
●たった１人の大切な自分
請求記号 書名 著者名 出版者 刊行年

GF/E ぼくだけのこと 森  絵都 理論社 2003

GF/E ピンクがすきってきめないで ナタリー  オンス 講談社 2010

GF/E たいせつなこと
マーガレット
ワイズ  ブラウン

フレーベル館 2001

GF/E かっくん：どうしてボクだけしかくいの？
クリスチャン
メルベイユ

講談社 2001

K367.1/ｵｸﾞ オンナらしさ入門〈笑〉 小倉  千加子 理論社 2007

K367.1/ｵﾄ 大人になる前のジェンダー論
浅野  富美枝∥
編著

はるか書房 2010

367.1/ｵﾀ 子どもと話すマッチョってなに？
クレマンティーヌ
オータン

現代企画室 2014

367.1/ｺﾝ 母から娘へ－ジェンダーの話をしよう 権  仁淑 梨の木舎 2011

367.1/ｵﾚ プリンセス願望には危険がいっぱい
ペギー
オレンスタイン

東洋経済新報社 2012

159/ﾊﾟ 自分を好きになる本 パット・パルマー 径書房 1991

K367.99/ﾐﾀ/5 赤ちゃんが生まれる
北村  邦夫∥監
修

金の星社 2007

●カラダのこと　ココロのこと
請求記号 書名 著者名 出版者 刊行年

367.99/ｴﾝ ひとりじゃない：自分の心とからだを大切にするって？ 遠見  才希子
ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ・ﾄゥｴﾝ
ﾃｨﾜﾝ

2011

K367.99/ｽｷﾞ 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 2011

K367.99/ｽｷﾞ はなそうよ！恋とエッチ：みつけよう！からだときもち すぎむら  なおみ 生活書院 2014

K368.6/ｱﾝ 女の子のセイフティブック：からだとこころをまもる 安藤  由紀 童心社 2009

367.99/ｿﾒ マンガでわかるオトコの子の「性」
村瀬  幸浩∥監
修

合同出版 2015

K367.97/ｲｼ ゲイのボクから伝えたい「好き」の？がわかる本 石川  大我
太郎次郎社エディ
タス

2011

K367.97/ﾋﾀﾞ
/1

もっと知りたい！話したい！
セクシュアルマイノリティ1

日高  庸晴 汐文社 2015

367.97/ﾋﾀﾞ
ＬＧＢＴＱを知っていますか？
：”みんなと違う”は”ヘン”じゃない

日高  庸晴∥監
著

少年写真新聞社 2015

K367.97/ﾋｶﾞ ふたりのママから、きみたちへ 東  小雪 イースト・プレス 2013

K493.7/ｻｲ 世界一やさしい精神科の本 斎藤  環 河出書房新社 2011
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●自分の守り方～性被害・デートDV・ネットリテラシー～
請求記号 書名 著者名 出版者 刊行年

367.6/ﾍﾞｲ
子どもが性被害をうけたとき
：お母さんと、支援者のための本

キャロライン
Ｍ．バイヤリー

明石書店 2010

K361.3/ｼﾞ 暴力から身をまもる本
L・ジャフェ、
L・サン・マルク

晶文社 2001

K367.6/ｲﾔ
「いや！」というよ！
：性ぼうりょく・ぎゃくたいにあわない

嶋崎  政男∥監
修

あかね書房 2006

367.1/ｴﾝ 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 2007

367.1/ﾀｷ それ、恋愛じゃなくてＤＶです 滝田  信之 ＷＡＶＥ出版 2009

367.6/ﾌｼﾞ
本当に怖い「ケータイ依存」から我が子を救う
「親と子のルール」

藤川  大祐 主婦の友社 2009

367.6/ｵﾔ 親は知らない：ネットの闇に吸い込まれる子どもたち 読売新聞社会部 中央公論新社 2010

367.9/ﾜﾀ リベンジポルノ：性を拡散される若者たち 渡辺  真由子 弘文堂 2015

M/ﾁ/106
ママが？乳幼児も？スマホ・ネット依存！？
：ちいさい・おおきい・よわい・つよい15年6月号

(株)ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｼﾆｽﾄ
社

2015

367.6/ﾜﾀ 子どもの秘密がなくなる日：プロフ中毒　ケータイ天国 渡辺  真由子 主婦の友社 2010

●自分の気持ちの伝え方
請求記号 書名 著者名 出版者 刊行年

K146.8/ｼｬ
自尊感情を持たせ、きちんと自己主張できる子を
育てるアサーショントレーニング40

リサ  Ｍ．シャー
ブ

黎明書房 2011

361.4/ｿﾉ
イラスト版子どものアサーション
：自分の気持ちがきちんと言える38の話し方

園田  雅代∥監
修

合同出版 2013

K361.4/ｱｻ/1 アサーション・トレーニング1：学校編
平木  典子∥監
修

汐文社 2014

K361.4/ｱｻ/2 アサーション・トレーニング2：友だち編
平木  典子∥監
修

汐文社 2014

K361.4/ｱｻ/3 アサーション・トレーニング3：家庭編
平木  典子∥監
修

汐文社 2014

●子どもと貧困
請求記号 書名 著者名 出版者 刊行年

K368.2/ｻｲ この世でいちばん大事な「カネ」の話 西原  理恵子 ユーメイド 2011

K368.2/ｳﾂ
１３歳から学ぶ日本の貧困
：日本をむしばむ”貧困”が60分で見えてくる

宇都宮  健児 青志社 2009

K368.2/ﾕｱ どんとこい、貧困！ 湯浅  誠 理論社 2009

369.4/ﾅｶ 貧困のなかでおとなになる 中塚  久美子 かもがわ出版 2012

369.4/ｱﾗ チャイルド・プア：社会を蝕む子どもの貧困 新井  直之 ＴＯブックス 2014

369.4/ｱﾗ
チャイルド・プア2
：貧困の連鎖から逃れられない子どもたち

新井  直之 ＴＯブックス 2015

367.2/ﾏｽﾞ
貧しい国で女の子として生きるということ
：開発途上国からの５つの物語

遊タイム出版∥
編

遊タイム出版 2010


