
書名（副題等） 著者名 出版社名
出版
年

請求
記号

ああ言えばこう食う　往復エッセイ 阿川　佐和子、檀　ふみ 集英社 1998 914.6ｱ
ああ子育て戦争　小説・親子事情 矢崎　藍 学陽書房 1996 913.6ﾔ
アート＆フェミニズム ヘレナ・レキット　編 ファイドン 2005 702.3ｱ

ああ無情　（こども世界名作童話２８）
ユーゴ　作、砂田　弘　文、小
松　修　絵

ポプラ社 1988 953ﾕ

愛を言い訳にする人たち　ＤＶ加害者男性７００人の 山口　のり子 梨の木舎 2016 367.3ﾔ
愛をさがして フランソワーズ・サガン 新潮社 1997 953.7ｻ
愛をたっぷりもらってごらん 金盛　浦子 ベストセラーズ 1998 146.8ｶ
愛をめぐる冒険　あの人がわかる自分がわかる恋
がわかる

山口　洋子 青春出版社 1996 913.6ﾔ

愛を求める家族たち ジョーン・ハーヴェイ ジャパンタイムズ 1996 367.3ﾊ
愛があるからだけでは伝わらない　わかりあえるた
めの話し方１０章

デボラ・タネン 講談社 1995 809.4ﾀ

愛犬リッキーと親バカな飼主の物語 藤堂　志津子 講談社 1998 914.6ﾄ
愛こそがすべて 柴門　ふみ 海竜社 1990 159ｻ
合言葉はノー・プロブレム　自閉症の子ら、カナディ
アン・ロッキへ

阿部　よしこ 岩波書店 1997 378.6ｱ

愛妻記 新藤　兼人 岩波書店 1995 914.6ｼ
愛さずにはいられない　ミーハーとしての私 柴門　ふみ 講談社 1997 914.6ｻ
愛された悪女と愛されない美女　中国の歴史を彩っ
た女たち

藤　水名子 青春出版社 1998 282.2ﾌ

「愛されたい」を拒絶される子どもたち 椎名　篤子 大和書房 2007 367.6ｼ
愛されたい症候群 古屋　和雄 講談社 1989 304ﾌ
愛されて仕事がうまくいく女になる43のヒント 金澤　悦子 サンマーク出版 2012 159.6ｶ
愛されない愛せない私 二本松  泰子 飛鳥新社 2001 916ﾆ
愛されないと思っていた私への手紙 林　あまり 大和出版 1997 914.6ﾊ
愛されない者の傷 ペーター・シェレンバウム あむすく 1997 146.1ｼ
愛されなくていいんだよ　女子高生のための親離れ 森　絹江 ユック舎 1998 159.7ﾓ
愛されるための表情美学　きれいな笑顔が愛をつた 山田　桂子 婦人画報社 1996 595ﾔ
愛しすぎる女たち ロビン・ノーウッド 読売新聞社 1988 146.8ﾉ
愛しすぎる女たち癒しの言葉 ロビン・ノーウッド 読売新聞社 1998 143.5ﾉ
愛しすぎる女たち癒しのとき ロビン・ノーウッド 読売新聞社 1997 146.8ﾉ
愛しすぎる女たちからの手紙 ロビン・ノーウッド 読売新聞社 1991 146.8ﾉ
愛しすぎる家族が壊れるとき 信田　さよ子 岩波書店 2003 367.3ﾉ
愛しすぎる母親たち　子どものために自己犠牲化す カリン・ルーベンスタイン 主婦の友社 1998 367.3ﾙ
愛していればいいの 家田　荘子 集英社 1999 914.6ｲ
愛しても届かない 唯川　恵 集英社 1995 913.6ﾕ
愛情という名の支配　家族を縛る共依存 信田　さよ子 海竜社 1998 146.1ﾉ
愛情の病理共依存症 安田　美弥子 太陽出版 1998 493.15ﾔ
愛情評論　「家族」をめぐる物語 藤本　由香里 文藝春秋 2004 367.3ﾌ
愛人 家田　荘子 講談社 1995 916ｲ
愛新覚羅浩の生涯　昭和の貴婦人 渡辺　みどり 文藝春秋 1996 289ﾜ
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

