
●●●あざれあ図書室●●●あなたと情報をリンク！男女共同参画をもっと身近に！●●●

●思想、伝記、政治、労働、社会、
請求記号 タイトル 著者名 出版者

102.8/ﾃﾂ 哲学の女王たち : もうひとつの思想史入門
レベッカ・バクストン  リサ・ホワ
イティング ∥編

晶文社

159.6/ﾊﾟｶ わたしは無敵の女の子 ケイト T.パーカー 海と月社
K280.4/ﾊﾟﾝ すてきで偉大な女性たちが地球を守った ケイト・パンクハースト∥作 化学同人
K280.4/ﾊﾟﾝ すてきで偉大な女性たちが世界を「あっ!」と言わせた ケイト ・パンクハースト∥作 化学同人
289.3/ﾊﾘ 私たちの真実 : アメリカン・ジャーニー カマラ・ ハリス 光文社

312.8/ﾌﾞﾚ
女たちのポリティクス
: 台頭する世界の女性政治家たち

ブレイディみかこ 幻冬舎

318.3/ｶﾝ
非正規公務員のリアル
: 欺瞞の会計年度任用職員制度

上林陽治 日本評論社

336.3/ｼﾞｮ
女性リーダー育成への挑戦
: 昭和女子大学創立100周年記念出版

昭和女子大学女性文化研
究所 ∥編

御茶の水書房

336.4/ｼﾊﾞ
企業がつくる保育園
: 出産・育児による離職ゼロを実現!

柴崎方恵
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

361.4/ﾀﾅ ガールズ・メディア・スタディーズ 田中東子∥編著 北樹出版

366.3/ｳﾒ
ハラスメントの正しい知識と対応
: 職場で取り組む予防・対策

梅澤康二 ビジネス教育出版社

366.3/ﾀﾞﾝ 男性育休の教科書 : 男性育休義務化の基礎知識 日経xwoman∥ 編 日経BP

●参画・ジェンダー
請求記号 タイトル 著者名 出版者

367.1/ｴﾊ/2 女性解放という思想 江原由美子 筑摩書房
367.1/ｺﾊﾞ 私がフェミニズムを知らなかった頃 小林エリコ 晶文社
K367.1/ｼｵ こどもジェンダー シオリーヌ ワニブックス

367.1/ｼﾞﾌﾞ
ジェンダーで見るヒットドラマ
: 韓国、アメリカ、欧州、日本

治部れんげ 光文社

367.1/ﾀｹ マチズモを削り取れ 武田砂鉄 集英社
367.1/ﾊﾔ 早く絶版になってほしい#駄言辞典 日経xwoman∥ 編 日経BP

367.2/ｼｭ
女性の中年危機
: ミドルエイジ・クライシスをチャンスに変える方法

スザンヌ・シュミット ニュートンプレス

367.21/ｱﾙ
モヤる言葉、ヤバイ人
: 自尊心を削る人から心を守る「言葉の護身術」

アルテイシア 大和書房

367.21/ｵｶ 我は、おばさん 岡田育 集英社

367.21/ｸﾄﾞ
まんが子どものいない私たちの生き方
: おひとりさまでも、結婚してても。

森下えみこ∥まんが
くどうみやこ∥原案コラム

小学館

367.21/ﾅｶ 女子大生風俗嬢 : 性とコロナ貧困の告白 中村淳彦 宝島社

367.21/ﾐﾅ
多様な社会はなぜ難しいか
: 日本の「ダイバーシティ進化論」

水無田気流
日経BP日本経済新聞
出版本部

367.21/ﾚｸ/ レクチャージェンダー法
犬伏由子、井上匡子、君塚
正臣∥編

法律文化社

367.233/ｽｷﾞ
制服ガールの総力戦
: イギリスの「女の子」の戦時貢献

杉村使乃 春風社

●家族、男性、性、福祉
請求記号 タイトル 著者名 出版者

367.3/ｻｺ
なぜ妻は「手伝う」と怒るのか
: 妻と夫の溝を埋める54のヒント

佐光紀子 平凡社

367.3/ｽﾚ
働き方改革より父親改革
: 仕事も家庭もうまくいく10のツール

グレゴリー・スレイトン
いのちのことば社フォ
レストブックス

367.3/ﾉﾌﾞ
家族と国家は共謀する
: サバイバルからレジスタンスへ

信田さよ子 KADOKAWA

367.3/ﾕｹﾞ 主夫をお願いしたらダメですか? 弓家キョウコ 祥伝社
367.4/ｻｶ 事実婚と夫婦別姓の社会学 阪井裕一郎 白澤社

367.4/ﾅｶ
シングルマザーの貧困はなぜ解消されないのか :
「働いても貧困」の現実と支援の課題

中囿桐代 勁草書房

367.5/ｵｸ
捨てられる男たち
: 劣化した「男社会」の裏で起きていること

奥田祥子 SBクリエイティブ

２階 あざれあ図書室



請求記号 タイトル 著者名 出版者
367.7/ｳｴ 在宅ひとり死のススメ 上野千鶴子 文藝春秋
367.7/ﾊﾘ 老いの福袋 : あっぱれ!ころばぬ先の知恵88 樋口恵子 中央公論新社

