
■図書データ一覧表（書籍名５０音順）

NO 50音順 図書ID 書籍名 フリガナ 著者名 著者名フリガナ 発行所 NDC分類 NDC分類
筆者頭

1 ア 1 男と女変わる力学 ｵﾄｺﾄｵﾝﾅｶﾜﾙﾘｷｶﾞｸ 鹿嶋敬 カジマケイ 岩波書店 367.2 367
カ

2 ア 2 女と政治の交差点 ｵﾝﾅﾄｾｲｼﾞﾉｺｳｻﾃﾝ 西山正子 ニシヤママサコ 西田書店 318.437 318
ニ

3 ア 3 女たちよ台所から世界を変えよう ｵﾝﾅﾀﾁﾖﾀﾞｲﾄﾞｺﾛｶﾗｾｶｲｦｶｴﾖｳ あき子の会編 アキコノカイヘン ミネルヴァ書房 318.437 318
ア

4 ア 4 エイジズム ｴｲｼﾞｽﾞﾑ 樋口恵子編集 ヒグチケイコヘンシュウ 学陽書房 367.2 367
ヒ

5 ア 6 女が政治を変える ｵﾝﾅｶﾞｾｲｼﾞｦｶｴﾙ 笹倉尚子他 ササクラナオコホカ 新泉社 318.4 318
サ

6 ア 7 女たちは２１世紀を ｵﾝﾅﾀﾁﾊ21ｾｲｷｦ 岩波書店編集部 イワナミショテンヘンシュウブ 岩波書店 304 304
イ

7 ア 8 女４０歳の出発 ｵﾝﾅ40ｻｲﾉｼｭｯﾊﾟﾂ 高橋ますみ タカハシマスミ 学陽書房 366.38 366
タ

8 ア 9 女のグループ活動資金づくりの本 ｵﾝﾅﾉｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾂﾄﾞｳｼｷﾝﾂﾞｸﾘﾉﾎﾝ 女のネットワーキングプロジェクト オンナノネットワーキングプロジェクト 学陽書房 367.06 367
オ

9 ア 10 女たちの銃後 ｵﾝﾅﾀﾁﾉｼﾞｭｳｺﾞｺﾞ 加納実紀代 カノウミキヨ　 筑摩書房 367.21 367
カ

10 ア 11 いのちの底が抜けたア ｲﾉﾁﾉｿｺｶﾞﾇｹﾀｱ 石元シゲ子 イシモトシゲコ こみち双書 916 916
イ

11 ア 12 お母さんの仕事お父さんの仕事 ｵｶｱｻﾝﾉｼｺﾞﾄｵﾄｳｻﾝﾉｼｺﾞﾄ 向井承子 ムカイショウコショウコ 晶文社 379.9 379
ム

12 ア 13 あたりまえの女たち ｱﾀﾘﾏｴﾉｵﾝﾅﾀﾁ モニカ・フェルトン モニカ・フェルトン 岩波書店 367 367
モ

13 ア 14 女たちのアジア ｵﾝﾅﾀﾁﾉｱｼﾞｱ 松井やより マツイヤヨリ 岩波書店 367.22 367
マ

14 ア 15 鬼に勝つ ｵﾆﾆｶﾂ 金住典子 カナズミフミコ 三一書房 367.049 367
カ

15 ア 16 夫の定年、妻の定番 ｵｯﾄﾉﾃｲﾈﾝ､ﾂﾏﾉﾃｲﾊﾞﾝ 南和子 ミナミカズコ 講談社 367.4 367
ミ

16 ア 17 男のホンネ女のホンネ ｵﾄｺﾉﾎﾝﾈｵﾝﾅﾉﾎﾝﾈ 北方謙三 キタカタケンゾウ 三笠書房 914.6 914
キ

17 ア 18 おんなたちのスウェーデン ｵﾝﾅﾀﾁﾉｽｳｪｰﾃﾞﾝ 岡沢憲芙 オカザワノリオ 日本放送出版協会 367.23893 367
オ

18 ア 19 女たちの便利帳１９９２～１９９３ ｵﾝﾅﾀﾁﾉﾍﾞﾝﾘﾁｮｳ1992－1993 女性の情報をひろげる会編 ジョセイノジョウホウヲヒロゲルカイヘン 教育史料出版会 031.3 31
ジ

19 ア 20 女の一生① ｵﾝﾅﾉｲｯｼｮｳ1 瀬戸内晴美責任編集 セトウチハルミセキニンヘンシュウハルミ 講談社 360 360
セ

20 ア 21 アンチ・『クロワッサン症候群』 : 結婚しない女たちの素顔 ｱﾝﾁ･ｸﾛﾜｯｻﾝｼｮｳｺｳｸﾞﾝｹｯｺﾝｼﾅｲｵﾝﾅﾀﾁﾉｽｶﾞｵ わいふ編集部編 ワイフヘンシュウブヘン 社会思想社 367.21 367
ワ

21 ア 22 女のまちづくり宣言京都発 ｵﾝﾅﾉﾏﾁﾂﾞｸﾘｾﾝｹﾞﾝｷｮｳﾄﾊﾂ 桂坂の会・女の目で見るまち研究会編 カツラザカノカイ・オンナノメデミルマチケンキュウカイヘン 学芸出版社 361.78 361
カ

22 ア 24 おしゃべり心理学 ｵｼｬﾍﾞﾘｼﾝﾘｶﾞｸ 小西聖子 コニシタカコ 白水社 140.49 140
コ

23 ア 25 女が素敵な子どもの本 ｵﾝﾅｶﾞｽﾃｷﾅｺﾄﾞﾓﾉﾎﾝ 木村民子 キムラタミコ 近代文芸社 909 909
キ

24 ア 26 愛するひとがエイズになったとき ｱｲｽﾙﾋﾄｶﾞｴｲｽﾞﾆﾅｯﾀﾄｷ グループ・ロビン グループ・ロビン 未來社 916 916
グ

25 ア 27 女遊び ｵﾝﾅｱｿﾋﾞ 上野千鶴子 ウエノチヅコ 367.2 367
ウ

26 ア 28 男と女愛をめぐる十の対話 ｵﾄｺﾄｵﾝﾅｱｲｦﾒｸﾞﾒｸﾞﾙｼﾞｭｳﾉﾀｲﾜ フランスワーズ・ジルー フランスワーズ・ジルー 東京創元社 141.6 141
フ

27 ア 29 エロスとの対話 ｴﾛｽﾄﾉﾀｲﾜ 田中喜美子 タナカキミコ 新潮社 367.21 367
タ

28 ア 30 女たちのライフストーリー ｵﾝﾅﾀﾁﾉﾗｲﾌｽﾄｰﾘｰ 奥村和子 桜井厚 オクムラカズコ　サクライアツシジュン 谷沢書房 367.2155 367
オ

29 ア 31 女の論理 ｵﾝﾅﾉﾛﾝﾘ 松原純子 マツバラジュンコ サイマル出版社 367.2 367
マ

30 ア 32 愛が裁かれるとき ｱｲｶﾞｻﾊﾞｶﾚﾙﾄｷ 澤地久枝 サワチヒサエ 文藝春秋社 367.4 367
サ

31 ア 33 御直披 ｵﾝﾁｮｸﾋ 板谷利加子 イタヤリカコ 角川書店 368.64 368
イ

32 ア 34 一葦合同句集 ｲﾁｲｺﾞｳﾄﾞｳｸｼｭｳ 島谷征良 シマタニマサヨシ ふらんす堂 911.367 911
シ

33 ア 35 「男だてら」に「女泣き」 : ジェンダーと男女共同参画社会入門 ｵﾄｺﾀﾞﾃﾗﾆｵﾝﾅﾅｷｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾄﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸｼｬｶｲﾆｭｳﾓﾝ 奥山和弘 オクヤマカズヒロ 文芸社 367.21 367
オ

34 ア 36 意味ある人生 ｲﾐｱﾙｼﾞﾝｾｲ 土居昌俊 ドイマサトシ 日本基督教団出版局 190.4 190
ド

35 ア 37 女性が輝く時代 ｱﾅﾀｶﾞｶｶﾞﾔｸﾄｷ 日本ＢＰＷ連合会 ニホンｂｐｗレンゴウカイ 産能大学出版部刊 367.21 367
ニ

36 ア 38 あしたを愛する女たちへ ｱｼﾀｦｱｲｽﾙﾋﾄﾀﾁﾍ リリアンルービン リリアンルービン 三笠書房 367 367
リ

37 ア 39 女にできない職業はない ｵﾝﾅﾆﾃﾞｷﾅｲｼｮｸｷﾞｮｳﾊﾅｲ 栢木利美 カヤキトシミ 冬樹社 366.38 366
カ

38 ア 40 女の人生選び ｵﾝﾅﾉｼﾞﾝｾｲｴﾗﾋﾞ 竹信美恵子 タケノブミエコ　 はまの出版 159.6 159
タ

39 ア 41 女たちの地球 ｵﾝﾅﾀﾁﾉﾁｷｭｳ 吉岡忍 ヨシオカシノブ 潮出版社 367.21 367
ヨ

40 ア 42 おんなコドモの風景 ｵﾝﾅｺﾄﾞﾓﾉﾌｳｹｲ 干刈あがた ひかりあがた 文藝春秋 914.6 914
ひ

41 ア 43 愛、まさにその名のもとに ｱｲ､ﾏｻﾆｿﾉﾅﾉﾓﾄﾆ 落合恵子 オチアイケイコ 角川春樹事務所 914.6 914
オ

42 ア 44 おなかほっぺおしりそしてふともも ｵﾅｶﾎｯﾍﾟｵｼﾘｿｼﾃﾌﾄﾓﾓ 伊藤比呂美 イトウヒロミ 集英社文庫 599 599
イ

43 ア 45 おそれずに人生を : エイズ患者からのメッセージ ｵｿﾚｽﾞﾆｼﾞﾝｾｲｦｴｲｽﾞｶﾝｼﾞｬｶﾗﾉﾒｯｾｰｼﾞ ビリーハワード ビリーハワード 講談社 493.8 493
ビ

44 ア 46 内なる光 ｳﾁﾅﾙﾋｶﾘ リンダ・ハリディ･サムナー リンダ・ハリディ・サムナー テナー・ネットワーク 954 954
リ

45 ア 47 一千日の嵐 ｲｯｾﾝｼﾞﾂﾉｱﾗｼ 澤地久枝 サワチヒサエ 講談社 914.6 914
サ

46 ア 48 ル－マニアエイズと闘う子供たち ｴｲｽﾞﾄﾀﾀｶｳｺﾄﾞﾓﾀﾁ 浅井淳子 アサイジュンコ 凱風社 493.8 493
ア

47 ア 49 男流文学論 ｵﾄｺﾘｭｳﾌﾞﾝｶﾞｸﾛﾝ 上野千鶴子他 ウエノチヅコホカ 筑摩書房 910.26 910
ウ

48 ア 50 愛と同じくらい孤独 ｱｲﾄｵﾝﾅｼﾞｸﾗｲｺﾄﾞｸ フランソワーズ・サガン フランソワーズ・サガン 朝吹由紀子 950.28 950
フ

49 ア 51 大人のための残酷童話 ｵﾄﾅﾉﾀﾒﾉｻﾞﾝｺｸﾄﾞｳﾜ 倉橋由美子 クラハシユミコ 新潮社 913.6 913
ク

50 ア 52 女が職場を去る日 ｵﾝﾅｶﾞｼｮｸﾊﾞｦｻﾙﾋ 沖藤典子 オキフジノリコ　 新潮社 366.38 366
オ

51 ア 53 女を装う ｵﾝﾅｦﾖｿｵｳ 駒尺喜美 コマシャクキミ 勁草書房 383.15 383
コ

52 ア 54 医療の場での女性の傷つきの経験調査報告書 ｲﾘｮｳﾉﾊﾞﾃﾞﾉｼﾞｮｾｲﾉｷｽﾞﾂｷﾉｹｲｹﾝﾁｮｳｻﾎｳｺｸｼｮ 医療の場での女性の傷つきの経験調査・研究グループ イリョウノバデノジョセイノキズツキノケイケンチョウサ・ケンキュウグループ 特定非営利活動法人ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 495.2 495
イ

53 ア 55 あなたのまちを、あなたが創る ｱﾅﾀﾉﾏﾁｦ､ｱﾅﾀｶﾞﾂｸﾙ 総務省自治行政局自治政策課 ソウムショウジチギョウセイキョクジチセイサクカ 地域活性化センター 601.1 601
ソ

54 ア 56 ウソつきなチルル姫 ｳｿﾂｷﾅﾁﾙﾙﾋﾒ 星色スプーン ホシイロスプーン 郁朋社 726 726
ホ

55 ア 57 女が働くこと生きること ｵﾝﾅｶﾞﾊﾀﾗｸｺﾄｲｷﾙｺﾄ 中島通子 ナカジマミチコ 労働教育センター 366.38 366
ナ

56 ア 59 男たちよ妻を殴って幸せですか ｵﾄｺﾀﾁﾖﾂﾏｦﾅｸﾞｯﾃｼｱﾜｾﾃﾞｽｶ 西舘代志子 ニシダテヨシコ 早稲田出版 367.3 367
ニ

57 ア 60 女のひとを楽にする本 ｵﾝﾅﾉﾋﾄｦﾗｸﾆｽﾙﾎﾝ 齋藤薫 サイトウカオル 主婦の友社 159.6 159
サ

58 ア 61 育児で会社を休むような男たち ｲｸｼﾞﾃﾞｶｲｼｬｦﾔｽﾑﾖｳﾅｵﾄｺﾀﾁ 男と女も育児時間を連絡会 オトコトオンナモイクジジカンヲレンラクカイ ユック舎 366.32 366
オ

59 ア 62 男の出産 ｵﾄｺﾉｼｭｯｻﾝ 松久淳 マツヒサアツシ 河出書房新社 598.3 598
マ

60 ア 64 女の国になったカンボジア ｵﾝﾅﾉｸﾆﾆﾅｯﾀｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 大石芳野 オオイシヨシノ 講談社文庫 302.235 302
オ

61 ア 67 エイズの絵本 ｴｲｽﾞﾉｴﾎﾝ 作=北沢杏子 監修=吉永陽子 キタザワキョウコ・ヨシナガヨウコ アーニ出版 490 490E
キ

62 ア 68 男の子のからだの絵本 ｵﾄｺﾉｺﾉｶﾗﾀﾞﾉｴﾎﾝ 文=北沢杏子 絵=今井弓子 キタザワキョウコ・イマイユミコ アーニ出版 490 490E
キ

63 ア 69 女の子のからだの絵本 ｵﾝﾅﾉｺﾉｶﾗﾀﾞﾉｴﾎﾝ 文=北沢杏子 絵=今井弓子 キタザワキョウコ・イマイユミコ アーニ出版 490 490E
キ

64 ア 70 ＡＤ／ＨＤ＆セラピー ｴｰﾃﾞｨ､ｴｲﾁﾃﾞｨｰ&ｾﾗﾋﾟｰ キャスリーン・ナデュー／パトリシア・クイン編著 キャスリーン・ナデュー　　パトリシア・クイン 花風社 493.73 493
キ

65 ア 71 女という快楽 ｵﾝﾅﾄｲｳｶｲﾗｸ 上野千鶴子 ウエノチヅコ 頸草書房 367.2 367
ウ

66 ア 72 オニババ化する女たち ｵﾆﾊﾞﾊﾞｶｽﾙｵﾝﾅﾀﾁ 三砂ちづる ミサゴチヅル 光文社 495 495
ミ

67 ア 73 いやというのはどんなとき？ ｲﾔﾄｲｳﾉﾊﾄﾞﾝﾅﾄｷ? きたざわきょうこ／文･はせがわみずよし／絵 キタザワキョウコ・ブン・ハセガワミズヨシ・エ アーニ出版 369 369E
キ

68 ア 74 あかちゃんはこうしてできる ｱｶﾁｬﾝﾊｺｳｼﾃﾃﾞｷﾙ P.H.クヌトーセン／作・北沢杏子／訳 Ｐ．Ｈ．クヌトーセン・サク・キタザワキョウコ・ヤク アーニ出版 490 490E
Ｐ

69 ア 75 ＥＵの男女均等政策 ｲｰﾕｰﾉﾀﾞﾝｼﾞｮｷﾝﾄｳｾｲｻｸ 柴山恵美子・中曽根佐織／編著 シバヤマエミコ・ナカソネサオリ・ヘンチョ 日本評論社 367.23 367
シ

70 ア 77 おとうさんがおとうさんになった日 ｵﾄｳｻﾝｶﾞｵﾄｳｻﾝﾆﾅｯﾀﾋ 長野ヒデ子／作 ナガノヒデコ 童心社 913 913E
ナ

71 ア 78 あらしのよるに①　あらしのよるに ｱﾗｼﾉﾖﾙﾆ1 木村裕一／作・あべ弘士／絵 キムラユウイチ・サク・アベヒロシ・エ 講談社 913 913E
キ

72 ア 79 いちばん大切なこと。 ｲﾁﾊﾞﾝﾀｲｾﾂﾅｺﾄ｡ ドロシー・ロー・ノルト／著　吉田利子／訳 ドロシー・ロー・ノルト・チョ　ヨシダトシコ・ヤク PHP研究所 379.9 379
ド

73 ア 80 おかあさまのためのコーチング ｵｶｱｻﾏﾉﾀﾒﾉｺｰﾁﾝｸﾞ あべまさい アベマサイ ﾃﾞｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 379.9 379
ア

74 ア 81 あらしのよるに②　あるはれたひに ｱﾗｼﾉﾖﾙﾆ2 ｱﾙﾊﾚﾀﾋﾆ 木村裕一／作･あべ弘士／絵 キムラユウイチ・サク・アベヒロシ・エ 講談社 913 913E
キ

75 ア 82 あらしのよるに③　くものきれまに ｱﾗｼﾉﾖﾙﾆ3 ｸﾓﾉｷﾚﾏﾆ 木村裕一／作･あべ弘士／絵 キムラユウイチ・サク・アベヒロシ・エ 講談社 913 913E
キ

76 ア 83 あらしのよるに④　きりのなかで ｱﾗｼﾉﾖﾙﾆ4 ｷﾘﾉﾅｶﾃﾞ 木村裕一／作･あべ弘士／絵 キムラユウイチ・サアヒロシ・エベク・ベ 講談社 913 913E
キ

77 ア 84 あらしのよるに⑤　どしゃぶりのひに ｱﾗｼﾉﾖﾙﾆ5 ﾄﾞｼｬﾌﾞﾘﾉﾋﾆ 木村裕一／作･あべ弘士／絵 キムラユウイチ／サク・アベヒロシ・エ 講談社 913 913E
キ

78 ア 85 あらしのよるに⑥　ふぶきのあした ｱﾗｼﾉﾖﾙﾆ6 ﾌﾌﾞｷﾉｱｼﾀ 木村裕一／作･あべ弘士／絵 キムラユウイチ・サク・アベヒロシ・エ 講談社 913 913E
キ

79 ア 86 絵本をとおって子どものなかへ ｴﾎﾝｦﾄｵｯﾃｺﾄﾞﾓﾉﾅｶﾍ 松井るり子 マツイルリコ 童話館出版 019.53 19
マ

80 ア 87 永遠の誓い ｴｲｴﾝﾉﾁｶｲ 佐川光晴 サガワミツハル 講談社 913.6 913
サ

81 ア 88 NPO法人なるほどＱ＆Ａ ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝﾅﾙﾎﾄﾞｷｭｰｱﾝﾄﾞｴｰ 熊谷則一・菅野豊・磯貝秀俊 クマガイ・スガノ・イソガイ 中央経済社 324.12 324
ク

82 ア 89 青いかいじゅうと赤いかいじゅう ｱｵｲｶｲｼﾞｭｳﾄｱｶｲｶｲｼﾞｭｳｶｲｼﾞｭｳ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄ･ﾏｯｷｰ／作･きたざわきょうこ／文 デイビット・マッキー・サク・キタザワキョウコ・ブン アーニ出版 933 933
デ

83 ア 90 イ－ダとペ－ルとミニムン : あかちゃんがやってくる！ ｲｰﾀﾞﾄﾍﾟｰﾙﾄﾐﾆﾑﾝ ｱｶﾁｬﾝｶﾞﾔｯﾃｸﾙ ｸﾞﾚｰﾃ･ﾌｧｰｹﾞﾙｽﾄﾛｰﾑ／作･ｸﾞﾆｯﾗ･ﾊﾝｽﾝ／作･絵 グレーテ・ファーゲルストローム・サク・グニッラ・ハンスン・サク・エ アーニ出版 933 933E
グ

84 ア 91 女たちが語る阪神･淡路大震災 ｵﾝﾅﾀﾁｶﾞｶﾀﾙﾊﾝｼﾝ･ｱﾜｼﾞﾀﾞｲｼﾝｻｲ ウィメンズネット･こうべ編 ウィメンズネット・コウベヘン ウィメンズネット･こうべ 369.31 369
ウ

85 ア 92 ＯＬはえらい ｵｰｴﾙﾊｴﾗｲ 益田ミリ マスダミリ 文藝春秋 726.1 726
マ

86 ア 93 大江戸の姫さま : ペットからお輿入れまで ｵｵｴﾄﾞﾉﾋﾒｻﾏ~ﾍﾟｯﾄｶﾗｵｺｼｲﾚﾏﾃﾞ 関口すみ子 セキグチスミコ 角川書店 367.21 367
セ

87 ア 94 おとうさんの育自書 : おとうさんはウルトラマン ｵﾄｳｻﾝﾊｳﾙﾄﾗﾏﾝ ｵﾄｳｻﾝﾉｲｸｼﾞｼｮ 宮西達也 ミヤニシタツヤ 学研 379.9 379
ミ

88 ア 95 大原さんちのダンナさん～このごろ少し神経症 ｵｵﾊﾗｻﾝﾁﾉﾀﾞﾝﾅｻﾝ~ｺﾉｺﾞﾛｽｺｼｼﾝｹｲｼｮｳ 大原由軌子 オオハラユキコ 文藝春秋 726.1 726
オ

89 ア 96 産む･産まない･産めない 女性のからだと生きかた読本 ｳﾑ･ｳﾏﾅｲ･ｳﾒﾅｲ ｼﾞｮｾｲﾉｶﾗﾀﾞﾄｲｷｶﾀﾄﾞｸﾎﾝ 松岡悦子／編 マツオカエツコ・ヘン 講談社現代新書 495.6 495
マ

90 ア 98 いじめＱ＆Ａ ｲｼﾞﾒｷｭｳｱﾝﾄﾞｴｲ ｼﾞﾝｹﾝｼﾞﾂﾑｹﾝｷｭｳｼﾞｮ ジンケンジツムケンキュウジョ ぎょうせい 367.6 367
ジ

91 ア 99 あなたの大切な人が「うつ」になったら ｱﾅﾀﾉﾀｲｾﾂﾅﾋﾄｶﾞｳﾂﾆﾅｯﾀﾗ 小野一之 オノカズユキ すばる舎 493.764 493
オ

92 ア 100 ｅｃｕｔｅ物語 : 私たちのエキナカプロジェクト ｴｷｭｰﾄﾓﾉｶﾞﾀﾘ ﾜﾀｼﾀﾁﾉｴｷﾅｶﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 鎌田由美子+社員一同 カマタユミコ＋シャインイチドウ かんき出版 686.54 686
カ