山口　のり子 梨の木舎 2004 367.2ﾔ

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

山口　のり子 梨の木舎 2004 367.2ﾔ

愛する、愛される　増補版　デートDVをなくす・若者
のためのレッスン７

山口　のり子 梨の木舎 2017 367.68ﾔ

愛する家族を喪うとき 保阪　正康 講談社 1997 114.2ﾎ
愛することを選ぶ　自分を解放していくセルフ・ガイド Ｅ．キャディ、Ｄ．Ｅ．プラッツ 誠信書房 1998 147ｷ
愛することと働くこと　学校・家族・仕事をめぐる対話 保坂　展人、三沢　直子 築地書館 1997 367.3ﾎ
愛する時愛される時 藤本　ひとみ 講談社 1991 914.6ﾌ
愛する日本への遺言 加藤　シヅエ 書苑新社 1995 304ｶ
愛する人ががんになったら　その時、あなたにできる スザーン・レヴァート 主婦の友社 1997 494.5ﾚ
愛する人が痴呆とよばれて　２５編の痴呆性老人介
護手記

大阪老人性痴呆医学研究会
編

ミネルヴァ書房 1996 369.26ｱ

愛する人の死を看取るとき　ホスピス・ケア２０年の 柏木　哲夫 ＰＨＰ研究所 1995 490.14ｶ
愛するもののために　教師に意義あり 門野　晴子 学陽書房 1998 374.6ｶ
愛する勇気が湧いてくる本 遠藤　周作 三笠書房 1998 914.6ｴ

アイセルの風　２０１４　（事業報告書　平成２５年度）
静岡市女性会館（アイセル２
１）

静岡市女性会館
（アイセル２１）

2014 FW367ｱ

アイセルの風　２０１５　（事業報告　平成２６年度） 静岡市女性会館（アイセル２ 静岡市女性会館 2015 FW367ｱ
アイセルの風　２０１６　（事業報告書　平成２７年度） 静岡市女性会館(アイセル２ 静岡市 2016 FW367ｱ

アイセルの風　（事業報告書　平成28年度）
静岡市女性会館（アイセル２
１）

静岡市女性会館
（アイセル２１）

2017 FW367ｱ



アイセルの風 2018　（施設のあらましと事業報告） 静岡市女性会館 2017 静岡市女性会館 2017 FW367ｱ
アイセルの風 2019　（施設のあらましと事業報告２０
１８年度）

静岡市女性会館 静岡市女性会館 2019 FW367ｱ

愛憎家族　ある上海人女医とその母 アデリン　厳馬 文藝春秋 1997 936ｹﾞ
アイデアいっぱい住まいの達人　１  ファミリー空間 家づくりの会　編著 住宅新報社 1995 527ｱ1
相手は変えられないならば自分が変わればいい　マ
インドフルネスと心理療法ＡＣＴでひらく人間関係

ラス・ハリス 筑摩書店 2019 146,8ﾊ

愛と哀　アメリカ黒人女性労働史 ジャクリーン・ジョーンズ 学芸書林 1997 367.25ｼﾞ
愛という名の孤独 フランソワーズ・サガン 新潮社 1997 954ｻ
愛という名の支配 田嶋　陽子 太郎次郎社 1996 367ﾀ
愛と怒り闘う勇気　女性ジャーナリストいのちの記録 松井　やより 岩波書店 2005 916ﾏ
愛と癒しの時間　心が満たされる瞑想 鈴木　秀子 ＰＨＰ研究所 1998 146.8ｽ
愛と革命　ジョルジュ・サンド伝 坂本　千代 筑摩書房 1992 950ｻ
愛と自立　紫琴・らいてう・百合子を語る 古在　由重、小林　登美枝 大月書店 1983 367.21ｺ

