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1631000013 いわて子育てネット
"結いの心”子育て環境日本
一をめざして

鈴木真理子 岩手日報社 ¥2,000 2001年4月28日 寄贈 貸出可能

1631000021 ドキュメント 時代を拓いた女性たち 読売新聞解説部　編 中央公論新社 ¥720 2002年1月15日 寄贈 2011年7月29日 貸出可能

1631000039
ドキュメント 時代を拓いた女性たち　第二
集

読売新聞解説部　編 中央公論新社 ¥720 2002年11月1日 寄贈 2011年7月29日 貸出可能

1631000047 女性の権利
ハンドブック　女性差別撤廃
条約

国際女性の地位協会 岩波書店 ¥700 1999年1月20日 寄贈 2011年7月29日 貸出可能

1631000054 在宅ワーク　解体新書 神谷　隆之 日本労働研究機構 ¥1,600 1999年8月5日 寄贈 2011年7月29日 貸出可能

1631000062 保育革命 少子化時代の育児と保育 鈴木真理子
スクリーンプレイ出
版株式会社

¥1,600 1997年7月22日 寄贈 貸出可能

1631000070  とっとりの女性史／戦後からの歩み  とっとり女性史編集委員会  鳥取県  2006年8月31日  寄贈

1631000088 女性への暴力
女のスペース・おん　ブック
レット

女のスペース・おん＆
駆け込みシェルター
運営委員会||編

¥600 1996年10月25日 寄贈 貸出可能

1631000096 男たちはなぜ暴力をふるうのか
女のスペース・おん　ブック
レット

女のスペース・おん、
北海道シェルターネッ
トワーク||編

¥600 1998年6月20日 寄贈 貸出可能

1631000104 アメリカの警察官はこう教育されている
―日本のＤＶ法を実効あるも
のとするために―

女のスペース・おん＆
駆け込みシェルター
運営委員会||編

¥700 2001年5月25日 寄贈 貸出可能

1631000112 秋田県婦人生活記録史 上巻 秋田県 秋田県 非売品 1985年11月25日 寄贈

1631000120 秋田県婦人生活記録史 下巻 秋田県 秋田県 非売品 1985年11月25日 寄贈

1631000138 岩手の婦人
岩手県企画調整部青
少年婦人課||編

岩手県 1981年4月10日 寄贈 貸出可能

1631000161 みやぎの女性史
宮城県、みやぎの女
性史研究会||編著

河北新報社 ¥4,800 1999年3月31日 寄贈 貸出可能

1631000179 福島県女性史
福島県女性史編纂委
員会

福島県 1998年3月1日 寄贈 貸出可能

1631000211
寅さんとハマちゃんに学ぶ助け方。助け
られ方の心理学

やわらかく生きるための6つ
のレッスン

石隅利紀 誠信書房 ¥1,200 2006年11月20日 寄贈 2010年9月10日 貸出可能

1631000229 ジェンダー・マネジメント
21世紀型男女共創企業に向
けて

佐野陽子　嶋根政充
志野登人

東洋経済新報社 ¥3,200 2001年5月1日 寄贈 2011年7月29日 貸出可能

1631000237 新米お父さんの子育ての本
妊娠から出産までの注意点と
育児の楽しさがよくわかる

宮本　まき子 永岡書店 ¥951 2000年6月5日 寄贈 2011年9月1日 貸出可能

1631000245 女性記者の記事にみる戦後50年
―参政権から北京会議まで
―

女性ジャーナリスト・
ペン検証と研究の会||
編

1996年3月25日 寄贈 貸出可能

1631000252 働く女性の心理学　第２版 馬場　房子 白桃書房 ¥3,000 1996年10月6日 寄贈 2011年9月1日 貸出可能

1631000260 岩手県農婦協三十年のあゆみ
岩手県農協婦人組織
協議会||編

1984年11月19日 寄贈 貸出可能

1631000278 女審三十年の軌跡 上田　芳江 山口県 1979年3月1日 寄贈 貸出可能

1631000286 都民女性の戦後50年―通史
財団法人東京女性財
団||編著

ドメス出版 1997年3月31日 寄贈 貸出可能

1631000294 むらがつぶれるって？
村上昭美||文
山本ひろゆき||絵

徳島県 寄贈 貸出可能

1631000302 全地婦連30年のあゆみ
全国地域婦人団体連
絡協議会

株式会社新宿書房 1986年2月4日 寄贈 貸出可能

1631000310 豊かな人生のために 第22集 政野澄子 生活学習館 2005年3月31日 寄贈 貸出可能

1631000328
知っていますか？　ドメスティック・バイオ
レンス　一問一答　＜第３版＞

夫・恋人からの暴力
日本ＤＶ防止・情報セ
ンター

解放出版社 ¥1,000 2004年12月30日 貸出可能

1631000336 未来を拓く
―労働省女性行政半世紀の
あゆみ―

(財)女性労働協会
女性と仕事の未来館
||編

2000年12月1日 寄贈 貸出可能

1631000344 かたくりの花のように ―岩手おらほのおなごたち―
岩手女性史を紡ぐ会||
編
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1631000351 青森県女性史　あゆみとくらし
青森県女性史編さん
委員会||編

青森県

1631000369
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 東北大学出版会 ¥2,200 2004年3月31日 寄贈 貸出可能

1631000377 日本の男女共同参画政策
―国と地方公共団体の現状
と課題

辻村みよ子・稲葉馨 東北大学出版会 ¥2,200 2005年3月15日 寄贈 貸出可能

1631000385 ジェンダー法学・政治学の可能性
―東北大学ＣＯＥ国際シンポ
ジウム・日本学術会議シンポ
ジウム―

辻村みよ子・山元一 東北大学出版会 ¥2,200 2005年4月30日 寄贈 貸出可能

1631000393 ジェンダーと教育
―理念・歴史の検討から政策
の実現に向けて

生田久美子 東北大学出版会 ¥2,200 2005年12月1日 寄贈 貸出可能

1631000401
国際婦人年（昭和50年）及び「国際婦人
の十年」（昭和51年～60年）の記録

総理府 1986年3月1日 寄贈 貸出可能

1631000419 家庭科、男も女も！ ―こうして拓いた共修への道
家庭科の男女共修を
すすめる会

ドメス出版 ¥2,500 1997年3月31日 寄贈 貸出可能

1631000427
国連婦人の10年（中間年）と婦人の教育
活動

財団法人日本女子社
会教育会

1981年3月20日 寄贈 貸出可能

1631000435 女性学教育／学習ハンドブック
ジェンダー・フリーな社会をめ
ざして

国立婦人教育会館
女性学・ジェンダー研
究会||編著

有斐閣 ¥2,100 1997年11月30日 寄贈 貸出可能

1631000468 女性福祉を学ぶ ―自立と共生のために― 橋本宏子 ミネルヴァ書房 ¥2,678 1996年12月10日 寄贈 貸出可能

1631000476 からだを語ろう、女から女へ 性・仕事・子育て・私の居場所 丸本　百合子 廣済堂出版 ¥1,300 1993年9月15日 寄贈 貸出可能

1631000484 公務員のセクハラ防止マニュアル 金子雅臣 ぎょうせい ¥1,714 1999年3月1日 寄贈 貸出可能

1631000492 居場所を取り戻そう、男たち 受難の時代を生きる
庄司洋子・木本喜美
子・重川治樹

財団法人　東京女
性財団

1998年3月31日 寄贈 貸出可能

1631000500 岩波　女性学事典
井上輝子・上野千鶴
子・江原由美子・大沢
真理・加納実紀代

岩波書店 ¥4,600 2002年6月20日 寄贈 貸出可能

1631000518 女性学概論 山口真・山手茂 亜紀書房 ¥2,000 1987年7月31日 寄贈 貸出可能

1631000542 男女共同参画推進条例のつくり方
山下泰子・橋本ヒロ
子・齊藤誠

ぎょうせい ¥1,714 2001年6月15日 寄贈 貸出可能

1631000575
全図解　セクハラ・ＤＶ・ストーカー・ちか
ん

被害者を救う法律と手続き 中野麻美・飯野財 自由国民社 ¥1,200 2003年1月15日 寄贈 貸出可能

1631000583 セクシュアリティの心理学 小倉千加子 有斐閣 ¥1,500 2001年5月10日 寄贈 貸出可能

1631000591 セクシュアル・ハラスメント　新版
福島瑞穂・金子雅臣・
中下裕子・池田理知
子・鈴木まり子

有斐閣 ¥1,700 1991年2月10日 寄贈 貸出可能

1631000617 女性学キーワード
岩男　寿美子・加藤
千恵

有斐閣 ¥1,500 1997年12月20日 寄贈 貸出可能

1631000625 女性問題キーワード111
財団法人横浜市女性
協会

ドメス出版 ¥1,700 1997年3月31日 寄贈 貸出可能

1631000633 よくわかる自治体の男女共同参画政策 施策のポイントと課題 広岡守穂・広岡立美 学陽書房 ¥2,100 2001年10月25日 寄贈 貸出可能

1631000641 法女性学への招待　新版
国際法・家族法・労働法・憲
法を中心に

山下泰子・戒能民江・
神尾真知子・植野妙
実子

有斐閣 ¥1,900 1996年8月30日 寄贈 貸出可能

1631000658 増補　新しい女性の創造 ベティ・フリーダン 大和書房 ¥1,800 1965年1月15日 寄贈 2011年9月1日 貸出可能

1631000666 女性労働問題入門 改訂・普及版 照井孝保 熊谷印刷出版部 ¥476 2005年3月30日 寄贈 貸出可能

1631000674 働く女性の法律Ｑ＆Ａ
中島通子・中野麻美
黒岩容子・岡部玲子

有斐閣 ¥1,600 1999年11月30日 寄贈 貸出可能

1631000682 性役割の心理 東清和・小倉千加子 大日本図書 ¥777 1984年9月15日 寄贈 貸出可能

1631000690 性差の社会心理 つくられる男女差 東清和 大日本図書 ¥777 1979年9月5日 寄贈 貸出可能

1631000708 男の座標軸 企業から家庭・社会へ 鹿嶋敬 岩波書店 ¥630 1993年1月20日 寄贈 貸出可能
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1631000716 女たちが変えるアメリカ Ｈｏｒｎｅ川嶋瑤子 岩波書店 ¥640 1988年5月20日 寄贈 貸出可能

1631000724 雇用改革の時代 八代尚宏 中央公論新社

1631000732 ワークショップ 新しい学びと創造の場 中野民夫 岩波書店 ¥740 2001年1月19日 寄贈 貸出可能

1631000740 デンマークに学ぶ豊かな老後 岡本祐三 朝日新聞社 ¥515 1993年10月1日 寄贈 貸出可能

1631000757  法女性学のすすめ
 女性からの法律への問いか
 け

 金城清子  有斐閣 ¥1,800  1997年4月10日  寄贈  貸出可能

1631000765 差別規制の国際水準 女性労働研究　41号 女性労働問題研究会 青木書店 ¥1,500 2002年1月30日 寄贈 貸出可能

1631000773 Ｇｅｎｄｅｒ　2000
「ムーブ」ジェンダーに関する
作品集Ⅲ　テーマ「意思決定
の場への参画」

ムーブ（北九州市立
女性センター）

¥1,500 2001年7月10日 寄贈 貸出可能

1631000781
職場におけるセクシュアルハラスメント防
止対策

厚生労働省雇用均
等・児童家庭局雇用
均等政策課

労働調査会 ¥2,000 2001年3月5日 寄贈 2011年10月1日 貸出可能

1631000799 メディア・リテラシーとジェンダー Dawn Hand Book3
大阪府立女性総合セ
ンター（ドーンセン
ター）

(財)大阪府男女協
働社会づくり財団

¥572 2000年3月1日 寄贈 貸出可能

1631000807 こころの距離 結婚恐怖症候群！？ 長月　もも 文芸社 ¥945 2002年12月15日 貸出可能

1631000815 ナイロビから北京へ
10年の歩み（昭和61年度～
平成7年度）

総理府 1996年3月1日 寄贈 貸出可能

1631000823
ノルウェー　ジェンダーフリー教育用テキ
スト

男女平等の本１～６　教師用
指導書上下

インゲル・ヨハンネ・ア
ルネセン、アウド・ラン
ボー || 著・ノルウェー
男女平等の本を出版

ノルウェー男女平
等の本を出版する
会（ノルゲ出版会）

1998年3月15日 寄贈 貸出可能

1631000831 仕事と家庭と子育てと、私
働きつづける困難を乗り越え
た女性たちの胸のうち

トライワークス　編著 本の泉社 ¥1,600 2000年3月3日 寄贈 2011年9月1日 貸出可能

1631000849 息子が笑った 知的リハビリの記録 佐藤　せつ子 ㈱ルック ¥1,700 1995年9月10日 寄贈 2011年9月1日 貸出可能

1631000856
公務職場におけるセクシュアルハラスメ
ント　防止対策のてびき

人事院セクシュアル・
ハラスメント研究会
編

（財）公務研修協議
会

¥900 1999年8月1日 寄贈 2011年9月1日 貸出可能

1631000864 ことばとフェミニズム 中村　桃子 頸草書房 ¥2,600 1995年12月20日 寄贈 2011年9月1日 貸出可能

1631000872 法女性学のすすめ　第４版
女性からの法律への問いか
け

金城　清子 有斐閣選書 ¥1,800 1983年4月25日 寄贈 2011年9月1日 貸出可能

1631000880 ママは大臣　パパは育児
ヨーロッパをゆさぶる男女平
等の政治

三井　マリ子 明石書店 ¥2,000 1995年7月31日 寄贈 2011年9月1日 貸出可能

1631000898 Happy Technology
女の子のための理工系進学
情報誌

鳥田　守 ㈱アネスタ 2011年8月31日 寄贈 2011年9月1日

1631000914 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
―女と男のこれから
―」編集委員会

神奈川県県民部婦
人企画室

1991年3月1日 寄贈 貸出可能

1631000922
わかりやすいセクシュアルハラスメント
裁判事例集

（財）21世紀職業財団 ¥1,800 2005年5月1日 寄贈 2011年9月1日 貸出可能

1631000930 セクシュアル・ハラスメント社会学 モダーン・セクシズム
ニジョレー・V・ベノク
レイティス、　ジョー・
R・フィーギン

法律文化社 ¥2,900 1990年6月15日 寄贈 2011年10月1日 貸出可能

1631000955 「国連婦人の十年」の歩み 国内行動計画に沿って (社)日本広報協会 寄贈 貸出可能

1631000971 ニュージーランド・ノート 創刊号（冊子）
東北公益文科大学
ニュージーランド研
究所

2002年11月25日 寄贈 貸出可能

1631001003 愛ひとすじに 大山　光伝 大山朝常 二ライ社 1990年8月15日 寄贈 貸出可能

1631001029 元気になりたい！女の本
北京世界女性会議からあな
たへ

Human Rights of
Womenの会

日本評論社 ¥1,800 1996年9月20日 寄贈 貸出可能

1631001037 環境ビジネスウィメン
11人 成功の原点と輝く生き
方

環境ビジネスウィメン
懇談会||編著

日経ＢＰ社

1631001045
キャリア形成にNPO活動をいかした女性
たち

独立行政法人 国立
女性教育会館||編

朝陽会 ¥477 2005年6月25日 寄贈 貸出可能

1631001052
キャリア形成に生涯学習をいかした女性
たち

改訂版
独立行政法人 国立
女性教育会館||編

2005年6月28日 寄贈 貸出可能
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1631001060 次世代育成と公民館
これからの家庭教育・子育て
支援をすすめるために

独立行政法人 国立
女性教育会館||編

1631001078 少し立ちどまって、男たち
男性のためのジェンダー・フ
リー読本

(財)東京女性財団

1631001086 働き方を変えて、暮らし方を変えよう 新しい社会と個人のために
財団法人 東京女
性財団

2000年3月31日 寄贈 貸出可能

1631001094 ジェンダーの発達心理学 伊藤裕子 ミネルヴァ書房 ¥2,800 2000年11月10日 寄贈 貸出可能

1631001102 ジェンダーの心理学
「男女の思い込み」を科学す
る

青野篤子・森永康子
土肥伊都子

ミネルヴァ書房 ¥2,000 1999年12月10日 寄贈 貸出可能

1631001110 女性がつくる21世紀 私たちの北京「行動綱領」 清水澄子・北沢洋子 女性政策研究所 ¥1,400 1996年2月15日 寄贈 貸出可能

1631001128 生きて、耀いて
変動期を生きぬいた女たちの
記録

熊谷佳枝
杜陵高速印刷出版
部

¥1,800 1998年10月10日 寄贈 貸出可能

1631001136 職場のセクシュアル・ハラスメント 奥山　明良 ゆうひかく選書 ¥1,800 1999年5月30日 寄贈 2011年10月1日 貸出可能

1631001144 女性のデータブック
第3版　性・からだから政治参
加まで

井上輝子・江原由美
子

有斐閣 ¥3,200 1991年4月25日 寄贈 貸出可能

1631001151 働く女性を助けた「モノ」のあゆみ 天野正子
(財)女性労働協会
女性と仕事の未来
館

2003年3月1日 寄贈 貸出可能

1631001169
灯をみつめて　戦後六十年　語り継ぐ女
たちの

1631001177 いっぱいごめん　いっぱいありがと 認知症の母とともに 岡上　多寿子 木耳社 ¥1,200 2006年8月31日 寄贈 2011年9月1日 貸出可能

1631001185 ハピ★キャリ！　目指せ年収1000万円!!
この1冊で、仕事も人生も思い
のまま！

「ハピ★キャリ！」編
集室

主婦の友社 ¥952 2006年7月10日 購入

1631001193 おとこの次世代育て 男性33人からのメッセージ

少子化対応全国キャ
ンペーン「おとこの次
世代育て」プロジェク
ト委員会

（財）児童健全育成
推進財団

貸出可能

1631001201
ジェンダーの語られ方、メディアのつくら
れ方

諸橋泰樹 現代書館 ¥2,300 2002年12月25日 寄贈 貸出可能

1631001219 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 毎日新聞社 ¥1,800 1999年2月25日 寄贈 貸出可能

1631001227 あねさまたちのまちおこし 山崎捷子 歴史春秋社 ¥1,050 2004年4月27日 寄贈 貸出可能

1631001243 母に襁褓をあてるとき 介護　闘いの日々 升添　要一 中央公論社 ¥1,200 1998年1月25日 寄贈 2011年10月1日 貸出可能

1631001250 ニュージーランドの市民と政治 和田明子 明石書店 ¥2,000 2000年9月10日 寄贈 貸出可能

1631001268 女性センターを問う 「協働」と「学習」の検証
下村美恵子・辻智子
内藤和美・矢口悦子

新水社 ¥2,000 2005年6月15日 寄贈 貸出可能

1631001276 女の時代に 男の本音・子どもの言いぶん 須田寿美 熊谷印刷出版部

1631001284 主婦が歩きだすとき 高橋ますみ ＢＯＣ出版部 ¥1,400 1980年2月11日 寄贈 貸出可能

1631001292 ジェンダーフリーを共同で学ぶ 「実践」につなぐ講座の記録
学びを行動にうつす
女たちの会

新水社

1631001318 ジェンダーの法律学 金城清子 有斐閣 ¥1,700 2002年4月20日 寄贈 貸出可能

1631001326 オンナ泣き 北原みのり 晶文社 ¥1,680 2001年4月10日 寄贈 貸出可能

1631001334 豊かな人生のために 第15集 政野澄子 生活学習館 1998年3月31日 寄贈 貸出可能

1631001359 私たちの独立起業ヒストリーｉｎ新潟
地方発・女性による女性のた
めの独立起業指南書

ワーキングウィメンズ
アソシエイション（Ｗ
ＷＡ）

ワーキングウィメン
ズアソシエイション
（ＷＷＡ）

非売品 2003年11月11日 寄贈 貸出可能

1631001367 テラ 私が前世から学んで来たこと 山崎文子 リヴァープレス社 ¥1,429 1997年8月1日 寄贈 貸出可能

1631001375 おんなたちのスウェーデン 機会均等社会の横顔 岡沢憲芙 日本放送出版協会 ¥890 1994年9月20日 寄贈 貸出可能
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1631001383 ネコと裁判官 紺野　朝子||著 父と子の会出版部 ¥1,800 2004年5月16日 寄贈 貸出可能