93 ア 102 あしたもともだち ｱｼﾀﾓﾄﾓﾀﾞﾁ 内田 麟太郎 作･降矢 なな　絵 ウチダ　リンタロウ　サク・フルヤ　ナナ　エ 偕成社 913 913E
ウ
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94 ア 103 ありがとうともだち ｱﾘｶﾞﾄｳﾄﾓﾀﾞﾁ 内田 麟太郎 作･降矢 なな　絵 ウチダ　リンタロウ　サク・フルヤ　ナナ　エ 偕成社 726.6 726E
ウ

95 ア 104 あいつもともだち ｱｲﾂﾓﾄﾓﾀﾞﾁ 内田 麟太郎 作･降矢 なな　絵 ウチダ　リンタロウ　サク・フルヤ　ナナ　エ 偕成社 726.6 726E
ウ

96 ア 107 アサーティブトレーニング ｱｻｰﾃｨﾌﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 小柳しげこ　与語淑子　小澤亜美 コヤナギシゲコ　ヨゴトシコ　オザワアミ 親水社 361.454 361
コ

97 ア 108 おとなしいめんどり ｵﾄﾅｼｲﾒﾝﾄﾞﾘ ポール・カルドン ポール・カルドン 童話館出版 933 933E
ポ

98 ア 109 犬の目 ｲﾇﾉﾒ 桂米平/文・いとうひろし/絵 カツラヨネヘイ・ブン・イトウヒロシ・エ 株式会社フェリシモ 913.7 913E
カ

99 ア 110 おいしいおかゆ ｵｲｼｲｵｶﾕ 富安陽子/文・尾崎幸/絵 トミヤスヨウコ／ブン・オザキサチ／エ 株式会社フェリシモ 943 943
ト

100 ア 111 親子のための地震安全マニュアル　家庭で備える地震対策最新情報！ ｵﾔｺﾉﾀﾒﾉｼﾞｼﾝｱﾝｾﾞﾝﾏﾆｭｱﾙ ｶﾃｲﾃﾞｿﾅｴﾙｼﾞｼﾝﾀｲｻｸｻｲｼﾝｼﾞｮｳﾎｳ! 矢崎泰夫／発行 ヤザキヤスオ・ハッコウ 日本出版社 369.31 369
ヤ

101 ア 112 親子再生　虐待を乗り越えるために ｵﾔｺｻｲｾｲ ｷﾞｬｸﾀｲｦﾉﾘｺｴﾙﾀﾒﾆ 佐伯裕子/著、島沢優子/編 サエキユウコ・チョ、シマサワユウコ・ヘン 株式会社小学館 369.4 369
サ

102 ア 113 おひとりさまの「法律」 ｵﾋﾄﾘｻﾏﾉ｢ﾎｳﾘﾂ｣ 中澤まゆみ、小西輝子／著 ナカザワマユミ、コニシテルコ・チョ 法研 320.4 320
ナ

103 ア 114 あいしてくれてありがとう ｱｲｼﾃｸﾚﾃｱﾘｶﾞﾄｳ 宮西達也／作・絵 ミヤニシタツヤ・サク・エ ポプラ社 726.6 726E
ミ

104 ア 116 あなたをずっとずっとあいしてる ｱﾅﾀｦｽﾞｯﾄｽﾞｯﾄｱｲｼﾃﾙ 宮西達也／作・絵 ミヤニシタツヤ・サク・エ ポプラ社 726.6 726E
ミ

105 ア 117 おやじの手料理－男の料理教室 ｵﾔｼﾞﾉﾃﾘｮｳﾘｰｵﾄｺﾉﾘｮｳﾘｷｮｳｼﾂ 木村京子／指導・監修 キムラキョウコ／シドウ・カンシュウ 一光社 596 596
キ

106 ア 118 頭の痛みがとれないときの本 ｱﾀﾏﾉｲﾀﾐｶﾞﾄﾚﾅｲﾄｷﾉﾎﾝ 対馬ルリ子／総監修 ツシマルリコ／ソウカンシュウ 株式会社小学館 493.74 493
ツ

107 ア 119 忙しいパパでもできる！子育てなんとかなるブック ｲｿｶﾞｼｲﾊﾟﾊﾟﾃﾞﾓﾃﾞｷﾙ!ｺｿﾀﾞﾃﾅﾝﾄｶﾅﾙﾌﾞｯｸ 石阪丈一／著 イシザカジョウイチ・チョ 株式会社ナナ・コーポレート・コミュニケーション 599 599
イ

108 ア 120 愛する、愛される : デートＤＶをなくす・若者のためのレッスン７ ｱｲｽﾙ､ｱｲｻﾚﾙ 山口のり子／著 ヤマグチノリコ・チョ 有限会社梨の木舎 367.68 367
ヤ

109 ア 121 一緒が楽しい！パパとママの子育てBOOK ｲｯｼｮｶﾞﾀﾉｼｲ!ﾊﾟﾊﾟﾄﾏﾏﾉｺｿﾀﾞﾃBOOk 風早健史／発行 カゼハヤケンジ／ハッコウ 成美堂出版 599 599
カ

110 ア 122 男たちのワーク・ライフ・バランス ｵﾄｺﾀﾁﾉﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ ヒューマンルネッサンス研究所／著 ヒューマンルネッサンスケンキュウショ／チョ 幻冬舎ルネッサンス 367.3 367
ヒ

111 ア 123 おくりびと ｵｸﾘﾋﾞﾄ 百瀬しのぶ／著 モモセシノブ／チョ 株式会社小学館 913.6 913
モ

112 ア 124 医者がすすめる専門病院 ｲｼｬｶﾞｽｽﾒﾙｾﾝﾓﾝﾋﾞｮｳｲﾝ 中村康夫／編集 ナカムラヤスオ 株式会社ライフ企画 498.16 498
ナ

113 ア 125 女ｶﾞ読む太宰治 ｵﾝﾅｶﾞﾖﾑﾀﾞｻﾞｲｵｻﾑ 筑摩書房編集部／編 チクマショボウヘンシュウブ／ヘン ﾁｸﾏﾌﾟﾘﾏー新書 910.268 910
チ

114 ア 126 梅さんの　次に狙われるのは、あなたの家です！ ｳﾒｻﾝﾉ ﾂｷﾞﾆﾈﾗﾜﾚﾙﾉﾊ､ｱﾅﾀﾉｲｴﾃﾞｽ! 梅本正行 ウメモトマサユキ PHP研究所 368.6 368
ウ

115 ア 127 梅さんの　今日からできる命と財産の守り方教えます ｳﾒｻﾝﾉ ｷｮｳｶﾗﾃﾞｷﾙｲﾉﾁﾄｻﾞｲｻﾝﾉﾏﾓﾘｶﾀｵｼｴﾏｽ 梅本正行 ウメモトマサユキ PHP研究所 368.6 368
ウ

116 ア 128 イデアフォー講演録２ ｲﾃﾞｱﾌｫｰｺｳｴﾝﾛｸ2 ｲﾃﾞｱﾌｫｰ／編 イデアフォー・ヘン 株式会社幻冬舎ﾙﾈｯｻﾝｽ 495.46 495
イ

117 ア 129 妹たちへ ｲﾓｳﾄﾀﾁﾍ 日経ウーマン／編 ニッケイウーマン・ヘン 日経ﾋﾞｼﾞﾈｽ人文庫 281.04 281
ニ

118 ア 130 オンナらしさ入門（笑） ｵﾝﾅﾗｼｻﾆｭｳﾓﾝ ﾜﾗｲ 小倉千加子∥著
理論社

367.1 367
ア

119 ア 131 おんぶはこりごり ｵﾝﾌﾞﾊｺﾘｺﾞﾘ アンソニー・ブラウン∥作
平凡社

726.6 726E
ア

120 ア 132 おんなの・ほん : わたしのくすりばこ ｵﾝﾅﾉﾎﾝ ﾜﾀｼﾉｸｽﾘﾊﾞｺ 増田智江∥著
三五館

495 495
マ

121 ア 133 お父さんなんかいなくても、全然大丈夫。 : 離婚の真実 ｵﾄｳｻﾝﾅﾝｶｲﾅｸﾃﾓｾﾞﾝｾﾞﾝﾀﾞｲｼﾞｮｳﾌﾞ ﾘｺﾝﾉｼﾝｼﾞﾂ オープンブックス編集部∥編著
泰文堂

367.4 367
ア

122 ア 134 オトナのメディア・リテラシー ｵﾄﾅﾉﾒﾃﾞｨｱ･ﾘﾃﾗｼｰ 渡辺真由子 ワタナベマユコ
株式会社リベルタ出版

70.14 70
ワ

123 ア 135 絵本日本女性史１ ｴﾎﾝﾆﾎﾝｼﾞｮｾｲｼ1 野村育世 ノムライクヨ
株式会社大月書店

367.21 367
ノ

124 ア 136 絵本日本女性史２ ｴﾎﾝﾆﾎﾝｼﾞｮｾｲｼ2 関民子 セキタミコ
株式会社大月書店

367.21 367
セ

125 ア 137 いつのまにか私も「婆あ」 ｲﾂﾉﾏﾆｶﾜﾀｼﾓ「ﾊﾞﾊﾞｱ」 門野晴子 カドノハルコ
株式会社講談社

367.04 367
カ

126 ア 138 女はなぜやせようとするのか ｵﾝﾅﾊﾅｾﾞﾔｾﾖｳﾄｽﾙﾉｶ 浅野千恵 アサノチエ 株式会社勁草書房 493.74 493
ア

127 ア 139 あなたは主婦が好きですか？ ｱﾅﾀﾊｼｭﾌｶﾞｽｷﾃﾞｽｶ? 石川結貴 イシカワユウキ 中央公論新社 367.3 367
イ

128 ア 140 女が会社へ行きたくない朝 ｵﾝﾅｶﾞｶｲｼｬﾍｲｷﾀｸﾅｲｱｻ 沖藤典子 オキフジノリコ 主婦と生活社 366
オ

129 ア 141 ウエハースの椅子 ｳｴﾊｰｽﾉｲｽ 江國香織 エクニカオリ 株式会社新潮社 913.6 913
エ

130 ア 142 お姫様とジェンダー ｵﾋﾒｻﾏﾄｼﾞｪﾝﾀﾞｰ 若桑みどり ワカクワミドリ 株式会社筑摩書房 367.1 367
ワ

131 ア 143 男でもなく　女でもなく ｵﾄｺﾃﾞﾓﾅｸ ｵﾝﾅﾃﾞﾓﾅｸ 蔦森樹 ツタモリタツル 株式会社勁草書房 367.9 367
ツ

132 ア 145 男と女の法律裏バイブル ｵﾄｺﾄｵﾝﾅﾉﾎｳﾘﾂｳﾗﾊﾞｲﾌﾞﾙ 平子保雄/編
ベストセラーズ

367.9 367
ヒ

133 ア 146 おそろいのコットン・シックドレス ｵｿﾛｲﾉｺｯﾄﾝ･ｼｯｸ･ﾄﾞﾚｽ 文化出版局∥編 ブンカシュッパンキョク 文化出版局 593.36 593
ブ

134 ア 147 おもてなしの和食 : 夏ハ涼シキヨウニ冬ハ暖カナルヨウニ ｵﾓﾃﾅｼﾉﾜｼｮｸ 内野住光子∥〔著〕 ウチノスミコ グラフ社 596.21 596
ウ

135 ア 148 編みものはじめてあめた。 : 彼の英国調ツィ－ドセ－タ－　Ｌ・Ｍ２サイズ ｱﾐﾓﾉﾊｼﾞﾒﾃｱﾒﾀ 日本ヴォーグ社 ニホンヴォーグシャ 日本ヴォーグ社 594.3 594
ニ

136 ア 149 今、自分で作りたいストレッチ素材の服 ｲﾏｼﾞﾌﾞﾝﾃﾞﾂｸﾘﾀｲｽﾄﾚｯﾁｿｻﾞｲﾉﾌｸ 文化出版局∥編 ブンカシュッパンキョク 文化出版局∥編 593.36 593
ブ

137 ア 150 おひとりさまの老後 ｵﾋﾄﾘｻﾏﾉﾛｳｺﾞ 上野千鶴子 ウエノチヅコ
株式会社法研

367.7 367
ウ

138 ア 151 アンチ・『クロワッサン症候群』 : 結婚しない女たちの素顔 ｱﾝﾁ･ｸﾛﾜｯｻﾝｼｮｳｺｳｸﾞﾝｹｯｺﾝｼﾅｲｵﾝﾅﾀﾁﾉｽｶﾞｵ わいふ編集部編 ワイフヘンシュウブヘン 社会思想社 367.21 367
ワ

139 ア 152 「生きづらさ」の時代 「ｲｷﾂﾞﾗｻ」ﾉｼﾞﾀﾞｲ 香山リカ、上野千鶴子、嶋根克己 カヤマリカ、ウエノチヅコ、シマネカツミ 専修大学出版局 361 361
カ

140 ア 153 重すぎる母無関心な父 ｵﾓｽｷﾞﾙﾊﾊﾑｶﾝｼﾝﾅﾁﾁ 信田さよ子 ノブタサヨコ 静山社 367.3 367
ノ

141 ア 154 あなた自身のいのちを生きて ｱﾅﾀｼﾞｼﾝﾉｲﾉﾁｦｲｷﾃ グニラ・ガーランド グニラ・ガーランド クリエイツかもがわ 493.938 493
グ

142 ア 155 上野千鶴子に挑む ｳｴﾉﾁﾂﾞｺﾆｲﾄﾞﾑ 千田有紀/編 センダユキ 株式会社勁草書房 361.04 361
セ

143 ア 156 忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス ｲｿｶﾞｼｲﾊﾟﾊﾟﾉﾀﾒﾉｺｿﾀﾞﾃﾊｯﾋﾟｰｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 明橋大二 アケハシダイジ １万年堂出版 379.98 379
ア

144 ア 157 イクメンで行こう！　育児も仕事も充実させる生き方 ｲｸﾒﾝﾃﾞｲｺｳ!   ｲｸｼﾞﾓｼｺﾞﾄﾓｼﾞｭｳｼﾞﾂｻｾﾙｲｷｶﾀ 渥美由喜 アツミナオキ 日本経済新聞出版社 599 599
ア

145 ア 158 上野先生、勝手に死なれちゃ困ります ｳｴﾉｾﾝｾｲ､ｶｯﾃﾆｼﾅﾚﾁｬｺﾏﾘﾏｽ 上野千鶴子･古市憲寿 ウエノチヅコ・フルイチノリトシ 株式会社光文社 369,26 369
ウ

146 ア 159 女ぎらい ｵﾝﾅｷﾞﾗｲ 上野千鶴子 ウエノチヅコ 紀伊國屋書店 367.21 367
ウ

147 ア 160 親の退院までに必ず！コレだけ！！しなければならないこと ｵﾔﾉﾀｲｲﾝﾏﾃﾞﾆｶﾅﾗｽﾞ!ｺﾚﾀﾞｹ!!ｼﾅｹﾚﾊﾞﾅﾗﾅｲｺﾄ 長岡美代 ナガオカミヨ すばる舎 369,261 369
ナ

148 ア 162 おれのおばさん ｵﾚﾉｵﾊﾞｻﾝ 佐川光晴 サガワミツハル 集英社 913.6 913
サ

149 ア 163 お父さん、怒鳴らないで ｵﾄｳｻﾝ,ﾄﾞﾅﾗﾅｲﾃﾞ 毎日新聞社生活家庭部編 マイニチシンブンセイカツカテイブヘン 径書房 367.3 367
マ

150 ア 164 大人になる前のジェンダー論 ｵﾄﾅﾆﾅﾙﾏｴﾉｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾛﾝ 浅野富美枝・池谷壽夫・細谷　実・八幡悦子 ｱｻﾉﾌﾐｴ･ｲｹﾔﾋｻｵ･ﾎｿﾔﾏｺﾄ･ﾔﾊﾀｴﾂｺ はるか書房 367.1 367
ア

151 ア 165 女は男のどこを見抜くべきか ｵﾝﾅﾊｵﾄｺﾉﾄﾞｺｦﾐﾇｸﾍﾞｷｶ 香山リカ ｶﾔﾏﾘｶ 株式会社集英社 367.5 367
カ

152 ア 166 おもしろとうさん ｵﾓｼﾛﾖｳｻﾝ さとう　わきこ ｻﾄｳﾜｷｺ 株式会社フレーベル館 913 913 サ

153 ア 167 おりょうりとうさん ｵﾘｮｳﾘﾄｳｻﾝ さとう　わきこ ｻﾄｳﾜｷｺ 株式会社フレーベル館 913 913 サ

154 ア 168 安全なお産、安心なお産　　「つながり」で築く、壊れない医療 ｱﾝｾﾞﾝﾅｵｻﾝ､ｱﾝｼﾝﾅｵｻﾝ   ｢ﾂﾅｶﾞﾘ｣ﾃﾞｷｽﾞｸ､ｺﾜﾚﾅｲｲﾘｮｳ 河合　蘭 ｶﾜｲ   ﾗﾝ 岩波書店 498.7 498
カ

155 ア 169 新しいパパの働き方　　仕事も家庭も！欲張りガイドブック ｱﾀﾗｼｲﾊﾟﾊﾟﾉﾊﾀﾗｷｶﾀ　ｼｺﾞﾄﾓｶﾃｲﾓ！ﾖｸﾊﾞﾘｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ NPO法人　ファザーリング・ジャパン NPOﾎｳｼﾞﾝ　ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社学研教育出版 366.7 366 フ

156 ア 170 新しいパパの教科書 ｱﾀﾗｼｲﾊﾟﾊﾟﾉｷｮｳｶｼｮ NPO法人　ファザーリング・ジャパン NPOﾎｳｼﾞﾝ　ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社学研教育出版 599 599 フ

157 ア 171 王さまと王さま ｵｳｻﾏﾄｵｳｻﾏ リンダ・ハーン　スタ-ン・ナイランド ﾘﾝﾀﾞ･ﾊｰﾝ　ｽﾀｰﾝ･ﾅｲﾗﾝﾄﾞ ポット出版 726.6 726E リ

158 ア 172 大きくなる日 ｵｵｷｸﾅﾙﾋ 佐川光晴 ｻｶﾞﾜﾐﾂﾊﾙ 集英社 913 913 サ

159 カ 1 貴有意の郷物語 ｷｳｲﾉｻﾄﾓﾉｶﾞﾀﾘ 障害者更生施設準備会礎の会 ショウガイシャコウセイシセツジュンビカイソノカイ 星雲社 369.49 369
シ

160 カ 2 家族制度 ｶｿﾞｸｾｲﾄﾞ 磯野誠一、磯野富士子 イソノセイイチ、イソノフジコ 岩波書店 324.6 324
イ

161 カ 3 心を殺された私 ｺｺﾛｦｺﾛｻﾚﾀﾜﾀｼ 緑河実紗 ミドリカワミサ 河出書房 368.64 368
ミ

162 カ 4 企業は妻能を待っている ｷｷﾞｮｳﾊｻｲﾉｳｦﾏｯﾃｲﾙ 空閑貞子 クガサダコ 評伝社 366.38 366
ク

163 カ 5 共生へのメッセージ－女と男のこれから ｷｮｳｾｲﾍﾉﾒｯｾｰｼﾞｰｵﾝﾅﾄｵﾄｺﾉｺﾚｶﾗ 神奈川県 カナガワケン 神奈川県 367.214 367
カ

164 カ 7 子どものねだん : バンコク児童売春地獄の四年間 ｺﾄﾞﾓﾉﾈﾀﾞﾝ ﾊﾞﾝｺﾞｸｼﾞﾄﾞｳﾊﾞｲｼｭﾝｼﾞｺﾞｸﾉ4ﾈﾝｶﾝ マリーフランツ・ボッツ マリーフランツ・ボッツ 社会評論社 368.4 368
マ

165 カ 8 かながわの女性昭和６２年版 ｶﾅｶﾞﾜﾉｼﾞｮｾｲｼｮｳﾜ62ﾈﾝﾊﾞﾝ 神奈川県 カナガワケン 神奈川県 367.214 367
カ

166 カ 9 かながわの女性平成４年版 ｶﾅｶﾞﾜﾉｼﾞｮｾｲﾍｲｾｲ4ﾈﾝﾊﾞﾝ 神奈川県 カナガワケン 神奈川県 367.214 367
カ

167 カ 10 弓箭 ｷｭｳｾﾝ 小町武雄 コマチタケオ 朝日新聞社 911.168 911
コ

168 カ 11 転ばぬ先の介護探険 ｺﾛﾊﾞﾇｻｷﾉｶｲｺﾞﾀｲｹﾝ 西村美智代 ニシムラミチヨ ユック舎 369.26 369
ニ

169 カ 12 クロワッサン症候群 ｸﾛﾜｯｻﾝｼｮｳｺｳｸﾞﾝ 松原淳子 マツバラアツコ 文藝春秋 367.21 367
マ

170 カ 13 ガラスの傘 ｶﾞﾗｽﾉｶｻ 吉田員子 ヨシダインコ 紅書房 911.168 911
ヨ

171 カ 14 こんなまちに暮らしたい 男女共同社会に向けて ｺﾝﾅﾏﾁﾆｸﾗｼﾀｲ ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｼｬｶｲﾆﾑｹﾃ 神奈川県 カナガワケン 神奈川県 518.8 518
カ

172 カ 15 からだを感じよう ｶﾗﾀﾞｦｶﾝｼﾞﾖｳ 丸本百合子 マルモトユリコ クレヨンハウス 495.04 495
マ

173 カ 16 暮らしの中の女性学 ｸﾗｼﾉﾅｶﾉｼﾞｮｾｲｶﾞｸ 富士谷あつ子 フジタニアツコ ミネルヴァ書房 367.2 367
フ

174 カ 17 きっと変えられる性差別語 ｷｯﾄｶｴﾗﾚﾙｾｲｻﾍﾞﾂｺﾞｺﾞ 上野千鶴子 ウエノチヅコ 三省堂 367.21 367
ウ

175 カ 18 子育てだいすき ｺｿﾀﾞﾃﾀﾞｲｽｷ 石垣恵美子 イシガキエミコ 赤ちゃん新聞 599 599
イ

176 カ 19 子どもへのまなざし ｺﾄﾞﾓﾍﾉﾏﾅｻﾞｼ 佐々木正美 ササキマサミ 福音館書店 379.9 379
サ

177 カ 20 コミュニティガーデンをつくろう ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾞｰﾃﾞﾝｦﾂｸﾛｳ 世田谷都市整備公社まちづくりセンター セタガヤトシセイビコウシャ　マチヅクリセンター 世田谷都市整備公社まちづくりセンター 360 360
セ

178 カ 21 子どもだって選べるんだよ ｺﾄﾞﾓﾀﾞｯﾃｴﾗﾍﾞﾙﾝﾀﾞﾖ フリースペースのびのび フリースペースノビノビ フリースペースのびのび 360 360
フ