愛と性と母権制
エーリッヒ・フロム  著、ライ
ナー・フンク  編

新評論 1997 367ﾌ

愛と性の十字路 高校生文化研究会  編著
高校生文化研究
会

1986 376ｱ

愛と創造の日記 ナンシー・ヒューストン 晶文社 1997 955.7ﾋ
愛と誇りと　女・労働・文化 吉武　輝子 未来社 1987 914.6ﾖ
愛とゆるしの心理学　罪の意識を解放する人生の ジョーン・ボリセンコ 日本教文社 1996 146.1ﾎﾞ
愛について 落合　恵子　編 童心社 1996 908.1ｵ
愛について考える毎日 矢野　顕子 角川書店 1998 767.8ﾔ
愛についての個人的意見　Ｐａｒｔ２ 柴門　ふみ ＰＨＰ研究所 1989 159ｻ2
愛の讃歌　愛さえあれば アンヌ・ヴィアゼムスキー 日之出出版 1999 953.7ﾋﾞ
愛のシッタカブッタ　あけると気持ちがラクになる本 小泉　吉宏 メディアファクト 1997 726ｺ
愛の処方せん　身の上相談読本 橋本　治、福島　瑞穂 毎日新聞社 1995 152ﾊ

愛のミステリー　新装版　愛と性の心理学
グレン・ウィルソン、デイビッ
ド・ナイアス

思索社 1988 141.6ｳ

愛ひびきあう　近代日本を奔った女たち 永畑　道子 筑摩書房 1996 367.21ﾅ
愛、まさにその名のもとに 落合　恵子 岩波書店 1993 914.6ｵ
愛用品お手入れハンドブック　お気に入りの品を大
切に使うためのノウハウ

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 1999 593.5ｱ

Ｉ　ＬＯＶＥコミュニケーション　中学・高校生のための
手話テキスト

全国手話通訳問題研究会
編著

全日本聾唖連盟 1996 378.28ｱ

アイリス・マードック随筆・対談集 室谷　洋三　編 大学教育出版 1999 934.6ｱ

アイレック２０周年記念誌
清瀬市男女共同参画セン
ター（アイレック）、アイレック
まつり実行委員会　編

清瀬市男女共同
参画センター（ア
イレック）

2015 FW367ｱ

アイレックまつり記録集　第１９回（２０１４）
アイレックまつり実行委員会
編

清瀬市男女共同
参画センター（ア
イレック）

2014 FW367ｱ

アイレックまつり記録集　第20回（２０１５）
アイレックまつり実行委員会
編

清瀬市男女共同
参画センター（ア
イレック）

2016 FW367ｱ

アイレックまつり記録集　第２１回（２０１６）
アイレックまつり実行委員会
編

清瀬市男女共同
参画センター（ア
イレック）

2017 FW367ｱ

アイレックまつり記録集　第22回(2017)
アイレックまつり実行委員会
編

清瀬市男女共同
参画センター(ア
イレック）

2018 FW367ｱ

アイレックまつり記録集 第２３回（２０１８）
アイレックまつり実行委員会
編

清瀬市男女共同
参画センター(ア
イレック)

2019 FW367ｱ

アイレックまつり記録集 第２４回（２０１９）
アイレックまつり実行委員会
編

清瀬市男女共同
参画センター(ア
イレック)

2020 FW367ｱ

愛は教えられるか　高校生の愛と性を生きる 吉田　和子
高校生文化研究
会

1983 375.2ﾖ

愛は時代を越えて 加藤　シヅエ 婦人画報社 1990 289ｶ
愛はストレス 久田　恵 文藝春秋 1996 914.6ﾋ
愛はなぜ終わるのか　結婚・不倫・離婚の自然史 ヘレン　Ｅ．フィッシャー 草思社 1993 367.4ﾌ
愛はめんどくさい まつい  なつき メディアワークス 2001 914.6ﾏ