1631001391 イラストエッセイ　老人の生活リハビリ 三好　春樹 医学書院 ¥2,500 1988年5月1日 寄贈

1631001409 介護覚え書 老人の食事・排泄・入浴ケア 三好　春樹 医学書院 ¥2,000 1992年11月15日 寄贈

1631001425 夢のつづき さとう恭子 童話を愛する会 ¥1,000 1990年12月25日 寄贈 貸出可能

1631001433 セクハラ防止ガイドブック 日経連出版部 日経連出版部 ¥1,000 1999年2月25日 寄贈 2011年10月1日 貸出可能

1631001441 女性問題Q＆A 滋賀県女性政策課 1996年3月1日 寄贈 貸出可能

1631001458 セクハラ防止人事マニュアル 日経連出版部 日経連出版部 ¥2,000 1999年12月25日 寄贈 2011年10月1日 貸出可能

1631001466
職場におけるセクシュアル・ハラスメント
問題

企業法務の視点でとらえた雇
用主の責任と対策

吉川　英一郎 雄松堂出版 ¥2,800 2004年12月10日 寄贈 2011年10月1日 貸出可能

1631001474 ブナの森にて さとう恭子 童謡を愛する会 ¥1,500 1991年5月10日 寄贈 貸出可能

1631001482 赤いりんごと青いりんご
0才からのジェンダー
教育推進事業実行委
員会

寄贈 貸出可能

1631001490
子どもの「生きる力」のためにおとながで
きること

0才からのジェンダー
教育推進事業実行委
員会

寄贈 貸出可能

1631001508 いっしょに考えよう ジェンダーフリーの視点から
はちのへウィメンズア
クション||編

はちのへウィメンズ
アクション

2002年3月1日 寄贈 貸出可能

1631001516
基礎から学ぶ女性のための起業マニュア
ル

1999年 労働省女性局||編 寄贈 貸出可能

1631001524 武庫川女性学研究 創刊号
武庫川女子大学女
性学研究会

1631001532 若者のためのデートDV防止プログラム
相手を尊重する関係をつくる
ために

山口のり子 アウェア[aware] 2003年3月28日 寄贈 貸出可能

1631001557
支援者のためのマニュアル　ＤＶと保健・
医療

財団法人女性のため
のアジア平和国民基
金（アジア女性基金）

1631001565 りんごは赤い？Ⅱ
0才からのジェンダー
教育推進事業実行委
員会||編

0才からのジェン
ダー教育推進事業
実行委員会

2003年3月31日 寄贈 貸出可能

1631001599 時を紡ぐやまがたの女性たち 佐賀県女性の歩み
 山形県・山形県女性
の歩み編集委員会

みちのく書房 ¥5,500 1995年3月1日 寄贈 貸出可能

1631001615 鳥になって ガンとたたかった少女の詩 親川智子 二ライ社 ¥1,200 1989年12月10日 寄贈 貸出可能

1631001631 秋田の青少年・女性 1998年版
秋田県生活環境部青
少年女性課

秋田県生活環境部
青少年女性課

1631001649
公務職場におけるセクシュアルハラスメ
ント　防止対策のてびき

人事院セクシュアル・
ハラスメント研究会
編

（財）公務研修協議
会

¥900 1999年8月1日 寄贈 2011年10月1日 貸出可能

1631001698 おんな板橋に生きて
板橋の女性誌を学ぶ
会

待望社 1990年11月20日 寄贈 貸出可能

1631001706 滝沢村の歴史
福田武雄・下斗米昭
一　共著

熊谷印刷出版部 ¥1,500 1990年5月30日 寄贈 貸出可能

1631001714 川崎村の歴史 小林文夫 熊谷印刷出版部 ¥1,500 1990年11月1日 寄贈 貸出可能

1631001722 一関市の歴史　上
八巻一雄・小野寺啓
共著

熊谷印刷出版部 ¥1,500 1992年1月1日 寄贈 貸出可能

1631001730 矢巾町の歴史 阿部　三夫 熊谷印刷出版部 ¥1,500 1990年12月1日 寄贈 貸出可能

1631001748 東山町の歴史
小野寺一郎・水城勲・
畠山喜一　著

熊谷印刷出版部 ¥1,500 1991年2月1日 寄贈 貸出可能

1631001755 戦後50年　おきなわ女性のあゆみ
「戦後50年おきなわ
女性のあゆみ」編集
委員会

沖縄県 1996年3月31日 寄贈 貸出可能

1631001763 ふくい女性の歴史
ふくい女性の歴史編
さん委員会

福井県 1996年3月20日 寄贈 貸出可能
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1631001789
知らないと損！女性のためのマネープラ
ン

武田浩美 岩波書店 ¥700 2002年1月11日 貸出可能

1631001797 ハッピーバースデー 青木和夫・吉富多美 金の星社

1631001805 女の時代に 男の本音子どもの言いぶん 須田寿美 熊谷印刷出版部 ¥1,165 1995年3月31日 寄贈 貸出可能

1631001813 戦後５０年おきなわ女性のあゆみ 沖縄県編集委員会 沖縄県 1996年3月31日 寄贈 貸出可能

1631001821 女性がつくる21世紀 私たちの北京『行動綱領』 清水登子・北沢洋子 女性政策研究所 ¥1,400 1996年2月15日 貸出可能

1631001839 愛ひとすじに 大沢光　伝 大山朝常 ニライ社 1991年5月15日 寄贈 貸出可能

1631001847 岩手の婦人
岩手県企画調整部青
少年婦人課

岩手県 貸出可能

1631001854
国際婦人年（昭和50年）及び「国際婦人
の十年」（昭和51年～60年）の記録

総理府 総理府 1986年3月1日 貸出可能

1631001862 家庭科、男も女も ―こうして拓いた共修への道
家庭科の男女共修を
すすめる会

ドメス出版 ¥2,500 1997年3月31日 寄贈 貸出可能

1631001870 DV加害男性への心理臨床の試み 脱暴力プログラムの新展開 草柳　和之 新水社 ¥2,200 2004年7月30日 購入 2012年3月15日 貸出可能

1631001896
21世紀を展望した子どもの人間形成に関
する総

(財)伊藤忠記念財団 株式会社　創造社

1631001938 りんごは赤い？Ⅱ 平成１４年度文部科学省委
０才からのジェンダー
教育推進実行委員会

０才からのジェン
ダー教育推進事業
実行委員会

1631001946 変わる家族と子ども
(財)日本女子社会教
育会

(財)日本女子社会
教育会

1997年2月1日 貸出可能

1631001953
知っていますか？　スクール・セクシュア
ル・ハラスメント　一問一答

亀井　明子 解放出版社 ¥1,000 2004年6月30日 寄贈 2011年10月1日 貸出可能

1631001961
知っていますか？　パワー・ハラスメント
一問一答

金子　雅臣 解放出版社 ¥1,000 2004年10月30日 寄贈 2011年10月1日 貸出可能

1631001979 パパを変える魔法の言葉 藤木裕子  PHP研究所

1631001987 女性のうつ病
つらい症状を癒し、楽にする
最新治療法

野田　純子 主婦の友社 ¥1,470 貸出可能

1631001995 アサーティブ・ウーマン
自分も相手も大切にする自己
表現

Ｓ・フェルプス・Ｎ、
オースティン著
園田雅代・中釜洋子
訳

誠心書房 ¥3,000 貸出可能

1631002001 身近な暮らしの法律相談
河内保・天野実・堀野
家苗・金坂喜好・中山
正隆（編著）

　清文社

1631002019 今日、ホームレスになった 13のサラリーマンの転落人生 増田明利 新風舎 ¥1,200 2006年7月20日 購入

1631002027 幸福な食卓 瀬尾まいこ 講談社 ¥1,400 2004年11月19日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002035 鏡の法則
人生のどんな問題も解決する
魔法のルール

野口嘉則 総合法令出版 ¥952 2006年5月23日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002043 これだけ違う男と女 爆笑的開運人生相談 渡辺淳一 中央公論社

1631002050 DVにさらされる子どもたち
加害者としての親が家族機能
に及ぼす影響

ランディ・バンクロフ
ト・ジェイ・Ｇ・シル
バーマン著　幾島幸
子訳

金剛出版 ¥2,800 2004年7月15日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002068 虐待と離婚の心的外傷 棚瀬一代 朱鷲書房 ¥2,800 2001年8月10日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002076 Q&A　DVって何？
この一冊でドメスティック・バイ
オレンスまるわかり

番敦子・根本真美子・
中山洋子

赤石書店 ¥1,575 2005年10月25日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002084 僕が妻を殴るなんて
ＤＶ（ドメスティック・バイオレン
ス）加害者が語る

末広紀代子 青木書店

1631002092 ＤＶ被害者支援ハンドブック サバイバーとともに 尾崎礼子 朱鷲書房 ¥2,100 2005年1月20日 購入 2006年10月19日 貸出可能
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1631002100 弁護士が説くＤＶ解決マニュアル
日本ＤＶ防止情報セ
ンター

大阪　朱鷹書房 ¥2,100 2005年1月25日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002118 配偶者からの暴力 相談の手引き
内閣府男女共同参画
局

国立印刷局

1631002126 女と男これまで、これから 中島みさき・もりお勇 大月書店 ¥1,800 2001年3月15日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002134 いろんな国、いろんな生き方 伊田広行・堀口悦子 大月書店 ¥1,800 2001年4月12日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002142 こんなのへんかな?
村瀬幸浩・高橋由為
子

大月書店 ¥1,800 2001年1月15日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002159 働くってたのしい 朴木佳緒留・もりお勇 大月書店 ¥1,800 2001年2月15日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002167 生きるってすてき
橋本紀子・高橋由為
子

大月書店 ¥1,800 2001年1月15日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002175 これから３年！「世界はどう変わる？」
アメリカから中国問題まで最
新ニュースを読み解く

池上彰 青春出版 ¥1,740 2005年12月15日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002183 世界の半分が飢えるのはなぜ？
ジグレール教授がわが子に
語る飢餓の真実

ジャン・ジグレール 合同出版 ¥1,680 2005年8月15日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002191 くらべてわかる世界地図＜３＞ ジェンダーの世界地図 藤田千枝||編 大月出版 ¥1,800 2004年11月19日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002209
知っておけば必ず役立つ「職場の法律」
がよくわかる本

水津正臣 PHP文庫

1631002217 １３歳のハローワーク 村上龍・はまのゆか 幻冬舎 ¥2,600 2003年11月30日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002225 DSM-Ⅳ-TR
精神疾患の分類と診断の手
引（新訂版）

高橋三郎・大野豊・染
矢俊幸　訳

医学書院

1631002233 「こころのクセ」を考える
まじめA子ちゃん、おおいにさ
とる

志野端史・おおはなヒ
マワリ

講談社 ¥1,200 2005年5月10日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002241 あこがれ仕事百科
ＮＨＫラジオ第１「きら
り１０代！」政策班

実業之日本社 ¥1,900 2006年7月19日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002258 金持ち父さん　貧乏父さん
アメリカの金持ちが教えてくれ
るお金の哲学

ロバート・キヨサキ 筑摩書房 ¥1,600 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002266 資格試験ガイドブック 役立つ資格９５０ 新星出版編集部 新星出版社 ¥1,500 2006年8月25日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002274 ビッグツリー
私は仕事も家族も決してあき
らめない

佐々木常夫 WAVE出版 ¥1,575 2006年6月20日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002282 突破するアイデア力 脱常識の発想トレーニング 三谷宏治 宝島社 ¥762 2006年9月23日 購入 2006年10月19日 貸出可能

1631002290 増補版地震から子どもを守る50の方法 国崎信江 (株)ブロンズ新社 ¥1,300 2011年4月15日 購入 2011年7月12日 貸出可能

1631002308 身近な暮らしの法律相談
河内保・天野実・堀野
家苗・金坂喜好・中山
正隆（編著）

　清文社

1631002316 くらべてわかる世界地図＜３＞ ジェンダーの世界地図 青山　温子 大月出版 ¥1,680 購入 2006年10月25日 貸出可能

1631002324 ハッピー子育て川柳 和光堂編 金の星社 ¥900 2006年9月1日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002332 男女平等の？子育て 熊太郎 新風社 ¥1,100 2004年8月25日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002340 お父さんが叱れない理由 データに見る現代父親像 尾木直樹 佼成出版社 ¥1,400 2001年10月30日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002357 頭がいい夫婦　気くばりのすすめ
ちょっとしたコツですれ違い解
消!!

松本光平 コスモトゥーン ¥1,400 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002365 夫のための熟年離婚回避マニュアル
妻から離婚宣告を受けないた
めに

岡野あつこ 九天社 ¥1,400 2006年6月8日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002373 こんな男とは暮らせない
「好き」だけでは決められない
「一緒に暮らす男」の条件

荒谷　慈 河出書房新社

1631002381 女はみためが100パーセント
「いい人」だけじゃ幸せになれ
ない

浅野裕子 冬幻舎
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1631002399 松下美智子のキレイはつくれる
美人のコツは、コンプレックス
をチャームポイントに変えるこ
と

松下美智子 冬幻舎 ¥1,400 2006年10月30日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002407 団塊シニアの「生き甲斐」発見Book(1) 自然・環境を守る活動編 加藤仁 技術評論社 ¥1,380 2005年12月25日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002415 団塊シニアの「生き甲斐」発見Book(２)
福祉と介護のNPO活動編　と
びっきりの笑顔を知っていま
すか？

加藤仁 技術評論社

1631002423 生き方 人間として一番大切なこと 稲盛和夫 サンマーク出版 ¥1,700 2004年8月10日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002431 定年後の居場所を創る 背広を脱いだ61人の実践 加藤仁 中央公論新社 ¥1,680 2004年9月25日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002449 定年夫は、なぜこんなに「じゃま」なのか 西田小夜子 ソニー・マガジンズ

1631002456 脳卒中
あなたの家族が病気になった
時に読む本

高木誠・岡島康友他 講談社 ¥2,200 2006年10月25日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002464 家族介護 この究極のドラマ 大沢　周子

1631002472 Ｙes,andですべては上手くいく！ 樋栄ひかる 冬幻舎

1631002480 とりかへばや、男と女 河合隼雄 新潮社

1631002498 なぜ男は暴力を選ぶのか
ドメスティックバイオレンス理
解の初歩

沼崎一郎
かもがわブックレッ
ト

¥571 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002506 うつからの脱出 下園荘太 講談社

1631002514 更年期、一人で悩まないで！ 40代からのヘルスデザイン メノポーズを考える会 古川書房 ¥1,600 2003年7月30日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002522 「ジェンダー論」の教え方ガイド
女子大生のための性教育と
エンパワーメント

沼崎一郎 フェミックス ¥1,260 2006年11月1日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002530 楽しくNGO 柳瀬房子 日本教育新聞社 ¥1,748 1996年7月10日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002548 愛国の作法 姜尚中 朝日新書 ¥700 2006年10月30日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002555 学ばないこと学ぶこと とまれ・生涯学習の・ススメ 鈴木眞理 学文社 ¥1,400 2006年12月15日 寄贈 貸出可能

1631002563 希望の光をいつもかかげて 女性の家HELP２０年 女性の家HELP
日本キリスト教婦
人矯風会

¥1,000 2006年12月5日 寄贈 貸出可能

1631002571 男性学入門 伊藤公雄 作品社 ¥1,600 1996年8月30日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002589 “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 風媒社 ¥2,200 2005年9月21日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002597 愛する、愛される
デートDVなくす・若者のため
のレッスン

山口のり子 アウェア ¥1,200 2004年9月25日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002605 女性の身体と人権 性的自己決定権の歩み 若尾 典子 学陽書房 ¥2,500 2005年10月11日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002613 フィリピンの少女ピア 性虐待をのりこえた軌跡 中島早苗・野川未央 大月書店 ¥1,400 2006年8月11日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002621 女性たちが変えたDV法
国会が「当事者」に門を開い
た365日

DV法を改正しよう全
国ネットワーク

新水社 ¥1,800 2006年6月2日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002639 彼女はなぜ結婚できたのか
出会いの秘密がわかる結婚
マーケティング

雨村幸親 芸文社 ¥1,143 2005年11月15日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002647 大人になる前のジェンダー論
浅野　富美枝・池谷
壽夫・細谷　実・八幡
悦子

はるか書房 ¥1,500 2010年4月5日 購入 2011年10月7日 貸出可能

1631002654 この方法で生きのびろ! 恋愛サバイバル篇

ジョシュア ペイビン・
ジェニファー ワーリッ
ク・デビッド ボーゲニ
クト(著), Joshua Piven

草思社 ¥1,200 2002年3月26日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002662 シングルっていいかも 女ひとりで想うこと 岸本葉子 光文社

1631002670 できるシングルマザー生活便利帳 ひとり親家庭サポートＢＯＯＫ
新川てるえ・ 田中涼
子 山海堂 ¥1,500 2006年4月29日 購入 2006年12月5日 貸出可能
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1631002688 日米のシングルファザーたち
父子世帯が抱えるジェンダー
問題

中田照子・森田明美
杉本貴代栄

ミネルヴァ書房 ¥2,600 2001年11月10日 購入 2006年12月5日 貸出可能

1631002704 How to生活保護　(「自立支援」対応版)
暮らしに困ったときの生活保
護のすすめ

東京ソーシャルワーク
(編集)

現代書館 ¥1,800 2005年5月20日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002712 イラストでわかるやさしい介護のしかた
田中元 (著)
あい介護老人保健施
設

高橋書店

1631002720 だれか、ふつうを教えてくれ! 倉本智明 理論社 ¥1,260 2006年3月1日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002738 グラミン銀行を知っていますか 貧困女性の開発と自立支援 坪井ひろみ 東洋経済新報社 ¥1,890 2006年12月4日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002746 育て上げ ワカモノの自立を支援する 工藤啓 駿河台出版社 ¥1,700 2006年11月15日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002753 男にナイショの成功術 50人の「キャリアの軌跡」
日本経済新聞生活情
報部

日本経済新聞社 ¥680 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002761 自分が輝く7つの発想
―ギブ&テイクからギブ&ギブ
ンへ

佐々木かをり 光文社 ¥520 2006年4月15日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002779 株式会社　「岩手県葛巻町」の挑戦
ミルクとワインとクリーンエネ
ルギーの理想郷

亀地宏 秀作社出版 ¥1,700 2006年10月18日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002787 反撃するフェミニズム インパクト出版会（編） インパクト出版会

1631002795 この世の悩みがゼロになる
そんなあなたの悩みがたちま
ち解消するものの考え方があ
ります

小林正観 大和書房 ¥1,429 2006年12月1日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002803 暴れる系の女たち
なぜ彼女たちは「暴力依存
症」に陥ったのか

衿野未矢 講談社 ¥1,400 2006年11月7日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002811 幸運は９９％は話し方できまる
ハッピーが逃げていく、その
一言に気をつけて

八坂裕子 集英社BE　文庫

1631002829 新　六十歳からの生き方
自由人として本当の人生がこ
こから始まる

多湖輝
ゴマブックス株式会
社

¥1,500 2006年12月10日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002837 最期 藤田まこと 日本評論社

1631002845 シッダーマスターが示す悟りへの道
本当の自分に出会い愛と平
和に満ちた自分の魂に出会う
ために

ヨグマダ・相川圭子 たま出版 ¥1,524 2006年11月21日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002852 ツレがうつになりまして 細川貂々 幻冬舎

1631002860 かわいいダンナとほっこり生活 細川貂々 ゴマブックス

1631002878 NANA恋愛勝利学 香山リカ 集英社文庫 ¥476 2006年11月25日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002886 図解コーチングスキル 本間正人・松瀬 理保
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

1631002894
セクシュアリティの多様性を踏みにじる暴
力と虐待

差別と沈黙のはざまで

アムネスティインター
ナショナル (編集),
AI= (編集), アムネス
ティインタナショナル=

¥1,000 2003年7月31日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002902 女性の転職・再就職パーフェクトガイド 新星出版社