179 カ 22 子どもの心が見える本 ｺﾄﾞﾓﾉｺｺﾛｶﾞﾐｴﾙﾎﾝ 佐々木正美 ササキマサミ 子育て協会 371.45 371
サ

180 カ 23 暮らしの道具学 ｸﾗｼﾉﾄﾞｳｸﾞｶﾞｸ 南和子 ミナミカズコ 筑摩書房 590 590
ミ

181 カ 24 家族外家族 ｶｿﾞｸｶﾞｲｶｿﾞｸ 椎名篤子 シイナアツコ 集英社 913.6 913
シ

182 カ 25 家族の標本 ｶｿﾞｸﾉﾋｮｳﾎﾝ 柳美里 リュウミリ 朝日新聞社 914.6 914
リ

183 カ 26 からゆきさん ｶﾗﾕｷｻﾝ 森崎和江 モリサキカズエ 朝日新聞社 916 916
モ

184 カ 28 かながわ未来遺産 ｶﾅｶﾞﾜﾐﾗｲｲｻﾝ かながわ未来遺産１００実行委員会 カナガワミライイサン１００ジッコウイインカイ 神奈川県 291 291
カ

185 カ 29 こんなのへんかな ｺﾝﾅﾉﾍﾝｶﾅ 村瀬幸浩 ムラセユキヒロ 大月書店 367 367E
ム

186 カ 30 こどもの権利を買わないで : プンとミ－チャのものがたり ｺﾄﾞﾓﾉｹﾝﾘｦｶﾜﾅｲﾃﾞ 大久保真紀 オオクボマキ 自由国民社 369 369E
オ
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187 カ 31 くらしの届け出事典 ｸﾗｼﾉﾄﾄﾞｹﾃﾞｼﾞﾃﾝ 主婦の友社編 シュフノトモシャヘン 主婦の友社 327.03 327
シ

188 カ 32 完璧な親なんていない！ ｶﾝﾍﾟｷﾅｵﾔﾅﾝﾃｲﾅｲ ジャニス・ウッド・キャタノ ジャニス・ウッド・キャタノ ひとなる書房 379.9 379
ジ

189 カ 35 家事する男の作り方 ｶｼﾞｽﾙｵﾄｺﾉﾂｸﾘｶﾀ 百世瑛衣乎 モモセエイコ 出版文化社 590.4 590
モ

190 カ 36 こころの医学がよくわかる本 ｺｺﾛﾉｲｶﾞｸｶﾞﾖｸﾜｶﾙﾎﾝ 井ノ瀬珠美 イノセタマミ 小学館 493.7 493
イ

191 カ 37 子育て支援環境づくり実践ハンドブック ｺｿﾀﾞﾃｼｴﾝｶﾝｷｮｳﾂﾞｸﾘｼﾞｯｾﾝﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 特定非営利活動法人NPO事業サポートセンター トクテイヒエイリカツドウホウジンエヌピーオージギョウサポートセンター 特定非営利活動法人NPO事業サポートセンター 369.4 369
ト

192 カ 39 からだとことばのレッスン入門 ｶﾗﾀﾞﾄｺﾄﾊﾞﾉﾚｯｽﾝﾆｭｳﾓﾝ 三好哲司 ミヨシテツジ 春秋社 146.8 146
ミ

193 カ 40 共生への航路 ｷｮｳｾｲﾍﾉｺｳﾛ 神奈川県立かながわ女性センター カナガワケンリツカナガワジョセイセンター ドメス出版 367.213 367
カ

194 カ 41 こんにちは更年期 ｺﾝﾆﾁﾊｺｳﾈﾝｷ 美馬宏夫充 ミマヒロフミ 二見書房 495.13 495
ミ

195 カ 42 家族ってなんだろう ｶｿﾞｸｯﾃﾅﾝﾀﾞﾛｳ 深江誠子 フカエセイコ 明石書店 367.3 367
フ

196 カ 43 元気で働くみんなの知恵 ｹﾞﾝｷﾃﾞﾊﾀﾗｸﾐﾝﾅﾉﾁｴﾁｴ 女性たちの情報化研究会 ジョセイタチノジョウホウカケンキュウカイ あき書房 159.4 159
ジ

197 カ 44 がんばる中高年　実践就職塾 ｶﾞﾝﾊﾞﾙﾁｭｳｺｳﾈﾝ ｼﾞｯｾﾝｼｭｳｼｮｸｼﾞｭｸ 小島貴子　東海左由留 コジマタカコ　トウカイサユル メディアファクトリー 366.29 366
コ

198 カ 45 家族革命前夜 ｶｿﾞｸｶｸﾒｲｲﾌﾞ 賀茂美則 カモヨシノリ 集英社 367.3 367
カ

199 カ 46 かながわ近代の女たち　夜明けの航路 ｶﾅｶﾞﾜｷﾝﾀﾞｲﾉｵﾝﾅﾀﾁ ﾖｱｹﾉｺｳﾛ 神奈川県立婦人総合センター カナガワケンリツフジンソウソウゴウセンター ドメス出版 360 360
カ

200 カ 47 肩パットをはずした女たち ｶﾀﾊﾟｯﾄｦﾊｽﾞｼﾀｵﾝﾅﾀﾁ かながわワーカーズ・コレクティブ連合会 カナガワワーカーズ・コレクティブレンゴウカイ ゆうエージェンシー 367.2 367
カ

201 カ 49 キスなんてだいきらい ｷｽﾅﾝﾃﾀﾞｲｷﾗｲ トミー・ウンゲラー作・矢川澄子訳 トミーウンゲラー 文化出版局 933 933E
ト

202 カ 50 結婚の条件 ｹｯｺﾝﾉｼﾞｮｳｹﾝ 小倉千加子 オグラチカコ 朝日新聞社 367.4 367
オ

203 カ 51 困った時の賢い言い方 ｺﾏｯﾀﾄｷﾉｶｼｺｲｲｲｶﾀ 今井登茂子 イマイトモコ 文藝春秋 809.4 809
イ

204 カ 52 賢い女の夫選び･夫育て ｶｼｺｲｵﾝﾅﾉｵｯﾄｴﾗﾋﾞ･ｵｯﾄｿﾀﾞﾃ 森田千恵 モリタチエ 近代文芸社 367.4 367
モ

205 カ 53 ことばに出そう!自分の気持ち ｺﾄﾊﾞﾆﾀﾞｿｳ!ｼﾞﾌﾞﾝﾉｷﾓﾁ 森田汐生 モリタシオウ すばる舎 361.454 361
モ

206 カ 54 からだとこころのビックリ！大図鑑 ｶﾗﾀﾞﾄｺｺﾛﾉﾋﾞｯｸﾘ!ﾀﾞｲｽﾞｶﾝ ｼﾞｮｰ･ｶｳﾌﾏﾝ／作･北沢杏子･茂木正子／訳 ジョー・カウフマン・サク・キタザワキョウコ・モギマサコ・ヤク アーニ出版 491 491E
ジ

207 カ 55 こころと脳の絵本 ｺｺﾛﾄﾉｳﾉｴﾎﾝ 栗原久／監修･北沢杏子／文･妹尾一朗／絵 クリハラヒサシ・カンシュウ・キタザワキョウコ・ブン・セノオイチロウ・エ アーニ出版 491 491E
ク

208 カ 56 更年期障害　これで安心 ｺｳﾈﾝｷｼｮｳｶﾞｲ ｺﾚﾃﾞｱﾝｼﾝ 堀口雅子 ホリグチマサコ 小学館 495.13 495
ホ

209 カ 57 傷つくのがこわい ｷｽﾞﾂｸﾉｶﾞｺﾜｲ 根本橘夫 ネモトキツオ 文春新書 140.4 140
ネ

210 カ 58 現代日本女性史　フェミニズムを軸として ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝｼﾞｮｾｲｼ ﾌｪﾐﾆｽﾞﾑｦｼﾞｸﾄｼﾃ 鹿野政直 カノマサナオ 有斐閣 367.21 367
カ

211 カ 59 社会･文化･ジェンダー ｹﾞﾝﾀﾞｲﾐﾅﾐｱｼﾞｱ5 ｼｬｶｲ･ﾌﾞﾝｶ･ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ 小谷汪之 コタニヒロユキ 東京大学出版会 302.25 302
コ

212 カ 60 結婚帝国 女の岐れ道 ｹｯｺﾝﾃｲｺｸｵﾝﾅﾉﾜｶﾚﾐﾁ 信田さよ子･上野千鶴子 ノブタサヨコ・ウエノチヅコ 講談社 367.21 367
ノ

213 カ 61 機能不全家族 ｷﾉｳﾌｾﾞﾝｶｿﾞｸ 西尾和美 ニシオカズミ 講談社 367.3 367
ニ

214 カ 62 高機能自閉症アスペルガー症候群入門 ｺｳｷﾉｳｼﾞﾍｲｼｮｳｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰｼｮｳｺｳｸﾞﾝﾆｭｳﾓﾝ 内山登紀夫･水野薫･吉田友子 ウチヤマトキオ・ミズノカオル・ヨシダトモコ 中央法規 493.937 493
ウ

215 カ 63 キャリアを拓く 女性研究者のあゆみ ｷｬﾘｱｦﾋﾗｸ ｼﾞｮｾｲｹﾝｷｭｳｼｬﾉｱﾕﾐ 柏木恵子／国立女性教育会館 カシワギケイコ・コクリツジョセイキョウイクカイカン ドメス出版 367.21 367
カ

216 カ 65 家族芝居 ｶｿﾞｸｼﾊﾞｲ 佐川光晴 サガワミツハル 文藝春秋 913.6 913
サ

217 カ 66 子育て支援とＮＰＯ ｺｿﾀﾞﾃｼｴﾝﾄｴﾇﾋﾟｰｵｰ 原田正文 ハラダマサフミ 朱鷺出版 369.42 369
ハ

218 カ 67 過保護のススメ ｶﾎｺﾞﾉｽｽﾒ 佐々木正美著・杉浦正明編 マサミ・スギウラチョマサアキヘン 小学館 379.9 379
マ

219 カ 69 家裁弁護士　ミモザの花言葉のように ｶｻｲﾍﾞﾝｺﾞｼ ﾐﾓｻﾞﾉﾊﾅｺﾄﾊﾞﾉﾖｳﾆ 平山知子 ヒラヤマトモコ 新日本出版社 327.4 327
ヒ

220 カ 70 幸福論 ｺｳﾌｸﾛﾝ 小倉千加子･中村うさぎ オグラチカコ・ナカムラウサギ 岩波書店 367.21 367
オ

221 カ 71 壊れる男たち ｺﾜﾚﾙｵﾄｺﾀﾁ 金子雅臣 カネコマサオミ 岩波書店 367.9 367
カ

222 カ 72 子育てにとても大切な２７のヒント ｺｿﾀﾞﾃﾆﾄﾃﾓﾋﾂﾖｳﾅ27ﾉﾋﾝﾄ 汐見稔幸 シオミトシユキ 双葉社 599 599
シ

223 カ 74 紅一点論 ｺｳｲｯﾃﾝﾛﾝ 斎藤美奈子 サイトウミナコ 筑摩書房 778.77 778
サ

224 カ 75 かわいいダンナとほっこり生活 ｶﾜｲｲﾀﾞﾝﾅﾄﾎｯｺﾘｾｲｶﾂ 細川貂々 ホソカワテンテン ゴマブックス 726.1 726
ホ

225 カ 76 家族心理学への招待 ｶｿﾞｸｼﾝﾘｶﾞｸﾍﾉｼｮｳﾀｲ 柏木恵子・大野祥子・平山順子 カシワギケイコ・オオノサチコ・ヒラヤマジュンコ ミネルヴァ書房 367.3 367
カ

226 カ 77 ココ、きみのせいじゃない : はなれてくらすことになるママとパパと子どものための絵本 ｺｺ､ｷﾐﾉｾｲｼﾞｬﾅｲ ﾊﾅﾚﾃｸﾗｽｺﾄﾆﾅﾙﾏﾏﾄﾊﾟﾊﾟﾄｺﾄﾞﾓﾉﾀﾒﾉｴﾎﾝ ヴィッキー･ランスキー／著 ジェーン･プリンス／絵 ウ゛ィッキー・ランスキー／チョ　ジェーン・プリンス／エ 太郎次郎社 367.4 367E
ウ

227 カ 78 子育てサークルをつくってあそぼ ｺｿﾀﾞﾃｻｰｸﾙｦﾂｸｯﾃｱｿﾎﾞ ままとんきっず ママトンキッズ メイツ出版 599 599
マ

228 カ 79 ごめんねともだち ｺﾞﾒﾝﾈﾄﾓﾀﾞﾁ 内田 麟太郎 作･降矢 なな　絵 ウチダ　リンタロウ　サク・フルヤ　ナナ　エ 偕成社 913 913E
ウ

229 カ 80 環状島＝トラウマの地政学 ｶﾝｼﾞｮｳｼﾏ=ﾄﾗｳﾏﾉﾁｾｲｶﾞｸ 宮地　尚子 ミヤジ　ナオコ みすず書房 493.7 493
ミ

230 カ 81 子どもがウツとわかったら ｺﾄﾞﾓｶﾞｳﾂﾄﾜｶｯﾀﾗ ローレンス・Lカーンズ ローレンス・Ｌカーンズ 春秋者 493.937 493
ロ

231 カ 82 完璧な親なんていない ｶﾝﾍﾟｷﾅｵﾔﾅﾝﾃｲﾅｲ ジャニス・ウッド・キャタノ ジャニス・ウッド・キャタノ ひとなる書房 379.9 379
ジ

232 カ 84 勝てる！？離婚調停　年金分割完全対応版 ｶﾃﾙ!?ﾘｺﾝﾁｮｳﾃｲ ﾈﾝｷﾝﾌﾞﾝｶﾂｶﾝｾﾞﾝﾀｲｵｳﾊﾞﾝ 池内ひろ美、町村泰貴 イケウチヒロミ、マチムラヤスシキ 日本評論社 327.4 327
イ

233 カ 85 かながわのおかず : 郷土の食材と料理 ｶﾅｶﾞﾜﾉｵｶｽﾞ ｷｮｳﾄﾞﾉｼｮｸｻﾞｲﾄﾘｮｳﾘ 福原文彦 フクハラフミヒコ 生活情報センター 596 596
フ

234 カ 86 きりの村 ｷﾘﾉﾑﾗ 今江祥智/文・宇野亜喜良/絵 イマエヨシトモ・ブン・ウノアキラ／エ 株式会社フェリシモ 913.6 913E
イ

235 カ 87 カメのえんそく ｶﾒﾉｴﾝｿｸ 新沢としひこ/文・後藤美月/絵 ニイザワトシヒコ／ブン・ゴトウビヅキ／エ 株式会社フェリシモ 943.6 943
ニ

236 カ 88 くわずにょうぼう ｸﾜｽﾞﾆｮｳﾎﾞｳ 二宮由紀子/文・下谷二助/絵 ニノミヤユキコ／ブン・シモタニニスケ／エ 株式会社フェリシモ 913.6 913E
ニ

237 カ 89 彼女の嫌いな彼女 ｶﾉｼﾞｮﾉｷﾗｲﾅｶﾉｼﾞｮ 唯川　恵 ユイカワ　ケイ 集英社文庫 913.6 913
ユ

238 カ 90 こわれた愛のかたち : 私とタクの傷恋ＤＶストーリー ｺﾜﾚﾀｱｲﾉｶﾀﾁ ﾜﾀｼﾄﾀｸﾉｷｽﾞｺｲDVｽﾄｰﾘｰ ミチ ミチ グラフ社
913.6

913
ミ

239 カ 91 子どもにケータイもたせていいですか？ : 子どもの安否確認に必要？でも学校ではケータイ禁止。 ｺﾄﾞﾓﾆｹｰﾀｲﾓﾀｾﾃｲｲﾃﾞｽｶ? 高橋暁子／著 タカハシアキコ・チョ 株式会社インプレスジャパン 367.61 367
タ

240 カ 92 首・肩のこりがつらいときの本 ｸﾋﾞ･ｶﾀｺﾘｶﾞﾂﾗｲﾄｷﾉﾎﾝ 対馬ルリ子／総監修 ツシマルリコ・ソウカンシュウ 株式会社小学館 494.7 494
ツ

241 カ 93 きいろいゾウ ｷｲﾛｲｿﾞｳ 西加奈子／著 ニシカナコ・チョ 株式会社小学館 913.6 913
ニ

242 カ 94 経産省の山田課長補佐、ただいま育休中 ｹｲｻﾝｼｮｳﾉﾔﾏﾀﾞｶﾁｮｳﾎｻ､ﾀﾀﾞｲﾏｲﾏｲｸｷｭｳﾁｭｳ 山田正人／著 ヤマダマサト／チョ 日本経済新聞社 366.32 366
ヤ

243 カ 95 風と光の花束を抱いて : 国分ヒロ子と共に ｶｾﾞﾄﾋｶﾘﾉﾊﾅﾀﾊﾞｦｲﾀﾞｲﾃ 国分真一 コクブシンイチ 日本文学館 289.1 289
コ

244 カ 96 かまくらの女性史年表 : 明治・大正・昭和 ｶﾏｸﾗﾉｼﾞｮｾｲｼ ﾈﾝﾋﾟｮｳﾒｲｼﾞﾀｲｼｮｳｼｮｳﾜ 鎌倉市人権･男女共同参画課 カマクラシジンケン・ダンジョキョウドウサンカクカ 株式会社ミズ総合企画 367.214 367
カ

245 カ 97 「変わってしまった女」と「変わりたくない男」 ｶﾜｯﾃｼﾏｯﾀｵﾝﾅﾄｶﾜﾘﾀｸﾅｲｵﾄｺ 三浦清一郎 ミウラセイイチロウ 学文社 367.2 367
ミ

246 カ 98 稼ぐ妻・育てる夫 : 夫婦の戦略的役割交換　アメリカ人５２人のワーク・ライフ・バランス ｶｾｸﾞﾂﾏｿﾀﾞﾃﾙｵｯﾄﾌｳﾌﾉｾﾝﾘｬｸﾃｷﾔｸﾜﾘｺｳｶﾝ 治部れんげ ジブレンゲ 勁草書房 367.3 367
ジ

247 カ 99 家庭モラル・ハラスメント ｶﾃｲﾓﾗﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ 熊谷早智子 クマガイサチコ 講談社＋α 新書 361.4 361
ク

248 カ 100 子どもを虐待する私を誰か止めて！ ｺﾄﾞﾓｦｷﾞｬｸﾀｲｽﾙﾜﾀｼｦﾀﾞﾚｶﾄﾒﾃ 長谷川博一 ハセガワヒロカズ 光文社 369.4 369
ハ

249 カ 101
子育てパパ力検定公式テキスト＆問題集 ｺｿﾀﾞﾃﾊﾟﾊﾟﾁｶﾗｹﾝﾃｲｺｳｼｷﾃｷｽﾄ 小崎　恭弘 オザキ 小学館

599 599
オ

250 カ 102
この本よんで！　ｐａｐａ’ｓ絵本３３ ｺﾉﾎﾝﾖﾝﾃﾞ

安藤哲也 アンドウ
小学館

19.53 19
ア

251 カ 104 「兼業主夫」マニュアル ｹﾝｷﾞｮｳｼｭﾌﾏﾆｭｱﾙ 清水恭一 シミズキョウイチ 大村出版 599 599
シ

252 カ 105 子どもの感情・親の感情 : 完ぺきな親なんていない　子どもの気持ちにどうこたえてあげたらいいの？ ｺﾄﾞﾓﾉｶﾝｼﾞｮｳ ｵﾔﾉｶﾝｼﾞｮｳ カナダ・公衆衛生局／著
遠見書房

599 599
カ

253 カ 106 気持ちのキセキ : 生きづらさから自由になる ｷﾓﾁﾉｷｾｷ:ｲｷｽﾞﾗｻｶﾗｼﾞﾕｳﾆﾅﾙ 箱崎幸恵 ハコザキユキエ 明石書店 914.6 914
ハ

254 カ 107 告白 ｺｸﾊｸ 湊　かなえ ミナトカナエ 株式会社双葉社 913.6 913
ミ

255 カ 108 家族心理劇場 ｶｿﾞｸｼﾝﾘｹﾞｷｼﾞｮｳ 林幸範・福谷徹/著 ハヤシユキノリ・フクヤトオル/チョ 株式会社フォー・ユー 361.4 361
ハ

256 カ 109 クイックお弁当 : 朝においしい手作り ｸｲｯｸｵﾍﾞﾝﾄｳ ブティック社 ブティックシャ ブティック社 596.4 596
ブ

257 カ 110 子どものおべんとう ｺﾄﾞﾓﾉｵﾍﾞﾝﾄｳ 原田　邦穂 ハラダククニホ 婦人生活社 596.4 596
フ

258 カ 111 基礎とＱ＆Ａ ｷｿﾄｷｭｰｱﾝﾄﾞｴｰ 雄鶏社 雄鶏社 593.3 593
オ

259 カ 112 こんなにおいしい野菜のダイエットケ－キ ｺﾝﾅﾆｵｲｼｲﾔｻｲﾉﾀﾞｲｴｯﾄｹｰｷ 竹内冨貴子∥著 タケウチトキコ 講談社 596.65 596
タ

260 カ 113 子どものゆかたときもの : マンガｄｅソーイング ｺﾄﾞﾓﾉﾕｶﾀﾄｷﾓﾉ 林ことみ，小森ネコ∥著 ハヤシコトミ 文化出版局 593
ハ

261 カ 115 カシオペアの丘で、上 ｶｼｵﾍﾟｱﾉｵｶﾃﾞ､ ｼﾞｮｳ 重松　清 シゲマツキヨシ 講談社 913.6 913
シ

262 カ 116 カシオペアの丘で、下 ｶｼｵﾍﾟｱﾉｵｶﾃ､ﾞ ｹﾞ 重松　清 シゲマツキヨシ 講談社 913.6 913
シ

263 カ 117 体まるごとキレイになれる食べ物、食べ方 ｶﾗﾀﾞﾏﾙｺﾞﾄｷﾚｲﾆﾅﾚﾙﾀﾍﾞﾓﾉ､ﾀﾍﾞｶﾀ 白鳥早奈英 シラトりサナエ 文香社 498.583 498
シ

264 カ 118 季刊セクシュアリティ　Ｎｏ．３ ｷｶﾝｾｸｼｭｱﾘﾃｨ Ｎｏ．3 エイデル研究所 367
エ

265 カ 119 季刊セクシュアリティ　Ｎｏ．21 ｷｶﾝｾｸｼｭｱﾘﾃｨ Ｎｏ．21 エイデル研究所 367
エ

266 カ 120 こうのとりクラブ ｺｳﾉﾄﾘｸﾗﾌﾞ アイリス･レイナー･ダート アイリス･レイナー･ダート 筑摩書房 933 933
ア

267 カ 121 子育てハッピーアドバイス ｺｿﾀﾞﾃﾊｯﾋﾟｰｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 明橋　大二 アケハシダイジ １万年堂出版 379.9 379
ア

268 カ 122 均等法２５年と女性労働 ｷﾝﾄｳﾎｳﾆｼﾞｭｳｺﾞﾈﾝﾄｼﾞｮｾｲﾛｳﾄﾞｳ 女性労働問題研究会／編 女性労働問題研究会 366.38 366
ジ

269 カ 123 国際比較にみる世界の家族と子育て ｺｸｻｲﾋｶｸﾆﾐﾙｾｶｲﾉｶｿﾞｸﾄｺｿﾀﾞﾃ 牧野カツコ・渡辺秀樹・舩橋惠子・中野洋恵 マキノカツコ・ワタナベヒデキ・フナバシケイコ・ナカノヒロエ ミネルヴァ書房 599 599
マ