アインシュタイン・ロマン　１
ＮＨＫアインシュタイン・プロ
ジェクト  編

日本放送出版協
会

1991 421ｱ1

アインシュタイン・ロマン　２
ＮＨＫアインシュタイン・プロ
ジェクト  編

日本放送出版協
会

1991 421ｱ2



アインシュタイン・ロマン　３
ＮＨＫアインシュタイン・プロ
ジェクト  編

日本放送出版協
会

1991 421ｱ3

アインシュタイン・ロマン　４
ＮＨＫアインシュタイン・プロ
ジェクト  編

日本放送出版協
会

1991 421ｱ4

アインシュタイン・ロマン　５
ＮＨＫアインシュタイン・プロ
ジェクト  編

日本放送出版協
会

1991 421ｱ5

アウシュウィッツガス室の真実　本当の悲劇は何
だったのか

西岡　昌紀 日新報道 1997 234.07ﾆ

アウトサイド マルグリット・デュラス 晶文社 1999 954.7ﾃﾞ
アウトドア・クッキング・ノート青空の下で、いただき 田中　律子 地球丸 1996 596.4ﾀ
アエラ　ムック　ジェンダーがわかる 一色　清　編 朝日新聞社 2002 367.1ｲ

青い鳥　（こども世界名作童話３１）
メーテルリンク　作、蕗沢　忠
枝　文、村井　香葉

ポプラ社 1988 953ﾒ

青い鳥をさがしすぎる心理　後悔しない自分の人生
を歩むために

加藤　諦三 ＰＨＰ研究所 1998 159ｶ

青い蓮　（タンタンの冒険旅行１４） エルジェ　作、川口　恵子　訳 福音館書店 1993 993ｴ
碧空 長野　まゆみ 集英社 1998 913.6ﾅ
赤く染まるヴェネツィア　サンドとミュッセの愛 ベルナデット・ショヴロン 藤原書店 2000 950.26ｼ
赤毛のアンを書きたくなったモンゴメリ 梶原  由佳 青山出版社 2000 930.27ｶ
赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア　自分を愛する
力を取り戻す[心理教育]の本

白川　美也子
アスク・ヒューマ
ン・ケア

2016 493.74ｼ

赤ちゃんを愛せない　マタニティ・ブルーをのりこえる
１２章

カレン・Ｒ．クレイマ、ヴァレ
リー・Ｄ．ラスキン

創元社 1996 599ｸ

赤ちゃんがいるけど出かけたい　育児文化のいま 清水　玲子、鈴木　佐喜子 草土文化 1997 599ｼ

赤ちゃんが来た 石坂　啓
朝日新聞社出版
局

1993 599ｲ

赤ちゃんが来たらこんなことが起きる 杉山　由美子 小学館 1998 599ｽ
赤ちゃん使用説明書 アン・ラモット 白水社 1996 935.7ﾗ
赤ちゃんですよ　初めての育児１２ケ月 武隈　孝治　監修 成美堂出版 1997 599ﾀ
赤ちゃんの死へのまなざし　両親の体験談から学ぶ
周産期のグリーフケア

竹内　正人　（他） 中央法規出版 2010 495.6ｱ

赤ちゃんのためにパパとママに聞いてもらいたい話 榊原  洋一 ＰＨＰ研究所 2000 379.91ｻ

赤ちゃんの病気大百科  最新版 ベネッセコーポレーション
ベネッセコーポ
レーション

2000 598ｱ

赤ちゃんの離乳食　段階別 山内　愛　監修・執筆 小学館 1992 599.3ﾔ
赤ちゃんはいつ人間になるのか　育児常識は危険 西原　克成 クレスト社 1998 493.98ﾆ
あかちゃんはおかあさんとこうしておはなししていま スギヤマ　カナヨ 赤ちゃんとママ 2010 726.6ｽ
暁の女帝推古　（日本の女帝） 小石　房子 作品社 2002 913.6ｺ
茜　　みすゞ詩画集 金子　みすゞ 春陽堂書店 1996 911.58ｶ
あかね色の空を見たよ　５年間の不登校から立ち上 堂野　博之 高文研 1998 371.42ﾄﾞ
赤ん坊にも理由がある メレディス・Ｆ．スモール 角川書店 2000 599ｽ
赤ん坊はなぜかわいい　ベイビー・ウォッチング１ デズモンド・モリス 河出書房新社 1995 599ﾓ
赤ンボを楽しもう　赤ちゃんなんでもＱ＆Ａ こぶた倶楽部　編著 双葉社 1998 599ｱ
赤んぼとしてのあたしらの人生 青山　南 ユック舎 1990 914.6ｱ
昭島市男女共同参画プラン　２０１１（平成２３）年度
～２０２０（平成３２）年度　（概要版つき）