1631002910 採用される履歴書・職務経歴書はこう書く 小島美津子 日本実業出版社

1631002928 採用される転職者のための面接トーク術 モデル応答例付き 小島美津子 日本実業出版社

1631002936 あなたの適職がみつかる本 私サイズのお仕事発見術
女性の適職研究会
(編集), 平田 一二

芸神出版社

1631002944 女性が起業して自分らしく生きる
幸せな仕事を見つけた30人
のわくわくメッセージ

三根早苗 ゴマブックス ¥1,200 2006年11月10日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002951 輝く女性の生き方100
101人目のストーリーはあな
た

三根早苗 本の泉社 ¥1,429 2005年3月25日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002969 好きを仕事に!
女性(わたし)が創る・活かす・
変える・続ける

江園啓造・山本のり
子・平尾俊

雄山社 ¥1,800 2006年1月20日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002977
生きがいを見つけたい「専業主婦」の仕
事探し

“小遣い稼ぎ”から“起業”ま
で、やり方次第で人生も変わ
る「在宅ワーク」

永井祐子 はまの出版 ¥1,500 2001年8月31日 購入 2007年1月4日 貸出可能
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1631002985 パソコンでできた おうちdeおしごと大図鑑

肥後 紀子 (著), パソ
コン主婦の友編集部
・ SOHOコンピュー
ティング編集部 (編）

サイビズ ¥1,500 2002年11月20日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631002993 働くママ&パパの子育て110の知恵
子どもも仕事も愛したいあな
たへ

保育園を考える親の
会

医学通信社 ¥1,200 2006年7月28日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631003009 ワーキングマザーの妊娠・出産・育児
子育てしながら仕事を続けた
いママへ

河野真理子・ 安藤博
子

成美堂出版

1631003017 はじめての保育園 働くママ&パパのための
保育園を考える親の
会 (編集)

主婦と生活社

1631003025
起業から1年目までの 会社設立の手続
きと法律・税金

須田邦裕・出澤 秀二 日本実業出版社 ¥1,500 2005年12月1日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631003033 ハッピーキャリアのつくりかた 金澤悦子 ダイヤモンド社

1631003041 自分らしくライフバランスを手に入れる 小倉美紀 ファーストプレス ¥1,400 2006年12月1日 購入 2007年1月4日 貸出可能

1631003058 家族 ジェンダーと自由と法 水野紀子 東北大学出版 ¥2,200 2006年11月30日 購入 2007年1月28日 貸出可能

1631003066 上司殿！　それは、パワハラ 岡田　康子 ¥1,400 2005年3月22日 寄贈 2011年10月1日 貸出可能

1631003074 働く女性の成功ノート
仕事の悩み事例40　ココロを
元気にする解決方法教えま
す。

久恒啓一　監修 成美堂出版 ¥950 購入 2007年1月28日 貸出可能

1631003082 教室の悪魔
見えない「いじめ」を解決する
ために

山脇由貴子 ポプラ社 ¥880 2006年12月20日 寄贈 2007年2月2日 貸出可能

1631003090 モラル・ハラスメント
普通の結婚生活がわからな
かった

北風めい 新風舎 ¥650 2005年11月5日 購入 2007年2月21日 貸出可能

1631003108 PTSD　人は傷つくとどうなるか 加藤進晶・樋口輝彦 日本評論社 購入 2007年2月21日 貸出可能

1631003116
ドメスティック・バイオレンス　女性150人
の証言

痛み・葛藤そして自由へ
原田恵理子・柴田弘
子

明石書店 ¥2,000 2003年1月15日 購入 2007年2月21日 貸出可能

1631003124
ＤＶ・虐待にさらされた子どものトラウマを
癒す

お母さんと支援者のためのガ
イド

ランディ・バンクロフト
著・白川美也子・山崎
知克監訳・阿部尚美・
白倉三紀子訳

明石書店 ¥2,800 2006年12月25日 購入 2007年2月21日 貸出可能

1631003132 傷ついたあなたへ
わたしがわたしを大切にする
こと　ＤＶトラウマからの回復

レジリエンス 梨の木舎 購入 2007年2月21日 貸出可能

1631003157 加害者は変われるか？ DVと虐待をみつめながら 信田　さよ子 筑摩書房 ¥1,500 2008年3月25日 購入 2011年10月1日 貸出可能

1631003165
逐条解説 男女共同参画社会基本法 (単
行本)

内閣府男女共同参画
局 (編集)

ぎょうせい

1631003181 ジェンダーで学ぶ社会学＜最新版＞ 伊藤公雄・牟田和恵 世界思想社 ¥1,800 2006年11月20日 購入 2007年3月1日 貸出可能

1631003199 お姫様とジェンダー
アニメで学ぶ男と女のジェン
ダー学入門

若桑みどり 筑摩書房 ¥680 2003年6月10日 購入 2007年3月1日 貸出可能

1631003207 ジェンダー・開発・NGO
私たち自身のエンパワーメン
ト (単行本)

Caroline O.N. Moser
(原著), 久保田賢一・
久保田 真弓(翻訳)

新評論 ¥3,800 2003年3月31日 購入 2007年3月1日 貸出可能

1631003215 詳解 改正DV防止法

南野知恵子・山本香
苗
福島みずほ・神本美
恵子

ぎょうせい ¥3,619 2005年12月25日 購入 2007年3月1日 貸出可能

1631003223 ビジネスマンのための男を磨く!老親介護 おちとよこ 東京新聞出版局 ¥1,500 2005年8月31日 購入 2007年3月1日 貸出可能

1631003231
ビジネスマンのための実践男の介護 (単
行本)

舛添要一 ブレインキャスト

1631003249 60歳からのチャレンジ起業 ―いまからでも遅くない！ 津田倫男 ベストセラーズ ¥1,300 2006年9月3日 購入 2007年3月1日 貸出可能

1631003256 男の育児書
男の子育てを考える
会 (編集)

現代書館 ¥2,000 1987年5月20日 購入 2007年3月1日 貸出可能

1631003264
男が読む妊娠・出産・育児の本 (単行本
（ソフトカバー）)

法研

1631003272 定食屋の定番ごはん 男子厨房に入る (大型本) オレンジページ 購入 2007年3月1日 貸出可能

1631003280 定年後を楽しく生きる100の知恵
暮らす、働く、学ぶ、遊ぶ、-
人生「自由自在」

日経ビジネス, 日経マ
スターズ

日経BP社 ¥933 2004年7月10日 2007年3月1日 貸出可能
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1631003299 男がみえてくる自分探しの100冊
中村彰・中村正 (編
集)

かもがわ出版

1631003306
就職・転職に有利な女性の資格全ガイド
〈2008年版〉

成美堂出版編集部
(編集)

成美堂出版 ¥1,200 2006年12月5日 購入 2007年3月1日 貸出可能

1631003314 33歳からのハローワーク
アタシ探し シゴト探し 転職・
再就職・起業・副収入

島沢優子 小学館 ¥1,200 2004年11月10日 購入 2007年3月1日 貸出可能

1631003322
海外で学ぶ働く-留学&インターンシップ
(2007)

●谷久美 l| |編 イカロス出版 ¥762 2006年9月30日 購入 2007年3月1日 貸出可能

1631003330 海外の仕事―海をわたる適職探し 竹村出版

1631003348 しびれるほど仕事を楽しむ女たち ―ウーマン・オブ・ザ・イヤー 日経WOMAN (編集) 日本経済新聞社 ¥1,400 2005年11月24日 購入 2007年3月1日 貸出可能

1631003355 理系の女の生き方ガイド
女性研究者に学ぶ自己実現
法

宇野賀津子・坂東昌
子

講談社 ¥860 2000年10月20日 購入 2007年3月1日 貸出可能

1631003363
働く女性のための仕事&子育てを応援す
る本

とらばーゆ編集部 メディアファクトリー

1631003371 磨く!広がる!私を変えるおけいこブック
やりたいことが必ず見つかる
選りすぐりの習い事52

アクアブックス (編集) 有楽出版社

1631003389 パソコン主婦の友在宅ワークハンドブック サイビズ

1631003397 今日からすぐ使えるワード技ベスト集選
基礎から実用まで「ワード」の
厳選技をたっぷり収録! (大型
本)

アスキー

1631003405 成功する農村女性起業 仕事・地域・自分づくり
岩崎由美子・宮城 道
子 (編集)

家の光協会 ¥1,400 2001年1月5日 購入 2007年3月1日 貸出可能

1631003413
「自分の会社」をつくってこんなに楽しく成
功する方法

女性起業家100人が伝授! 朝日新聞社 ¥1,400 2005年12月30日 購入 2007年3月1日 貸出可能

1631003421
ミリオネーゼの起業入門―8ケタ稼ぐ女性
に学ぶ起業前にするべきこと

経沢香保子
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

1631003439 女性管理職が学校を変える 立中幸江 東洋館出版社 ¥2,500 1998年8月10日 購入 2007年3月1日 貸出可能

1631003447 ファミリー・バイオレンス【第２版】 岩井　宣子 尚学社 ¥5,000 2008年6月15日 購入 2011年10月1日 貸出可能

1631003454 ファミリー・バイオレンスにどう対応するか 公開シンポジウム 日本犯罪社会学会 尚学社 ¥500 2009年7月31日 購入 2011年10月1日 貸出可能

1631003470 現代女性の労働・結婚・子育て 少子化時代の女性活用政策 橘木俊詔 ミネルヴァ書房 ¥3,500 2005年10月20日 購入 2007年5月4日 貸出可能

1631003488 先輩からのアドバイス こんなとき、あんなとき 21世紀職業財団 21世紀職業財団 ¥1,300 2004年6月15日 購入 2007年5月4日 貸出可能

1631003496 おとうさんはウルトラマン みやにし たつや 学習研究社 ¥1,170 1996年6月28日 購入 2007年5月4日 貸出可能

1631003504
おとうさんはウルトラマン　おとうさんの育
自書

DADDY AND CHILD CARE
BOOK

宮西達也 学習研究社 ¥1,500 2005年6月19日 購入 2007年5月4日 貸出可能

1631003512 今から始める男の料理
これ一冊あれば食べたいもの
が自分で作れる

検見崎聡美・中村 英
史（著） 山と渓谷社出
版部 (編集),

山と溪谷社

1631003520 毒になる親 一生苦しむ子供

スーザン フォワード
(著), Susan Forward
(原著), 玉置 悟 (翻
訳)

講談社 ¥780 2007年11月1日 寄贈 2007年5月4日 貸出可能

1631003538 毒になる姑

スーザン フォワード
(著), Susan Forward
(原著), 白根 伊登恵
(翻訳)

毎日新聞社 ¥1,600 2006年2月25日 購入 2007年5月4日 貸出可能

1631003546
この子はこの子でいいんだ。私は私でい
いんだ

これで、子どもの未来が輝く
明橋大二

1万年堂出版 ¥1,200 2004年12月3日 購入 2007年5月4日 貸出可能

1631003553 お義母さん、あなたのそこがストレスです! 義理ママうつ解消読本
花岡啓子・嫁ライター
ズ

河出書房新社 ¥1,200 2006年2月20日 購入 2007年5月4日 貸出可能

1631003561
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・読
売広告社ネオパパ研
究プロジェクト

日経BP社 ¥1,300 2007年2月19日 購入 2007年5月4日 貸出可能

1631003579 ぜったい離婚!から素敵な夫婦三昧 妻と夫のカウンセリング 金盛 浦子 佼成出版社 ¥1,400 2001年6月30日 購入 2007年5月4日 貸出可能

1631003587 結婚の条件 小倉 千加子 朝日新聞社 ¥1,200 2003年11月10日 購入 2007年5月4日 貸出可能
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1631003595
「いつか離婚したい」と考えているあなた
へ

子どもが大きくなるまで、夫の
わがままを許しますか?

武石 晃一 河出書房新社

1631003603 負け犬の遠吠え 酒井　順子 講談社

1631003611
赤ちゃんとママが安眠できる魔法の育児
書

トレイシー ホッグ (著),
Tracy Hogg (原著),
岡田 美里 (翻訳)

イーストプレス ¥1,300 2002年1月25日 購入 2007年5月4日 貸出可能

1631003629 ベビーサイン
まだ話せない赤ちゃんと話す
方法

リンダ アクレドロ,
スーザン グッドウィン
(著), Linda P.
Acredolo (原著),

径書房 ¥1,300 2001年3月3日 購入 2007年5月4日 貸出可能

1631003637
パパはウルトラセブン・ママだってウルト
ラセブン

みやにし たつや 学習研究社 ¥1,200 2001年5月24日 購入 2007年5月4日 貸出可能

1631003645 赤ちゃん語がわかる魔法の育児書
Tracy Hogg（トレイ
シー ホッグ） (著), 岡
田 美里 (翻訳)

イーストプレス ¥1,400 2001年11月15日 2007年5月4日 貸出可能

1631003660 理系に行こう！
女子中学生のための理系案
内

都河明子 九天社 ¥1,800 2006年8月1日

1631003678 エクセル で困ったときの基本技・便利技 小濱良恵 技術評論社

1631003686
メール&インターネット で困ったときの基
本技術

AYURA 技術評論社 ¥880 2006年4月10日 2007年5月4日 貸出可能

1631003694
PowerPointで困ったときの基本技・便利
技術

AYURA 技術評論社

1631003710 おばあちゃんがぼけた 村瀬孝生 理論社 ¥1,200 2007年2月25日 2007年5月4日 貸出可能

1631003728
女たちが女性センターの運営に乗り出し
た

特定非営利活動法人
参画プランニング・い
わて

ユック舎 ¥1,000 2006年8月25日 2007年5月4日 貸出可能

1631003736 パワーハラスメント　なんでも相談
職場のいじめ・いやがらせで
困っていませんか

金子　雅臣 日本評論社 ¥1,800 2005年6月15日 寄贈 2011年10月1日 貸出可能

1631003744 セクシュアリティと法
齊藤豊治・青井秀夫
編

東北大学出版 ¥2,200 2006年3月31日 寄贈 2007年5月4日 貸出可能

1631003751 ハート・セラピー
心にしみるメールカウンセリン
グ

籠宮良治 太陽出版

1631003769 Ｑ＆Ａ　男女雇用機会均等法
労働省女性局女性政
策課　監修

ぎょうせい ¥2,400 1999年2月17日 2007年5月4日 貸出可能

1631003777 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 角川書店 ¥1,500 2006年12月20日 購入 2007年5月4日 貸出可能

1631003785
内外情勢調査会　講演集　がんばらない
宣言から夢県土いわてへ

杜陵高速印刷株式
会社

2008年4月14日 貸出可能

1631003793 ジェンダーの基礎理論と法 辻村みよ子 東北大学出版 ¥2,200 2007年9月10日 寄贈 2007年10月1日 貸出可能

1631003801 雇用・社会保障とジェンダー 嵩さやか・田中重人 東北大学出版 ¥2,200 2007年5月31日 寄贈 2007年10月1日 貸出可能

1631003819 政治参画とジェンダー 川人貞史・山元一 東北大学出版 ¥2,200 2007年3月20日 寄贈 2007年10月1日 貸出可能

1631003843 よくわかるExcel 2002（応用） 松尾好洋
富士通オフィス機
器株式会社

¥1,905 2002年3月10日 2007年10月1日 貸出可能

1631003868 よくわかるＩＴ基礎ＯＡツールの活用 横田昌治
富士通オフィス機
器株式会社

¥1,000 2004年12月10日 2007年10月1日 貸出可能

1631003884 子育てパパ力検定 小崎恭弘　監修 小学館 ¥1,200 2007年10月23日 購入 2007年10月1日 貸出可能

1631003975 新選　教育研修ゲーム すぐできるすぐ効く 田中久夫 日本経団連出版 ¥1,800 2003年11月1日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631003983 結婚がこわい 香山リカ 講談社 ¥1,365 2005年3月24日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631003991 ポジティブシャワー 坪田順子 扶桑社

1631004007 デートDVって何？ 理解･支援･解決のために
日本DV防止･情報セ
ンター

解放出版社 ¥1,300 2007年12月20日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004015 パパの極意 仕事も育児も楽しむ生き方 安藤哲也
NHK出版･生活人
新書

¥700 2008年3月10日 購入 2008年3月1日 貸出可能
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1631004023 夫をうとましく思う妻の心がわかる本 こころライブラリーイラスト版 柏木恵子 講談社 ¥1,365 2007年8月20日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004031 子連れ離婚を考えたときに読む本
慰謝料、親権、養育費･･･気
になることがすべてわかる

新川てるえ 日本実業出版社 ¥1,470 2006年12月25日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004049 離婚して幸せになる人　不幸になる人 岡野あつこ ビジネス社

1631004056 30代未婚男
結婚しないのか、できないの
か。

大久保幸夫・畑谷圭
子・大宮冬洋

NHK出版 ¥740 2006年6月10日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004064
知っていますか？セクシャル・ハラスメン
ト一問一答

養父知美・牟田和恵 解放出版社 ¥1,000 2004年3月20日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004072 熟年離婚の相談室 ズバリ答えます! 岡野あつこ C＆R研究所 ¥1,470 2007年10月1日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004080 これで万全離婚の手続きとすすめ方 神田高志 主婦の友社

1631004098 サラリーマンの自殺 今予防のためにできること 川人博・高橋祥友 岩波ブックレット ¥440 1999年11月19日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004106 デートDV
愛か暴力か、見抜く力があな
たを救う

遠藤智子 ベストセラーズ ¥1,260 2007年11月22日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004114  私の居場所はどこ？　中学生編
保健室で受けとめた子どもの
サイン 

山咲さくら・澤地妙
（社）農山漁村文化
協会

¥1,350 2006年7月31日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004122 おとなの男の心理学 香山 リカ ベストセラーズ ¥686 2007年12月15日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004130 教師のためのアサーション
園田雅代・中釜洋子･
沢崎俊之

金子書房 ¥1,800 2002年10月25日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004148 こう変わる！男女雇用機会均等法Q&A
日本弁護士連合会
編

岩波書店 ¥480 2007年2月6日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004155
納得して別れる離婚の方法   　お金と法
律のこと

人生の岐路に立つあなたへ 金森合同法務事務所 かんき出版 ¥1,500 2007年11月22日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004163 こじれない人間関係のレッスン 7daysアサーティブネス 八巻香織
株式会社 太郎次
朗社エディタス

¥1,500 2006年9月20日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004171 ココロの日にち薬
メンタルクリニックに行く前に
読む本～明日への希望を紡
ぐ“いのちの生”のメッセージ

富田 富士也 十月舎 ¥1,300 2007年6月11日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004189 国際法・国際関係とジェンダー 植木俊哉・土佐弘之 東北大学出版会 ¥2,200 2007年2月15日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004197
働く女性のための「こころのサプリメント」
 

谷地森 久美子・渋谷
英雄・三上 道代

株式会社 マガジン
ハウス

¥1,200 2007年2月22日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004205 もう一回ココロに種まき   たかいたかこ
有限会社 西日本
出版社

1631004213 おかあさまのためのコーチング あべ まさい
株式会社 ディスカ
ヴァー・トゥエンティ
ワン

¥1,300 2005年2月15日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004221 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 東京図書出版会 ¥1,000 2005年10月23日 購入 2008年3月1日

1631004239 ママは働いたらもっとスゴイぞ！    
誰も教えてくれなかった！
働くママのための 子育てアド
バイス

和田 清華 ダイアモンド社 ¥1,200 2007年8月2日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004247 私だって働きたいっ！
「女性力」パワーアップ実践ガ
イド

小澤 佳代子 ヴィヴィル ¥1,333 2007年5月24日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004254 お母さん社長が行く！ 橋本 真由美 日経ＢＰ社 ¥1,365 2007年4月27日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004262 DV ドメスティック　バイオレンス
海里 真弓・エトウ ケ
イコ

講談社コミックスデ
ザート

¥390 2003年5月13日 寄贈 2008年6月30日 貸出可能

1631004270 籠の鳥 ドメスティック　バイオレンス 吉野 マリ
講談社コミックスデ
ザート

¥400 2004年1月13日 寄贈 2008年6月30日 貸出可能

1631004288
わかりやすいセクシュアルハラスメント
裁判例集

（財）21世紀職業財団 ¥1,890 2005年5月1日 寄贈 2011年10月1日 貸出可能

1631004296
【改訂版】わかりやすいセクシュアルハラ
スメント　裁判例集

（財）21世紀職業財団 ¥2,500 2009年3月1日 寄贈 2011年10月1日 貸出可能

1631004304 豊かな人生のために 第24集 定池　りゆ子 生活学習館 2007年3月20日 寄贈 2008年3月1日 貸出可能
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1631004312
わかりやすいパワーハラスメント　裁判例
集