270 カ 124 困ってるひと ｺﾏｯﾃﾙﾋﾄ 大野更紗 オオノサラサ 株式会社ポプラ社 916 916
オ

271 カ 125 （現代家族）の誕生 ｹﾞﾝﾀﾞｲｶｿﾞｸﾉﾀﾝｼﾞｮｳ 岩村暢子 イワムラノブコ 勁草書房 498.5 498
イ

272 カ 126 完璧な親なんていない！ ｶﾝﾍﾟｷﾅｵﾔﾅﾝﾃｲﾅｲ！ ジャニス・ウッド・キャタノ ジャニス・ウッド・キャタノ ひとなる書房 379.9 379
ジ

273 カ 127 子どもたちの「かすれた声」 ｺﾄﾞﾓﾀﾁﾉ｢ｶｽﾚﾀｺｴ｣ 長谷川博一 ハセガワヒロカズ 樹花舎 146.82 146
ハ

274 カ 128 子連れ防災手帖　被災ママ８１２人が作った ｺﾂﾞﾚﾎﾞｳｻｲﾃﾁｮｳ ﾋｻｲﾏﾏ812ﾆﾝｶﾞﾂｸｯﾀ つながる．Com ツナガル.コム メディアファクトリー 369.31 369
ツ

275 カ 129 小銭をかぞえる ｺｾﾞﾆｦｶｿﾞｴﾃ 西村賢太 ニシムラケンタ 文芸春秋 913.6 913
ニ

276 カ 130 傷つけ合う家族　ドメスティック・バイオレンスを乗り越えて ｷｽﾞﾂｹｱｳｶｿﾞｸ ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸﾊﾞｲｵﾚﾝｽｦﾉﾘｺｴﾃ 藤木美奈子 フジキミナコ 講談社 367.3 367
フ

277 カ 131 境界を生きる　生と生のはざまで ｷｮｳｶｲｦｲｷﾙ  ｾｲﾄｾｲﾉﾊｻﾞﾏﾃﾞ 毎日新聞社「境界を生きる」取材班 ﾏｲﾆﾁｼﾝﾌﾞﾝｼｬ｢ｷｮｳｶｲｦｲｷﾙ｣ｼｭｻﾞｲﾊﾝ 毎日新聞社 367.9 367
マ

278 カ 132 吟行スケッチ ｷﾞﾝｺｳｽｹｯﾁ 角田とし子 ﾂﾉﾀﾞﾄｼｺ 大成企画（印刷・製本） 720 720
ツ

279 カ 133 家族の悩みにおこたえしましょう ｶｿﾞｸﾉﾅﾔﾐﾆｵｺﾀｴｼﾏｼｮｳ 信田さよ子 ﾉﾌﾞﾀｻﾖｺ 朝日新聞出版 146.8 146
ノ
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280 カ 134 子連れ防災手帖　被災ママ８１２人が作った ｺﾂﾞﾚﾎﾞｳｻｲﾃﾁｮｳ ﾋｻｲﾏﾏ812ﾆﾝｶﾞﾂｸｯﾀ つながる．Com ツナガル.コム メディアファクトリー 369.31 369
ツ

281 カ 135 経営戦略としてのワーク・ライフ・バランス ｹｲｴｲｾﾝﾘｬｸﾄｼﾃﾉﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ 学習院大学経済経営研究所編 ｶﾞｸｼｭｳｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸｹｲｻﾞｲｹｲｴｲｹﾝｷｭｳｼﾞｮﾍﾝ 第一法規株式会社 536.4 536
カ

282 カ 136 介護保険は老いを守るか カイゴホケンハオイヲマモルカ 沖藤典子 オキフジノリコ 岩波新書 364.4 364
オ

283 カ 137 高学歴女子の貧困ー女子は学歴で「幸せ」になれるか？ コウガクレキジョシノヒンコンージョシハガクレキデ「シアワセ」ニナレルカ？ 大理奈穂子・栗田隆子・大野左紀子・水木昭道 オオリナオコ・クリタリュウコ・オオノサキコ・ミヅキショウドウ光文社 366.38 366
オ

284 カ 138 家事労働ハラスメント　－生きづらさの根にあるもの ｶｼﾞﾊﾗｽﾒﾝﾄ　ーｲｷﾂﾞﾗｻﾉﾈﾆｱﾙﾓﾉ 竹信三恵子 タケノブ　ミナコ 岩波新書 366.38 366 タ

285 サ 2 女性がつくる２１世紀 ｼﾞｮｾｲｶﾞﾂｸﾙ21ｾｲｷ 清水澄子 北沢洋子共著 シミズスミコ　キタザワヨウコキョウチョ 女性政策研究所 367.2 367
シ

286 サ 3 セルフ・ディフェンス ｾﾙﾌ･ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ 橋本明子 ハシモトアキコ 三五館 789.9 789
ハ

287 サ 4 試験管の中の女 ｼｹﾝｶﾝﾉﾅｶﾉｵﾝﾅ リタ アルディッティ リタ　アルディッティ 共同通信社 491.354 491
リ

288 サ 5 市民が拓く女性問題解決への道 ｼﾐﾝｶﾞﾋﾗｸﾋﾗｼﾞｮｾｲﾓﾝﾀﾞｲｶｲｹﾂﾍﾉﾐﾁ 女性問題くにたち市民会議 ジョセイモンダイクニタチシミンカイギ 未來社 367.213 367
ジ

289 サ 6 女性施設ジャーナル. Ｖｏｌ．１ ｼﾞｮｾｲｼｾﾂｼﾞｬｰﾅﾙ1 横浜市女性協会 ヨコハマシジョセイキョウカイ 学陽書房 379.46 379
ヨ

290 サ 7 女性施設ジャーナル. Ｖｏｌ．３ ｼﾞｮｾｲｼｾﾂｼﾞｬｰﾅﾙ3 横浜市女性協会 ヨコハマシジョセイキョウカイ 学陽書房 379.46 379
ヨ

291 サ 8 参画へのエンパワ－メント : 北京行動綱領から国内行動計画へ ｻﾝｶｸﾍﾉｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ 神奈川県立かながわ女性センター カナガワケンリツカナガワジョセイセンター 神奈川県立かながわ女性センター 36 36
カ

292 サ 9 銃後史ノート ｼﾞｭｳｺﾞｼｮﾉｰﾄ 女たちの現在を問う会 オンナタチノゲンザイヲトウカイ 女たちの現在を問う会 367.21 367
オ

293 サ 10 生を見つめる教育デンマークの市民運動 ｾｲｦﾐﾂﾒﾙｷｮｳｲｸﾃﾞﾝﾏｰｸﾉｼﾐﾝｳﾝﾄﾞｳ 夏目孝茂 ナツメタカシゲ 亜細亜印刷 371.5 371
ナ

294 サ 11 十四歳見失う親消える子供たち ｼﾞｭｳﾖﾝｻｲ ﾐｳｼﾅｳｵﾔｷｴﾙｺﾄﾞﾓﾀﾁ 井田真木子 イダマキコ 講談社 367.6 367
イ

295 サ 12 女・再就職 ｼﾘｰｽﾞｲﾏｦｲｷﾙｵﾝﾝｱｻｲｼｭｳｼｮｸ ユック舎 ユックシャ ユック舎 367.2 367
ユ

296 サ 13 祖母・母・娘の時代 ｿﾎﾞ･ﾊﾊ･ﾑｽﾒﾉｼﾞﾀﾞｲ 鹿野政直 堀場清子共著 カノマサナオ　ホリバキヨコキョウチョ 岩波書店 367.21 367
カ

297 サ 14 漱石という人 ｿｳｾｷﾄｲｳﾋﾄ 駒尺喜美 コマシャクキミ 思想の科学社 910.268 910
コ

298 サ 15 シングル･ライフ ｼﾝｸﾞﾙ･ﾗｲﾌ 海老坂武 エビサカタケシ 中央公論社 367.4 367
エ

299 サ 16 性のユマニスム ｾｲﾉﾕﾏﾆｽﾑ 佐藤和夫 サトウカズオ 星雲社 367.9 367
サ

300 サ 17 桜の巨木・銘木 ｻｸﾗﾉｷｮﾎﾞｸ･ﾒｲﾎﾞｸ 樋田豊宏 トイダトヨヒロ スエカネ印刷 479.75 479
ト

301 サ 18 出航 ｼｭｯｺｳ 森岡正作 モリオカセイサク 遊牧舎 911.3 911
モ

302 サ 19 １３歳からの「恋とからだ」ノート ｼﾞｭｳｻﾝｻｲｶﾗﾉ｢ｺｲﾄｶﾗﾀﾞ｣ﾉｰﾄ 早乙女智子 サオトメトモコ 新講社 367.9 367
サ

303 サ 20 新ミレニアムへの伝言 ｼﾝﾐﾚﾆｱﾑﾍﾉﾃﾞﾝｺﾞﾝ 第７回全国女性史研究交流のつどい ダイ７カイゼンコクジョセイシケンキュウコウリュウノツドイ ドメス出版 367.2 367
ダ

304 サ 21 女性とメディアの新世紀へ ｼﾞｮｾｲﾄﾒﾃﾞｨｱﾉｼﾝｾｲｷﾍ 東京女性財団 トウキョウジョセイザイダン 東京女性財団 367.2 367
ト

305 サ 22 新・世界の女たちはいま ｼﾝ･ｾｶｲﾉｵﾝﾅﾀﾁﾊｲﾏ 柴山恵美子 シバヤマエミコ 学陽書房 366.38 366
シ

306 サ 23 消費は毎日の投票 ｼｮｳﾋﾊﾏｲﾆﾁﾉﾄｳﾋｮｳ 久保田真苗 クボタマナエ 日本社会党中央本部機関紙局 367.21 367
ク

307 サ 24 女性と狂気 ｼﾞｮｾｲﾄｷｮｳｷ フィリス・チェスラー フィリス・チェスラー ユック舎 493.7 493
フ

308 サ 25 性の幻想 ｾｲﾉｹﾞﾝｿｳ 大庭みな子 オオバミナコ 河出書房新社 914.6 914
オ

309 サ 26 島谷征良句集 ｼﾏﾀﾆｾｲﾛｳｸｼｭｳ 島谷征良 シマタニセイリョウ ふらんす堂 911.368 911
シ

310 サ 27 新世界秩序を求めて ｼﾝｾｶｲﾁﾂｼﾞｮｦﾓﾄﾒﾃ 高谷好一 タカタニコウイチ 中公新書 223 223
タ

311 サ 29 潮鳴り ｼｵﾅﾘ セキ 関広範 911.167 911
セ

312 サ 31 主婦こそ夢の自由業 ｼｭﾌｺｿﾕﾒﾉｼﾞﾕｳｷﾞｮｳ 長澤信子 ナガサワノブコ 共同通信社 590.4 590
ナ

313 サ 32 セクハラ事件の主役たち ｾｸﾊﾗｼﾞｹﾝﾉｼｭﾔｸﾀﾁ 金子雅臣 カネコマサオミ 築地書館 367.9 367
カ

314 サ 33 スウェーデン人はいま幸せか ｽｳｪｰﾃﾞﾝｼﾞﾝﾊｲﾏｼｱﾜｾｶ 訓覇法子 クルベノリコ 日本放送協会 369.023 369
ク

315 サ 34 自分を創る女たちのために ｼﾞﾌﾞﾝｦﾂｸﾙｵﾝﾅﾀﾁﾉﾀﾒﾆｵﾝﾅﾀﾁﾉﾀﾒﾆ 小室加代子 コムロカヨコ ＰＨＰ研究所 159.6 159
コ

316 サ 35 全盲の母の記録 ｾﾞﾝﾓｳﾉﾊﾊﾉｷﾛｸ 宮下忠子 ミヤシタタダコ 晩声社 369.27 369
ミ

317 サ 38 女性学 ｼﾞｮｾｲｶﾞｸ 日本女性学会学会誌編集委員会 ニホンジョセイガクカイガッカイシヘンシュウイインカイ 日本女性学会 367.1 367
ニ

318 サ 39 女性と暴力 ｼﾞｮｾｲﾄﾎﾞｳﾘｮｸ ミシェル・デイラス ミシェル・デイラス 未來社 367.2 367
ミ

319 サ 40 セカンド・レイプ ｾｶﾝﾄﾞ･ﾚｲﾌﾟ 落合恵子 オチアイケイコ 講談社 913.6 913
オ

320 サ 41 上海の長い夜. 上 ｼｬﾝﾊｲﾉﾅｶﾞｲﾖﾙｼﾞｮｳ チェン･ニエン チェン・ニエン 朝日新聞社 222.077 222
チ

321 サ 42 上海の長い夜. 下 ｼｬﾝﾊｲﾉﾅｶﾞｲﾖﾙｹﾞ チェン･ニエン チェン・ニエン 朝日新聞社 222.077 222
チ

322 サ 43 自分にごほうび ｼﾞﾌﾞﾝﾆｺﾞﾎｳﾋﾞ 落合恵子 オチアイケイコ 大和書房 914.6 914
オ

323 サ 44 ママが知りたい小学校ってどんなとこ？ : 完全早わかりガイド ｼｮｳｶﾞｯｺｳｯﾃﾄﾞﾝﾅﾄｺ 覚来ゆか里 ママーズ・ネットワーク カクユカリママーズネットワーク メイツ出版 376.21 376
カ

324 サ 45 職場の男女均等と育児介護休業の実務 ｼｮｸﾊﾞﾉﾀﾞﾝｼﾞｮｷﾝﾄｳﾄｲｸｼﾞｶｲｺﾞｷｭｳｷﾞｮｳﾉｼﾞﾂﾑ 大沢正子 オオサワマサコ 日本法令 366.14 366
オ

325 サ 46 シングル・カルチャー ｼﾝｸﾞﾙ･ｶﾙﾁｬｰ 青木やよひ アオキヤヨヒ 有斐閣 367.4 367
ア

326 サ 47 女性学入門 ｼﾞｮｾｲｶﾞｸﾆｭｳﾓﾝ 富士谷あつ子 フジタニアツコ サイマル出版会 367 367
フ

327 サ 48 淑女失格 ｼｭｸｼﾞｮｼｯｶｸ 佐藤愛子 サトウアイコ 日本経済新聞社 910.268 910
サ

328 サ 49 続昭和史のおんな ｿﾞｸｼｮｳﾜｼﾉｵﾝﾅ 澤地久枝 サワチヒサエ 文藝春秋 367.21 367
サ

329 サ 50 さいたま女性の歩み上巻 ｻｲﾀﾏｼﾞｮｾｲﾉｱﾕﾐｼﾞｮｳｶﾝ 埼玉県 サイタマケン 埼玉県 367.213 367
サ

330 サ 51 さいたま女性の歩み下巻 ｻｲﾀﾏｼﾞｮｾｲﾉｱﾕﾐｹﾞｶﾝ 埼玉県 サイタマケン 埼玉県 367.213 367
サ

331 サ 55 女性生き生き事典 ｼﾞｮｾｲｲｷｲｷｼﾞﾃﾝ 渥美雅子 アツミマサコ 東京書籍 320 320
ア

332 サ 56 １３歳のハローワーク ｼﾞｭｳｻﾝｻｲﾉﾊﾛｰﾜｰｸ 村上龍 ムラカミリュウ 幻冬舎 366.29 366
ム

333 サ 57 性教育Q&Ａ ｾｲｷｮｳｲｸQ&Ａ 監修=北沢杏子 キタザワキョウコ アーニ出版 375.49 375
キ

334 サ 58 人生案内 ｼﾞﾝｾｲｱﾝﾅｲ 落合恵子 オチアイケイコ 岩波書店 159 159
オ

335 サ 60 ジェンダー平等と多文化共生 ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾋﾞｮｳﾄﾞｳﾄﾀﾌﾞﾝｶｷｮｳｾｲ 辻村みよ子・大沢真理/編 ツジムラミヨコ・オオサワマリ 東北大学出版会 367.1 367
ツ

336 サ 61 少子 ｼｮｳｼ 酒井順子 サカイジュンコ 講談社 334.31 334
サ

337 サ 63 新･子どもの虐待 ｼﾝ･ｺﾄﾞﾓﾉｷﾞｬｸﾀｲ 森田ゆり モリタユリ 岩波ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ 369.4 369
モ

338 サ 64 女性たちの台所の交流 ｼﾞｮｾｲﾀﾁﾉﾀﾞｲﾄﾞｺﾛﾉｺｳﾘｭｳ 全国友の会中央部 ゼンコクトモノカイチュウオウブ 婦人之友社 596 596
ゼ

339 サ 67 人権を考える本① ｼﾞﾝｹﾝｦｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ1 鈴木利広 宇都宮健児 スズキトシヒロ　ウツノミヤケンジ 岩崎書店 316 316
ス

340 サ 68 人権を考える本② ｼﾞﾝｹﾝｦｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ2 馬奈木昭雄 樋渡俊一 マナギアキオ　ヒワタシシュンイチ 岩崎書店 316 316
マ

341 サ 69 人権を考える本③ ｼﾞﾝｹﾝｦｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ3 馬奈木昭雄 樋渡俊一 マナギアキオ　ヒワタシシュンイチ 岩崎書店 316 316
マ

342 サ 70 人権を考える本④ ｼﾞﾝｹﾝｦｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ4 角田由紀子 南典男 カクタユキコ　ミナミノリオ 岩崎書店 316 316
カ

343 サ 71 人権を考える本⑤ ｼﾞﾝｹﾝｦｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ5 徳住堅治　川人　博 トクスミケンジ 岩崎書店 316 316
ト

344 サ 72 人権を考える本⑥ ｼﾞﾝｹﾝｦｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ6 小野寺信一 坂井眞 オノデラシンイチ　サカイマコト 岩崎書店 316 316
オ

345 サ 73 人権を考える本⑦ ｼﾞﾝｹﾝｦｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ7 石田武臣 高山俊吉 イシダタケオミ　タカヤマタカヨシ 岩崎書店 316 316
イ

346 サ 74 せかいいち大きな女の子のものがだり ｾｶｲｲﾁｵｵｷﾅｵﾝﾅﾉｺﾉﾓﾉｶﾞﾀﾞﾘ ポール O ゼンスキー ポール　オ　ゼンスキー 冨山房 933 933E
ポ

347 サ 76 自由恋愛 ｼﾞﾕｳﾚﾝｱｲ 岩井志麻子 イワイシマコ 中央公論新書 913.6 913
イ

348 サ 78 セクシュアル・ライツ : 人類最後の人権 ｾｸｼｭｱﾙ･ﾗｲﾂｼﾞﾝﾙｲｻｲｺﾞﾉｼﾞﾝｹﾝ 山本直英 ヤマモトナオヒデ 明石書店 367.9 367
ヤ

349 サ 79 知らない人にはついていかない ｼﾗﾅｲﾋﾄﾆﾊﾂｲﾃｲｶﾅｲ
ﾘﾝﾀﾞ・ｳﾞｫﾙｳﾞｰﾄﾞ・ｼﾞﾗｰﾄﾞ／作・いまいゆみこ／絵・きたざわきょうこ・なかにしまさひこ

リンダ・ウ゛ォルウ゛ード・ジラード・サク・イマイユミコ・エ・キタザワキョウコ・ アーニ出版 367 367E
リ

350 サ 80 ジェンダーがわかる。 ｼﾞｪﾝﾀﾞｰｶﾞﾜｶﾙ AERA MOOK アエラムック 朝日新聞社 367.1 367
ア

351 サ 82 女性外来がよくわかる本 ｼﾞｮｾｲｶﾞｲﾗｲｶﾞ ﾖｸﾜｶﾙﾎﾝ 対馬ルリ子 ツシマルリコ リヨン社 495 495
ツ

352 サ 84 素敵な死にじたく ｽﾃｷﾅｼﾆｼﾞﾀｸ 井上治代 イノウエハルヨ ＫＫベストセラーズ 385.6 385
イ

353 サ 85 ジェンダーの語られ方、メディアのつくられ方 ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾉｶﾀﾗﾚｶﾀ､ﾒﾃﾞｨｱﾉﾂｸﾗﾚｶﾀ 諸橋泰樹 モロハシタイキ 現代書館 367.2 367
モ

354 サ 86 “Ｉｔ（それ）”と呼ばれた子. 少年期 ｿﾚﾄﾖﾊﾞﾚﾀｺ ｼｮｳﾈﾝｷ ﾛｽﾄﾎﾞｰｲ デイヴ・ペルザー デイウ゛・ペルザー ソニー・マガジンズ 936 936
デ

355 サ 87 “Ｉｔ（それ）”と呼ばれた子. 幼年期 ｿﾚﾄﾖﾊﾞﾚﾀｺ ﾖｳﾈﾝｷ デイヴ・ペルザー デイウ゛・ペルザー ソニー・マガジンズ 936 936
デ

356 サ 88 “Ｉｔ（それ）”と呼ばれた子. 完結版 ｿﾚﾄﾖﾊﾞﾚﾀｺ ｶﾝｹﾂﾍﾝ ｻﾖﾅﾗｲｯﾄ デイヴ・ペルザー デイウ゛・ペルザー ソニー・マガジンズ 936 936
デ

357 サ 90 女性問題を学ぶ ｼﾞｮｾｲﾓﾝﾀﾞｲｦﾏﾅﾌﾞ 下村美恵子 シモムラミエコ 親水社 367.2 367
シ

358 サ 91 しっかり地面を踏みしめたくて ｼｯｶﾘｼﾞﾒﾝｦﾌﾐｼﾒﾀｸﾃ 女性と政治を考える会 ジョセイトセイジヲカンガエルカイ 女性と政治を考える会 310 310
ジ

359 サ 92 人生の浮き輪 ｼﾞﾝｾｲﾉｳｷﾜ ハリエット・レーナー ハリエット・レーナー 誠信書房 159 159
ハ

360 サ 95 ジェンダーの罠　とらわれの女と男 ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾉﾜﾅ ﾄﾗﾜﾚﾉｵﾝﾅﾄｵﾄｺ 諸橋泰樹 モロハシタイキ 批評社 367.2 367
モ

361 サ 96 世界に学ぼう！子育て支援 ｾｶｲﾆﾏﾅﾎﾞｳ!ｺｿﾀﾞﾃｼｴﾝ 汐見稔幸 シオミトシユキ フレーベル館 369.42 369
シ

362 サ 97 人格障害かもしれない ｼﾞﾝｶｸｼｮｳｶﾞｲｶﾓｼﾚﾅｲ 磯部潮 イソベウシオ 光文社新書 493.7 493
イ

363 サ 98 世界一ぜいたくな子育て : 欲張り世代の各国「母親」事情  ｾｶｲｲﾁｾﾞｲﾀｸﾅｺｿﾀﾞﾃ ﾖｸﾊﾞﾘｾﾀﾞｲﾉｶｯｺｸ｢ﾊﾊｵﾔ｣ｼﾞｼﾞｮｳ 長坂道子 ナガサカミチコ 光文社新書 599 599
ナ

364 サ 100 自分でデキル養育費強制執行マニュアル ｼﾞﾌﾞﾝﾃﾞﾃﾞｷﾙﾖｳｲｸﾋｷｮｳｾｲｼｯｺｳﾏﾆｭｱﾙﾃﾞｷﾙ ＮＰＯ法人Wink新川てるえ エヌピーオーホウジンウインクシンカワテルエ ひつじ書房 324.62 324
エ

365 サ 101 図説　主夫の「なんちゃって」料理術 ｽﾞｾﾂ ｼｭﾌﾉ｢ﾅﾝﾁｬｯﾃ｣ﾘｮｳﾘｼﾞｭﾂ 藤岡良 フジオカリョウ 彩流社 596 596
フ

366 サ 102 ジェンダーの発達心理学 ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾉﾊｯﾀﾂｼﾝﾘｶﾞｸ 伊藤裕子（編著） イトウユウコ　（ヘンチョ） ミネルｳﾞｧ書房 143.1 143
イ

