
●書籍

請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

367.1/ｲ/2 女性学・男性学 伊藤  公雄 有斐閣 2011

726.1/ｻｶ ヒヤマケンタロウの妊娠 坂井  恵理 講談社 2013

913.6/ﾌﾙ 小説土佐堀川 古川  智映子 潮出版社 2015

913.6/ﾕｽﾞ/ ３時のアッコちゃん 柚木  麻子 双葉社 2014

914.6/ﾋｻ
明るい老後のための一人で生
きる練習帳

久田  恵 産経新聞出版 2011

367.5/ｳｴ 男おひとりさま道 上野  千鶴子 法研 2009

367.7/ﾅｶ 男おひとりさま術 中沢  まゆみ 法研 2010

366.38/ﾓｳ 働きたいママの就活マニュアル 毛利  優子 自由国民社 2015

367.7/ｳｴ 老い方上手 上野  千鶴子 ＷＡＶＥ出版 2014

726.1/ｵｶ ペコロスの母に会いに行く 岡野  雄一 西日本新聞社 2012

366.38/ｵｸﾞ
だれも教えてくれなかったほん
とうは楽しい仕事＆子育て両立

小栗  ショウコ
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

2013

590/ｷｮｳ 今日からはじめる男の家事 阿部  絢子∥監修 講談社 2010

726.1/ﾋｶﾞ/ ママはテンパリスト 2 東村  アキコ 集英社 2009

726.1/ﾛｸ/1 ＩＳ 1 六花チヨ 講談社 2003

913.6/ﾂｼﾞ 朝が来る 辻村  深月 文芸春秋 2015

916/ﾏﾝ アル中ワンダーランド まんしゅう  きつこ 扶桑社 2015

367.97/ﾔｸ ＬＧＢＴってなんだろう？ 薬師  実芳 合同出版 2014

GF/E おまかせコックさん 竹下  文子∥文 金の星社 2007

726.1/ｺﾊﾞ 親が倒れた！ 小林  裕美子 新潮社 2015

367.7/ﾅｶ おひとりさまの終活 中沢  まゆみ 三省堂 2011

726.1/ｵｵ 四十路の悩み 大田垣  晴子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014

913.6/ﾈｼﾞ 認知の母にキッスされ ねじめ  正一 中央公論新社 2014

498.5/ﾜｶ ５５歳からの夫婦の食育 若村  育子 山海堂 2007

726.1/ﾖｼ/1 大奥 第１２巻 よしなが  ふみ 白泉社 2015

726.1/ｻｲ/1 毎日かあさん 11 西原  理恵子 毎日新聞社 2014

2016年３月　あざれあ図書室展示コーナー

２０１５年度　貸出人気上位本



請求記号 雑誌名 特集名 出版社 出版年

366.2/ｱﾍﾞ ６０代の生き方・働き方 阿部  絢子 大和書房 2015

361.4/ﾓﾘ 気持ちが伝わる話しかた 森田  汐生 主婦の友社 2010

597.5/ｻｶ 定年男のための老前整理 坂岡  洋子 徳間書店 2014

726.1/ｵﾔ/1 ワーキングピュア 1 小山田容子 講談社 2007

726.1/ｽﾀ おひとり様のふたり暮らし スタジオクゥ イースト・プレス 2015

367.1/ﾔ
デートＤＶ防止プログラム実施
者向けワークブック  ：  相手を

山口  のり子 梨の木舎 2003

599/ｵｵ
忙しいビジネスマンのための３
分間育児

おおた  としまさ
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

2013

GF/E ばしゃにのって
とよた  かずひこ∥
作  絵

アリス館 2013

367.1/ﾃﾞﾄ デートＤＶ予防教育テキスト
ＤＶ防止ながさき／
編

ＤＶ防止ながさき 2013

367.7/ｳｴ おひとりさまの老後 上野  千鶴子 法研 2007

GF/E おさらをあらわなかったおじさん
フィリス  クラジラフ
スキー∥文

岩波書店 1978

366.3/ｺﾊﾞ
パワハラ防止のためのアンガー
マネジメント入門

小林  浩志 東洋経済新報社 2014

361.4/ﾖｸ
よくわかるアサーション自分の
気持ちの伝え方

平木  典子∥監修 主婦の友社 2013

726.1/ｺﾊﾞ 親を、どうする？ 介護の心編 小林  裕美子 実業之日本社 2014

726.1/ﾀｶ
５０代からのお仕事探しアタフタ
日記

高橋  陽子 主婦と生活社 2014

●雑誌

請求記号 雑誌名 特集名 出版社 出版年

M/ﾕ/15-4 ゆうゆう ２０１５年５月号
脳も身体も若返る！
歩く生活

（株）主婦の友社 2015

M/ﾕ/15-6 ゆうゆう ２０１５年６月号
夏が来る前に健康
的にやせる！

（株）主婦の友社 2015

M/ﾌ/15-4-2 婦人公論 １５年４月２８日号
始めよう！脳を活性
化させる生活

中央公論新社 2015

M/ﾌ/15-5-1 婦人公論 １５年５月１２日号
スッキリ暮らす片づ
け術

中央公論新社 2015

M/ｸ/74
暮しの手帖 ７４号（２０１５年２月
号・３月号）

便利でおいしい作り
おきベスト3

暮しの手帖社 2015

M/ｸ/75
暮しの手帖 ７５号（２０１５年４月
号・５月号）

カツカレーとオムラ
イス

暮しの手帖社 2015

M/ｸ/15-4-1
クロワッサン ２０１５年４月１０日
号

捨てられない人の、
片づけ術

株式会社マガジンハウス 2015

M/ｶ/31 かぞくのじかん ２０１５年春号
片づけが楽になる習
慣づくり

婦人之友社 2015

M/ﾌﾟ/9 プレジデント・ウーマン 9号
女の一生　お金のバ
イブル

プレジデント社 2015

●○●あなたと情報をリンク！男女共同参画をもっと身近に！●○●