（財）21世紀職業財団 ¥2,100 2009年3月1日 寄贈 2011年10月1日 貸出可能

1631004320 今日、ホームレスになった １３のサラリーマン転落人生 増田 明利 新風舎 ¥1,260 2006年7月20日 寄贈 2007年6月1日 貸出可能

1631004338 毒になる親 一生苦しむ子供 スーザン・フォワード 株式会社 講談社 ¥819 2001年10月20日 寄贈 2007年6月1日 貸出可能

1631004346 詳解ＤＶ防止法 ２００８年版
南野智恵子・千葉景
子・山本香苗・吉川春
子・福島みずほ

株式会社 ぎょうせ
い

¥3,900 2008年1月30日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004361 私もママになる！ 脊髄損傷女性の出産と育児
牛山武久・古谷健一・
道木恭子・吉永真理

NPO法人 日本せき
ずい基金

2008年7月15日 寄贈 2008年7月23日 貸出可能

1631004379 男の家事 男子厨房に入る・別冊 小倉 厚子
株式会社 オレンジ
ページ

¥800 2008年4月4日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004387 モンスターマザー
世界は「わたし」でまわってい
る

石川結貴 光文社 ¥1,300 2007年11月30日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004395 頭のいい夫婦気くばり会話術
プロのカウンセラーが明かす
話し方の極意！！

高橋愛子 コスモトゥーワン ¥1,400 2003年12月18日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004403 リスク・ファミリー
家事調停の現場から見た現
代家族

井上眞理子 晃洋書房 ¥1,900 2007年7月10日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004411 家族は孤独でできている 石川　結貴 毎日新聞社 ¥1,492 2006年11月25日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004429 フロン 結婚生活・19の絶対法則 岡田斗司夫 海拓舎 ¥1,500 2001年6月14日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004437 専業主婦はいま 多様化と個性化の中で 藤井治枝 ミネルヴァ書房 ¥1,800 2002年3月1日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004445 Ｑ＆Ａモラル・ハラスメント
弁護士とカウンセラーが答え
る見えないDVとの決別

橋本智子・谷本恵美･
矢田りつ子・熊谷早
智子・水野紀子

明石書店 ¥2,000 2007年12月10日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004452 絵本であそぼ！ 子どもにウケるお話大作戦
安藤哲也･金柿秀幸･
田中尚人

小学館 ¥1,200 2005年3月20日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004460 自分の気持ちをきちんと＜伝える＞技術
人間関係がラクになる自己カ
ウンセリングのすすめ

平木　典子 ＰＨＰ研究所 ¥1,200 2007年6月8日

1631004478 セクハラ完全マニュアル 若林恵子･井上憲一 社会批評社

1631004486 セクハラ防止ガイドブック
山田秀雄・清水勤・野
原蓉子

日本経済連出版 ¥1,000 1999年2月25日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004494 新・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

ぎょうせい ¥3,300 2006年3月15日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004502 「女性を活かす」会社の法則 植田寿乃
日本経済新聞出版
社

¥1,400 2007年6月25日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004510  パートタイム労働法Ｑ＆Ａ 労働調査会出版局 労働局出版局 ¥2,500 2007年10月31日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004528 ガールズファイル
27人のはたらく女の子たちの
報告書

柴崎友香 マガジンハウス ¥1,300 2007年11月22日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004536
愚かな働き者になるな　愚かな金持ちに
なるな

「ワーク・ライフ・バランス」の
発想

竹村　健一 青萠堂 ¥1,300 2007年11月12日 貸出可能

1631004544 「仕事が終わらない」告発・過労死
しんぶん赤旗国民運
動部

新日本出版社 ¥1,500 2003年9月20日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004551 男女共同参画と男性・男児の役割
原ひろ子・近江美保・
島津美和子

赤石書店 ¥1,600 2007年12月25日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004569 女性の品格 装いから生き方まで 坂東眞理子 ＰＨＰ研究所 ¥720 2006年10月3日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004577 新しい人事戦略　ワークライフバランス 考え方と導入法 小室　淑恵
日本能率協会マネ
ジメントセンター

¥2,500 2007年7月30日 貸出可能

1631004585 ワーク・ライフ・バランス入門 日本を元気にする処方箋
荒金雅子/小崎恭弘・
西村智

ミネルヴァ書房 ¥1,500 2007年11月10日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004593 知らずに他人を傷つける人たち
モラル・ハラスメントという「大
人のいじめ」

香山リカ ベストセラーズ ¥680 2007年2月15日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004601 乳と卵 川上美映子 文芸春秋 ¥1,143 2008年2月25日 購入 2008年3月1日 貸出可能
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1631004619 21世紀の女性と仕事
大沢真知子・原田順
子

（財）放送大学教育
振興会

¥2,500 2006年3月20日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004627 ジェンダーと人権ワークブック アジア女性資料センター
アジア女性資料セン
ター人権ワークブック
作成委員会

アジア女性資料セ
ンター

1631004635 恋する若者たちのために 若者の愛と暴力を考える 戒能 民江
（財）富山県女性団
体

2008年3月1日 寄贈 2008年6月1日 貸出可能

1631004643
「いい夫婦」になるいたってシンプルな30
のヒント

今のままの結婚生活に迷い
を感じたら読む本

池内　ひろ美 青春出版社 ¥1,155 2001年12月25日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004650 ワーク・ライフ・バランス社会へ 個人が主役の働き方 大沢真知子 岩波書店 ¥2,000 2006年3月24日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004668  男と女の離婚格差     石坂　晴海 小学館 ¥1,260 2007年4月17日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004676 図解コーチングスキル
話題のコーチングスキルが、
今日からすぐに使える

鈴木 義幸
株式会社 ディスカ
ヴァー・トゥエンティ
ワン

¥1,000 2005年7月5日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004684 コーチング入門 本間正人・松瀬理保
日本経済新聞出版
社

¥830 2006年2月15日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004692 ツレがうつになりまして。 細川貂々 幻冬舎 ¥1,100 2006年3月25日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631004700 あなたが働き方を変えるべき４８の理由
小室式ワークライフバランス
の極意

小室　淑恵 二見書房

1631004718 あなたが働き方を変えるべき４８の理由
小室式ワークライフバランス
の極意

小室　淑恵 二見書房 ¥1,500 貸出可能

1631004726 笑顔を取り戻した女たち
マイノリティー女性たちのＤＶ
被害―在日外国人・部落・障
害―

内田ひろ子
パド・ウィメンズ・オ
フィス

¥1,600 2007年6月28日 寄贈 2008年11月25日 貸出可能

1631004734 ＤＶ加害者プログラム資料集
Tool boxファシリテーターのた
めの道具箱

アウェア アウェア 購入 2008年12月23日 貸出可能

1631004742 ＤＶって何だろう？
ＤＶをしてしまった男性たちか
らのメッセージ

アウェア アウェア 2008年2月1日 購入 2008年12月23日 貸出可能

1631004759 ＤＶって何だろう？
ＤＶをしてしまった男性たちか
らのメッセージ

アウェア アウェア 購入 2008年12月23日 貸出可能

1631004767 心を癒す「ほめ言葉」の本 幸せへのヒント 平木典子 大和出版 ¥1,200 1998年9月10日 寄贈 2009年1月16日 貸出可能

1631004775
言いたいことがきちんと伝わる５０のレッ
スン

話し上手になれる本 平木典子 大和出版

1631004783 恋する前に
デートＤＶしない・されない10
代のためのガイドブック

バリー・レビィ
アウェアＦネット支
援の会

2008年9月5日 寄贈 2008年11月14日 貸出可能

1631004791 アサーショントレーニング
―さわやかな＜自己表現＞
のために―

平木典子 金子書房 ¥1,500 1993年10月15日 寄贈 2009年1月16日 貸出可能

1631004809
自己カウンセリングとアサーションのすす
め

平木典子 金子書房 ¥1,500 2000年3月25日 寄贈 2009年1月16日 貸出可能

1631004817 女性労働問題入門 照井　孝保 熊谷印刷出版部 ¥1,429 1998年9月28日 寄贈 1998年11月18日 貸出可能

1631004825 女性問題キーワード111 （財）横浜市女性会議 ドメス出版 ¥1,700 1997年3月31日 寄贈 1900年1月1日 貸出可能

1631004833 けっさく子育て人 吉原　さち丸 ひとなる書房 ¥680 1989年3月25日 寄贈 1900年1月1日 貸出可能

1631004841 今は昔のつ・づ・き タテ糸ヨコ糸織り物人生 九重　年支子 主婦の友社 ¥1,300 1989年11月24日 寄贈 1900年1月1日 貸出可能

1631004858 “女の子”のとき ふうちゃんの詩 冨永　房枝 かど創房 ¥1,500 1990年4月22日 寄贈 1900年1月1日 貸出可能

1631004866 平和を求めて 岩手婦人の昭和時代
岩手県地域婦人団体
連絡協議会

¥1,400 1991年2月15日 寄贈 1900年1月1日 貸出可能

1631004874 母親がかわれば社会がかわる 母親運動三十年史
母親運動三十年史編
集委員会

母親大会連絡会 1987年6月30日 寄贈 1900年1月1日 貸出可能

1631004882 ジェンダー・アイデンティティ 揺らぐ女性象 伊藤 裕子/編集 至文堂 ¥2,476 2006年7月20日 寄贈 1900年1月1日 貸出可能

1631004890 自治体の女性政策と女性問題講座 その取り組み方・創り方 グループみこし 学陽書房 ¥1,800 1994年3月1日 寄贈 1997年2月20日 貸出可能
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1631004908 女性が輝く時代 ポテンシャルを開く２１章 柿本　静志 産能大学出版部 1997年4月25日 寄贈 1900年1月1日 貸出可能

1631004916 ジェンダーの罠 とらわれの女と男 諸橋　泰樹 批評社 ¥1,800 2001年1月25日 寄贈 1900年1月1日 貸出可能

1631004924 ジェンダーとジャーナリズムのはざまで 季節の変わり目　part２ 諸橋　泰樹 批評社 ¥1,800 2005年4月25日 寄贈 1900年1月1日 貸出可能

1631004932
弁護士が説く　DV解決マニュアル〔第２
版〕

日本DV防止・情報セ
ンター//編

朱鷺書房 ¥2,000 2008年2月20日 購入 2009年1月26日 貸出可能

1631004940 定年漂流 西田　小夜子 小学館 ¥495 2005年10月1日 購入 2009年1月26日 貸出可能

1631004957 鬱のパワー
落ち込んだあとに３歩前進す
る方法

門倉　真人 講談社 ¥838 2008年10月20日 購入 2009年1月26日 貸出可能

1631004965 妻と夫の定年塾 西田　小夜子 中日新聞社 ¥1,300 2007年6月15日 購入 2009年1月26日 貸出可能

1631004973 働く女の心身・急速充電の方法１０１ はにわ　きみこ 明日香出版社 ¥1,300 2008年12月10日 購入 2009年1月26日 貸出可能

1631004981 生活保護VSワーキングプア 若者に広がる貧困 大山　典宏 PHP研究所 ¥720 2008年1月29日 購入 2009年1月26日 貸出可能

1631004999 人が壊れてゆく職場
自分を守るために何が必要
か

笹山　尚人 光文社 ¥760 2008年7月20日 購入 2009年1月26日 貸出可能

1631005004 母が重くてたまらない 墓守娘の嘆き 信田　さよ子 春秋社 ¥1,700 2008年4月10日 購入 2009年1月26日 貸出可能

1631005012 依存症のすべてがわかる本 渡辺　登//監修 講談社 ¥1,200 2007年8月10日 購入 2009年1月26日 貸出可能

1631005020 シングルマザーのあなたに 暮らしを乗り切る５３の方法
ＮＰＯ法人　しんぐる
まざぁず・ふぉーらむ

現代書館 ¥1,400 2008年4月25日 購入 2009年1月26日 貸出可能

1631005038 風と光の花束を抱いて 国分ヒロ子と共に 国分真一 日本文学館 ¥1,700 2005年3月15日 寄贈 2009年3月23日 貸出可能

1631005046 女性のための離婚がわかる法律レッスン 石原　豊昭 自由国民社 ¥1,600 2007年11月10日 購入 2009年3月30日 貸出可能

1631005053 女性社員活躍支援事例集
ダイバーシティを推進する11
社の取り組み

鈴木　正人 日本経団連出版 ¥3,000 2007年11月30日 購入 2009年3月30日 貸出可能

1631005061 ワークライフバランス推進事例集
ゆとりとやりがいを生み出す
14社の取り組み

鈴木　正人 日本経団連出版 ¥2,500 2008年9月10日 購入 2009年3月30日 貸出可能

1631005079 リストカット 自傷行為をのりこえる 林　直樹 講談社 ¥700 2007年10月20日 購入 2009年3月30日 貸出可能

1631005087 女性白書2008 女性と人権 図師　尚幸 ほるぷ出版 ¥3,200 2008年8月20日 購入 2009年3月30日 貸出可能

1631005103 それ、恋愛じゃなくてDVです 瀧田　信之 WAVE出版 ¥1,400 2009年3月31日 購入 2009年7月24日 貸出可能

1631005111 ドメスティック・バイオレンス 男性加害者の克服の試み 草柳　和之 岩波書店 ¥480 2004年7月6日 購入 2009年7月24日 貸出可能

1631005129 男女共同参画統計データブック 日本の女性と男性
独立行政法人国立女
性教育会館・伊藤陽
一

ぎょうせい ¥2,381 2009年3月30日 購入 2009年7月24日 貸出可能

1631005137 被災地における性暴力
防止と対応のためのマニュア
ル

NPO法人女性とこど
も支援センター　ウィ
メンズネットこうべ

NPO法人女性とこ
ども支援センター
ウィメンズネットこう
べ

¥600 2009年3月1日 購入 2009年7月27日 貸出可能

1631005145 はたら区カエル野の仲間たち
財団法人　こども未来
財団

2009年3月1日 寄贈 2009年7月31日 貸出可能

1631005152
知っておけば必ず役立つ「職場の法律」
がよくわかる本

水津　正臣 ＰＨＰ研究所 ¥514 2002年5月15日 購入 2009年8月1日 貸出可能

1631005160
プチ生活保護のススメ　申請書付/改訂
版

大田　のりこ　　河西
保夫

クラブハウス ¥1,300 2003年8月20日 購入 2009年9月15日 貸出可能

1631005178 パパルール
あなたの家族を101倍ハッ
ピーにする本

安藤　哲也　　小﨑
恭弘

合同出版 ¥1,400 2009年9月5日 購入 2009年9月15日 貸出可能

1631005186 出生率の回復とワークライフバランス 少子化社会の子育て支援策
丸尾直美　川野辺裕
幸　的場康子

中央法規 ¥1,800 2007年12月20日 購入 2009年9月15日 貸出可能

1631005194 デートDVをなくすために 理解とサポートの基礎知識
山口のりこ　中島幸
子

労働教育センター ¥1,860 2009年6月26日 購入 2009年9月15日 貸出可能
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1631005202
男女共同参画ワークショップ「気づき」の
ための実践ノート

札幌市男女共同参画
センター

¥1,000 2008年8月1日 購入 2009年9月29日 貸出可能

1631005210 乳がん治療・日本の医療
イデアフォー講演録２ 1999～
2007

イデアフォー
幻冬舎ルネッサン
ス

¥1,300 2008年9月30日 寄贈 2009年9月16日 貸出可能

1631005228 傷ついたあなたへ
わたしがわたしを大切にする
こと　ＤＶトラウマからの回復

レジリエンス 梨の木舎 ¥1,500 2005年10月28日 寄贈 2009年9月16日 貸出可能

1631005244 女性学をつなぐ 女性学研究会アーカイブ 女性学研究会 新水社 ¥1,800 2009年11月20日 寄贈 2009年11月25日 貸出可能

1631005251 子育てママだって○○したい!!
いまを楽しむ”きっかけ”をプ
レゼント

（財）佐賀県女性と生
涯学習財団

佐賀県立女性セン
ター

¥100 2009年3月15日 寄贈 貸出可能

1631005277 キャンパス・セクハラ
そのとき、学内で何が起きた
のか

君嶋　護男 （財）女性労働協会 ¥1,429 2010年1月1日 購入 2010年1月25日 貸出可能

1631005285 パワハラはこうして行われる
裁判例から見たパワハラの
姿

君嶋　護男 （財）女性労働協会 ¥1,429 2010年1月1日 購入 2010年1月25日 貸出可能

1631005293 オニババ化する女性たち 女性の身体性を取り戻す 三砂ちづる 光文社新書 ¥720 2004年9月20日 購入 2010年1月26日 貸出可能

1631005301 リプロダクティブヘルス
グローバルな視点から性の
健康を見つめる

我妻　堯 南江堂 ¥2,500 2002年2月20日 購入 2010年1月26日 貸出可能

1631005319 男たちのワーク・ライフ・バランス 児玉　圭太
幻冬舎ルネッサン
ス

¥1,300 2008年3月25日 購入 2010年1月26日 貸出可能

1631005327 自分の「心」に気づくとき カウンセリングの対話から 譲　西賢 法蔵館 ¥1,600 2008年9月10日 購入 2010年1月26日 貸出可能

1631005335 反貧困の学校
貧困をどう伝えるか、どう学ぶ
か

宇都宮健児＊湯浅誠 明石書店 ¥1,500 2008年10月10日 購入 2010年1月26日 貸出可能

1631005343 働く女性とマタニティ・ハラスメント
「労働する身体」と「産む身
体」を生きる

杉浦　浩美 大月書店 ¥2,600 2009年9月24日 購入 2010年1月16日 貸出可能

1631005350 悠々たるフェミニスト 久保田眞苗・人と仕事 久保田幸子 ドメス出版 ¥3,000 2009年10月6日 寄贈 2010年2月26日 貸出可能

1631005368 シングルマザー生活便利帳 ひとり親家庭サポートＢＯＯＫ 新川てるえ・田中涼子
太郎次郎社　エディ
タス

¥1,500 2010年3月25日 寄贈

1631005376 うつで困ったときに開く本 香山リカ 朝日新聞出版

1631005384 しがみつかない生き方
「ふつうの幸せ」を手に入れる
１０のルール

香山リカ 幻冬舎 ¥740 2009年7月30日 購入 2010年4月2日 貸出可能

1631005392 新 女性の選択 就職 結婚 子育て 転職 昇進 高橋 伸子 マガジンハウス ¥1,300 2008年9月25日 購入 2010年4月2日 貸出可能

1631005400 離婚で壊れる子どもたち 心理臨床家からの警告 棚瀬一代 光文社

1631005418 ジェンダーの交差点 横断研究の試み
石田好江・永田祐・若
松孝司

彩流社 ¥3,000 2009年2月25日 購入 2010年4月2日 貸出可能

1631005426 格差社会を生きる 男と女の新ジェンダー論 杉井静子 かもがわ出版 ¥1,800 2008年7月20日 購入 2010年4月2日 貸出可能

1631005434 女子と出産 晩産時代を、どう生きる？ 山本貴代
日本経済新聞出版
社

¥1,400 2010年2月22日 購入 2010年4月2日 貸出可能

1631005442 保健師ジャーナル2010　3月号 女性の健康新時代 医学書院 ¥1,300 2010年3月10日 購入 2010年4月2日 貸出可能

1631005459 青森県女性議員史 政策の決定の場に女性を 下田敦子 路上社 ¥1,905 2008年8月1日 寄贈 2010年6月1日 貸出可能

1631005467 「子育て支援」の新たな職能を学ぶ
山下由紀恵・三島み
どり・名和田清子

ミネルヴァ書房 ¥2,500 2009年5月20日 寄贈 2010年 貸出可能

1631005475
人身取引（トラフィッキング）問題について
知る

独立行政法人国立女
性教育会館

独立行政法人国立
女性教育会館

¥1,000 2009年3月31日 寄贈 2010年7月28日 貸出可能

1631005483 気持ちのキセキ 生きづらさから自由になる 石井昭男 明石書店 ¥1,200 2008年11月1日 寄贈 2010年7月28日 貸出可能

1631005491 暮らしをつくりかえる生活経営力
（社）日本家政学会生
活経営学部会

朝倉書店 ¥2,800 2010年3月20日 寄贈 2010年3月30日 貸出可能

1631005509
性暴力被害に遭った子どもたちのサポー
ト

本当のことを聞いて欲しい
（特営）全国女性シェ
ルターネット

（特営）全国女性
シェルターネット

購入 2010年7月28日 貸出可能
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1631005517 離別後の子どもの「共同親権」を考える
面会交流・養育費・共同親権
制度についてのアンケート報
告