367 サ 103 ジャムの空壜 ｼﾞｬﾑﾉｱｷﾋﾞﾝ 佐川光晴 サガワミツハル 新潮社 913.6 913
サ

368 サ 106 図解雑学 ジェンダー ｽﾞｶｲｻﾞﾂｶﾞｸ ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ 加藤秀一･石田仁･海老原暁子 カトウシュウイチ・イシダヒトシ・エビハラアキコ ナツメ社 367.2 367
カ

369 サ 107 熟年離婚の損と得 ｼﾞｭｸﾈﾝﾘｺﾝﾉｿﾝﾄﾄｸ 池内ひろ美 イケウチヒロミ ワニブックス 367.4 367
イ

370 サ 108 災害と女性～防災・復興に女性の参画を ｻｲｶﾞｲﾄｼﾞｮｾｲ~ﾎﾞｳｻｲ･ﾌｯｺｳﾆｼﾞｮｾｲﾉｻﾝｶｸｦ ｳｨﾒﾝｽﾞﾈｯﾄ･こうべ編 ウィメンズネット・コウベヘン ウィメンズネット･こうべ 369.31 369
ウ

371 サ 110 知らないと恥ずかしい　ジェンダー入門 ｼﾗﾅｲﾄﾊｽﾞｶｼｲ ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾆｭｳﾓﾝ 加藤 秀一 カトウ　シュウイチ 朝日出版社 367.2 367
カ

372 サ 112 女性労働者の労働法実務ハンドブック ｼﾞｮｾｲﾛｳﾄﾞｳｼｬﾉﾛｳﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾂﾑﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 布施直春 フセナオハル セルバ出版 366.38 366
フ
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373 サ 113 ジェンダーの地平 ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾉﾁﾍｲ 植野 妙美子･林 瑞枝 ウエノ　マミコ・ハヤシ　ミズエ 中央大学出版部 367.235 367
ウ

374 サ 115 三枚のカード ｻﾝﾏｲﾉｶｰﾄﾞ 谷川俊太郎/文・下谷二助/絵 タニカワシュンタロウ・ブン・シモタニニスケ・エ 株式会社ﾌｪﾘｼﾓ 913.6 913E
タ

375 サ 116 シュナの旅 ｼｭﾅﾉﾀﾋﾞ 宮崎 駿夫 ミヤザキ　ハヤオ 徳間書店 726.1 726E
ミ

376 サ 117 シェイクスピア劇とジェンダー・アイデンティティ ｼｪｲｸｽﾋﾟｱｹﾞｷﾄｼﾞｪﾝﾀﾞｰ･ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ 伊藤洋子 イトウヨウコ 近代文芸社 932.5 932
イ

377 サ 118 生理（月経）のトラブルがつらいときの本 ｾｲﾘ(ｹﾞｯｹｲ)ﾉﾄﾗﾌﾞﾙｶﾞﾂﾗｲﾄｷﾉﾎﾝ 対馬ルリ子／総監修 ツシマルリコ・ソウカンシュウ 株式会社小学館 495.13 495
ツ

378 サ 119 女性のナチュラルケア ｼﾞｮｾｲﾉﾅﾁｭﾗﾙｹｱ 神谷節子／著 カミヤセツコ・チョ 七つ森書館 495 495
カ

379 サ 120 専門医が選んだ★印ホームドクター ｾﾝﾓﾝｲｶﾞｴﾗﾝﾀﾞﾎｼｼﾞﾙｼﾎｰﾑﾄﾞｸﾀｰ 中村康夫／編集 ナカムラヤスオ ライフ企画 498.16 498
ナ

380 サ 121 女性とパワーハラスメント ｼﾞｮｾｲﾄﾊﾟﾜｰﾊﾗｽﾒﾝﾄ NPO法人ウィメンズ・サポート・オフィス エヌピーオーホウジンウィメンズ・サポート・オフィス ﾌｪﾐｯｸｽ 366.3 366
エ

381 サ 122 女性学をつなぐ ｼﾞｮｾｲｶﾞｸｦﾂﾅｸﾞ 女性学研究会／編著 ジョセイガクケンキュウカイ・ヘンチョ 新水社 367.2 367
ジ

382 サ 123 新版　女性のための法律相談ガイド : こんなときどうする？ ｼﾝﾊﾟﾝｼﾞｮｾｲﾉﾀﾒﾉﾎｳﾘﾂｿｳﾀﾞﾝｶﾞｲﾄﾞ
東京弁護士会　両性の平等に関する委員会 トウキョウベンゴシカイ ぎょうせい

320 320
ト

383 サ 124 地震から子どもを守る５０の方法 ｼﾞｼﾝｶﾗｺﾄﾞﾓｦﾏﾓﾙ50ﾉﾎｳﾎｳ 国崎信江 クニザキノブエ ブロンズ新社 369.31 369
ク

384 サ 125  ジェンダーからみた日本女性の歴史 : 写真とイラストで学ぶ ｼﾞｪﾝﾀﾞｰｶﾗﾐﾀﾆﾎﾝｼﾞｮｾｲﾉﾚｷｼ ねりま２４条の会∥編
明石書店

367.21 367
ナ

385 サ 126 女性の職業のすべて. 〔２０１１年版〕 ｼﾞｮｾｲﾉｼｮｸｷﾞｮｳﾉｽﾍﾞﾃ 女性の職業研究会／編
啓明書房

366.29 366
サ

386 サ 127 知っていますか？ジェンダーと人権一問一答 ｼｯﾃｲﾏｽｶ?ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾄｼﾞﾝｹﾝｲﾁﾓﾝｲｯﾄｳ 船橋邦子∥著
解放出版社

367.1 367
フ

387 サ 128 ジェンダー白書. ７ ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾊｸｼｮﾅﾅ 北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”／編 
明石書店

367.2 367
キ

388 サ 129 死を忘れた日本人 : どこに「死に支え」を求めるか ｼｵﾜｽﾚﾀﾆﾎﾝｼﾞﾝ:ﾄﾞｺﾆ「ｼﾆｻｻｴ」ｦﾓﾄﾒﾙｶ 中川　恵一／著 ナカガワケイイチ
朝日出版社

490.14 490
ナ

389 サ 130 女性のデータブック〔第３版〕 ｼﾞｮｾｲﾉﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ〔ﾀﾞｲｻﾝﾊﾟﾝ〕 井上輝子/江原由美子 イノウエテルコ/エハラユミコ
有斐閣

367.21 367
イ

390 サ 131 女性としごと ｼﾞｮｾｲﾄｼｺﾞﾄ 「女性としごと」編集部/編
労働大学出版センター

366

391 サ 132 趣味は読書。 ｼｭﾐﾊﾄﾞｸｼｮ。 斎藤美奈子 サイトウミナコ
株式会社筑摩書房

19 19
サ

392 サ 133 差別と日本人 ｻﾍﾞﾂﾄﾆﾎﾝｼﾞﾝ 野中弘務/辛 淑玉 ノナカヒロム/シン　スゴ
株式会社角川書店

361.8 361
ノ

393 サ 134 女性のための老後の幸せ安心ガイド ｼﾞｮｾｲﾉﾀﾒﾉﾛｳｺﾞﾉｼｱﾜｾｱﾝｼﾝｶﾞｲﾄﾞ 市吉澄枝/伊藤佳江/粕谷晴江/増本敏子 イチヨシスミエ/イトウヨシエ/カスヤハルエ/マスモトトシコ
生活思想社

365 365
イ

394 サ 135 女性のためのシナリオライター教室 ｼﾞｮｾｲﾉﾀﾒﾉｼﾅﾘｵﾗｰﾀｰｷｮｳｼﾂ 片山明子 カタヤマアキコ
文化出版局

901.27 901
カ

395 サ 136 性教育が深まる本 ｾｲｷｮｳｲｸｶﾞﾌｶﾏﾙﾎﾝ 村瀬幸浩 ムラセユキヒロ
株式会社十月舎

367.99 367
ム

396 サ 137 ソーイング１１０番 : 読者の疑問・質問をわかりやすく解説　春夏秋冬  ｿｰｲﾝｸﾞ110 ブティック社 ブティックシャ
ブティック社

593.3 593
ブ

397 サ 138 ０歳からのジェンダー・フリー ｾﾞﾛｻｲｶﾗﾉｼﾞｪﾝﾀﾞｰ･ﾌﾘｰ 山梨県立女子短大ジェンダー研究プロジェクト＆/編 ヤマナシケンリツジョシタンダイジェンダーケンキュウ/ヘン
生活思想社

367.215 367
ヤ

398 サ 139 女性センターを問う ｼﾞｮｾｲｾﾝﾀｰｦﾄｳ 下村美恵子/辻　智子/内藤和美/矢口悦子 シモムラミエコ/ツジトモコ/ナイトウカズミ/ヤグチエツコ
新水社

367.21 367
シ

399 サ 140 自己決定権とジェンダー ｼﾞｺｹｯﾃｲｹﾝﾄｼﾞｪﾝﾀﾞｰ 江原由美子 エハラユミコ 岩波書店 367.1 367
エ

400 サ 141 女性の品格 : 装いから生き方まで ｼﾞｮｾｲﾉﾋﾝｶｸ  ﾖｿｵｲｶﾗｲｷｶﾀﾏﾃﾞ 板東　眞理子 バンドウ　マリコ ＰＨＰ研究所 159.6 159
バ

401 サ 142 戦争文学を読む ｾﾝｿｳﾌﾞﾝｶﾞｸｦﾖﾑ 川村湊/成田龍一/上野千鶴子/他 カワムラミナト/ナリタリュウイチ/ウエノチヅコ/ホカ 朝日新聞出版 910.264 910
カ

402 サ 143 ジェンダーで学ぶ社会学 ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾃﾞﾏﾅﾌﾞｼｬｶｲｶﾞｸ 伊藤公雄/牟田和恵/編 イトウキミオ/ムタカズエ/ヘン 世界思想社 367.1 367
イ

403 サ 144 女性学Ｖｏｌ．１０ ｼﾞｮｾｲｶﾞｸＶｏｌ．10 日本女性学会学会誌編集委員会/編 ニホンジョセイガっカイガッカイシヘンシュウイインカイ 日本女性学会 367.1 367
ニ

404 サ 145 女性学Ｖｏｌ．１１ ｼﾞｮｾｲｶﾞｸＶｏｌ．11 日本女性学会学会誌編集委員会/編 ニホンジョセイガっカイガッカイシヘンシュウイインカイ 日本女性学会 367.1 367
ニ

405 サ 146 じょうぶな心のつくり方 ｼﾞｮｳﾌﾞﾅｺｺﾛﾉﾂｸﾘｶﾀ ジェリー・ミンチントン ジェリー・ミンチントン ディスカヴァー・トゥエンティワン 159 159
サ

406 サ 147 「少年Ａ」この子を生んで・・・・・ ｺﾉｺｦｳﾝﾃﾞ････ 「少年Ａ」の父母 「ショウネンＡ」ノフボ 文藝春秋 368.7 368
シ

407 サ 148 十人十色なカエルの子 ｼﾞｭｳﾆﾝﾄｲﾛﾅｶｴﾙﾉｺ 落合みどり オチアイミドリ 東京書籍 378 378
オ

408 サ 149 新アスペハートＶｏｌ．１ ｼﾝｱｽﾍﾟﾊｰﾄＶｏｌ．１ 特定非営利活動法人アスペ・エルデの会/編 アスペ・エルデの会 378 378
ト

409 サ 150 新アスペハートＶｏｌ．２ ｼﾝｱｽﾍﾟﾊｰﾄＶｏｌ．2 特定非営利活動法人アスペ・エルデの会/編 アスペ・エルデの会 378 378
ト

410 サ 151 新アスペハートＶｏｌ．３ ｼﾝｱｽﾍﾟﾊｰﾄＶｏｌ．3 特定非営利活動法人アスペ・エルデの会/編 アスペ・エルデの会 378 378
ト

411 サ 152 新アスペハートＶｏｌ．４ ｼﾝｱｽﾍﾟﾊｰﾄＶｏｌ．4 特定非営利活動法人アスペ・エルデの会/編 アスペ・エルデの会 378 378
ト

412 サ 153 新アスペハートＶｏｌ．５ ｼﾝｱｽﾍﾟﾊｰﾄＶｏｌ．5 特定非営利活動法人アスペ・エルデの会/編 アスペ・エルデの会 378 378
ト

413 サ 154 時代を拓いた女たち　　　第Ⅱ集 ｼﾞﾀﾞｲｦﾋﾗｲﾀｵﾝﾅﾀﾁ  ﾀﾞｲ2ｼｭｳ 江刺昭子・史の会 エサシアキコ・フミノカイ 神奈川新聞社 367.213 367
エ

414 サ 155 「しつこい怒り」が消えてなくなる本 「ｼﾂｺｲｲｶﾘ」ｶﾞｷｴﾃﾅｸﾅﾙﾎﾝ 石原加受子 イシハラカズコ すばる舎 159 159
イ

415 サ 156 時代を拓いた女たち　　かながわの１３１人 ｼﾞﾀﾞｲｦﾋﾗｲﾀｵﾝﾅﾀﾁ     131ﾆﾝ  江刺昭子・史の会 エサシアキコ・フミノカイ 神奈川新聞社 281.37 281
エ

416 サ 157 それ、恋愛じゃなくてＤＶです ｿﾚ､ﾚﾝｱｲｼﾞｬﾅｸﾃdvﾃﾞｽ 瀧田信之 タキタノブユキ ＷＡＶＥ出版 367.3 367
タ

417 サ 158 世界がもし１００人の村だったら　　総集編 ｾｶｲｶﾞﾓｼ100ﾆﾝ ﾉﾑﾗﾀﾞｯﾀﾗ       ｿｳｼｭｳﾍﾝ 池田香代子＋マガジンハウス イケダカヨコ＋マガジンハウス マガジンハウス 304 304
イ

418 サ 159 さよならお母さん ｻﾖﾅﾗｵｶｱｻﾝ 信田さよ子 ノブタサヨコ 春秋社 367.3 367
ノ

419 サ 160 それでも希望がある ｿﾚﾃﾞﾓｷﾎﾞｳｶﾞｱﾙ 田中滋子 タナカシゲコ 人文書院 916 916
タ

420 サ 161 地雷ではなく花をください ｼﾞﾗｲﾃﾞﾊﾅｸﾊﾅｦｸﾀﾞｻｲ 葉　祥明/絵　柳瀬房子/文 ﾖｳ ｼｮｳﾒｲ/ｴ  ﾔﾅｾﾌｻｺ/ﾌﾞﾝ 自由国民社 726.6 726
ヨ

421 サ 162 さあ、育休後からはじめよう～働くママへの応援歌～ ｻｱ､ｲｸｷｭｳｺﾞｶﾗﾊｼﾞﾒﾖｳ～ﾊﾀﾗｸﾏﾏﾉｵｳｴﾝｶ～ 山口理栄・新田香織 ﾔﾏｸﾞﾁﾘｴ･ﾆｯﾀｶｵﾘ 労働調査会 366.38 366
ヤ

422 サ 163 最貧困女子 サイヒンコンジョシ 鈴木大介 スズキダイスケ 幻冬舎 368.2 368
ス

423 サ 164 自分をどう表現するか　パフォーマンス学入門 ジブンヲドウヒョウゲンスルカ　パフォーマンスガクニュウモン 佐藤綾子 サトウアヤコ 講談社 361.45 361
サ

424 サ 165 シングルマザーの貧困 シングルマザーノヒンコン 水無田気流 ミナシタキリウ 光文社 367.3 367
ミ

425 サ 166 心理学者　原口鶴子の青春 シンリガクシャ　ハラグチツルコノセイシュン 泉　　悦子 イズミ　エツコ 有）テス企画
イ

426 サ 167 ジェンダートラブル ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾄﾗﾌﾞﾙ ジュディス・バトラー ジュディス・バトラー 青土社 367.1 367
ジ

427 サ 168 主夫になろうよ！ ｼｭﾌﾆﾅﾛｳﾖ！ 佐川光晴 サガワミツハル 左右社 914.6 914 サ

428 サ 169 摂氏4000度の未来 ｾｯｼﾖﾝｾﾝﾄﾞﾉﾐﾗｲ 広島交響楽団 ヒロシマコウキョウガクダン 広島交響楽団

429 サ 170 摂氏4000度の未来 ｾｯｼﾖﾝｾﾝﾄﾞﾉﾐﾗｲ 広島交響楽団 ヒロシマコウキョウガクダン 広島交響楽団 ヒ

430 サ 171 出生前診断　　出産ジャーナリストが見つめた現状と未来 ｼｭｯｾｲﾏｴｼﾝﾀﾞﾝ　ｼｭｯｻﾝｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄｶﾞﾐﾂﾒﾀｹﾞﾝｼﾞｮｳﾄﾐﾗｲ 河合　　蘭 カワイ　ラン 朝日新書 495,5 495 カ

431 タ 2 DEAR FRIENDS ﾃﾞｨｱﾌﾚﾝｽﾞ 落合恵子 オチアイケイコ 岩波書店 914.6 914
オ

432 タ 3 ただいま育児休業中 ﾀﾀﾞｲﾏｲｸｼﾞｷｭｳｷﾞｮｳﾁｭｳ 笠章子 カサショウコ 主婦の友社 366.38 366
カ

433 タ 4 だっこはきもちいい : ぼくの育児絵日記 ﾀﾞｯｺﾊｷﾓﾁｲｲﾎﾞｸﾉｲｸｼﾞｴﾆｯｼ 横山文靖 ヨコヤマフミヤス ユック舎 599.04 599
ヨ

434 タ 5 わかりやすい男女共同参画政策と女性のエンパワ－メント ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｾｲｻｸﾄｼﾞｮｾｲﾉｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ 川橋幸子 カワハシユキコ 労働教育センター 367.21 367
カ

435 タ 6 ドイツの見えない壁 ﾄﾞｲﾂﾉﾐｴﾅｲｶﾍﾞ 上野千鶴子 田中美由紀 前みち子 ウエノチヅコ　タナカミユキ　マエミチコ 岩波書店 367.234 367
ウ

436 タ 7 東京女学館物語 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｶﾞｸｶﾝﾓﾉｶﾞﾀﾘ 東京女学館１１０周年実行委員会 トウキョウジョガクカン１１０シュウネンジッコウイインカイ 東京女学館 377.3 377
ト

437 タ 8 男女の平等をめざして自立・連帯・行動 ﾀﾞﾝｼﾞｮﾉﾋﾞｮｳﾄﾞｳｦﾒｻﾞｼﾃｼﾞﾘﾂ･ﾚﾝﾀｲ･ｺｳﾄﾞｳ 全国婦人のつどい実行委員会 ゼンコクフジンノツドイジッコウイインカイ 共同社 366.38 366
ゼ

438 タ 9 男女平等の本 ﾀﾞﾝｼﾞｮﾋﾞｮｳﾄﾞｳﾉﾎﾝ インゲル・ヨハンネ・アルネセン アウド・ランボー インゲル・ヨハンネ・アルネセン　アウド・ランボー 男女平等の本を出版する会 375 375
イ

439 タ 10 誰が老いを看とるのか ﾀﾞﾚｶﾞｵｲｦﾐﾄﾙﾉｶ 沖藤典子 オキフジノリコ ミネルヴァ書房 369.26 369
オ

440 タ 11 男性改造講座 ﾀﾞﾝｾｲｶｲｿﾞｳｺｳｻﾞ 足立区女性総合センター編 アダチクジョセイソウゴウセンターヘン ドメス出版 367 367
ア

441 タ 12 台所から北京が見える ﾀﾞｲﾄﾞｺﾛｶﾗﾍﾟｷﾝｶﾞﾐｴﾙ 長澤信子 ナガサワノブコ 講談社 820.7 820
ナ

442 タ 13 田の字の家 ﾀﾉｼﾞﾉｲｴ あしかび郷土史研究グループ アシカビキョウドシケンキュウグループ 茅ヶ崎市教育委員会 384 384
ア

443 タ 14 第二の性１ ﾀﾞｲﾆﾉｾｲ1 ボーヴォワール ボーウ゛ォワール 新潮社 958 367
ボ

444 タ 15 第二の性２ ﾀﾞｲﾆﾉｾｲ2 ボーヴォワール ボーウ゛ォワール 新潮社 367.21 367
ボ

445 タ 16 翔ぶ女を撃て ﾄﾌﾞｵﾝﾅｦｳﾃ 棚田梓 タナダアズサ 山手書房 367.2 367
タ

446 タ 17 沈黙の叫び ﾁﾝﾓｸﾉｻｹﾋﾞ リンダ・ハリディ・サムナー リンダ・ハリディ・サムナー テナー・ネットワーク 369.4 369
リ

447 タ 18 妻と私 ﾂﾏﾄﾜﾀｼ 江藤淳 エトウジュン 文藝春秋 916 916
エ

448 タ 19 たのしい子育ての秘密 ﾀﾉｼｲｺｿﾀﾞﾃﾉﾋﾐﾂ 金盛浦子 カナモリウラコ クレヨンハウス 379.9 379
カ

449 タ 20 とびだそう！オフィス : 現場で働く女性たち－現場で働く女性たち ﾄﾋﾞﾀﾞｿｳ!ｵﾌｨｽ-ｹﾞﾝﾊﾞﾃﾞﾊﾀﾗｸｼﾞｮｾｲﾀﾁ 女性と地方自治を考える会 ジョセイトチホウジチヲカンガエルカイ 女性と地方自治を考える会 366.38 366
ジ

450 タ 21 妻たちの二．二六事件 ﾂﾏﾀﾁﾉ2/26ｼﾞｹﾝ 澤地久枝 サワチヒサエ 中央公論社 916 916
サ

451 タ 22 遠い声 ﾄｵｲｺｴ 瀬戸内晴美 セトウチハルミ 新潮社 913 913
セ

452 タ 23 男性学講座講義要録 ﾀﾞﾝｾｲｶﾞｸｺｳｻﾞｺｳｷﾞﾖｳﾛｸ 滋賀県 シガケン 滋賀県 367.21 367
シ

453 タ 24 ＤＶを乗りこえて : ここは私たちのレストラン ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸﾊﾞｲｵﾚﾝｽｦﾉﾘｺｴﾃ 野本律子 ノモトリツコ 文藝社 367.3 367
ノ

454 タ 26 大豆を通してベンガルの女性たちと友だちになれた ﾀﾞｲｽﾞｦﾄｵｼﾃﾍﾞﾝｶﾞﾙﾉｼﾞｮｾｲﾀﾁﾄﾄﾓﾀﾞﾁﾆﾅﾚﾀ 婦人之友編集部 フジンノトモヘンシュウブ 全国友の会中央部 302.2576 302
フ

455 タ 27 男女共同参画統計データブック : 日本の女性と男性. ２００３ ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾄｳｹｲﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ2003 独立行政法人国立女性教育会館 ドクリツギョウセイホウジンコクリツジョセイキョウイクカイカン ぎょうせい 367.21 367
ド

456 タ 28 「男女共同参画」が問いかけるもの ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸｶﾞﾄｲｶｹﾙﾓﾉ 伊藤公雄 イトウキミオ インパクト出版会 367.21 367
イ

457 タ 29 男女共同参画の時代 ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾉｼﾞﾀﾞｲ 鹿嶋敬 カシマケイ 岩波新書 367.2 367
カ