K367.99/ｸﾞﾘ
ようこそ!あかちゃん
: せかいじゅうの家族のはじまりのおはなし

レイチェル・グリーナー∥文 大月書店

367.99/ｾｷ 性の"幸せ"ガイド: 若者たちのリアルストーリー 関口久志 エイデル研究所

●からだ、生活、産業、コミック、芸術、言語
請求記号 タイトル 著者名 出版者

407/ｵｵ
理系女性の人生設計ガイド
: 自分を生かす仕事と生き方

大隅典子、大島まり、 山本
佳世子

講談社

591/ｼﾞｪ/3
ジェンダーで学ぶ生活経済論
: 持続可能な生活のためのワーク・ライフキャリア

伊藤純、 斎藤悦子∥編著 ミネルヴァ書房

699.6/ｾｲ
「テレビは見ない」というけれど
: エンタメコンテンツをフェミニズム・ジェンダーから読む

青弓社編集部∥編著 青弓社

726.1/ｵｻﾞ/16 傘寿まり子　16 おざわゆき 講談社
726.1/ﾄﾘ/1 主婦の給料、5億円ほしー!!! 鳥谷丁子 KADOKAWA

726.1/ﾄﾘ/2
主婦の給料、5兆円ほしー!!!
:家事も育児もさらにパワーアップ編

鳥谷丁子 KADOKAWA

726.1/ﾊｾ 長谷川町子  昭和を描いた国民的漫画家 長谷川町子美術館∥監修 平凡社
814.9/ﾅｶ 「自分らしさ」と日本語 中村桃子 筑摩書房

●文学
請求記号 タイトル 著者名 出版者

913.6/ｱｹ/3 わたし、定時で帰ります。 ３ 朱野帰子 新潮社
913.6/ｱｻ にぎやかな落日 朝倉かすみ 光文社
913.6/ｻｶ 片をつける 越智月子 ポプラ社
913.6/ｻｶ 雨の日は、一回休み 坂井希久子 PHP研究所
913.6/ｻﾜ 星落ちて、なお 澤田瞳子 文藝春秋
B913.6/ﾏﾂ 女が死ぬ 松田青子 中央公論新社
914.6/ｼﾉ これでおしまい 篠田桃紅 講談社
929.1/ｶﾝ 別の人 カンファギル エトセトラブックス
929.1/ﾁｮ ミカンの味 チョナムジュ 朝日新聞出版
929.1/ﾕﾝ 小さな心の同好会 ユンイヒョン 亜紀書房
933.7/ｱﾜ ファットガールをめぐる13の物語 モナ・アワド 書肆侃侃房
933.7/ｼﾞｮ 結婚という物語 タヤリ ・ジョーンズ ハーパーコリンズ・ジャパン

936/ﾎﾞｸﾞ
子どもを迎えるまでの物語
：生殖、不妊治療、親になる選択

ベル・ボグス サウザンブックス社

●ジェンダー絵本
請求記号 タイトル 著者名 出版者

GF/E リトルレッド : あたらしいあかずきんのおはなし ベサン・ウルヴィン∥作 文化学園文化出版局

GF/E ラプンツェル : あたらしいかみながひめのおはなし ベサン・ウルヴィン∥作 文化学園文化出版局

GF/E ホオナニ、フラおどります ヘザー・ゲイル∥文 さ・え・ら書房
GF/E 111本の木 リナ・ シン∥文 光村教育図書
GF/E せかいでさいしょにズボンをはいた女の子 キース・ ネグレー∥作 光村教育図書
GF/E グレース・ホッパー : プログラミングの女王 ローリー・ ウォールマーク∥文 岩崎書店
GF/E きょうはおかねがないひ ケイト・ミルナー∥さく 合同出版
GF/E 女の子はなんでもできる! キャリル・ハート∥ぶん 早川書房

GF/E
青のなかの青
: アンナ・アトキンスと世界で最初の青い写真集

フィオナ・ロビンソン∥さく 評論社

GF/E あおいらくだ 茂田まみこ、長村さと子 ∥作 北樹出版

●白書
請求記号 タイトル 著者名 出版者
H/ｺｳ/21 高齢社会白書　令和３年版 内閣府∥編集 日経印刷
H/ｺﾄﾞ/21 子供・若者白書　令和３年版 内閣府∥編集 日経印刷
H/ｺﾄﾞ/21 子ども白書　2021 日本子どもを守る会∥編 かもがわ出版
H/ｼｮｳ/21 少子化社会対策白書　令和３年版 内閣府∥編集 日経印刷
H/ﾎｲ/21 保育白書　２０２１年版 全国保育団体連絡会∥編 ちいさいなかま社

さらに一歩前へ、すべてのひとが輝く社会へ

▼▲▼NPO法人あざれあ交流会議は静岡県男女共同参画センターの指定管理者です▼▲▼