NPO法人しんぐるまざ
あず・ふぉーらむ・

NPO法人全国女性
シェルターネット

¥500 2010年3月18日 購入 2010年7月28日 貸出可能

1631005525 生き方の不平等 お互いさまの社会にむけて 白波瀬佐和子 岩波書店 ¥800 2010年5月20日 購入 2010年8月10日 貸出可能

1631005533
シェルターから考えるドメスティック・バイ
オレンス

被害女性と子どもの自立支
援のために

（特営）かながわ女の
スペースみずら

明石書店 ¥1,900 2006年6月5日 購入 2010年8月10日 貸出可能

1631005541 農業労働とジェンダー 生きがいの戦略 渡辺めぐみ 有信堂高文社 ¥4,000 2009年12月6日 購入 2010年8月10日 貸出可能

1631005558 ホントにあった職場のトラブル
会社と社員が賢く生きるため
の21の掟

岩城猪一郎、安藤壽
建、小泉正典、藤見
義彦、松井文男

労働新聞社 ¥1,800 2010年3月24日 購入 2010年8月13日 貸出可能

1631005566 人身売買をなくすために 受入大国日本の課題
JNATIP：人身売買禁
止ネットワーク

明石書店 ¥1,800 2004年12月21日 購入 2010年8月23日 貸出可能

1631005574 わたし8歳、カカオ畑で働きつづけて。
児童労働者と呼ばれる2億
1800万人の子どもたち

岩附由香・白木朋子・
水寄僚子

合同出版 ¥1,300 2009年7月25日 購入 2010年8月23日 貸出可能

1631005582 性犯罪被害とたたかうということ 小林美佳 朝日新聞出版 ¥1,200 2010年10月30日 購入 2010年11月23日 貸出可能

1631005590 ストレスづきあいの上手な人、下手な人 保坂　隆 角川書店 ¥724 2010年10月10日 購入 2010年11月23日 貸出可能

1631005608 幸せの作法 働く女性に贈る61のヒント 坂東眞理子
アスキー・メディア
ワークス

¥743 2009年9月10日 購入 2010年11月23日 貸出可能

1631005616 うつを治すココロの薬 うつ病対策研究会 楽優出版 ¥1,500 2010年10月16日 購入 2010年11月23日 貸出可能

1631005624 50歳からのスタートライン
輝く女性になるためのテキス
ト

坂巻　美和子 北辰堂出版 ¥1,200 2010年9月10日 購入 2010年11月23日 貸出可能

1631005632
いくつになっても今が旬　女性の再就職
力

坂巻　美和子 北辰堂出版 ¥1,200 2008年12月10日 購入 2010年11月23日 貸出可能

1631005640 姑の言い分　嫁の言い分 今井　美沙子 作品社 ¥1,800 2010年3月10日 購入 2010年1月23日 貸出可能

1631005657 女性を活用する国、しない国 竹信　三恵子 岩波書店 ¥500 2010年9月7日 購入 2011年12月23日 貸出可能

1631005665 パパ！いっしょに、あそぼ
お父さんと小さな子どもの遊
びガイド

ジョン・ホフマン
NPO法人新座子育
てネットワーク

2006年6月1日 寄贈 2010年12月6日 貸出可能

1631005673 先駆者たちの肖像 明日を拓いた女性たち （財）東京女性財団 ドメス出版 ¥1,900 1995年3月10日 寄贈 2010年12月6日 貸出可能

1631005681 女たちの20世紀・100人 姉妹たちよ 女の暦編集室 集英社 ¥3,000 2000年6月12日 寄贈 2010年12月6日

1631005699 STAND 立ち上がる選択 大藪順子 いのちのことば社 ¥1,500 2007年11月1日 購入 2010年12月6日

1631005707 「嫁」が経営主になった 熊崎美保子さんの場合
ＷＡＮ「女性と農」ネッ
トワーク

ＷＡＮ「女性と農」
ネットワーク

¥600 2001年7月20日 寄贈 2011年1月7日 貸出可能

1631005715 富士見産婦人科病院事件 私たちの30年のたたかい
富士見産婦人科病院
被害者同盟・原告団

㈱一葉社 ¥5,000 2010年6月30日 寄贈 2011年4月5日 貸出可能

1631005723 いきることの中に「農」があった 山崎洋子さんの場合
ＷＡＮ「女性と農」ネッ
トワーク

ＷＡＮ「女性と農」
ネットワーク

¥800 2001年7月20日 寄贈 2011年1月7日 貸出可能

1631005731 農業は、私の職業だ！ 清水照子さんの場合
ＷＡＮ「女性と農」ネッ
トワーク

ＷＡＮ「女性と農」
ネットワーク

¥600 2002年5月25日 寄贈 2011年1月7日 貸出可能

1631005749 もう一歩、先へ進むために
シンポジウム「都市と農村の
共同参画かなめは女」

ＷＡＮ「女性と農」ネッ
トワーク

ＷＡＮ「女性と農」
ネットワーク

¥1,000 2001年1月31日 寄贈 2011年1月7日 貸出可能

1631005756 女たちが語る阪神・淡路大震災
ウィメンズネット・こう
べ

（有）アディスト ¥800 1996年1月1日 寄贈 2011年4月12日 貸出可能

1631005764 女たちが語る阪神・淡路大震災
ウィメンズネット・こう
べ

（有）アディスト ¥800 1996年1月1日 寄贈 2011年4月12日 貸出可能

1631005772 女たちが語る阪神・淡路大震災
ウィメンズネット・こう
べ

（有）アディスト ¥800 1996年1月1日 寄贈 2011年4月12日 貸出可能

1631005780 女たちが語る阪神・淡路大震災
ウィメンズネット・こう
べ

（有）アディスト ¥800 1996年1月1日 寄贈 2011年4月12日 貸出可能

1631005798 女たちが語る阪神・淡路大震災
ウィメンズネット・こう
べ

（有）アディスト ¥800 1996年1月1日 寄贈 2011年4月12日 貸出可能
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1631005806 女たちが語る阪神・淡路大震災
ウィメンズネット・こう
べ

（有）アディスト ¥800 1996年1月1日 寄贈 2011年4月12日 貸出可能

1631005814 女たちが語る阪神・淡路大震災
ウィメンズネット・こう
べ

（有）アディスト ¥800 1996年1月1日 寄贈 2011年4月12日 貸出可能

1631005822 女たちが語る阪神・淡路大震災
ウィメンズネット・こう
べ

（有）アディスト ¥800 1996年1月1日 寄贈 2011年4月12日 貸出可能

1631005830 女たちが語る阪神・淡路大震災
ウィメンズネット・こう
べ

（有）アディスト ¥800 1996年1月1日 寄贈 2011年4月12日 貸出可能

1631005848 女たちが語る阪神・淡路大震災
ウィメンズネット・こう
べ

（有）アディスト ¥800 1996年1月1日 寄贈 2011年4月12日 貸出可能

1631005855 災害と女性
ウィメンズネット・こう
べ

（有）アディスト 2005年11月1日 寄贈 2011年4月12日 貸出可能

1631005863 災害と女性
ウィメンズネット・こう
べ

（有）アディスト 2005年11月1日 寄贈 2011年4月12日 貸出可能

1631005871 被災地における性暴力
防止と対応のためのマニュア
ル

ウィメンズネット・こう
べ

（有）アディスト 2009年3月1日 寄贈 2011年4月12日 貸出可能

1631005889 被災地における性暴力
防止と対応のためのマニュア
ル

ウィメンズネット・こう
べ

（有）アディスト 2009年3月1日 寄贈 2011年4月12日 貸出可能

1631005897 女性とたばこの文化誌 ジェンダー規範と表象 舘かおる 世織書房 ¥5,800 2011年3月30日 寄贈 2011年4月29日 貸出可能

1631005905 ネバー・ギブアップ
レディースだった私が大学で
教鞭をとるまで

鍋倉　早百合  文芸社 ¥1,100 2010年4月2日 貸出可能

1631005921 うみ・ひと・くらしを考える 漁村女性の起業から

うみ・ひと・くらしフォー
ラム
財団法人 東京水産
振興会

2011年8月1日 寄贈 2011年10月23日 貸出可能

1631005939 離婚と子どもの幸せ
面接交流・養育費を男女共同
参画社会の視点から考える

日本弁護士連合会
両性の平等に関する
委員会

明石書店 ¥2,500 2011年6月30日 寄贈 2011年10月21日 貸出可能

1631005947 女性からみる日本の漁業と漁村 中道　仁美 農林統計出版 ¥2,000 2008年10月30日 購入 2011年10月1日 貸出可能

1631005945
「変わってしまった女」と「変わりたくない
男」

男女共同参画ノート 三浦　清一郎 学分社 ¥1,600 2009年4月20日 購入 2011年10月1日 貸出可能

1631005962 就職・失業・男女差別 いま、何が起こっているか 岸本　智子 日本経済評論社 ¥700 2010年10月5日 購入 2011年10月1日 貸出可能

1631005970 29歳からの人生戦略ノート 金田　博之 日本実業出版社 ¥1,500 2011年2月20日 購入 2011年10月1日 貸出可能

1631005988 貧困の実態とこれからの日本社会
子ども・女性・犯罪・障害者、
そして人権

大阪弁護士会 明石書店 ¥1,800 2011年8月5日 購入 2011年10月1日 貸出可能

1631005996 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

幻冬舎ルネッサン
ス

¥1,300 2008年3月25日 寄贈 2011年10月1日 貸出可能

1631006002
「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ
ジウム

～災害・復興に男女共同参
画の視点を～

大沢真理・堂本暁子・
山地久美子 編　皆川
満寿美 編集補佐

東京大学社会科学
研究所

2011年9月30日 寄贈 2011年12月1日 貸出可能

1631006010 老いへの不安 歳を取りそこねる人たち 春日　武彦 朝日新聞出版 ¥1,600 2011年4月30日 購入 2011年12月23日 貸出可能

1631006028 貧しい国で女の子として生きるということ 発展途上国からの5つの物語 遊タイム出版 遊タイム出版 ¥1,400 2010年8月1日 購入 2011年12月23日 貸出可能

1631006036 ジェンダー法学入門
三成 三保、笹沼　朋
子、立石　直子、谷田
川　知恵

法律文化社 ¥2,500 2011年4月25日 購入 2011年12月23日 貸出可能

1631006044 重すぎる母、無関心な父
「いい子」という名のアダルト・
チルドレン

信田　さよ子 静山社文庫 ¥667 2011年1月5日 購入 2011年12月23日 貸出可能

1631006051 家庭モラル・ハラスメント 熊谷　早智子 講談社＋α新書 ¥838 2008年5月20日 購入 2011年12月23日 貸出可能

1631006069
時間を活かして仕事も生活も充実する方
法

㈱ワーク・ライフバラ
ンス

ダイエックス出版 ¥1,300 2011年2月22日 購入 2011年12月23日 貸出可能

1631006077 女、一生の働き方
貧乏ばあさんから働くハッ
ピーばあさんへ

樋口　惠子 海竜社 ¥1,429 2010年10月16日 購入 2011年12月23日 貸出可能

1631006085 うまくいく夫婦、ダメになる夫婦の心理学 加藤　諦三 ＰＨＰ研究所 ¥1,000 2011年5月9日 購入 2011年12月23日 貸出可能

1631006093 デートDVと恋愛 伊田　広行 大月出版 ¥2,800 2011年11月10日 購入 2011年12月23日 貸出可能
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1631006101 感情の整理が出来る女は、うまくいく 有川　真由美 ＰＨＰ研究所 ¥1,100 2011年11月7日 購入 2011年12月23日 貸出可能

1631006119 パパのラブレター
子供たちと離れて暮らすパパ
の日記

佐藤　ミツアキ
リトル・ガリヴァー
社

¥1,500 2010年6月28日 購入 2012年3月30日 貸出可能

1631006127 あきらめない
働くあなたに贈る真実のメッ
セージ

村木　厚子 日経ＢＰ社 ¥1,400 2011年11月28日 購入 2012年3月30日 貸出可能

1631006135 がれきの中で本当にあったこと わが子と語る東日本大震災 産経新聞社 産経新聞出版 ¥1,200 2011年6月20日 購入 2012年3月30日 貸出可能

1631006143
IPT　対人関係療法で改善する　夫婦・
パートナー関係

水島　広子 創元社 ¥1,500 2011年12月20日 購入 2012年3月30日 貸出可能

1631006150 自分を許す心理学 疲れない生き方の処方箋 加藤　諦三 三笠書房 ¥571 2011年10月10日 購入 2012年3月30日 貸出可能

1631006168 「好かれる理由嫌われる理由」の心理学 孤立しないための34のヒント 加藤　諦三 PHP研究所 ¥476 2011年6月8日 購入 2012年3月30日 貸出可能

1631006176
女性も　男性も　暮らしも　職場も　happy!
に　年代別　女性の健康と働き方マニュ
アル

ワーク・ライフ・バランスとヘル
スケア

NPO法人　女性の健
康とメノポーズ協会

株式会社SCICUS ¥2,500 2012年2月8日 購入 2012年3月30日 貸出可能

1631006184
移住者が暮らしやすい社会にかえていく
30の方法

移住労働者と連帯す
る全国ネットワーク
（編）

合同出版 ¥1,400 2012年3月15日 購入 2012年7月4日 貸出可能

1631006192 パパ１年生
生まれてきてくれてありがと
う！

安藤　哲也 かんき出版 ¥1,200 2012年2月20日 購入 2012年8月31日 貸出可能

1631006200 女たちが動く
東日本大震災と
男女共同参画視点の支援

みやぎの女性支援を
記録する会

生活思想社 ¥2,000 2012年5月10日 購入 2012年8月31日 貸出可能

1631006218 ＤＶ・虐待　加害者の実体を知る
あなた自身の人生を
取り戻すためのガイド

ランディ・バンクロフト 明石書店 ¥2,800 2010年2月15日 購入 2012年8月31日 貸出可能

1631006226
15歳までの女の子に伝えたい自分の体
と心の守り方

やまがた　てるえ かんき出版 ¥1,300 2012年4月2日 購入 2012年8月31日 貸出可能

1631006234 東北発！女性起業家28のストーリー
女性ならではの知恵と工夫で
農業ビジネスに新しい風を

ブレインワークス/東
北地域環境研究室

カナリア書房 ¥1,500 2012年6月15日 購入 2012年8月31日 貸出可能

1631006242
モモタロー・ノー・リターン＆サルカニ・バ
イオレンス

昔むかし、じぇんだいーがあり
ましたとさ……

奥山　和弘 十月舎 ¥1,000 2011年5月10日 購入 2012年8月31日 貸出可能

1631006259 「少女」と「老女」の聖域
尾崎翠・野溝七生子・森茉莉
を読む

江黒　清美 學藝書林 ¥2,800 2012年9月25日 寄贈 2013年1月8日 貸出可能

1631006267 魔法の“ほめ”セラピー 親も子もラクになる 手塚千砂子 学陽書房 ¥1,300 2012年6月26日 寄贈 2012年11月17日 貸出可能

1631006275 女海賊プーラン　下巻 プーラン・デヴィ 草思社 ¥1,600 1997年2月20日 寄贈 2012年12月1日 貸出可能

1631006283 女海賊プーラン　上巻 プーラン・デヴィ 草思社 ¥1,600 1997年2月20日 寄贈 2012年12月1日 貸出可能

1631006291 「婚活」時代
山田 昌弘、白川 桃
子

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

¥1,000 2008年6月30日 寄贈 2012年12月1日 貸出可能

1631006309 老人性うつ 気づかれない心の病 和田　秀樹 ＰＨＰ新書 ¥740 2012年3月29日 購入 2012年12月17日 貸出可能

1631006317 ひとりでは眠れないあなたへ
恋愛依存の女性たちへ贈る
精神科医からのアドバイス

後藤　時子 文芸社 ¥1,000 2012年4月15日 購入 2012年12月17日 貸出可能

1631006325 「働くパパ」の時間術 栗田　正行 日本実業出版社 ¥1,400 2012年6月1日 購入 2012年12月17日 貸出可能

1631006333 妻と別れたい男たち 三浦　展 集英社新書 ¥720 2012年7月18日 購入 2012年12月17日 貸出可能

1631006341
しあわせ夫婦になる 心が近づく妻のひと
言

林　恭弘 総合法令出版 ¥1,200 2012年4月6日 購入 2012年12月17日 貸出可能

1631006358 ママ起業 私の方法 園田　正世 祥伝社 ¥1,300 2012年9月20日 購入 2012年12月17日 貸出可能

1631006366 エッチのまわりにあるもの 保健室の社会学 すぎむら　なおみ 解放出版社 ¥1,900 2011年3月25日 購入 2012年12月17日 貸出可能

1631006374 貧困のなかでおとなになる 中塚　久美子 かもがわ出版 ¥1,600 2012年10月25日 購入 2012年12月17日 貸出可能

1631006382 妊活バイブル
晩婚・少子化時代に生きる女
のライフプランニング

齋藤 英和、白川 桃
子

講談社+α新書 ¥838 2012年3月20日 購入 2012年12月17日 貸出可能
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1631006390 主婦が、仕事を、探すということ。
高学歴40代妻たち、涙と笑い
の再就職戦線

ウインズ望月恭子と
就活中の主婦たち

東洋経済新報社 ¥1,300 2012年9月13日 購入 2012年12月17日 貸出可能

1631006408 30歳から伸びる女　30歳で止まる女 有川　真由美 ＰＨＰ ¥1,100 2010年10月5日 購入 2012年12月17日 貸出可能

1631006416 悲しむのは、悪いことじゃない 香山　リカ 筑摩書房 ¥1,400 2012年5月10日 購入 2012年12月17日 貸出可能

1631006424 スタンフォードの自分を変える教室 ケリー・マクゴニガル 大和書房 ¥1,600 2012年10月31日 購入 2012年12月17日 貸出可能

1631006432 40歳からの女性ホルモンの高め方 対馬　ルリ子 ＰＨＰ研究所 ¥1,300 2012年8月31日 購入 2012年12月17日 貸出可能

1631006440 マンガでわかる！　統合失調症 中村　ユキ 日本評論社 ¥1,200 2011年6月10日 購入 2012年12月17日 貸出可能

1631006457 ジェンダー平等の種を蒔きつづけて 藤枝澪子の足跡 グループみこし 冬芽工房 非売品 2012年11月20日 寄贈 2012年12月25日 貸出可能

1631006465 部下を定時に帰す「仕事術」
「最短距離」で「成果」を出す
リーダーの知恵

佐々木 常夫 WAVE出版 ¥1,400 2009年2月25日 購入 2013年2月8日 貸出可能

1631006473 働く君に贈る25の言葉 佐々木 常夫 WAVE出版 ¥1,400 2010年11月13日 購入 2013年2月8日 貸出可能

1631006481
人に目を気にせずラクに生きるために黒
猫が教えてくれた９つのこと

金光 サリィ 大和書房 ¥1,300 2012年12月25日 購入 2013年3月19日 貸出可能

1631006499 ｢主人在宅ストレス症候群｣解消・予防法 夫がうっとうしい妻たちへ 黒川　順夫 かもがわ出版 ¥1,500 2012年6月10日 購入 2013年3月19日 貸出可能

1631006507 それってホントに｢うつ｣？
間違いだらけの企業の｢職場
うつ｣対策

吉野　聡 講談社 ¥838 2009年3月20日 購入 2013年3月19日 貸出可能

1631006515 働くこととジェンダー
ビジネスの変容とキャリアの
創造

金谷　千慧子 明石書店 ¥2,200 2012年5月10日 購入 2013年3月19日 貸出可能

1631006523 生きながら火に焼かれて
スアド 著　松本百合
子 訳

ソニー・マガジンズ ¥1,600 2004年4月20日 寄贈 2013年3月19日 貸出可能

1631006531 女子と就活 20代からの｢就・妊・婚｣講座 白河 桃子・常見 陽平 中公新書 ¥940 2012年10月10日 購入 2013年3月19日 貸出可能