458 タ 30 使いこなそうドメスティック・バイオレンス防止法 ﾂｶｲｺﾅｿｳﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊﾞｲｵﾚﾝｽﾎﾞｳｼﾎｳ 福島瑞穂 フクシマミズホ 明石書店 367.1 367
フ

459 タ 34 多様な「性」がわかる本 ﾀﾖｳﾅｾｲｶﾞﾜｶﾙﾎﾝ 伊藤悟 虎井まさ衛 イトウサトル　トライマサエ 高文研 367.9 367
イ

460 タ 35 多摩の流れにときを紡ぐ ﾀﾏﾉﾅｶﾞﾚﾆﾄｷｦﾂﾑｸﾞ 川崎女性史編さん委員会 カワサキジョセイシヘンサンイインカイ ぎょうせい 367.213 367
カ

461 タ 36 父親だからできること ﾁﾁｵﾔﾀﾞｶﾗﾃﾞｷﾙｺﾄ 毛利子来 モウリタネキ ダイヤモンド社 379.9 379
モ

462 タ 37 逐条解説　男女共同参画社会基本法 ﾁｸｼﾞｮｳｶｲｾﾂ ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸｼｬｶｲｷﾎﾝﾎｳ 内閣府男女共同参画局 ナイカクフダンジョキョウドウサンカクキョク ぎょうせい 367.2 367
ナ

463 タ 38 ｢疲れた｣とつぶやいている女性たちへ ﾄﾄ｢ﾂｶﾚﾀ｣ﾄﾂﾌﾞﾔｲﾃｲﾙｼﾞｮｾｲﾀﾁﾍ 堀史朗 ホリシロウ 角川書店 493.09 493
ホ

464 タ 39 当事者主権 ﾄｳｼﾞｼｬｼｭｹﾝ 中西正司･上野千鶴子 ナカニシショウジ・ウエノチヅコ 岩波書店 369 369
ナ

465 タ 40 田園に暮す ﾃﾞﾝｴﾝﾆｸﾗｽ 鶴田静 ツルタシズカ 文藝春秋 596.37 596
ツ
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466 タ 41 共働き子育て入門 ﾄﾓﾊﾞﾀﾗｷｺｿﾀﾞﾃﾆｭｳﾓﾝ 普光院亜紀 フコウインアキ 集英社 599 599
フ

467 タ 42 ドメスティック・バイオレンス ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ 小西聖子 コニシタカコ 白水社 367.3 367
コ

468 タ 43 男性の育児休業 ﾀﾞﾝｾｲﾉｲｸｼﾞｷｭｳｷﾞｮｳ 佐藤博樹・武石恵美子 サトウヒロキ・タケイシエミコ 中公新書 366.32 366
サ

469 タ 44 性愛論 : 対話篇 ﾀｲﾜﾍﾝ ｾｲｱｲﾛﾝ 上野千鶴子 ウエノチヅコ 河出文庫 367.21 367
ウ

470 タ 45 伝えてますか、あなたの気持ち : 人づきあいの難問をとく３５のコツ　チャコのアサーティブ講座 ﾂﾀｴﾃﾏｽｶ､ｱﾅﾀﾉｷﾓﾁ 木村久子 キムラヒサコ アスク・ヒューマンケア 361.454 361
キ

471 タ 46 ドキュメンタリーの力 ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰﾉﾁｶﾗ 鎌仲ひとみ・ほか カマナカヒトミ・ホカ 子どもの未来社 778.7 778
カ

472 タ 47 父親が子育てに出会うとき ﾁﾁｵﾔｶﾞｺｿﾀﾞﾃﾆﾃﾞｱｳﾄｷ 土堤内昭雄 ドテウチアキオ 筒井書房 599 599
ド

473 タ 48 ＤＶにさらされる子どもたち ﾃﾞｨﾌﾞｨﾆｻﾗｻﾚﾙｺﾄﾞﾓﾀﾁ ﾗﾝﾃﾞｨ･ﾊﾞﾝｸﾛﾌﾄ／ｼﾞｪｲ･Ｇ･ｼﾙﾊﾞｰﾏﾝ／著 幾島幸子／訳 ランディ・バンクロフト・ジェイ・ｇ・シルバーマン・チョ　イクシマサチコ・ヤク 金剛出版 367.2 367
ラ

474 タ 49 男女共同参画白書. 平成１７年版 ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾊｸｼｮ ﾍｲｾｲ17ﾈﾝﾄﾞﾊﾞﾝ 内閣府 ナイカクフ 内閣府 367.21 367
ナ

475 タ 51 竹中恵美子が語る｢労働とジェンダー｣ ﾀｹﾅｶｴﾐｺｶﾞｶﾀﾙ｢ﾛｳﾄﾞｳﾄｼﾞｪﾝﾀﾞｰ｣ 関西女の労働問題研究会･竹中恵美子ゼミ編集委員会 カンサイオンナノロウドウモンダイケンキュウカイ・タケナカエミコゼミヘンシュウイインカイ ドメス出版 366.38 366
カ

476 タ 52 できれば幸せに働きたい ﾃﾞｷﾚﾊﾞｼｱﾜｾﾆﾊﾀﾗｷﾀｲ 日本経済新聞生活情報部 ニホンケイザイシンブンセイカツジョウホウブ 日本経済新聞社 366.38 366
ニ

477 タ 53 対岸の彼女 ﾀｲｶﾞﾝﾉｶﾉｼﾞｮ 角田光代 カクタミツヨ 文藝春秋 913.6 913
カ

478 タ 55 だめんず・うぉ～か～. １ ﾀﾞﾒﾝｽﾞｳｵｰｶｰ1 倉田真由美 クラタマユミ 扶桑社 726.1 726
ク

479 タ 56 だめんず・うぉ～か～. ２ ﾀﾞﾒﾝｽﾞｳｵｰｶｰ2 倉田真由美 クラタマユミ 扶桑社 726.1 726
ク

480 タ 57 だめんず・うぉ～か～. ３ ﾀﾞﾒﾝｽﾞｳｵｰｶｰ3 倉田真由美 クラタマユミ 扶桑社 726.1 726
ク

481 タ 58 だめんず・うぉ～か～. ４ ﾀﾞﾒﾝｽﾞｳｵｰｶｰ4 倉田真由美 クラタマユミ 扶桑社 726.1 726
ク

482 タ 59 だめんず・うぉ～か～. ５ ﾀﾞﾒﾝｽﾞｳｵｰｶｰ5 倉田真由美 クラタマユミ 扶桑社 726.1 726
ク

483 タ 60 ＤＶ被害親子のための心理教育ワークブック ﾃﾞｨﾌﾞｨﾋｶﾞｲｵﾔｺﾉﾀﾒﾉｼﾝﾘｷｮｳｲｸﾜｰｸﾌﾞｯｸ 財団法人こども未来財団 ザイダンホウジンコドモミライザイダン 財団法人こども未来財団 367
ザ

484 タ 61 地図でみる世界の女性 ﾁｽﾞﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｼﾞｮｾｲ ジョニー・シーガー(著)･原民子・木村くに子(訳) ジョニー・シーガー（チョ）・ハラタミコ・キムラクニコ（ヤク） 明石書店 367.2 367
ジ

485 タ 62 男女共同参画統計データブック : 日本の女性と男性. ２００６ ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾄｳｹｲﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ2006 独立行政法人国立女性教育会館 ドクリツギョウセイホウジンコクリツジョセイキョウイクカイカン ぎょうせい 367.21 367
ド

486 タ 64 できる！シングルマザー生活便利帳 ﾃﾞｷﾙ!ｼﾝｸﾞﾙﾏｻﾞｰｾｲｶﾂﾍﾞﾝﾘﾁｮｳ 新川てるえ･田中涼子 アラカワテルエ・タナカリョウコ 山海堂 367.3 367
ア

487 タ 65 妻が得する熟年離婚 ﾂﾏｶﾞﾄｸｽﾙｼﾞｭｸﾈﾝﾘｺﾝ 荘司雅彦 ソウジマサヒコ 朝日新聞社 324.62 324
ソ

488 タ 66 中世の非人と遊女 ﾁｭｳｾｲﾉﾋﾆﾝﾄﾕｳｼﾞｮ 網野善彦 アミノヨシヒコ 講談社 210.4 210
ア

489 タ 67 男女共同参画白書. 平成１８年版 ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾊｸｼｮ ﾍｲｾｲ18ﾈﾝﾄﾞﾊﾞﾝ 内閣府 ナイカクフ 内閣府 367.21 367
ナ

490 タ 68 茅ヶ崎の民話劇　第一集 ﾁｶﾞｻｷﾉﾐﾝﾜｹﾞｷ ﾀﾞｲｲｯｼｭｳ 茅ヶ崎民話の会 チガサキミンワノカイ 茅ヶ崎民話の会 38.53 38
チ

491 タ 69 男女共同参画白書. 平成１９年版 ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾊｸｼｮ ﾍｲｾｲ19ﾈﾝﾄﾞﾊﾞﾝ 内閣府 ナイカクフ 内閣府 367.21 367
ナ

492 タ 70 ともだちや ﾄﾓﾀﾞﾁﾔ 内田　麟太郎　作・　降矢　なな　絵 ウチダ　リンタロウ　サク・　フルヤ　ナナ　エ 偕成社 726.6 726
ウ

493 タ 71 ともだちくるかな ﾄﾓﾀﾞﾁｸﾙｶﾅ 内田　麟太郎　作・　降矢　なな　絵 ウチダ　リンタロウ　サク・　フルヤ　ナナ　エ 偕成社 913.8 913E
ウ

494 タ 72 ともだちひきとりや ﾄﾓﾀﾞﾁﾋｷﾄﾘﾔ 内田　麟太郎　作・　降矢　なな　絵 ウチダ　リンタロウ　サク・　フルヤ　ナナ　エ 偕成社 913.8 913E
ウ

495 タ 73 ティーンズ生理＆からだ＆ココロの本 ﾃｨｰﾝｽﾞｾｲﾘｱﾝﾄﾞｶﾗﾀﾞｱﾝﾄﾞｺｺﾛﾉﾎﾝ 対馬ルリ子・種部恭子・吉野一枝 ツシマルリコ・タネベヤスコ・ヨシノカズエ かもがわ出版 367 367
ツ

496 タ 74 たったひとつのたからもの ﾀｯﾀﾋﾄﾂﾉﾀｶﾗﾓﾉ 加藤浩美 カトウヒロミ 文芸春秋 916 916
カ

497 タ 75 デートＤＶ　愛か暴力か、見抜く力があなたを救う ﾃﾞｰﾄDV ｱｲｶﾎﾞｳﾘｮｸｶ､ﾐﾇｸﾁｶﾗｶﾞｱﾅﾀｦｽｸｳ 遠藤智子 エンドウトモコ ＫＫベストセラーズ 367.2 367
エ

498 タ 76 男女共同参画白書. 平成２０年版 ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾊｸｼｮ ﾍｲｾｲ20ﾈﾝﾄﾞﾊﾞﾝ 内閣府 ナイカクフ 内閣府 367.21 367
ナ

499 タ 77 ちいさいあなたへ ﾁｲｻｲｱﾅﾀﾍ アリスン・マギー/文、ピーター・レイノルズ/絵 アリスン・マギー／ブン、ピーター・レイノルズ・エ 主婦の友社 726.6 726E
ア

500 タ 79 だるさ・疲れがとれないときの本 ﾀﾞﾙｻ･ﾂｶﾚｶﾞﾄﾚﾅｲﾄｷﾉﾎﾝ 対馬ルリ子／総監修 ツシマルリコ／ソウカンシュウ 株式会社小学館 495 495
ツ

501 タ 80 男女共同参画白書. 平成２１年版 ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾊｸｼｮ ﾍｲｾｲ21ﾈﾝﾄﾞﾊﾞﾝ 内閣府 ナイカクフ 内閣府 367.21 367
ナ

502 タ 81 「男女共同参画」が問いかけるもの ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸｶﾞﾄｲｶｹﾙﾓﾉ 伊藤 公雄 イトウ　キミオ ｲﾝﾊﾟｸﾄ出版会 367.21 367
イ

503 タ 82 男女共同参画白書. 平成２２年版 ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾊｸｼｮ ﾍｲｾｲ22ﾈﾝﾄﾞﾊﾞﾝ 内閣府 ナイカクフ 内閣府 367.21 367
ナ

504 タ 83 とんでもない母親と情ない男の国日本 ﾄﾝﾃﾞﾓﾅｲﾊﾊｵﾔﾄﾅｻｹﾅｲｵﾄｺﾉｸﾆﾆﾎﾝ マークス寿子 マークストシコ 株式会社草思社 304 304
マ

505 タ 84 トランスジェンダー・フェミニズム ﾄﾗﾝｽｼﾞｪﾝﾀﾞｰ･ﾌｪﾐﾆｽﾞﾑ 田中　玲 タナカレイ インパクト出版会 367.9 367
タ

506 タ 85 男性誌探訪 ﾀﾞﾝｾｲｼﾀﾝﾎﾞｳ 斎藤美奈子 サイトウミナコ 朝日新聞社 51 51
サ

507 タ 86 たまには、時事ネタ ﾀﾏﾆﾊ､ｼﾞｼﾞﾈﾀ 斎藤美奈子 サイトウミナコ 中央公論新社 304 304
サ

508 タ 87 津田梅子 ﾂﾀﾞｳﾒｺ 大庭みな子 オオバミナコ 朝日新聞社 913.6 913
オ

509 タ 89 ちょっと過激な幸福論 ﾁｮｯﾄｶｹﾞｷﾅｺｳﾌｸﾛﾝ 齋藤薫 サイトウカオル 講談社 159.6 159
サ

510 タ 90 大学生の発達障害 ﾀﾞｲｶﾞｸｾｲﾉﾊｯﾀﾂｼｮｳｶﾞｲ 佐々木正美・梅永勇二/監修 ササキマサミ・ウメナガユウジ/カンシュウ 講談社 377.9 377 サ

511 タ 91 堂本暁子のＤＶ施策最前線 ﾄﾞｳﾓﾄｱｷｺﾉＤＶｼｻｸｻｲｾﾞﾝｾﾝ 堂本暁子 ドウモトアキコ 新水社 367.3 367
ト

512 タ 92 男女共同参画白書. 平成２３年版 ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾊｸｼｮ ﾍｲｾｲ23ﾈﾝﾄﾞﾊﾞﾝ 内閣府 ナイカクフ 内閣府 367.21 367
ナ

513 タ 93 男女共同参画統計データブック : 日本の女性と男性. ２００９ ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾄｳｹｲﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ2009 独立行政法人国立女性教育会館/編 ドクリツギョウセイホウジンコクリツジョセイキョウイクカイカン ぎょうせい 367.21 367
ド

514 タ 94 男女共同参画統計データブック : 日本の女性と男性. ２０１２ ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾄｳｹｲﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ2012 独立行政法人国立女性教育会館/編 ドクリツギョウセイホウジンコクリツジョセイキョウイクカイカン ぎょうせい 367.21 367
ド

515 タ 95 ＤＶと虐待 ＤＶﾄｷﾞｬｸﾀｲ 信田さよ子 ノブタサヨコ 医学書院 367.3 367
ノ

516 タ 96 男女共同参画白書. 平成２４年版 ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾊｸｼｮ ﾍｲｾｲ24ﾈﾝﾄﾞﾊﾞﾝ 内閣府 ナイカクフ 内閣府 367.21 367
ナ

517 タ 97 デートＤＶと学校“あした”がある ﾃﾞｰﾄDV ﾄｶﾞｯｺｳ“ｱｼﾀ”ｶﾞｱﾙ 髙橋裕子 タカハシユウコ エイデル研究所 367.68 367
タ

518 タ 98 どうしても嫌いな人　すーちゃんの決心 ﾄﾞｳｼﾃﾓｷﾗｲﾅﾋﾄ ｽｰﾁｬﾝﾉｹｯｼﾝ 益田　ミリ マスダミリ 幻冬舎 726.1 726
マ

519 タ 99 男女共同参画白書　平成２５年版　 ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾊｸｼｮﾍｲｾｲ25ﾈﾝﾄﾞﾊﾞﾝ 内閣府 ナイカクフ 内閣府 367.21 367
ナ

520 タ 100 ドメスティック・バイオレンス　愛が暴力に変わるとき ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ ｱｲｶﾞﾎﾞｳﾘｮｸﾆｶﾜﾙﾄｷ 森田ゆり モリタユリ 小学館 367.3 367
モ

521 タ 101 他人を見下す若者たち ﾀﾆﾝｦﾐｸﾀﾞｽﾜｶﾓﾉﾀﾁ 速水敏彦 ﾊﾔﾐｽﾞﾄｼﾋｺ 講談社 367,68 367
ハ

522 タ 102 男女共同参画白書　平成２６年度版 ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾊｸｼｮ  ﾍｲｾｲ26ﾈﾝﾄﾞﾊﾞﾝ 内閣府 ﾅｲｶｸﾌ 内閣府 367.21 367
ナ

523 タ 103 どならない子育て　　それでもやっぱりどなっちゃいそうなとき編 ﾄﾞﾅﾗﾅｲｺｿﾀﾞﾃ    ｿﾚﾃﾞﾓﾔｯﾊﾟﾘﾄﾞﾅｯﾁｬｲｿｳﾅﾄｷ 伊藤　徳馬 イトウ　トクマ 株）ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 599,.9 599
イ

524 タ 104 男女共同参画統計データブック：日本の女性と男性　２０１５ ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾄｳｹｲﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ 2015 男女共同参画統計研究会 ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾄｳｹｲｹﾝｷｭｳｶｲ ぎょうせい 367,21 367
ダ

525 タ 105 男女共同参画政策　　行政評価と施設評価 ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸｾｲｻｸ　ｷﾞｮｳｾｲﾋｮｳｶﾄｼｾﾂﾋｮｳｶ 内藤和美　山谷清志 ﾅｲﾄｳｶｽﾞﾐ　　ﾔﾏﾔｷﾖｼ 晃洋書房 367.2 367 ナ

526 タ 106 男女共同参画白書　平成２７年度版 ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾊｸｼｮ　ﾍｲｼｴ27ﾈﾝﾊﾞﾝ 内閣府 ナイカクフ 内閣府 367.21 367 ナ

527 タ 107 男女共同参画白書　平成２８年度版 ﾀﾞﾝｼﾞｮｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾊｸｼｮ　ﾍｲｼｴ28ﾈﾝﾊﾞﾝ 内閣府 ナイカクフ 内閣府 367.21 367 ナ

528 ナ 1 日本独立と女たち ﾆﾎﾝﾄﾞｸﾘﾂﾄｵﾝﾅﾀﾁ 女たちの現在を問う会 オンナタチノゲンザイヲトウカイ インパクト出版会 367.21 367
オ

529 ナ 2 日本の婦人問題 ﾆﾎﾝﾉﾌｼﾞﾝﾓﾝﾀﾞｲ 村上信彦 ムラカミノブヒコ 岩波書店 367.21 367
ム

530 ナ 3 ２１世紀家族へ ﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷｶｿﾞｸﾍ 落合恵美子 オチアイエミコ 有斐閣 367.3 367
オ

531 ナ 4 乳ガンの発見 ﾆｭｳｶﾞﾝﾉﾊｯｹﾝ 米国国立衛生研究所 ベイコクコクリツエイセイケンキュウジョ 祥伝社 495.46 495
ベ

532 ナ 5 波音合同歌集第三集 ﾅﾐｵﾄｺﾞｳﾄﾞｳｶｼｭｳﾀﾞｲｻﾝｼｭｳ 波音短歌会 ナミオトタンカカイ 波音短歌会 911.167 911
ナ

533 ナ 6 年金入門 ﾈﾝｷﾝﾆｭｳﾓﾝ 島田とみ子 シマダトミコ 岩波書店 364.6 364
シ

534 ナ 7 乳がん治療・日本の医療 ﾆｭｳｶﾞﾝﾁﾘｮｳ･ﾆﾎﾝﾉｲﾘｮｳ イデアフォー イデアフォー イデアフォー 495.46 495
イ

535 ナ 8 日本国勢図会 ﾆﾎﾝｺｸｾｲｽﾞｶｲ 矢野恒太記念会 ヤノツネタキネンカイ 国勢社 351 351
ヤ

536 ナ 9 ならの女性生活史花ひらく ﾅﾗﾉｼﾞｮｾｲｾｲｶﾂｼｼﾊﾅﾋﾗｸ ならの女性生活史編さん委員会 ナラノジョセイセイカツシヘンサンイインカイ 奈良県 367.21 367
ナ

537 ナ 11 ２１世紀のお母さんお父さんに贈るお産ガイドブック. ２ ﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷﾉｵｶｱｻﾝｵﾄｳｻﾝﾆｵｸﾙｵｻﾝｻｲﾄﾞﾌﾞｯｸ2 あんふぁんてお産本グループ アンファンテオサンホングループ あんふぁんて出版部 598.2 598
ア

538 ナ 12 なぜ男は暴力を選ぶのか ﾅｾﾞｵﾄｺﾊﾎﾞｳﾘｮｸｦｴﾗﾌﾞﾉｶ 沼崎一郎 ヌマザキイチロウ かもがわ出版 367.2 367
ヌ

539 ナ 13 ２１世紀の女性と年金 ﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷﾉｼﾞｮｾｲﾄﾈﾝｷﾝ 女性と政治を考える ジョセイトセイジヲカンガエル 女性と政治を考える 367 367
ジ

540 ナ 14 なぜ女は女が嫌いなのか ﾅｾﾞｵﾝﾅﾊｵﾝﾅｶﾞｷﾗｲﾅﾉｶ シェア・ハイト／著 シェア・ハイト 祥伝社 367.2 367
シ

541 ナ 14 ＜人間＞を超えて : 移動と着地 ﾆﾝｹﾞﾝｦｺｴﾃ ~ｲﾄﾞｳﾄﾁｬｸﾁ~ 上野千鶴子・中村雄二郎 ウエノチヅコ・ナカムラユウジロウ 河出書房新社 367.7 367
ウ

542 ナ 15 乳がんはなぜ見落とされたのか ﾆｭｳｶﾞﾝﾊﾅｾﾞﾐｵﾄｻﾚﾀﾉｶ 山口真理子／朝日新聞「乳がん検診」取材班 ヤマグチマリコ・アサヒシンブン「ニュウガンケンシン」シュザイハン 朝日新聞社 495.46 495
ヤ

543 ナ 17 ｢ＮＯ｣を上手に伝える技術 ﾉｰｦｼﾞｮｳｽﾞﾆﾂﾀｴﾙｷﾞｼﾞｭﾂ 森田汐生 モリタシオム あさ出版 361.454 361
モ

544 ナ 19 長くつ下のピッピ ﾅｶﾞｸﾂｼﾀﾉﾋﾟｯﾋﾟ リンドグレーン/作・下村隆一/訳 リンドグレーン・サク・シモムラリュウイチ・ヤク 偕成社 949 949E
リ

545 ナ 20 なぜ仕事するの？ ﾅｾﾞｼｺﾞﾄｽﾙﾉ 松永真理 マツナガマリ 株式会社角川書店 366.38 366
マ

546 ハ 1 母と教師の教育改革 ﾊﾊﾄｷｮｳｼﾉｷｮｳｲｸｶｲｶｸ 藤井治枝 フジイハルエ 労働教育センター 373.1 373
フ

547 ハ 2 母親のための人生論 ﾊﾊｵﾔﾉﾀﾒﾉｼﾞﾝｾｲﾛﾝ 松田道雄 マツダミチオ 岩波書店 159.6 159
マ

548 ハ 3 ハーバードの女たち ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞﾉｵﾝﾅﾀﾁ リズ・ローマン・ガレーズ リズ・ローマン・ガレーズ 講談社 366.38 366
リ

