訓 置かれた場所で咲きなさい 渡辺　和子

367.9 ﾜ 性問題 いろいろな性ってなんだろう？ 渡辺　大輔　監修

495 ﾜ 妊娠・出産 産後が始まった！ 渡辺　大地

367 ﾜ ジェンダー マンガワークシートで学ぶ多様な性と生 渡辺　大輔

367.9 ﾜ 性・性教育 いろいろな性ってなんだろう？ 渡辺　大輔

367.9 ﾜ 性問題 性の多様性って何だろう 渡辺　大輔

007 ﾜ 情報 インターネットと２１世紀型女性の起業 渡邊　桃伯子

316 ﾜ 人権 Ｑ＆Ａ　わかりやすい女性の人権 渡辺　智子

361.45 ﾜ コミュニケーション
人間関係をしなやかにするたったひとつの
ルール

渡辺　奈都子

366.8 ﾜ
各種の労働・労働
者

笑って暮らせる共働き 渡辺　直子

336 ﾜ 経営管理 論理力を鍛えるトレーニングブック 渡辺　パコ

336 ﾜ 経営管理
論理力を鍛えるトレーニングブック　意思伝
達編

渡辺　パコ

366 ﾜ 働き方 働き続ける女性たち 渡辺　秀樹 箱④

361.453 ﾜ メディア オトナノメディア　リテラシー 渡辺　真由子 箱③

368 ﾜ 社会病理 リベンジポルノ 渡辺　真由子

367.3 ﾜ 母親・父親 がまんしないで、お母さん！ 渡辺　美恵
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