1631006549 これからも働き続けるあなたへ
働く女性の不安をやわらげる
42の処方箋

太田　彩子 大和書房 ¥1,300 2012年12月28日 購入 2013年3月19日 貸出可能

1631006556 夫婦格差社会 二極化する結婚のかたち
橘木 俊詔・迫田 さや
か

中公新書 ¥760 2013年1月26日 購入 2013年3月19日 貸出可能

1631006564 不幸にする親 人生を奪われる子供
ダン・ニューハース 著
玉置　悟 訳

講談社 ¥780 2012年7月20日 購入 2013年3月19日 貸出可能

1631006572 恋するきみたちへ。 上村　茂仁 ふくろう出版 ¥1,429 2013年1月21日 購入 2013年3月19日 貸出可能

1631006580
モラハラ&DV夫の｢怒り｣｢イライラ｣を消す
方法

鈴木　邦昭 メタモル出版 ¥1,500 2013年2月15日 購入 2013年3月19日 貸出可能

1631006598
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 編
河北新報出版セン
ター

¥2,000 2013年3月30日 寄贈 2013年3月29日 貸出可能

1631006606 社会参画と女性のキャリア形成事例集
独立行政法人　国立
女性教育会館

2013年3月22日 寄贈 2013年3月29日 貸出可能

1631006614 ジェンダー、多様性、東北復興
3年目に続くガバナンスの機
会と課題

スティール若希　大沢
真理　編東京大学社
会科学研究所

2013年4月9日 寄贈 2113年4月9日 貸出可能

1631006622 「平等」の先の平等 ノルウェーからの熱いエール ノルウェーに学ぶ会 2003年4月1日 購入 2013年8月2日 貸出可能

1631006630 Ｗｏｍｅｎ　ｃａｎ　ｄｏ　ｉｔ　！
リーダー/政治家をめざす　す
べての女性に贈る

ノルウェー労働党女
性局

ノルウェーに学ぶ
会

1631006648 「平等」の先の平等　２０１２ ふたたびのノルウェー ノルウェーに学ぶ会

1631006655 女性大躍進のヒミツ
統一地方選を超えて　東北の
女の選択

クリスティンさんを招く
会・仙台

クリスティンさんを
招く会・仙台

1631006663 災害支援に女性の視点を！
竹信 三恵子、赤石
千衣子

岩波ブックレット ¥560 2012年10月5日 寄贈 2013年9月25日 貸出可能

1631006671 人道憲章と人道に関する最低基準
スファイア・プロジェク
ト

ＮＰＯ法人 難民支
援協会

非売品 2001年 寄贈 2013年9月25日 貸出不可
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1631006689 市川房枝の言説と活動
年表でたどる婦人参政権運
動　1893-1936

市川房枝研究会
公益財団法人市川
房枝記念会女性と
政治センター

¥2,000 2013年5月15日 購入 2013年10月28日 貸出可能

1631006697 「ダメな私」に○をする 香山リカ 中央法規出版 ¥1,400 2012年9月10日 購入 2013年10月28日 貸出可能

1631006705 父子家庭が男を救う 重川治樹 論創社 ¥1,800 2012年5月25日 購入 2013年10月28日 貸出可能

1631006713 脱・不機嫌な女
夫・職場・子どもを変えて笑顔
になる

武部純子 柏書房 ¥1,600 2013年7月1日 購入 2013年10月28日 貸出可能

1631006721 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・柏木惠子 東京大学出版会 ¥1,800 2012年9月19日 購入 2013年10月28日 貸出可能

1631006739 少子化論
なぜまだ結婚、出産しやすい
国にならないのか

松田茂樹 勁草書房 ¥2,800 2013年4月1日 購入 2013年10月28日 貸出可能

1631006747 女子会２．０ 「ジレンマ＋」編集部 ＮＨＫ出版 ¥1,300 2013年5月25日 購入 2013年10月28日 貸出可能

1631006754 ありがとう　おばあちゃん 柴田久美子 文芸社 ¥1,100 2013年4月15日 寄贈 2013年12月4日 貸出可能

1631006762 女の子の幸福論 もっと輝く、明日からの生き方 大崎麻子 講談社 ¥1,300 2013年3月25日 寄贈 2013年12月5日 貸出可能

1631006770 心の整理手帳 ３分で感情をリセッする 水野順子
クロスメディア・パブ
リッシング

¥1,180 2013年6月11日 購入 2014年1月28日 貸出可能

1631006788 「自分らしさ」を生かす82のヒント 鴨下一郎 新講社ワイド新書 ¥800 2013年9月25日 購入 2014年1月28日 貸出可能

1631006796
親と教師のためのセクシュアル・マイノリ
ティ入門ハンドブック

“共生社会をつくる”
セクシュアル・マイノリ
ティ支援全国ネット
ワーク

つなかんぱにー ¥800 2011年3月25日 購入 2014年1月28日 貸出可能

1631006804 わかりあえないことから
コミュニケーション能力とは何
か

平田オリザ 講談社現代新書 ¥740 2012年10月20日 購入 2014年1月28日 貸出可能

1631006812 悩まない！技術
人生を変えるリフレーミング
思考

堀公俊 朝日新聞出版 ¥1,300 2012年6月30日 購入 2014年1月28日 貸出可能

1631006820 LGBTQってなに？
セクシュアル・マイノリティの
ためのハンドブック

ケリー・ヒューゲル 明石書店 ¥2,000 2011年12月15日 購入 2014年1月28日 貸出可能

1631006838 日本のジェンダーを考える 川口章 有斐閣選書 ¥1,900 2013年9月15日 購入 2014年1月28日 貸出可能

1631006846 オトナ婚です、わたしたち 十人十色のつがい方 大塚玲子
太郎次郎社エディ
タス

¥1,500 2013年3月1日 購入 2014年1月28日 貸出可能

1631006853
電話相談員のためのセクシュアル・マイノ
リティ

“共生社会をつくる”
セクシュアル・マイノリ
ティ支援全国ネット
ワーク

つなかんぱにー ¥500 2012年10月12日 購入 2014年1月28日 貸出可能

1631006861 女（わたし）のためのいろはかるた
ウィメンズセンター大
阪

ウィメンズセンター
大阪

¥1,500 購入 2014年1月28日 貸出可能

1631006879
東日本大震災に伴う「震災と女性」に関
する調査報告書

特定非営利活動法人
イコールネット仙台

特定非営利活動法
人イコールネット仙
台

非売品 2012年9月23日 寄贈 2014年2月18日 貸出可能

1631006887
東日本大震災に伴う「震災と女性」に関
する調査　聞き取り集

40人の女性たちが語る東日
本大震災

特定非営利活動法人
イコールネット仙台

特定非営利活動法
人イコールネット仙
台

非売品 2013年2月26日 寄贈 2014年2月18日 貸出可能

1631006895 非モテ！ 男性受難の時代 三浦展 文春新書 ¥770 2009年2月20日 購入 2014年3月31日 貸出可能

1631006903 男性学 新編　日本のフェミニズム　12 伊藤公雄　他 岩波書店 ¥2,700 2009年12月22日 購入 2014年3月31日 貸出可能

1631006911 イクメンで行こう！
育児も仕事も充実させる生き
方

渥美由喜
日本経済新聞出版
社

¥1,600 2010年12月20日 購入 2014年3月31日 貸出可能

1631006929 男性学の新展開 田中俊之 青弓社 ¥1,600 2009年12月19日 購入 2014年3月31日 貸出可能

1631006937 女性学・ジェンダー研究の創成と展開 舘　かおる 世織書房 ¥2,800 2014年3月25日 寄贈 2014年4月23日 貸出可能

1631006945 プロの尼さん 露の団姫 新潮社 ¥720 2013年8月20日 貸出可能

1631006952 露の団姫の仏教いろは寄席 露の団姫 佼成出版社 ¥1,400 2014年3月30日 貸出可能

1631006960 ぽくぽくぽく・ち〜ん 仏の知恵の薬箱 露の団姫 ぷねうま舎 ¥1,400 2013年12月20日
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1631004031 子連れ離婚を考えたときに読む本
慰謝料、親権、養育費･･･気
になることがすべてわかる

新川てるえ 日本実業出版社 ¥1,470 2006年12月25日 購入 2008年3月1日 貸出可能

1631006986 私は、走ろうと決めた。
「世界最悪の地」の女性たち
との挑戦

リサ・ｌ・シャノン
松本　裕・訳

英治出版 ¥1,900 2012年10月17日 2012年10月17日 購入

1631006994 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 ＰＨＰ研究所 ¥1,300 2013年9月9日 貸出可能

1631007000 フランスのワーク・ライフ・バランス
男女平等政策入門：ＥＵ、フラ
ンスから日本へ

石田　久仁子
パド・ウィメンズ・オ
フィス

¥2,800 2013年12月5日 貸出可能

1631007018 幸福力 幸せを生み出す方法 海原　純子 潮出版社 ¥1,000 2014年1月2日 貸出可能

1631007026 うちのパパはウルトライックメン きむらゆういち 小学館 ¥1,100 2014年2月25日 購入

1631007034 遠い日への哀歌 金城英子短歌集 金城　英子 北斗社 ¥1,500 2014年10月1日 寄贈 2015年1月12日 貸出可能

1631007042
子どもへの虐待への対応　性虐待被害
者の保護とケアを中心に

カイヤ・プーラさん講演録
NPO法人性暴力救援
センター・大阪
SACHICO

NPO法人性暴力救
援センター・大阪
SACHICO

¥1,080 2014年4月29日 購入 2015年1月12日 貸出可能

1631007059 DVにとりくむ ～医療現場でできること～
ウイメンズセンター大
阪

耕文社 ¥1,080 2002年3月31日 購入 2015年1月12日 貸出可能

1631007067 女性への暴力防止
援助のあり方をつなぐものと
して～政策・医療・福祉・警察

ウイメンズセンター大
阪

耕文社 ¥1,296 1998年10月10日 購入 2015年1月12日 貸出可能

1631007075 「男」という不安 小浜逸郎 PHP新書 ¥660 2001年4月27日 寄贈 2015年1月12日 貸出可能

1631007083 女性のためのリーダーシップ術 猪俣恭子 幻冬舎 ¥740 2014年5月30日 寄贈 2015年1月27日 貸出可能

1631007091 感情的にならない本 不機嫌な人は幼稚に見える 和田秀樹 新講社 ¥800 2013年11月22日 購入 2015年2月16日 貸出可能

1631007109 シングルマザーの貧困 水無田気流 光文社 ¥820 2014年11月20日 購入 2015年2月16日 貸出可能

1631007117 男子家事
家事ほど、クリエイティブで楽
しい事はない！

阿部洵子 マガジンハウス ¥762 2013年8月30日 購入 2015年2月16日 貸出可能

1631007125 母の呪縛から解放される方法
お母さん、もう私を苦しめない
で！

Dr.タツコ・マーティン 大和書房 ¥1,300 2012年1月30日 購入 2015年2月16日 貸出可能

1631007133
99％の絶望の中に「1％のチャンス」は実
る

岩佐大輝 ダイヤモンド社 ¥1,300 2014年3月13日 購入 2015年2月16日 貸出可能

1631007141 母を許せない娘、娘を愛せない母
奪われていた人生を取り戻す
ために

袰岩秀章 ダイヤモンド社 ¥1,500 2013年10月18日 購入 2015年2月16日 貸出可能

1631007158 傷つく人、傷つける人 信田さよ子 集英社 ¥1,400 2013年7月31日 購入 2015年2月16日 貸出可能

1631007166 考えるマナー
戸惑いの数だけ大人になれ
る

赤瀬川原平・井上荒
野・劇団ひとり　他

中央公論新社 ¥1,500 2014年7月25日 購入 2015年2月16日 貸出可能

1631007174 未来につなげる男女共同参画 ジェンダー視点の実践活動
池田政子・やまなしの
仲間たち

生活思想社 ¥2,300 2013年6月10日 購入 2015年2月16日 貸出可能

1631007182 ストーカー
被害に悩むあなたにできるこ
と

長谷川京子・山脇恵
理子

日本加除出版 ¥1,800 2014年4月28日 購入 2015年2月16日 貸出可能

1631007190 ハタチまでに知っておきたい性のこと
こころとからだ、そして社会と
の関係…人間の生は、とって
も奥深くて、おもしろい

橋本紀子・田代美江
子・関口久志

大月書店 ¥2,000 2014年4月21日 購入 2015年3月17日 貸出可能

1631007208
なぜ、女性が活躍する組織は強いの
か？

先進19社に学ぶ女性の力を
引出す「仕組み」と「習慣」

麓幸子・日経BPヒット
総合研究所

日経BP社 ¥1,850 2014年6月2日 購入 2015年3月17日 貸出可能

1631007216 ホームレス農園
命をつなぐ「農」を作る！若き
女性起業家の挑戦

小島希世子 河出書房新社 ¥1,450 2014年10月20日 購入 2015年3月17日 貸出可能

1631007224
パワハラ防止のためのアンガーマネジメ
ント入門

怒り、イライラのコントロール
で、職場は変わる！成果が上
がる！

小林浩志 東洋経済新報社 ¥1,500 2014年2月27日 購入 2015年3月17日 貸出可能

1631007232 「育休世代」のジレンマ
女性活用はなぜ失敗するの
か？

中野円佳 光文社新書 ¥880 2014年9月20日 購入 2015年3月17日 貸出可能

1631007240 難民高校生
絶望社会を生き抜く「私たち」
のリアル

仁藤夢乃 英治出版 ¥1,500 2013年3月25日 購入 2015年3月17日 貸出可能

1631007257 専業主婦になるということ 野﨑佐和 あけび書房 ¥1,700 2014年10月1日 購入 2015年3月17日 貸出可能
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1631007265 メディアとジェンダー
国広陽子・東京女子
大学女性学研究所

勁草書房 ¥2,800 2012年1月25日 購入 2015年3月17日 貸出可能

1631007273 タネナシ。 ダイアモンド✡ユカイ 講談社 ¥1,400 2011年7月21日 購入 2015年3月17日 貸出可能

1631007281 育爺。
時代はイクメンよりイクジ
イ！？

ダイアモンド✡ユカイ 講談社 ¥1,400 2013年6月20日 購入 2015年3月17日 貸出可能

1631007299 ワーク・ライフ・ハピネス２
成功する会社は仕事が楽し
い！

阿部重利　・　榎本恵
一

万来舎 ¥1,700 2015年2月6日 寄贈 2015年3月24 貸出可能

1631007307 ワーク・ライフ・ハピネス２
成功する会社は仕事が楽し
い！

阿部重利　・　榎本恵
一

万来舎 ¥1,700 2015年2月6日 寄贈 2015年3月24 貸出可能

1631007315 健康で文化的な最低限度の生活(2) 柏木　ハルコ 小学館 ¥522 2015年2月4日 寄贈 2015年7月17日 貸出可能

1631007323 健康で文化的な最低限度の生活(1) 柏木　ハルコ 小学館 ¥522 2015年2月4日 寄贈 2015年7月17日 貸出可能

1631007331
赤ちゃんにきびしい国で、赤ちゃんが増え
るはずがない。

境　治 三輪舎 ¥1,400 2014年12月31日 寄贈 2015年7月17日 貸出可能

1631007349 産褥記
産んだらなんとかなりません
から！

吉田　紫磨子・吉岡
マコ

ブックウォーマー ¥1,300 2015年4月24日 寄贈 2015年7月17日 貸出可能

1631007356 走る女たち
シャンティ・ソシーンス
キー

日経ＢＰ社 ¥1,600 2008年10月20日 寄贈 2015年7月17日 貸出可能

1631007364 政治と自己実現 広岡　守穂 中央大学出版 ¥2,500 2012年月16日 購入 2015年8月14日 貸出可能

1631007372 市民社会と自己実現 広岡　守穂 有信堂 ¥2,500 2013年12月24日 購入 2015年8月14日 貸出可能

1631007380 ジェンダーと自己実現 広岡　守穂 有信堂 ¥2,500 2015年6月30日 購入 2015年8月14日 貸出可能

1631007398 ひとり親家庭サポートBOOK シングルマザー生活便利帳
新川てるえ・ 田中涼
子

太郎次郎社エディ
タス

¥1,500 2014年2月15日 購入 2015年8月14日 貸出可能

1631007406 子づれシングルと子どもたち
ひとり親家族で育つ子どもた
ちの生活実態

神原文子 明石書店 ¥2,500 2014年3月20日 購入 2015年8月14日 貸出可能

1631007414 あなたの周りの身近な狂気 高木希奈 セブン＆アイ出版 ¥1,400 2014年12月11日 購入 2015年8月14日 貸出可能

1631007422 レズビアン的結婚生活 東小雪・増原裕子 イーストプレス ¥1,000 2013年12月27日 購入 2015年8月14日 貸出可能

1631007430 FQJAPAN 男の育児バイブルFromUK
アクセスインターナ
ショナル

¥500 2015年6月1日 購入 2015年8月14日 貸出可能

1631007448 新　気づいて乗り越える
精神的ＤＶに悩む(夫のモラル
ハラスメント)女性のためのガ
イドブック

長谷川七重＋グルー
プしおん

メディアランド ¥1,300 2015年3月1日 購入 2015年8月14日 貸出可能

1631007455 健康で文化的な最低限度の生活(３) 柏木　ハルコ 小学館 ¥596 2016年1月29日 購入 2016/7/ 貸出可能

1631007463 女性画家たちの戦争 吉良　智子 平凡社 ¥907 2015年7月15日 購入 貸出可能

1631007471 世界を変えた10人の女性 お茶の水女子大学特別講義 池上　彰 文春文庫 ¥724 2016年5月10日 購入 貸出可能

1631007489 産後が始まった！
夫による、産後のリアル妻レ
ポート

渡辺　大地
KADOKAWA　メディ
アファクトリー

¥1,188 2014年3月14日 購入 貸出可能

1631007497 「社会を変える23章そして自分も変わる」 川田　忠明 新日本出版社 ¥1,188 2015年10月31日 購入 2016年2月17日 貸出可能

1631007505
マイ・レジリエンス～トラウマとともに生き
る～

レジリエンス 梨の木舎 ¥2,160 2013年4月1日 購入 2016年2月17日 貸出可能

1631007513
傷ついたあなたへ(2)―わたしがわたしを
幸福にするということ　DVトラウマからの
回復ワークブックー

レジリエンス 梨の木舎 ¥1,620 2010年4月1日 購入 2016年2月17日 貸出可能

1631007521
傷ついたあなたへ―わたしがわたしを大
切にするということ　DVトラウマからの回
復ワークブックー

レジリエンス 梨の木舎 ¥1,620 2013年1月25日 購入 2016年2月17日 貸出可能

1631007539 ぼくはよわむし？ 草谷　桂子 大月書店 ¥1,728 2003年5月1日 購入 2016年2月17日 貸出可能

1631007547 にじ色の本棚―LGBTブックガイド－ 原ミナ太/土肥いつき 三一新書 ¥1,836 2016年1月1日 購入 2016年2月17日 貸出可能
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1631007554
LGBTってなんだろう?--からだの性・ここ
ろの性・好きになる性

薬師 実芳 (著), 古堂
達也 (著), 小川 奈津
己 (著), 笹原 千奈未
(著)

合同出版 ¥1,944 2014年9月30日 購入 2016年2月17日 貸出可能

1631007562 同性婚　私たち弁護士夫夫（ふうふ）です
南和行 (著)