549 ハ 4 フランスにはなぜ恋愛スキャンダルがないのか ﾌﾗﾝｽﾆﾊﾅｾﾞﾚﾝｱｲｽｷｬﾝﾀﾞﾙｶﾞﾅｲﾉｶ 棚沢直子　草野いづみ タナザワナオコ　クサノイヅミ はまの出版 384.7 384
タ

550 ハ 5 婦人問題懇話会会報　高齢化社会と女性 ﾌｼﾞﾝﾓﾝﾀﾞｲｺﾝﾜｶｲｶｲﾎｳ ｺｳﾚｲｶｼｬｶｲﾄｼﾞｮｾｲ 婦人問題懇話会 フジンモンダイコンワカイ 婦人問題懇話会 367 367
フ

551 ハ 6 ふたりで半分こ ﾌﾀﾘﾃﾞﾊﾝﾌﾞﾝｺ 内藤弘正　坂本薫 ナイトウヒロマサ　サカモトカオル かもがわ出版 324.62 324
ナ

552 ハ 7 母の台所　娘のキッチン ﾊﾊﾉﾀﾞｲﾄﾞｺﾛ ﾑｽﾒﾉｷｯﾁﾝ 藤原房子 フジワラフサコ 新潮社 590 590
フ

553 ハ 8 ピーター・パン・パートナー ﾋﾟｰﾀｰ･ﾊﾟﾝ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ ダン・カイリー ダン・カイリー 祥伝社 146.1 146
ダ

554 ハ 9 フランスの家族と福祉政策 ﾌﾗﾝｽﾉｶｿﾞｸﾄﾌｸｼｾｲｻｸ 横浜市 ヨコハマシ 横浜市 369.11 369
ヨ

555 ハ 10 婦人労働の実情 平成２年 ﾌｼﾞﾝﾛｳﾄﾞｳﾉｼﾞﾂｼﾞｮｳ ﾍｲｾｲ2ﾈﾝ 労働省婦人局 ロウドウショウフジンキョク 大蔵省印刷局 366.38 366
ロ

556 ハ 11 婦人労働の実情 平成４年 ﾌｼﾞﾝﾛｳﾄﾞｳﾉｼﾞﾂｼﾞｮｳ ﾍｲｾｲ4ﾈﾝ 労働省婦人局 ロウドウショウフジンキョク 大蔵省印刷局 366.38 366
ロ

557 ハ 12 婦人の地位と婦人問題 ﾌｼﾞﾝﾉﾁｲﾄﾌｼﾞﾝﾓﾝﾀﾞｲ 日本女子社会教育編 ニホンジョシシャカイキョウイクヘン 日本女子社会教育編 367.2 367
ニ

558 ハ 13 ひとりで子育てしないで ﾋﾄﾘﾃﾞｺｿﾀﾞﾃｼﾅｲﾃﾞ あんふぁんて編 アンファンテヘン ジャパンマシニスト社 599 599
ア
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559 ハ 14 働くママは天から花束をもらう ﾊﾀﾗｸﾏﾏﾊﾃﾝｶﾗﾊﾅﾀﾊﾞｦﾓﾗｳ 沖藤典子 オキフジノリコ 徳間書店 366.38 366
オ

560 ハ 15 父子手帖 ﾌｼﾃﾁｮｳ 汐見稔幸 長坂典子 山崎喜比古 シオミトシユキ　ナガサカノリコ　ヤマザヨシヒコ 大月書店 598.2 598
シ

561 ハ 16 働く女たちの時代 ﾊﾀﾗｸｵﾝﾅﾀﾁﾉｼﾞﾀﾞｲ 原ひろ子 杉山明子 ハラヒロコ　スギヤマアキコ 日本放送出版協会 366.38 366
ハ

562 ハ 17 働く母親の時代 ﾊﾀﾗｸﾊﾊｵﾔﾉｼﾞﾀﾞｲ 岩男寿美子 杉山明子 イワオスミコ　スギヤマアキコ 日本放送出版協会 366.3 366
イ

563 ハ 18 ピルと避妊と性の教育 ﾋﾟﾙﾄﾋﾆﾝﾄｾｲﾉｷｮｳｲｸ 芦野由利子 村瀬幸浩 草野いづみ アシノユリコ　ムラセユキヒロ　クサノイヅミ 十月舎 367.9 367
ア

564 ハ 19 晩年のフォーヴォワール ﾊﾞﾝﾈﾝﾉﾌｫｰｳﾞｫﾜｰﾙ クローディヌ・セール クローディヌ・セール 藤原書店 367.235 367
ク

565 ハ 20 フェミニズムと権力作用 ﾌｪﾐﾆｽﾞﾑﾄｹﾝﾘｮｸｻﾖｳ 江原由美子 エハラユミコ 勁草書房 367.2 367
エ

566 ハ 21 フルハウス ﾌﾙﾊｳｽ 柳美里 ヤナギミリ 文藝春秋 913.6 913
ヤ

567 ハ 22 開かれる心 ﾋﾗｶﾚﾙｺｺﾛ リンダ・ハリディ・サムナー リンダ・ハリディ・サムナー テナー・ネットワーク 360 360
リ

568 ハ 23 ふり向けば青い海 ﾌﾘﾑｹﾊﾞｱｵｲｳﾐ 桐島洋子 キリシマヨウコ じゃこめてい出版 289.1 289
キ

569 ハ 24 光とともに ﾋｶﾘﾄﾄﾓﾆ 戸部けいこ トベケイコ 秋田書店 726.1 726
ト

570 ハ 25 光とともに2 ﾋｶﾘﾄﾄﾓﾆ2 戸部けいこ トベケイコ 秋田書店 726.1 726
ト

571 ハ 26 光とともに3 ﾋｶﾘﾄﾄﾓﾆ3 戸部けいこ トベケイコ 秋田書店 726.1 726
ト

572 ハ 27 一人になった繭 ﾋﾄﾘﾆﾅｯﾀﾏﾕ 澤地久枝 サワチヒサエ 文藝春秋 914.6 914
サ

573 ハ 28 母子福祉を拓く ﾎﾞｼﾌｸｼｦﾋﾗｸ 林千代 ハヤシチヨ ドメス出版 369.41 369
ハ

574 ハ 29 母子福祉の道ひとすじに ﾎﾞｼﾌｸｼﾉﾐﾁﾋﾄｽｼﾞﾆ 鯉渕鉱子 コイブチカネコ 教文堂 369.41 369
コ

575 ハ 30 へんじゃないもん！ ﾍﾝｼﾞｬﾅｲﾓﾝ 乾早希子 イヌイサキコ 茨木市 726
イ

576 ハ 32 １００人の村争わないコミュニケーション ﾋｬｸﾆﾝﾉﾑﾗｱﾗｿﾜﾅｲｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 中野裕弓 ナカノヒロミ 講談社 361.45 361
ナ

577 ハ 33 パラシュートと心は大きくひらくと使いやすい ﾊﾟﾗｼｭｰﾄﾄｺｺﾛﾊｵｵｷｸﾋﾗｸﾄﾂｶｲﾔｽｲ 中野裕弓 ナカノヒロミ リ・メンバー出版 159 159
ナ

578 ハ 34 編集カ行の女たち ﾍﾝｼｭｳｶｷﾞｮｳﾉｵﾝﾅﾀﾁ 本の雑誌編集部 ホンノザッシヘンシュウブ 本の雑誌社 21.43 21
ホ

579 ハ 35 ほっとする生理の本 ﾎｯﾄｽﾙｾｲﾘﾉﾎﾝ 清水直子 わたなべゆうこ シミズナオコ　ワタナベユウコ 築地書館 495.13 495
シ

580 ハ 36 パパにもわかる子育ての本 ﾊﾟﾊﾟﾆﾓﾜｶﾙｺｿﾀﾞﾃﾉﾎﾝ 今泉岳雄 武居正郎 イマイズミタケオ　タケスエマサロウ 有楽出版社 599 599
イ

581 ハ 37 人はなぜ争うの？ ﾋﾄﾊﾅｾﾞｱﾗｿｳﾉ 岩川直樹 イワカワナオキ 大月書店 319.8 319E
イ

582 ハ 38 ぽっかぽか７ ﾎﾟｯｶﾎﾟｶ7 深見じゅん フカミジュン 集英社 726.1 726
フ

583 ハ 39 花婿学校 ﾊﾅﾑｺｶﾞｯｺｳ 樋口恵子 斉藤茂男 板本洋子 ヒグチケイコ　サイトウシゲオ　イタモトヨウコ 三省堂 367.04 367
ヒ

584 ハ 42 フェミニズムの名著５０ ﾌｪﾐﾆｽﾞﾑﾉﾒｲﾁｮ50 江原由美子　金井淑子　編 エハラユミコ　カナイトシコ　ヘン 平凡社 367.2 367
エ

585 ハ 43 ぼくおかあさんのこと… ﾎﾞｸｵｶｱｻﾝﾉｺﾄﾃﾝ 酒井駒子 サカイコマコ 文溪堂 913.6 913E
サ

586 ハ 44 ベトナム戦記 ﾍﾞﾄﾅﾑｾﾝｷ 開高健 カイコウタケシ 朝日新聞社 915.6 915
カ

587 ハ 45 ひとりでできるこころの手あて ﾋﾄﾘﾃﾞﾃﾞｷﾙｺｺﾛﾉﾃｱﾃ 八巻香織・ティーンズポスト編 ヤマキカオリ・ティーンズポストヘン 新水社 159.7 159
ヤ

588 ハ 47 ばつっ子倶楽部 ﾊﾞﾂｯｺｸﾗﾌﾞ 新川てるえ アラカワテルエ あおば出版 324.62 324
ア

589 ハ 48 ひとまわり　行く ﾋﾄﾏﾜﾘ ｲｸ 江崎徳三・江崎康子 エザキトクゾウ・エザキヤスコ 文藝社 378.6 378
エ

590 ハ 51 人と接するのがつらい ﾋﾄﾄｾｯｽﾙﾉｶﾞﾂﾗｲ 根本橘夫 ネモトキツオ 文春新書 141.93 141
ネ

591 ハ 52 弁護士が説くＤＶ解決マニュアル ﾍﾞﾝｺﾞｼｶﾞﾄｸdvｶｲｹﾂﾏﾆｭｱﾙ 長谷川京子･佐藤功行･可児康則 ハセガワキョウコ・サトウコウユキ・カジヤスノリヤスノリ 朱鷺書房 367.2 367
ハ

592 ハ 54 藤沢発オープンカレッジから生まれた女たち : 女性学から実践へ ﾌｼﾞｻﾜﾊﾂ ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞｶﾗｳﾏﾚﾀｵﾝﾅﾀﾁ~ｼﾞｮｾｲｶﾞｸｶﾗｼﾞｯｾﾝﾍ 湘南ＶＩＲＡＧＯ ショウナンウ゛ィラーゴ 生活思想社 379.46 379
シ

593 ハ 55 犯罪から子どもを守る　５０の方法 ﾊﾝｻﾞｲｶﾗｺﾄﾞﾓｦﾏﾓﾙ 50ﾉﾎｳﾎｳ 国崎信江 クニザキノブエ ブロンズ新社 368.6 368
ク

594 ハ 56 ハチドリのひとしずく ﾊﾁﾄﾞﾘﾉﾋﾄｼｽﾞｸ 辻信一 ツジシンイチ 光文社 519 519
ツ

595 ハ 57 パパﾟごはん カレごはん ﾊﾟﾊﾟﾊﾟｺﾞﾊﾝ ｶﾚｺﾞﾊﾝ 横森理香 ヨコモリリカ 地球丸 596 596
ヨ

596 ハ 58 フランスから見る日本ジェンダー史 ﾌﾗﾝｽｶﾗﾐﾙﾆﾎﾝｼﾞｪﾝﾀﾞｰｼ 棚沢直子 中嶋公子 編 タナサワナオコ　ナカジマサトコ　ヘン 新曜社 367.21 367
タ

597 ハ 59 ほどほどかげんの幸せ暮らし ﾎﾄﾞﾎﾄﾞｶｹﾞﾝﾉｼｱﾜｾｸﾗｼ ももせ　いづみ モモセ　イヅミ オレンジページ 590.4 590
モ

598 ハ 60 ビッグツリー ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ 佐々木　常夫 ササキ　ツネオ ＷＡＶＥ出版 289.1 289
サ

599 ハ 61 ぼくがあかちゃんだったとき  ﾋﾞｱﾝ(ﾋﾞｱﾝ) 浜田桂子 イマサワシゲキ 教育画劇 913 913E
イ

600 ハ 62 話しのびっくり箱 ﾊﾅｼﾉﾋﾞｯｸﾘﾊﾞｺ 学研 ガッケン 学研 379 379
ガ

601 ハ 63 ヒコーキざむらい ﾋｺｰｷｻﾞﾑﾗｲ 今江祥智/文・長谷川義史/絵 イマエサチトモ／ブン・ハセガワヨシフミ／エ 株式会社フェリシモ 913 913E
イ

602 ハ 64 ふしぎなたいこ ﾌｼｷﾞﾅﾀｲｺ 新田新一郎/文・田島征三/絵 ニッタシンイチロウ／ブン・タジマセイゾウ／エ 株式会社フェリシモ 913 913E
ニ

603 ハ 65 ふたりでひとり : 上方落語 ﾌﾀﾘﾃﾞﾋﾄﾘ 桂文我/噺・石井聖岳/絵 カツラブンワレ／ハナシ・イシイキヨタケ／エ 株式会社フェリシモ 913 913E
カ

604 ハ 66 「ひとりの老後」はこわくない ﾋﾄﾘﾉﾛｳｺﾞﾊｺﾜｸﾅｲ 松原惇子／著 マツバラジュンコ・チョ 株式会社海竜社 367.7 367
マ

605 ハ 67 プレ更年期から始めよう ﾌﾟﾚｺｳﾈﾝｷｶﾗﾊｼﾞﾒﾖｳ 対馬ルリ子／著 ツシマルリコ／チョ 株式会社かもがわ出版 495.13 495
ツ

606 ハ 68 夫婦一年生 ﾌｳﾌｲﾁﾈﾝｾｲ 朝倉かすみ／著 アサクラカスミ・チョ 株式会社小学館 913.6 913
ア

607 ハ 69 働く女性のためのパート労働法早わかり ﾊﾀﾗｸｼﾞｮｾｲﾉﾀﾒﾉﾊﾟｰﾄﾛｳﾄﾞｳﾎｳﾊﾔﾜｶﾘ 中経出版編集部働く女性を応援するチーム／著 ナカキョウシュッパンヘンシュウブハタラクジョセイヲオウエンスルチーム／チョ 中経出版 366.3 366
ナ

608 ハ 70 ぼくたちは大人になる ﾎﾞｸﾀﾁﾊｵﾄﾅﾆﾅﾙ 佐川光晴／著 サガワミツハル・チョ 株式会社双葉社 913.6 913
サ

609 ハ 71 豚のＰちゃんと３２人の小学生 : 命の授業９００日 ﾌﾞﾀﾉPﾁｬﾝﾄ32ﾆﾝﾉｼｮｳｶﾞｸｾｲ-ｲﾉﾁﾉｼﾞｭｷﾞｮｳ900ﾆﾁ 黒田恭史／著 クロダヤスシ／チョ （京都）ミネルヴァ書房 375 375
ク

610 ハ 72 美の法則 ﾋﾞﾉﾎｳｿｸ 田中宥久子／著 タナカユクコ ＷＡＶＥ出版 414 414
タ

611 ハ 73 暴力とジェンダー ﾎﾞｳﾘｮｸﾄｼﾞｪﾝﾀﾞｰ 林博史･中村桃子･細谷実／編著 ハヤシヒロシ・ナカムラモモコ・ホソヤミノル・ヘンチョ 白澤社 367.2 367
ハ

612 ハ 74 晩嬢という生き方 ﾊﾞﾝｼﾞｮｳﾄｲｳｲｷｶﾀ 山本貴代／著 ヤマモトタカヨ・チョ ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ社 367.4 367
ヤ

613 ハ 75 はたら区 カエル野の仲間たち ﾊﾀﾗｸ ｶｴﾙﾉﾉﾅｶﾏﾀﾁ 内閣府　仕事と生活の調和推進室 ナイカクフ　シゴトトセイカツノチョウワスイシンシツ 財団法人 こども未来財団 367 367
ナ

614 ハ 76 パソコン講座ガイドブック ﾊﾟｿｺﾝｺｳｻﾞｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 桜井陽子／編著 サクライヨウコ・ヘンチョ 特定非営利活動法人 全国女性会館協議会 360 360
サ

615 ハ 77 被災地ﾆおける性暴力 ﾋｻｲﾁﾆｵｹﾙｾｲﾎﾞｳﾘｮｸ NPO法人ウィメンズ・サポート・オフィス　連／編 ＮＰＯホウジンウィメンズ・サポート・オフィス　レン／ヘン 360 360
Ｎ

616 ハ 78 働くママ専業ママ子どものためにどっちがいいの？ ﾊﾀﾗｸﾏﾏｾﾝｷﾞｮｳﾏﾏｺﾄﾞﾓﾉﾀﾒﾆﾄﾞｯﾁｶﾞｲｲﾉ
三沢直子 ミサワナオコ 緑書房

367.3 367
ミ

617 ハ 79 パパ力、はじめよう！ : 子どもで人生を変えた男たち ﾊﾟﾊﾟｼﾞｶﾗﾊｼﾞﾒﾖｳ
歌代幸子 ウタシロサチコ オレンジページ

367.3 367
ウ

618 ハ 80 働く女（ひと）のお金のルール ﾊﾀﾗｸﾋﾄﾉｵｶﾈﾉﾙｰﾙ 中島牧子∥著
明日香出版社

591 591
ナ

619 ハ 81 ほしいものはなんですか？ ﾎｼｲﾓﾉﾊﾅﾝﾃﾞｽｶ 益田ミリ マスダミリ
株式会社ミシマ社

726.1 726
マ

620 ハ 83 本当は関わりたくない人とのつき合い方 ﾎﾝﾄｳﾊｶｶﾜﾘﾀｸﾅｲﾋﾄﾄﾉﾂｷｱｲｶﾀ 町沢静夫 マチザワシズオ
ダイヤモンド社

361.4 361
マ

621 ハ 84 働く女は敵ばかり ﾊﾀﾗｸｵﾝﾅﾊﾃｷﾊﾞｶﾘ 遙洋子 ハルカヨウコ
朝日新聞社

367.21 367
ハ

622 ハ 85 人が心を開くとき・閉ざすとき ﾋﾄｶﾞｺｺﾛｦﾋﾗｸﾄｷ･ﾄｻﾞｽﾄｷ ダーレガ，Ｖ.Ｊ./メッツ，Ｓ./ペトロニオ，Ｓ./マーグリス，Ｓ.Ｔ. ダーレガ，Ｖ.Ｊ./メッツ，Ｓ./ペトロニオ，Ｓ./マーグリス，Ｓ.Ｔ.
株式会社金子書房

361.454 361 ダ

623 ハ 86 防犯住宅 ﾎﾞｳﾊﾝｼﾞｭｳﾀｸ ニューハウス出版 ニューハウスシュッパン
ニューハウス出版

528 二

624 ハ 87 パリの女は産んでいる ﾊﾟﾘﾉｵﾝﾅﾊｳﾝﾃﾞｲﾙ 中島さおり ナカジマサオリ
ポプラ社

367.235 367 ナ

625 ハ 88 本の本 ﾎﾝﾉﾎﾝ 斎藤美奈子 サイトウミナコ
筑摩書房

19.9 19 サ

626 ハ 89 フェミニズムはみんなのもの ﾌｪﾐﾆｽﾞﾑﾊﾐﾝﾅﾉﾓﾉ ベル・フックス ベル・フックス
新水社

367.1 367 べ

627 ハ 90 フェミニズムから見たヒロシマ ﾌｪﾐﾇｽﾞﾑｶﾗﾐﾀﾋﾛｼﾏ 上野千鶴子 ウエノチヅコ
家族社

329.67 329 ウ

628 ハ 91 発達障害児のための支援制度ガイドブック ﾊｯﾀﾂｼｮｳｶﾞｲｼﾞﾉﾀﾒﾉｼｴﾝｾｲﾄﾞｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 日本発達障害ネットワーク/編/発行 ニホンハッタツショウガイネットワーク/ヘン/ハッコウ 378 378 ニ

629 ハ 92 パパと怒り鬼　　　―話してごらん、だれかに― ﾊﾟﾊﾟﾄｲｶﾘｵﾆ  ｰﾊﾅｼﾃｺﾞﾗﾝ､ﾀﾞﾚｶﾆｰ グレー・ダーレ グレー・ダーレ
株式会社ひさかたチャイルド

367.3 367E グ

630 ハ 93 ２人が「最高のチーム」になるワーキングカップルの人生戦略 ﾌﾀﾘｶﾞ「ｻｲｺｳﾉﾁｰﾑ」ﾆﾅﾙﾜｰｷﾝｸﾞｶｯﾌﾟﾙﾉｼﾞﾝｾｲｾﾝﾘｬｸ 小室淑恵・駒崎弘樹∥著 コムロヨシエ・コマザキヒロキ
英治出版株式会社

367.3 367 コ

631 ハ 94 働く君に贈る２５の言葉 ﾊﾀﾗｸｷﾐﾆｵｸﾙﾆｼﾞｭｳｺﾞﾉｺﾄﾊﾞ 佐々木常夫 ササキツネオ
ＷＡＶＥ出版

159.4 159 サ

632 ハ 95 平塚らいてう   孫が語る素顔 ﾋﾗﾂｶﾗｲﾃｳ　　ﾏｺﾞｶﾞｶﾀﾙｽｶﾞｵ 奥村直史 オクムラナオフミ
株式会社平凡社

289.1 289 オ

633 ハ 96 バックラッシュの生贄　フェミニスト館長解雇事件 ﾊﾞｯｸﾗｯｼｭﾉｲｹﾆｴ  ﾌｪﾐﾆｽﾄｶﾝﾁｮｳｶｲｺｼﾞｹﾝ 三井マリ子・浅倉むつ子/編著 ミツイマリコ・アサクラムツコ
旬報社

367.216 367 ミ

634 ハ 97 ポイズン・ママ ﾎﾟｲｽﾞﾝ･ﾏﾏ 小川雅代 オガワマサヨ
文藝春秋

778.21 778 オ

635 ハ 98 ペコロスの母に会いに行く ﾍﾟｺﾛｽﾉﾊﾊﾆｱｲﾆｲｸ 岡野雄一 オカノユウイチ
西日本新聞社

726.1 726 オ

636 ハ 99 母を棄ててもいいですか？ ﾊﾊｦｽﾃﾃﾓｲｲﾃﾞｽｶ 熊谷早智子 クマガイサチコ 講談社 367.3 367
ク

637 ハ 100 離れられない人との距離の取り方 ﾊﾅﾚﾗﾚﾅｲﾋﾄﾄﾉｷｮﾘﾉﾄﾘｶﾀ 石原加受子 イシハラカズコ すばる舎 361.4 361
イ

638 ハ 101 母が重くてたまらない　墓守娘の嘆き ﾊﾊｶﾞｵﾓｸﾃﾀﾏﾗﾅｲ ﾊｶﾓﾘﾑｽﾒﾉﾅｹﾞｷ 信田さよ子 ノブタサヨコ 春秋社 367.3 367
ノ

639 ハ 102 ファミリー・シークレット ﾌｧﾐﾘｰ･ｼ-ｸﾚｯﾄ 柳美里 リュウミリ 講談社 914.6 914
リ

640 ハ 103 花嫁のブーケごときを敬老日 ﾊﾅﾖﾒﾉﾌﾞｰｹｺﾞﾄｷﾉｹｲﾛｳﾋﾞ 角田とし子 ﾂﾉﾀﾞﾄｼｺ 大成企画（印刷・製本） 720 720
ツ

641 ハ 104 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 ﾌﾗﾝｽﾉﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ ﾀﾞﾝｼﾞｮﾋﾞｮｳﾄﾞｳｾｲｻｸﾆｭｳﾓﾝ:EU､ﾌﾗﾝｽｶﾗﾆﾎﾝﾍ 石田久仁子　井上たか子　神尾真知子　中嶋公子　/編著 ｲｼﾀﾞｸﾆｺ ｲﾉｳｴﾀｶｺ ｶﾐｵﾏﾁｺ ﾅｶｼﾞﾏｷﾐｺ /ﾍﾝﾁｮ パド・ウィメンズ・オフィス 367.235 367
イ

642 ハ 105 貧困のなかでおとなになる ﾋﾝｺﾝﾉﾅｶﾃﾞｵﾄﾅﾆﾅﾙ 中塚久美子 ﾅｶﾂｶｸﾐｺ かもがわ出版 369.4 369
ナ

643 マ 1 メディアがつくるジェンダー ﾒﾃﾞｨｱｶﾞﾂｸﾙｼﾞｪﾝﾀﾞｰ 村松泰子　ヒラリア・ゴスマン ムラマツヤスコ　ヒラリア・ゴスマン 新曜社 367.2 367 ム

644 マ 2 舞鶴に風ふくらむ ﾏｲﾂﾞﾙﾆｶｾﾞﾌｸﾗﾑ 福岡市立婦人会館 フクオカシリツフジンカイカン 福岡市教育委員会 367.2 367
フ

645 マ 3 MYCALグループ時代の感性を読む経営 ﾏｲｶﾙｸﾞﾙｰﾌﾟｼﾞﾀﾞｲﾉｶﾝｾｲｦﾖﾑｹｲｴｲ 山下剛 ヤマシタタケシ 講談社 673.8 673
ヤ

646 マ 4 明治に開花した才媛たち ﾒｲｼﾞﾆｶｲｶｼﾀｻｲｴﾝﾀﾁ 瀬戸内晴美ほか セトウチハルミホカ 講談社 281 281
セ

647 マ 5 もの知りガイドThat’ｓガク ﾓﾉｼﾘｶﾞｲﾄﾞｻﾞｯﾂｶﾞｸ 深沢　勇夫 フカサワイサオ 東海ブックス 031 31
フ

648 マ 7 魔女の論理 ﾏｼﾞｮﾉﾛﾝﾘ 駒尺きみ コマシャクキミ 不二出版 367.2 367
コ

649 マ 8 毎日かあさん　カニ母編 ﾏｲﾆﾁｶｱｻﾝ ｶﾆﾊﾊﾍﾝ 西原理恵子 サイバラリエコ 毎日新聞社 726.1 726
サ

650 マ 10 めざめる女つぶやく男 ﾒｻﾞﾒﾙｵﾝﾅﾂﾌﾞﾔｸｵﾄｺ ジェンダーの視点から見たまちづくり実行委員会 ジェンダーノシテンカラミタマチヅクリジッコウイインカイ ジェンダーの視点から見たまちづくり実行委員会 367.2 367
ジ

651 マ 11 マーガレット・ミードとルース・ベネディクト ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾐｰﾄﾞﾄﾙｰｽ･ﾍﾞﾈﾃﾞｨｸﾄ ﾋﾗﾘｰ･ﾗﾌﾟｽﾘｰ ヒラリー・ラプスリー 明石書店 289.3 289
ヒ
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652 マ 12 マイ・ライフ ﾏｲ･ﾗｲﾌ 綾戸智絵 アヤドチエ 幻冬舎 764.78 764
ア

653 マ 13 もういやだというときに 気分をリセットする１００の言葉 ﾓｳｲﾔﾀﾞﾄｲｳﾄｷﾆ ｷﾌﾞﾝｦﾘｾｯﾄｽﾙ100ﾉｺﾄﾊﾞ ハワード・カミンスキー アレクサンドラ・ペニー ハワード・カミンスキー　アレクサンドラ・ペニー 主婦の友社 159 159
ハ

654 マ 14 メディアにひそむ母性愛神話 ﾒﾃﾞｨｱﾆﾋｿﾑﾎﾞｾｲｱｲｼﾝﾜ 大日向雅美 オオヒナタマサミ 草土文化 367.3 367
オ

655 マ 15 メディア・リテラシーを学ぶ人のために ﾒﾃﾞｨｱ･ﾘﾃﾗｼｰｦﾏﾅﾌﾞﾋﾄﾉﾀﾒﾆ 鈴木みどり スズキミドリ 世界思想社 361.45 361
ス

656 マ 16 迷える女の子たちへの手紙 ﾏﾖｴﾙｵﾝﾅﾉｺﾀﾁﾍﾉﾃｶﾞﾐ スザンナ・タマーロ著・泉典子 スザンナ・タマーロチョ・イズミノリコ 草思社 974 974
ス

657 マ 17 もうぜったいうさちゃんってよばないで ﾓｳｾﾞｯﾀｲｳｻﾁｬﾝｯﾃﾖﾊﾞﾅｲﾃﾞ Ｇ．ソロタレフ／作・絵 グレゴアール・ソロタレフ リブリオ出版 953.7 953E
グ

658 マ 18 負け犬の遠吠え ﾏｹｲﾇﾉﾄｵﾎﾞｴ 酒井順子 サカイジュンコ 講談社 367.21 367
サ

659 マ 19 みんな子どもだった ﾐﾝﾅｺﾄﾞﾓﾀﾞｯﾀ ティーンズポスト ティーンズポスト 371.45 371
テ

660 マ 20 森のなかの海. 上 ﾓﾘﾉﾅｶﾉｳﾐ(ｼﾞｮｳ) 宮本輝 ミヤモトテル 光文社 913.6 913
ミ

661 マ 21 森のなかの海. 下 ﾓﾘﾉﾅｶﾉｳﾐ(ｹﾞ) 宮本輝 ミヤモトテル 光文社 913.6 913
ミ

662 マ 22 ママがおうちにかえってくる！ ﾏﾏｶﾞｵｳﾁﾆｶｴｯﾃｸﾙ ﾄﾒｸ･ﾎﾞｶﾂｷ／絵 ｹｲﾄ･ﾊﾞﾝｸｽ／文 木坂涼／訳 トメク・ボツガキ・エ　ケイト・バンクス・ブン　キサカリョウ・ヤク 講談社 726.6 726E
ト

663 マ 23 メジャー・シェア・ケアのメディア・コミュニケーション論 ﾒｼﾞｬｰ･ｼｪｱ･ｹｱﾉﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾝ 小玉美意子 コダマミイコ 学文社 361.453 361
コ

664 マ 24 毎日かあさん3 背脂編 ﾏｲﾆﾁｶｱｻﾝ3 ｾｱﾌﾞﾗﾍﾝ 西原理恵子 サイバラリエコ 小学館 726.1 726E
サ

665 マ 25 物は言いよう ﾓﾉﾊｲｲﾖｳ 斎藤美奈子 サイトウミナコ 平凡社 367.1 367
サ

666 マ 28 虫めづる姫ぎみ ﾑｼﾒﾂﾞﾙﾋﾒｷﾞﾐ 森山京／文 村上豊／絵 モリヤマミヤコ・ブン　　ムラカミユタ・エ ポプラ社 726.6 726E
モ

667 マ 29 ママも今日から働くワ！ : 主婦の再就職講座 ﾏﾏﾓｷｮｳｶﾗﾊﾀﾗｸﾜ!ｼｭﾌﾉｻｲｼｭｳｼｮｸｺｳｻﾞ 上田晶美／著 ジョウタショウミ・チョ 日本経済新聞出版社 366.38 366
ジ

668 マ 30 緑の神おタカが行く ジェンダー王国リリア姫の巻 ﾐﾄﾞﾘﾉｶﾐｵﾀｶｶﾞｲｸ ｼﾞｪﾝﾀﾞｰｵｳｺｸﾘﾘｱﾋﾒﾉﾏｷ うめたにつぐみ ウメタニツグミ 大阪府男女協働社会づくり財団 360 360
ウ

669 マ 31 もういちど働く ﾓｳｲﾁﾄﾞﾊﾀﾗｸ 岩崎みどり イワサキミドリ 株式会社けやき出版 366.29 366
イ

670 マ 32 マンションを買う女たち ﾏﾝｼｮﾝｦｶｳｵﾝﾅﾀﾁ 矢﨑葉子 ヤザキヨウコ 株式会社太田出版 365.3 365
ヤ

671 マ 33 松風の家. 上 ﾏﾂｶｾﾞﾉｲｴ（ｼﾞｮｳ） 宮尾登美子 ミヤオトミコ 913.6 913
ミ

672 マ 34 松風の家. 下 ﾏﾂｶｾﾞﾉｲｴ（ｹﾞ） 宮尾登美子 ミヤオトミコ 文芸春秋 913.6 913
ミ

673 マ 35 ママの手作り簡単おすし ﾏﾏﾉﾃﾂﾞｸﾘｶﾝﾀﾝｵｽｼ 木下直子∥〔著〕 キノシタナオコ ブティック社 596.21 596
キ

674 マ 36 物は言いよう ﾓﾉﾊｲｲﾖｳ 斎藤美奈子 サイトウミナコ 平凡社 367.1 367
サ

675 マ 37 魔女にされた女性たち ﾏｼﾞｮﾆｻﾚﾀｼﾞｮｾｲﾀﾁ イングリット・アーレント＝シュルテ イングリット・アーレント＝シュルテ 勁草書房 234.05 234
イ

676 マ 38 ＭＩＣＨＩ　ＳＡＮＯ　　佐野未知　画歴40周年記念画集 ﾐﾁ ｻﾉ ｻﾉﾐﾁ ｶﾞﾚｷ40ｼｭｳﾈﾝｷﾈﾝｶﾞｼｭｳ 佐野未知 サノミチ 720 720
サ

677 マ 39 マンガでなるほど！どならない子育て練習帳 ﾏﾝｶﾞﾃﾞﾅﾙﾎﾄﾞ!ﾄﾞﾅﾗﾅｲｺｿﾀﾞﾃﾁｮｳ 伊藤徳馬 ｲﾄｳﾄｸﾏ 主婦の友社 599.9 599 イ

678 ヤ 1 有料老人ホームどこが居よいか住みよいか ﾕｳﾘｮｳﾛｳｼﾞﾝﾎｰﾑﾄﾞｺｶﾞｲﾖｲｶｽﾐﾖｲｶ 樋口恵子　袖井孝子 ヒグチケイコ　ソデイタカコ 岩波書店 369.26 369
ヒ

679 ヤ 2 よその家の夫たち ﾖｿﾉｲｴﾉｵｯﾄﾀﾁ ＲＥＮ レン ユック舎 367.4 367
レ

680 ヤ 3 豊かさとは何か ﾕﾀｶｻﾄﾊﾅﾆｶ 暉峻淑子 テルオカイツコ 岩波書店 080 80
テ

681 ヤ 4 読んでくれてありがとう ﾖﾝﾃﾞｸﾚﾃｱﾘｶﾞﾄｳ プチタンファン編集部 プチタンファンヘンシュウブ 婦人生活社 599 599
プ

682 ヤ 5 よるくまクリスマスのまえのよる ﾖﾙｸﾏｸﾘｽﾏｽﾉﾏｴﾉﾖﾙ 酒井駒子 サカイコマコ 白泉社 913.8 913E
サ

683 ヤ 6 ｢ゆっくり｣でいいんだよ ﾕｯｸﾘ｣ﾃﾞｲｲﾝﾀﾞﾖ 辻信一 ツジシンイチ 筑摩書房 304 304
ツ

684 ヤ 8 よのなかのルール ﾖﾉﾅｶﾉﾙｰﾙ 藤原和博・宮台真司 フジワラカズヒロ・ミヤダイシンジ 筑摩書房 304 304
フ

685 ヤ 9 夜回り先生と夜眠れない子どもたち ﾖﾏﾜﾘｾﾝｾｲﾄﾖﾙﾈﾑﾚﾅｲｺﾄﾞﾓﾀﾁ 水谷修 ミズタニオサム サンクチュアリ出版 367.68 367
ミ

686 ヤ 10 山あり愛あり ﾔﾏｱﾘｱｲｱﾘ 佐川光晴 サガワミツハル 株式会社双葉社 913.6 913
サ

687 ヤ 11 山あり愛あり　(文庫本判) ﾔﾏｱﾘｱｲｱﾘ　ﾌﾞﾝｺﾎﾞﾝﾊﾞﾝ 佐川光晴 サガワミツハル 株式会社双葉社 913.6 913
サ

688 ラ 1 ラディカル・フェミニズム ﾗﾃﾞｨｶﾙ･ﾌｪﾐﾆｽﾞﾑ 江原由美子 エハラユミコ 勁草書房 367.2 367
エ

689 ラ 3 「ライフプラン」があなたの資産を殖やす ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ｣ｶﾞｱﾅﾀﾉｼｻﾝｦﾌﾔｽ 家計ライフプラン研究会 カケイライフプランケンキュウカイ 日本経済新聞社 591.8 591
カ

690 ラ 4 離婚でソンをしないための女のお金BOOK ﾘｺﾝﾃﾞｿﾝｦｼﾅｲﾀﾒﾉｵﾝﾅﾉｵｶﾈﾌﾞｯｸ 離婚とお金を考える会＋音川敏枝 リコントオカネヲカンガエルカイタスオトカワトシエ 主婦と生活社 324.62 324
リ

691 ラ 5 卵子ｓｔｏｒｙ　女性のからだと卵子のひみつ ﾗﾝｺｽﾄｰﾘｨ きくちさかえ・鈴木賀世子 キクチサカエ・スズキカヨコ 小学館 495 495
キ

692 ラ 6 離婚の値段 ﾘｺﾝﾉﾈﾀﾞﾝ 岡田知子 オカダトモコ 光文社 324.62 324
オ

693 ラ 8 ライフスタイルｗｏｍａｎ　３６０° : タイプ別にみる働く女性の防犯対策 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙWoman360ﾄﾞ セコム株式会社 セコムカブシキカイシャ 本の泉者 368.6 368
セ

694 ラ 9 労働ダンピング : 雇用の多様化の果てに ﾛｳﾄﾞｳﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ 中野麻美 ナカノマミ 岩波新書 366.21 366
ナ

695 ラ 10 論争日本のワーク・ライフ・バランス ﾛﾝｿｳﾆﾎﾝのﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ
日本経済新聞出版社 ニホンケイザイ 日本経済新聞出版社　

366.7 366
ニ

696 ラ 11 離婚と子どもＱ&Ａ ﾘｺﾝﾄｺﾄﾞﾓＱ&Ａ
ＮＰＯ法人Ｗｉｎｋ/編 エヌピイオオホウジンウインク ＮＰＯ法人Ｗｉｎｋ

367
エ

697 ラ 12 離婚事件の実務 ﾘｺﾝｼﾞｹﾝﾉｼﾞﾂﾑ
東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会/編 トウキョウベンゴシカイベンゴシケンシュウセンターウンエイイインカイ/ヘン ぎょうせい

324.62 324
ト

698 ラ 13 ルポ虐待　　大阪二児置き去り死事件 ﾙﾎﾟｷﾞｬｸﾀｲ  ｵｵｻｶﾆｼﾞｵｷｻﾞﾘｼｼﾞｹﾝ
杉山　春 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙ 筑摩書房

367.71 367
ス

699 ラ 14 六法全書　平成26年度版（Ⅰ…公法・刑事法・条約、Ⅱ…民事法・社会法・産業法） ﾛｯﾎﾟｳｾﾞﾝｼｮ  ﾍｲｾｲ26ﾈﾝﾄﾞﾊﾞﾝ
井上正仁、能見善久　編集代表 ｲﾉｳｴﾏｻﾋﾄ､ﾉｳﾐﾖｼﾋｻ ﾍﾝｼｭｳﾀﾞｲﾋｮｳ 有斐閣

320.91 320
イ

700 ラ 15 卵子老化の真実 ﾗﾝｼﾛｳｶﾉｼﾝｼﾞﾂ
河合　蘭 ｶﾜｲ ﾗﾝ 文春新書

495.6 495
カ

701 ワ 1 私は女性にしか期待しない ﾜﾀｼﾊｼﾞｮｾｲﾆｼｶｷﾀｲｼﾅｲ 松田道雄 マツダミチオ 岩波書店 367.2 367
マ

702 ワ 2 ワーキングマザーの元気ＢＯＯＫ ﾜｰｷﾝｸﾞﾏｻﾞｰﾉｹﾞﾝｷﾌﾞｯｸ 林美香子 ハヤシミカコ 北海道新聞社 366.38 366
ハ

703 ワ 3 わたしのオンナ革命 ﾜﾀｼﾉｵﾝﾅｶｸﾒｲ 富岡多恵子 トミオカタエコ 大和書房 367.3 367
ト

704 ワ 4 私の一歩を始めたい ﾜﾀｼﾉｲｯﾎﾟｦﾊｼﾞﾒﾀｲ 木村民子 キムラタミコ 電通 367.3 367
キ

705 ワ 5 私探しゲーム ﾜﾀｼｻｶﾞｼｹﾞｰﾑ 上野千鶴子 ウエノチヅコ 筑摩書房 304 304
ウ

706 ワ 6 私の出会ったノルウェー ﾜﾀｼﾉﾃﾞｱｯﾀﾉﾙｳｪｰ 中田慶子 ナカタケイコ ドメス出版 302.3894 302
ナ

707 ワ 7 わたしの男性学 ﾜﾀｼﾉﾀﾞﾝｾｲｶﾞｸ 中村彰 ナカムラアキラ 近代文藝社 367 367
ナ

708 ワ 8 わがままの哲学 ﾜｶﾞﾏﾏﾉﾃﾂｶﾞｸ 若尾典子 ワカオノリコ 学陽書房 367.2 367
ワ

709 ワ 10 笑う出産２ ﾜﾗｳｼｭｯｻﾝ2 まついなつき マツイナツキ 情報センター出版局 598.2 598
マ

710 ワ 12 わたしのからだはわたしのもの ﾜﾀｼﾉｶﾗﾀﾞﾊﾜﾀｼﾉﾓﾉ リンダ･ｳﾞｫルヴード・ジラード リンダ・ウ゛ォルウ゛ード・ジラード アーニ出版 367 367E
リ

711 ワ 13 わかってほしい ﾜｶｯﾃﾎｼｲ 作＝ＭＯＭＯ　　絵＝ＹＵＫＯ サク＝モモ　　エ＝ユコ クレヨンハウス 369.4 369
サ

712 ワ 14 若さと健康をつくるウォーキング ﾜｶｻﾄｹﾝｺｳｦﾂｸﾙｳｫｰｷﾝｸﾞ 岡本香代子・港野恵美 オカモトカヨコ・ミナトノメグミ 歩行開発研究所 498.3 498
オ

713 ワ 15 （わたし）を生きる　女たちの肖像 ﾜﾀｼｦｲｷﾙ  ｵﾝﾅﾀﾁﾉｼｮｳｿﾞｳ 島﨑今日子 シマザキキョウコ 紀伊國屋書店 281.04 281
シ

714 ワ 16 わたしがあなたを選びました ﾜﾀｼｶﾞｱﾅﾀｦｴﾗﾋﾞﾏｼﾀ 鮫島浩二・植野ゆかり／絵 サメジマコウジ・ウエノユカリ・エ 主婦の友社 598.3 598
サ

715 ワ 17 私という病 ﾜﾀｼﾄｲｳﾔﾏｲ 中村うさぎ ナカムラウサギ 新潮社 914.6 914
ナ

716 ワ 19 わたし色のキャリアを紡ぐ ﾜﾀｼｲﾛﾉｷｬﾘｱｦﾂﾑｸﾞ 小西ひとみ コニシヒトミ 北辰道 289.1 289
コ

717 ワ 21 私だって働きたいっ！ : 「女性力」パワーアップ実践ガイド ﾜﾀｼﾀﾞｯﾃﾊﾀﾗｷﾀｲｯ! 小澤佳代子 オザワカヨコ ヴィヴル 366.38 366
オ

718 ワ 22 わたし、男子校出身です。 ﾜﾀｼ､ﾀﾞﾝｼｺｳｼｭｯｼﾝﾃﾞｽ｡ 椿姫彩菜 ツバキアヤナ ポプラ社 367.9 367
ツ

719 ワ 23 ワーキングママの時間管理術 ﾜｰｷﾝｸﾞﾏﾏﾉｼﾞｶﾝｶﾝﾘｼﾞｭﾂ ワクママ／著 ワクママ・チョ 株式会社阪急コミュニケーションズ 366.38 366
ワ

720 ワ 24 ワークライフバランス社会へ ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽｼｬｶｲﾍ 大沢真知子 オオサワマチコ 岩波書店 366.021 366
オ

721 ワ 25 ワイルド・スワン. 上 ﾜｲﾙﾄﾞ･ｽﾜﾝ.ｼﾞｮｳ ユン・チアン∥著 ユン・チアン 講談社 289.2 289
ユ

722 ワ 26 ワイルド・スワン. 下 ﾜｲﾙﾄﾞ･ｽﾜﾝ.ｹﾞ ユン・チアン∥著 ユン・チアン 講談社 289.2 289
ユ

723 ワ 27 若い女性のための家族関係学 ﾜｶｲｼﾞｮｾｲﾉﾀﾒﾉｶｿﾞｸｶﾝｹｲｶﾞｸ 新田慶 ニッタヒサシ 株式会社日本評論社 367.3 367
ニ

724 ワ 28 わたくしは永遠に失望しない　　写真集　平塚らいてう人と生涯 ﾜﾀｸｼﾊｴｲｴﾝﾆｼﾂﾎﾞｳｼﾅｲ      ｼｬｼﾝｼｭｳ ﾋﾗﾂｶﾗｲﾃｳﾋﾄﾄｼｮｳｶﾞｲ 奥村敦史監修　　らいてう研究会編 オクムラアツシ　　　ライテウケンキュウカイ 株式会社ドメス出版 289 289
オ

725 ワ 29 我が町の歴史あれこれ ﾜｶﾞﾏﾁﾉﾚｷｼｱﾚｺﾚ 岡崎市 ｵｶｻﾞｷｼ 岡崎市
オ

726 ワ 30 我が町の歴史あれこれ ﾜｶﾞﾏﾁﾉﾚｷｼｱﾚｺﾚ 岡崎市 ｵｶｻﾞｷｼ 岡崎市
オ

727 ワ 31 我が町の歴史あれこれ ﾜｶﾞﾏﾁﾉﾚｷｼｱﾚｺﾚ 岡崎市 ｵｶｻﾞｷｼ 岡崎市
オ
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