祥伝社 ¥842  2015/7/2 購入 2016年2月17日 貸出可能

1631007570 神様の背中～貧困の中の子どもたち～ さいき　まこ 秋田書店 ¥972 2015年7月16日 購入 2016年2月17日 貸出可能

1631007588
下層化する女性たち: 労働と家庭からの
排除と貧困

小杉 礼子 (著), 宮本
みち子 (著) 勁草書房 ¥2,700   2015/8/29 購入 2016年2月17日 貸出可能

1631007596
主夫になってはじめてわかった主婦のこ
と

中村 シュフ  猿江商會 ¥1,404   2015/4/7 購入 2016年2月17日 貸出可能

1631007604
長いものに巻かれるな! 苦労を楽しみに
変える働き方

渥美由喜 文藝春秋 ¥1,404  2015/11/13 購入 2016年2月17日 貸出可能

1631007612 いつまでも会社があると思うなよ! 川島高之 PHP研究所 ¥1,512  2015/9/16 購入 2016年2月17日 貸出可能

1631007620
なぜ、女性が活躍する組織は強いの
か？

先進19社に学ぶ女性の力を
引出す「仕組み」と「習慣」

麓幸子・日経BPヒット
総合研究所編 日経BP社 ¥1,998 2014年5月29日 購入 2016年2月17日 貸出可能

1631007638 女たちのサバイバル作戦
上野 千鶴子 (著)

文藝春秋 ¥864  2013/9/20 購入 2016年2月17日 貸出可能

1631007646 ゴーガイ！ 飛鳥あると 講談社 ¥562 2010年5月13日 寄贈 2015年12月1日 貸出可能

1631007653 ゴーガイ！2号目 飛鳥あると 講談社 ¥562 2011年6月13日 寄贈 2015年12月1日 貸出可能

1631007661 田中寿美子の足跡
20世紀を駆け抜けたフェミニ
スト

井上輝子監修 女性会議 ¥1,500 2015年2月15日 寄贈 2015年12月1日 貸出可能

1631007679 記録集　田中寿美子の足跡に学ぶ
―女性と政治のこれまで、こ
れから

田中寿美子さんの足
跡をたどる会

女性会議 ¥500 2015年8月17日 寄贈 2015年12月1日 貸出可能

1631007687 伝え方が9割 佐々木　圭一 ダイヤモンド社 ¥1,400 2013年2月28日 寄贈 2015年12月1日 貸出可能

1631007695
平成26年度性的少数者のためのＤＶシェ
ルター運営事業

ＮＰＯ法人高知ヘルプ
デスク

2015年3月23日 寄贈 2015年12月1日 貸出可能

1631007703 戦争は女の顔をしていない
スヴィトラーナ・アレク
シエーヴェチ

岩波書店 購入 2016年2月17日 貸出可能

1631007711 ボタン穴から見た戦争
スヴィトラーナ・アレク
シエーヴェチ

岩波書店 購入 2016年2月17日 貸出可能

1631007729 フランスを目覚めさせた女性たち
ジャン＝ルイ・ドブレ、
ヴァレリー・ボシュネク

パド・ウィメンズ・オ
フィス

¥3,672 2016年3月30日 購入 2016年6月6日 貸出可能

1631007737 子どもの貧困
社会的用語の現場から考え
る

池上　彰 筑摩書房 ¥886 2015年3月4日 購入 2016年6月6日 貸出可能

1631007745 ふたりのママから、きみたちへ 東小雪、増原裕子 イースト・プレス ¥1,404 2014年1月17日 購入 2016年6月6日 貸出可能

1631007752 〈40男〉はなぜ嫌われるか 田中　俊之 イースト・プレス ¥930 2015年8月9日 購入 2016年6月6日 貸出可能

1631007760
崖っぷちで差がつく上司のイクボス式
チーム戦略

日経DUAL 日経DUAL ¥1,404 2015年4月14日 購入 2016年6月6日 貸出可能

1631007778
なぜ、あの会社は女性管理職が順調に
増えているのか

先進20社が実践する女性人
材育成の戦略と施策

麓幸子、日経BPヒット
総合研究所

日経BP社 ¥1,998 2015年4月13日 購入 2016年6月6日 貸出可能

1631007786 女性活躍の教科書
明日からできる「輝く社会の
人材戦略」

麓幸子、日経BPヒット
総合研究所

日経BP社 ¥1,728 2016年4月1日 購入 2016年6月6日 貸出可能

1631007794
企業力を高める―女性の活躍推進と働
き方改革

経団連出版
一般社団法人 経
団連事業サービス

¥1,728 2015年5月1日 購入 2016年6月6日 貸出可能

1631007802 ゆらぐ親密圏とフェミニズム
ぐるーばる時代のケア・労働・
アイデンティティ

海妻　径子 コモンズ ¥1,800 2016年5月10日 寄贈 2016年5月16日 貸出可能

1631007810 としまＦ１会議
「消滅可能性都市」270日の
挑戦

萩原　なつ子 生産性出版 ¥1,800 2016年6月30日 購入 2016年9月29日 貸出可能

1631007828 健康で文化的な最低限度の生活（４） 柏木　ハルコ 小学館 ¥596 2016年9月4日 寄贈 貸出可能

1631007836 女性も男性も幸せに働く職場の交笑力 首藤　若菜 (株)アントレックス ¥596 2016年3月8日 寄贈 貸出可能
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1631007844 ハッピーママ入門 加倉井　さおり かんき出版 ¥1,404 2016年3月14日 寄贈 貸出可能

1631007877 あごらⅠ
雑誌でつないだフェミニズム
第一巻

あごら九州 石風社 ¥2,700 2016年12月1日 寄贈 2016年11月21日 貸出可能

1631007851 あごらⅡ
雑誌でつないだフェミニズム
第二巻

あごら九州 石風社 ¥2,700 2016年12月1日 寄贈 2016年11月21日 貸出可能

1631007869 あごらⅢ
雑誌でつないだフェミニズム
第三巻

あごら九州 石風社 ¥2,700 2016年12月1日 寄贈 2016年11月21日 貸出可能

1631007885 デートDV白書
レポート「デートＤＶ110番」の
2年間　電話相談からデートＤ
Ｖの実態を探る

ＮＰＯ法人エンパワメ
ントかながわ

¥1,000 2013年3月3日 寄贈 2016年12月7日 貸出可能

1631007893 デートDV白書　ＶＯＬ.２
高校向け防止教育実践報告
～クラス単位で行うワーク
ショップの交かと必要性～

ＮＰＯ法人エンパワメ
ントかながわ

¥1,000 2013年9月1日 寄贈 2016年12月7日 貸出可能

1631007901 デートDV白書　ＶＯＬ.３
デートＤＶ相談体制の構築に
向けて　～学校と相談機関を
つなぐ～

ＮＰＯ法人エンパワメ
ントかながわ

¥1,000 2013年9月1日 寄贈 2016年12月7日 貸出可能

1631007919 できるリーダーはなぜメールが短いのか
残業ゼロで「圧倒的な成果」
を上げる仕事術

安藤　哲也 青春出版社 ¥886 2015年3月15日 購入 2017年1月5日 貸出可能

1631007927 新しいパパの教科書
ＮＰＯ法人ファザーリ
ング・ジャパン

Ｇａｋｋｅｎ ¥1,080 2015年10月19日 購入 2017年1月5日 貸出可能

1631007935 チームのことだけ、考えた。 青野　慶久 ダイヤモンド社 ¥1,620 2016年10月14日 購入 2017年1月5日 貸出可能

1631007943 ワタミの失敗
「善意の会社」がブラック企業
と呼ばれた構造

新田　龍 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 購入 2017年1月5日 貸出可能

1631007950 赤ちゃんがやってくる！
パパとママになるための準備
カンペキＢＯＯＫ

渡辺　大地 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ¥1,512 2016年9月28日 購入 2017年1月5日 貸出可能

1631007968 家族という病 下重　暁子 幻冬舎新書 ¥842 2015年12月25日 購入 2017年1月5日 貸出可能

1631007976 ケアメンを生きる
男性介護者100万人へのエー
ル

津止　正敏 クリエイツかもがわ ¥1,728 2013年5月30日 購入 2017年1月5日 貸出可能

1631007984 増補　母性愛神話の罠 大日向　雅美 日本評論社 ¥1,836 2015年6月25日 購入 2017年1月5日 貸出可能

1631007992 女性は裁判でどうたたかうか アメリカ・女性の権利
アメリカ自由人権協
会

教育資料出版会 ¥2,700 1997年11月10日 購入 2017年1月5日 貸出可能

1631008008 従軍慰安婦と公娼制度 従軍慰安婦問題再論 倉橋　正直 共栄書房 ¥2,160 2010年8月25日 購入 2017年1月5日 貸出可能

1631008016
障害のある女性の生活の困難　複合差
別実態調査　報告書

人生の中で出会う複合的な
生きにくさとは

特定非営利活動法人
ＤＰＩ日本会議　ＤＰＩ女
性障害者ネットワーク

興栄社 ¥1,000 2012年3月30日 購入 2017年1月5日 貸出可能

1631008024 お母さんどうしちゃったの・・・
―統合失調症になったの・前
編―

プルスアルハ ゆまに書房 ¥1,944 2013年9月25日 購入 2017年1月5日 貸出可能

1631008032
ネウボラ　フィンランドの出産・子育て支
援

髙橋　睦子 かもがわ出版 ¥1,512 2016年4月15日 購入 2017年1月10日 貸出可能

1631008040 デートDV白書　ＶＯＬ．４

デートＤＶの実態から見える
中堅世代の女性の生きづらさ
～デートＤＶ110番５年間の相
談記録から～

ＮＰＯ法人エンパワメ
ントかながわ

2016年11月 寄贈 2016年12月22日 貸出可能

1631008057
なぜあなたは「愛してくれない人」を好き
になるのか

二村　ヒトシ イーストプレス ¥720 2017年1月21日 購入 2017年2月27日 貸出可能

1631008065 スクールセクハラ
なぜ教師のわいせつ犯罪は
繰り返されるのか

池谷　孝司 幻冬舎 ¥1,512 2015年3月10日 購入 2017年2月27日 貸出可能

1631008073 愛って、なに？ スザンナ・タマーロ 草思社 ¥1,512 2001年11月1日 購入 2017年2月27日 貸出可能

人生で大切なことはすべて家庭科で学べ
る

ふくしまの男性教員による授
業

末松　孝治 文芸社 ¥1,296 2015年10月30日 寄贈 貸出可能

1631008107 菊と刀 日本文化の型 ルース･ベネディクト 講談社 ¥1,382 2014年12月10日 寄贈 2017年4月10日 貸出可能

1631008115 資生堂で学んだまごころの仕事術 関根　近子 朝日新聞出版 ¥1,404 2014年11月30日 購入 2017年5月28日 貸出可能

1631008123 「女性にやさしい」その先へ
”資生堂ショック”から新しい
働き方を考える

ＡＥＲＡ編集部、大沢
真知子

朝日新聞出版 ¥1,188 2016年6月30日 購入 2017年5月28日 貸出可能
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1631008131 裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち 上間　陽子 太田出版 ¥1,836 2017年6月19日 2017年2月11日 購入 2017年7月18日 貸出可能

1631008149 25％の女たち
未婚、高学歴、ノンキャリアと
いう生き方

梶原 公子 あっぷる出版社 ¥1,728 2014年5月10日 2014年5月10日 購入 2017年7月18日 貸出可能

1631008156
死ぬくらいなら会社辞めればができない
理由(ワケ)

汐街　コナ あさ出版 ¥1,296 2017年5月15日 2017年4月11日 購入 2017年7月18日 貸出可能

1631008164 ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ 100年時代の人生戦略
リンダ･グラットン、ア
ンドリュー・スコット

東洋経済新報社 ¥1,944 2017年6月19日 2016年11月3日 購入 2017年7月18日 貸出可能

1631008172
イラスト版　発達に遅れのある子どもと学
ぶ性の話し

子どもとマスターする性のしく
み・いのちの大切さ

伊藤　修毅 合同出版 ¥1,728 2014年3月20日 2013年10月10日 購入 2017年7月18日 貸出可能

1631008180 高齢者虐待防止のための家族支援
安心づくり安全探しアプロー
チ（ＡＡＡ）ガイドブック

副田あけみ、土屋典
子、長沼葉月

誠信書房 ¥2,700 2012年10月10日 2012年10月10日 購入 2017年7月18日 貸出可能

1631008198
性的虐待を受けた子ども・性的問題行動
を示す子どもへの支援

児童福祉施設における生活
支援と心理･医療的ケア

八木 修司 、 岡本 正
子

明石書店 ¥2,808 2015年12月10日 2012年12月10日 購入 2017年7月18日 貸出可能

1631008206
学校･病院で必ず役立つLGBTサポート
ブック

はたちさこ、藤井ひろ
み、桂木祥子

保育社 ¥2,160 2017年3月15日 2016年3月15日 購入 2017年7月18日 貸出可能

1631008214 介護する息子たち
男性性の死角とケアのジェン
ダー分析

平山　亮 勁草書房 ¥2,700 2017年2月25日 2017年2月25日 購入 2017年7月18日 貸出可能

1631008222
マンガ　おひとりさまの遠距離介護けもの
道

ハハとムスメのバトルあるあ
る

たけしま　さよ メディカ出版 ¥1,296 2014年4月1日 2014年4月1日 購入 2017年7月18日 貸出可能

1631008230
両性の平等をめぐる家族法・税・社会保
障

戦後７０年の軌跡を踏まえて 遠藤　みち 日本評論社 ¥6,264 2017年7月20日 2016年4月15日 寄贈 2017年7月22日 貸出可能

1631008248
御社の働き方改革、ここが間違ってま
す！

残業削減で伸びるすごい会
社

白河　桃子 PHP新書 ¥924 2017年7月28日 2017年7月28日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008255 13歳、「私」をなくした私 性暴力と生きることのリアル 山本　潤 朝日新聞出版 ¥1,512 2017年4月30日 2017年2月28日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008263 男も女もみんなフェミニストでなきゃ
チママンダ・ンゴズィ・
アディーチェ

河出書房新社 ¥1,296 2017年4月30日 2017年4月20日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008271 男はなぜこんなに苦しいのか 海原　純子 朝日新書 ¥842 2016年1月30日 2016年1月30日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008289 女子高生ビジネスの内幕 井川　楊枝 宝島社 ¥1,080 2016年3月2日 2016年3月2日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008297
フランスに学ぶ男女共同の子育てと少子
化抑止政策

冨士谷　あつ子、伊
藤　公雄

明石書店 ¥3,024 2014年7月25日 2014年7月25日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008305 女オンチ。
女なのに女の掟がわからな
い

深澤　真紀 祥伝社 ¥723 2016年2月20日 2016年2月20日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008313 思春期サバイバル
10代の時って考えることが多
くなる気がするわけ。

ここから探検隊 星雲社 ¥1,512 2017年3月20日 2013年9月15日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008321 サンタのおばさん 東野　圭吾 文藝春秋 ¥1,439 2017年9月5日 2001年11月15日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008339 私の中のわたしたち
解離性同一性障害を生きの
びて

オルガ・R・トゥルヒー
ヨ

株式会社　国書刊
行社

¥2,700 2017年9月25日 2017年9月25日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008347 サイレントマザー
貧困の中で沈黙する母親と
子ども虐待

石川　瞭子 株式会社　青弓社 ¥2,160 2017年10月30日 2017年10月30日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008354 なぜ、人は平気で「いじめ」をするのか？ 透明な暴力と向き合うために 加野　芳正
株式会社　日本図
書センター

¥1,620 2011年9月15日 2011年9月15日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008362 虹色のチョーク
働く幸せを実現した町工場の
奇跡

小松　成美 株式会社　幻冬舎 ¥1,404 2017年5月31日 2017年5月20日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008370 サラリーマンより稼ぐ女子高生たち ―JKビジネスのすべて― 高木　瑞穂
株式会社　コアマガ
ジン

¥1,296 2016年8月17日 2016年8月17日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008388 見えない買春の現場 「JKビジネス」のリアル 坂爪　真吾 KKベストセラーズ ¥929 2017年2月20日 2017年2月20日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008396 クラッシャー上司
平気で部下を追い詰める人
たち

松崎　一葉
株式会社　PHP研
究所

¥886 2017年8月8日 2017年1月27日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008404 ワンオペ育児 わかってほしい休めない日常 藤田　結子 毎日新聞出版 ¥1,404 2017年6月25日 2017年6月10日 購入 2018年2月3日 貸出可能

1631008412 よりよく生き延びる 3・11と男女共同参画センター
せんだい男女共同参
画財団

新潮社 ¥1,404 2017年11月15日 2017年11月15日 寄贈 2018年2月4日 貸出可能
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1631008420 国際セクシュアリティ教育ガイダンス
教育・福祉・医療・保健現場で
活かすために

UNESCO　編
浅井　春夫　訳

明石書店 ¥2,700 2018年5月20日 2017年6月15日 購入 2018年10月2日 貸出可能

1631008438 ベル・フックスの「フェミニズム理論」 周辺から中心へ
ベル・フックス　著
野崎　佐和
毛塚　翠　訳

あけび書房 ¥2,592 2017年10月1日 2017年10月1日 購入 2018年10月2日 貸出可能

1631008446 「ふつう」ってなんだ？ LGBTについて知る本
特定非営利活動法人　ReBit
藥師　実芳
中島　潤

学研プラス ¥5,184 2018年7月13日 2018年2月27日 購入 2018年10月2日 貸出可能

1631008453
女性参政70周年記念　女性と政治資料
集

公益財団法人市川房
枝記念会女性と政治
センター

公益財団法人市川
房枝記念会女性と
政治センター

¥2,160 2018年5月15日 2018年5月15日 購入 2018年10月2日 貸出可能

1631008461 みんなのためのLGBTI人権宣言
人は生まれながらにして自由
で平等

国連人権高等弁務官
事務所　著
山下　梓　訳

合同出版 ¥1,944 2016年11月25日 2016年11月25日 寄贈 2018年10月2日 貸出可能

男女共同参画の視点で実践する災害対
策

災害とジェンダー＜基礎編＞

マネジメントと支援プログラム　子育て支
援NPO活動ハンドブック

特定非営利活動法人
NPO事業サポートセ
ンター

男女共同参画の視点に立った若者の
キャリア形成支援ハンドブック

独立行政法人国立女
性教育会館

NWEC実践研究　第6号 ＜女性のエンパワーメント＞
独立行政法人国立女
性教育会館

15歳から始まる。人生の設計ノート 成美堂

山川菊栄記念会記録集2000-2015　たた
かう女性学の歩み

山川菊栄記念会

山川菊栄が描いた歴史

ときをこえて
―さぼらず　さりげなく　さわ
やかに―

盛岡市婦人ボランティ
ア野の花会創立二十
周年記念誌

1631008537 <化外＞のフェミニズム
岩手・麗ら舎読書会の＜おな
ご＞たち

柳原恵 2018.4 ¥5,550

1631008545 問いからはじめる家族社会学
多様化する家族の包摂に向
けて

岩間暁子
大和礼子
田間泰子

有斐閣ストゥディア ¥1,944 2015.3 購入 2019年1月29日 貸出可能

1631008529 世界8

セクハラ・性暴力を許さない
社会へ
米朝首脳会談は何を変える
か

岩波書店 ¥918 2018.8 購入 2019年1月29日 貸出可能

1631008552 不道徳お母さん講座
私たちはなぜ母性と自己犠
牲に感動するのか

堀越英美 河出書房新社 ¥1,674 2018.7 購入 2019年1月29日 貸出可能

1631008495 部長、その恋愛はセクハラです！ 牟田和恵 集英社新書 ¥886 2013.6 購入 2019年1月29日 貸出可能

1631008503 壊れる男たち
―セクハラはなぜ繰り返され
るのか―

金子雅臣 岩波書店 ¥886 2006.6 購入 2019年1月29日 貸出可能

1631008511 性と法律 ―変わったこと、変えたいこと 角田由紀子 岩波新書 ¥886 2013.12 購入 2019年1月29日 貸出可能

1631008487 日本柔道の論点 山口香 イースト新書 ¥929 2013.6 購入 2019年1月29日 貸出可能

1631008479 ８２年生まれ、キム・ジヨン
チョ・ナムジュ　著
斎藤　真理子　訳

筑摩書房 ¥1,620 2018.12 購入 2019年1月29日 貸出可能

1631008560 男女共同参画政策 行政評価と施設評価
内藤和美
山谷清志

晃洋書房 ¥2,800 2015年4月20日 寄贈 2019年3月8日 貸出可能

1631008578
中学生へのドメスティック・バイオレンス
予防啓発に関する研究

須賀朋子 風間書房 ¥6,000 2015年7月15日 2015年7月15日 寄贈 2019年3月11日 貸出可能

1631008586 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 はるか書房 ¥1,500 2018年7月25日 2018年7月25日 購入 2019年3月18日 貸出可能

1631008594 農家女性の戦後史
日本農業新聞「女の階段」の
五十年

姉歯　曉 こぶし書房 ¥2,200 2018年8月30日 2018年8月30日 購入 2019年3月18日 貸出可能

1631008602 女子柔道の歴史と課題 山口　香 日本武道館 ¥2,400 2012年3月30日 2012年3月30日 購入 2019年3月18日 貸出可能

1631008610 THE LAST GIRL
イスラム国に囚われ、闘い続
ける女性の物語

ナディア・ムラド　著
吉井　智津　訳

東洋館出版社 ¥1,800 2018年11月30日 2018年11月30日 購入 2019年3月18日 貸出可能

1631008628 女は「政治」に向かないの？ 秋山　訓子 講談社 ¥1,400 2018年6月1日 2018年5月30日 購入 2019年3月18日 貸出可能
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1631008636
お母さん！学校では防犯もSEXも避妊も
教えてくれませんよ！

のじま　なみ 辰巳出版 ¥1,400 2019年2月20日 2018年12月20日 購入 2019年3月18日 貸出可能

1631008644 女性学をつなぐ 女性学研究会アーカイブ 女性学研究会 新水社 ¥1,800 2009年11月20日 2009年11月20日 寄贈 2019年6月15日 貸出可能

1631008651
離婚した時、もうセックスは終わりだなと
思っていた。

菊池　とおこ
しまや出版（印刷
所）

- 2019年6月 2019年6月 寄贈 2019年6月15日 貸出可能

1631008669 結婚不要社会 山田　昌弘 朝日新聞出版 ¥750 2019年5月30日 2019年5月30日 購入 2019年7月26日 貸出可能

1631008677 子どもの脳を傷つける親たち 友田　明美 ＮＨＫ出版 ¥780 2017年8月10日 2017年8月10日 購入 2019年7月26日 貸出可能

1631008685 僕が夫に出会うまで 七崎　良輔 文藝春秋 ¥1,300 2019年5月25日 2019年5月25日 購入 2019年7月26日 貸出可能

1631008693 ひとりで暮らす、ひとりを支える
フィンランド高齢者ケアのエス
ノグラフィー

髙橋　絵里香 青土社 ¥2,000 2019年4月26日 2019年4月26日 購入 2019年7月26日 貸出可能

1631008701 ダメをみがく “女子”の呪いを解く方法
津村　記久子
深澤　真紀

紀伊國屋書店 ¥1,500 2013年4月12日 2013年4月12日 購入 2019年7月26日 貸出可能

1631008719 サイエンスコナン　防災の不思議 青山　剛昌 小学館 ¥850 2017年8月30日 2017年8月30日 購入 2019年7月26日 貸出可能

1631008909 女性が政治を変えるとき 議員・市長・知事の経験
五十嵐　暁郎
ミランダ・Ａｼシュラー
ズ

岩波書店 ¥3,850 2012年7月24日 2012年7月24日 購入 2019年11月11日 貸出可能

1631008917 人口政策の比較史 せめぎあう家族と行政
小島　宏
廣嶋　清志

日本経済評論社 ¥5,280 2019年9月25日 2019年9月25日 購入 2019年11月11日 貸出可能

1631008891 問いからはじめる家族社会学
多様化する家族の包摂に向
けて

田島　泰子　他 有斐閣ストゥディア ¥1,980 2019年3月10日 2019年3月10日 購入 2019年11月11日 貸出可能

1631008883 ジェンダー・クオータ
世界の女性議員はなぜ増え
たのか

三浦　まり
衛藤　幹子

明石書店 ¥4,950 2014年3月1日 2019年3月10日 購入 2019年11月11日 貸出可能

1631008875 地域社会における女性と政治
大山　七穂
国広　陽子

東海大学出版会 ¥3,300 2010年4月5日 2010年4月5日 購入 2019年11月11日 貸出可能

1631008867 よくわかる現代家族　第2版
神原　文子
杉井　潤子
竹田美和

ミネルヴァ書房 ¥2,750 2009年4月30日 2009年4月30日 購入 2019年11月11日 貸出可能

1631008925 岩波講座　日本歴史　第１９巻 近現代5
大津　透
桜井英治　他

岩波書店 ¥3,520 2015年10月27日 2015年10月27日 購入 2019年11月11日 貸出可能

1631008842 産み育てと助産の歴史 近現代の200年をふり返る 白井　千晶 医学書院 ¥3,080 2016年5月15日 2016年5月15日 購入 2019年11月11日 貸出可能

1631008834 ジェンダーと政治参加 大海　篤子 世織書房 ¥2,420 2005年8月15日 2005年8月15日 購入 2019年11月11日 貸出可能

1631008826 母性愛という制度 子殺しと中絶のポリティクス 田間　泰子 勁草書房 ¥3,190 2001年8月20日 2001年8月20日 購入 2019年11月11日 貸出可能

1631008776 女性のいない民主主義 前田　健太郎 岩波書店 ¥902 2019年9月20日 2019年9月20日 購入 2019年11月11日 貸出可能

1631008818 日本の女性議員どうすれば増えるのか 三浦　まり 朝日新聞出版 ¥1,760 2016年4月25日 2016年4月25日 購入 2019年11月11日 貸出可能

1631008784
ソーシャルワーカーのための女性支援ガ
イドブック

女性の暮らしやすさを
考えるソーシャルワー
ク研究会

中央法規出版 ¥2,200 2019年6月24日 2019年6月24日 購入 2019年11月11日 貸出可能

1631008800 現場で役立つ！社会保障制度 ケアマネ・相談援助職必必携
ケアマネジャー編集
部

中央法規出版 ¥2,860 2019年9月10日 2019年9月10日 購入 2019年11月11日 貸出可能

1631008792 図表で見る男女格差
ＯＥＣＤジェンダー白書２　今
なお蔓延る不平等に終止符
を！

ＯＥＣＤ 明石書店 ¥7,480 2018年12月25日 2018年12月25日 購入 2019年11月11日 貸出可能

1631008859 都市問題　vol.110
後藤・安田記念東京
都市研究所

後藤・安田記念東
京都市研究所

¥785 2019年1月1日 2019年1月1日 購入 2019年11月11日 貸出可能

1631009014
弁護士がここまで教えるよくわかる離婚
調停の本

相手方の約束を必ず守らせ
るために

神坪　浩喜 同文舘出版 2019 年11月7日 2019 年11月7日 寄贈 2019 年11月1日 貸出可能

1631008958 現代女性とキャリア 2019年第11号 大沢　真知子
日本女子大学現代
女性キャリア研究
所

2019 年9月30日 2019 年9月30日 寄贈 2019 年10月16日 貸出可能

1631008982 男女共同参画社会データ集 2019-2020 三冬社　編集制作部 三冬社 2019年6月5日 2019年6月5日 寄贈 2019 年10月16日 貸出可能

1631009048 セックスワーク・スタディーズ 当事者視点で考える性と労働 ＳＷＡＳＨ 日本評論社 2018年9月1日 2018年9月1日 寄贈 2019年11月22日 貸出可能
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1631009089 男子が１０代のうちに考えておきたいこと 田中　俊之 岩波書店 ¥880 2019年7月19日 2019年7月19日 購入 2020年1月15日 貸出可能

1631009055 ダブルハッピネス 杉山　文野 講談社 ¥770 2009年12月15日 2009年12月15日 購入 2020年1月15日 貸出可能

1631008933 NHK「ハートをつなごう」ＬＧＢＴＢＯＯＫ 杉山　文野　他 太田出版 ¥1,362 2010年8月14日 2010年8月14日 購入 2020年1月15日 貸出可能

1631008990
見えない性的指向アセクシュアルのすべ
て

誰にも性的魅力を感じない私
たちについて

ジュリー・ソンドラ・
デッカー

明石書店 ¥2,530 2019年4月15日 2019年4月15日 購入 2020年1月15日 貸出可能

1631009022
「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 タバブックス ¥1,760 2018年7月30日 2018年7月30日 購入 2020年1月15日 貸出可能

1631008966 お砂糖とスパイスと爆発的な何か
不真面目な批評家によるフェ
ミニスト批評入門

北村　紗衣 書肆侃侃房 ¥1,650 2019年6月17日 2019年6月17日 購入 2020年1月15日 貸出可能

1631009105 生理ちゃん 小山　健 KADOKAWA ¥1,320 2018年6月11日 2018年6月11日 購入 2020年1月15日 貸出可能

1631009139 生理ちゃん2日目 小山　健 KADOKAWA ¥1,320 2019年7月12日 2019年7月12日 購入 2020年1月15日 貸出可能

1631009071 未来を拓くキャリア・デザイン講座
山﨑　京子／平林
正樹

中央経済社 ¥2,750 2018年9月10日 2018年9月10日 購入 2020年1月15日 貸出可能

Women's story 15のものがたり
うらやすものがたり編
集部

2015年3月27日 2015年3月27日 貸出可能

コレステロールを下げる健康教育
教育を用いた実践的プログラ
ム

岡山明/岡村智教他 保健同人社 2005年7月30日 2005年7月30日 貸出可能

Women can do it! ノルウェーに学ぶ会
ノルウェーに学ぶ
会

¥700 2004年3月30日 2004年3月30日 貸出可能

ノルウェエ政界女性大躍進のヒミツ
統一地方選を越えて　東北の
女の選択

クリスティンさんを招く
会・仙台

貸出可能

1533042832 女性施設ジャーナル Vol. 1 横浜市女性協会 学陽書房 ¥1,900 1995年4月20日 貸出可能

1571090249 女性施設ジャーナル Vol. 2 横浜市女性協会 学陽書房 ¥2,100 1996年5月30日 貸出可能

3069215745 女性施設ジャーナル Vol. 3 横浜市女性協会 学陽書房 ¥2,000 1997年4月20日 貸出可能

592297038 女性施設ジャーナル Vol. 4 横浜市女性協会 学陽書房 ¥1,500 1998年5月25日 貸出可能

3571301077 女性施設ジャーナル Vol. 6 横浜市女性協会 学陽書房 ¥1,500 2001年5月25日 貸出可能

BEYOND TOKYO RAINBOW PRIDE
OFFICIAL MAGAZINE ISSUE 2

東京レインボープライ
ド

2016年10月1日 貸出可能

1631000930 セクシャル・ハラスメントの社会学 モダーン・セクシズム 千葉モト子 法律文化社 1997年3月20日 1990年6月15日 寄贈 貸出可能

1631008081 若者の性意識とデートDV
互いを思いやる豊かな関係を
めざして

特定非営利活動法人
シーン

¥1,500 2015年3月1日 貸出可能

私たちが手にしたちから、そして未来につ
なげる「力」

中越大震災から10年を経て
見えてきた新たな課題

新潟県中越大震災
「女たちの震災復興」
を推進する会

2015年3月1日 貸出可能

できる！仙台版防災ワークショップ　みん
なのための避難所づくり

せんだい男女共同参
画財団

2014年3月1日 貸出可能

平成26年度内閣府地域防災における男
女共同参画の推進事業　「男女共同参画
の視点を生かした避難所運営マニュアル
作成」講座　報告書

内閣府、特定非営利
活動法人参画プラン
ニング・いわて

2015年1月1日 貸出可能

被災地からの電話の分析プロジェクト
2014年度　東日本大震災　子どもたちへ
の影響

チャイルドラインに寄せられた
子どもの

貸出可能

1631009121 男性権力の神話
《男性差別》の可視化と撤廃
のための学問

ワレン・ファレル 作品社 2300円 2017年9月10日 2014年5月1日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631008974 遠距離介護で自滅しない選択 太田差惠子
日本経済新聞出版
社

1400円 2019年12月17日 2019年12月18日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009188
みやぎ3・11　「人間の復興」を担う女性た
ち

戦後史に探る力の源泉 浅野冨美枝 生活思想社 2200円 2016年3月11日 2016年3月12日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009170
上野先生、フェミニズムについてゼロから
教えてください！

上野千鶴子、田房永
子

大和書房 1500円 2020年3月1日 2020年1月20日 購入 2020年3月9日 貸出可能
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1631009162 科学の女性差別とたたかう
脳科学から人類の進化史ま
で

アンジェラ・サイニー 作品社 2400円 2019年7月10日 2019年5月10日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009154 ルポ　保健室
子どもの貧困・虐待・性のリア
ル

秋山千佳 朝日新聞出版 780円 2017年1月19日 2016年8月30日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009097
ワールド・カフェから始める地域コミュニ
ティづくり　実践ガイド

香取一昭、大川恒 学芸出版社 2000円 2017年11月20日 2017年11月20日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009063 「アンコンシャス・バイアス」マネジメント
最高のリーダーは自分を信じ
ない

守屋智敬 かんき出版 1400円 2020年1月7日 2019年5月23日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009030 SDGsと開発教育
持続可能な開発目標のため
の学び

田中治彦、三宅隆
史、湯本浩之

学文社 3000円 2018年8月10日 2016年8月10日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631008941 職場のLGBT読本
柳沢正和、村木真
紀、後藤純一

実務教育出版 2000円 2019年10月10日 2015年8月5日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009006 こども六法 山崎聡一郎 弘文堂 1200円 2020年1月30日 2019年8月30日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009238
警視庁災害対策課ツイッター　防災ヒント
110

日本経済新聞出版社
日本経済新聞出版
社

900円 2019年8月7日 2019年8月8日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009246 男が痴漢になる理由 斉藤章佳 イースト・プレス 1400円 2019年5月12日 2017年8月25日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009253 よかれと思ってやったのに 男たちの「失敗学」入門 清田隆之 晶文社 1400円 2019年7月15日 2019年7月16日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009352 働き方改革
生産性とモチベーションが上
がる事例20社

小室淑恵 毎日新聞出版 1600円 2020年2月20日 2018年3月20日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009360 エンパワーメント
働くミレニアル女子がみにつ
けたい力

大崎麻子 経済会 1300円 2017年12月8日 2017年12月9日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009204 「家族の幸せ」の経済学
データ分析でわかった　結
婚、出産、子育ての真実

山口慎太郎 光文社新書 820円 2020年2月5日 2019年7月30日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009196 日本の天井
時代を変えた「第一号」の女
たち

石井妙子 KADOKAWA 1600円 2019年6月21日 2019年6月22日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009386
シングル単位思考法でわかる　デートDV
予防学

伊田広行 かもがわ出版 1400円 2019年9月1日 2018年12月20日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009378 2030年の世界地図帳 落合陽一
SBクリエイティブ株
式会社

1500円 2019年12月9日 2019年11月9日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009212 復興から自立への「ものづくり」 飛田恵美子 小学館 1600円 2019年3月6日 2019年3月7日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009220 カミングアウト 砂川秀樹 朝日新聞出版 760円 2018年4月30日 2018年5月1日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009113 母さん、ごめん。 50代独身男の介護奮闘記 松浦晋也 日経BP社 1300円 2017年11月2日 2017年8月7日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009345 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 ポット出版プラス 1500円 2019年7月10日 2016年12月7日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009337 王さまと王さま
リンダ・ハーン、スター
ン。ナイランド

ポット出版プラス 1501円 2018年12月20日 2015年8月26日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009329 最新版　台風に備える防災BOOK クロワッサン マガジンハウス 980円 2019年7月10日 2019年7月11日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009311 LGBT問題と教育現場 いま、わたしたちにできること
早稲田大学教育総合
研究所

学文社 900円 2016年1月30日 2015年3月30日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009303 LGBTと女子大学
誰もが自分らしく輝ける大学
を目指して

日本女子大学人間社
会学部LGBT研究会

学文社 1000円 2019年1月20日 2018年4月20日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009295 教科書にみる世界の性教育
橋本紀子、池谷、田
代美江子

かもがわ出版 2000円 2020年2月14日 2018年2月14日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009287 知っていますか？SDGs
ユニセフとめざす2030年の
ゴール

日本ユニセフ協会 さ・え・ら書房 2500円 2020年1月1日 2018年9月2日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009279 いっしょにおいでよ
ホリー・Ｍ・マギー、パ
スカル・ルメートル

あかつき 1500円 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009261 おじいさんは川へ　おばあさんは山へ 森山京、ささめやゆき 理論社 1300円 2019年7月1日 2019年7月2日 購入 2020年3月9日 貸出可能

1631009147 知る・わかる・伝えるSDGsⅠ
貧困・食料・健康・ジェンダー・
水と衛生

阿部治、野田恵 学文社 2000円 2020年10月7日 2019年10月7日 購入 2020年3月9日 貸出可能
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1631009469 1945年のクリスマス
日本国憲法に「男女平等」を
書いた女性の自伝

ベアテ・シロタ・ゴード
ン

朝日文庫 860円 2016年6月30日 購入 2020年3月19日 貸出可能

1631009493 私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない イ・ミンギョン
合同会社タバブック
ス

1700円 2019年7月8日 2018年12月13日 購入 2020年3月19日 貸出可能

1631009501 小さき者の幸せが守られる経済へ 浜矩子 新日本出版社 1500円 2109年8月15日 2109年8月16日 購入 2020年3月19日 貸出可能

1631009519 はじめて学ぶLGBT 基礎からトレンドまで 石田仁 株式会社ナツメ社 1600円 2019年2月1日 2019年2月2日 購入 2020年3月19日 貸出可能

1631009436 釜石の奇跡
どんな防災教育が子どもの
“いのち”を救えるのか？

NHKスペシャル取材
班

株式会社イースト・
プレス

1400円 2015年1月20日 2015年1月21日 購入 2020年3月19日 貸出可能

1631009428 WORK DESIGN
行動経済学でジェンダー格差
を克服する

イリス・ボネット NTT出版株式会社 2700円 2019年12月24日 2018年7月6日 購入 2020年3月19日 貸出可能

1631009410 働き方の男女不平等 理論と実証分析 山口一男
日本経済新聞出版
社

3200円 2017年5月24日 2017年5月25日 購入 2020年3月19日 貸出可能

1631009402
新版　虐待とDVのなかにいる子どもたち
へ

ひとりぼっちじゃないよ チルドレン・ソサエティ 堤かなめ 1200円 2017年12月20日 2005年1月31日 購入 2020年3月19日 貸出可能

1631009451 ひとりひとりの「性」を大切にする社会へ 遠藤まめた 新日本出版社 1500円 2020年1月20日 2020年1月21日 購入 2020年3月19日 貸出可能

1631009444 「支配しない男」になる
別姓結婚・育児・DV被害者支
援を通じて

沼崎一郎 ぷねうま舎 2400円 2019年5月24日 2019年5月25日 購入 2020年3月19日 貸出可能

1631009477 虐待・親にもケアを
生きる力をとりもどすMY
TREEプログラム

森田ゆり 築地書館 2400円 2019年7月23日 2018年6月13日 購入 2020年3月19日 貸出可能

1631009485 3.11後の多文化家族 川村千鶴子 明石書店 2500円 2012年3月1日 2012年3月2日 購入 2020年3月19日 貸出可能

1631009527 LGBTヒストリーブック
絶対に諦めなかった人々の
100年の闘い

ジェローム・ポーレン
サウザン・ブックス
社

2600円 2019年12月21日 2019年12月22日 購入 2020年3月19日 貸出可能

1631009535 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・
パーネル

ポット出版 1500円 2019年12月15日 2008年4月15日 購入 2020年3月19日 貸出可能

1631009543 気持ちの本 森田ゆり 童話館出版 1500円 2019年9月20日 2003年7月16日 購入 2020年3月19日 貸出可能

1631009550 国谷裕子と考える　SDGsがわかる本 国谷裕子 文溪堂 4500円 2020年2月1日 2019年1月2日 購入 2020年3月19日 貸出可能

1631009568
女子高校生が感じるジェンダーバイアス
「ジェンダー」に関する女子高校生調査報
告書2019

公益社団法人ガール
ズスカウト日本連盟

公益社団法人ガー
ルズスカウト日本
連盟

800円 2019年10月1日 2019年10月1日 寄贈 2020年1月20日 貸出可能

1631009576 NWEC実践研究　第10号
政治分野における男女共同
参画

独立行政法人国立女
性教育会館

独立行政法人国立
女性教育会館

2020年2月28日 2020年2月28日 寄贈 2020年3月10日 貸出可能
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