昭島市　編 2011 FW367ｱ

秋山さと子のいい女論 秋山　さと子 三笠書房 1991 159.6ｱ
秋山さと子の女性論 秋山　さと子 福村出版 1988 367.2ｱ
あきらめかけた幸せを絶対につかむ本 大原　敬子 ＰＨＰ研究所 1998 159ｵ
あきらめない　（日経ビジネス人文庫７４９）働く女性
に贈る愛と勇気のメッセージ

村木　厚子
日本経済新聞出
版社

2014 289.1ﾑ

あきらめないで、働きながらの介護術 ぐるーぷ・アミ　編著 現代書館 1997 369.26ｱ
悪妻に訊け　帰ってきたソクラテス 池田　晶子 新潮社 1996 914.6ｲ
<悪女>と<良女>の身体表象 笠間　千浪　編著 青弓社 2012 367.2ｶ
悪女論 田中　貴子 紀伊国屋書店 1992 910.4ﾀ
あくせくするな、ゆっくり生きよう　人生に不満を持た
ない生き方

リチャード・カールソン、ジョセ
フ・ベイリー

主婦の友社 1998 159ｶ

Accessマクロ＆VBAのプログラミングのツボとコツ
がゼッタイにわかる本　最初からそう教えてくれれば
いいのに！　Access2010/2007対応

立山　秀利 秀和システム 2010 007.6ﾀ

アグネス・スメドレー炎の生涯
ジャニス・マッキンノン、ス
ティーヴン・マッキンノン

筑摩書房 1993 289ﾏ

「アグネス論争」を読む 「アグネス論争」を愉しむ会 ＪＩＣＣ出版局 1988 367ｱ
悪魔を思い出す娘たち　よみがえる性的虐待の記 ローレンス・ライト 柏書房 1999 367.65ﾗ

悪魔のささやき天使のはげまし 伊藤　守、ほしば　ゆみこ
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

1994 159ｲ

憧れの外国暮らし　カリフォルニア・バークレーに生
きる地球人な女たち

末永　敏子 学陽書房 1997 367.21ｽ



あごら　雑誌でつないだフェミニズム　第一巻　（斉
藤千代の呼びかけと主張Ⅰ）

あごら九州　編 石風社 2016 367.1ｱ1

あごら　雑誌でつないだフェミニズム　第二巻　（斉
藤千代の呼びかけと主張Ⅱ）

あごら九州　編 石風社 2016 367.1ｱ2

あごら　雑誌でつないだフェミニズム　第三巻　（人と
人を繋いで　雑誌『あごら』の四十年）

あごら九州　編 石風社 2016 367.1ｱ3

アサーション・トレーニング　自分も相手も大切にす
る自己表現

平木　典子（他）　編 至文堂 2008 361.45ｱ

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

誠信書房 1995 143.5ﾌ

アサーティブトレーニングBOOK　I'm OK,　You're
OKな人間関係のために

小柳　しげ子　（他） 新水社 2008 361.45ｱ

アサーティブネスへようこそ アサーティブジャパン　編
アサーティブジャ
パン

2000 143.5ｱ

あさきゆめみし　１　源氏物語　１　（講談社漫画文 大和　和紀 講談社 2001 726.1ﾔ
あさきゆめみし　２　源氏物語　２　（講談社漫画文 大和　和紀 講談社 2001 726.1ﾔ
あさきゆめみし　３　源氏物語　３　（講談社漫画文 大和　和紀 講談社 2001 726.1ﾔ
あさきゆめみし　４　源氏物語　４　（講談社漫画文 大和　和紀 講談社 2001 726.1ﾔ
あさきゆめみし　５　源氏物語　５　（講談社漫画文 大和　和紀 講談社 2001 726.1ﾔ
あさきゆめみし　６　源氏物語「宇治十帖」編　６
（講談社漫画文庫）

大和　和紀 講談社 2001 726.1ﾔ

あさきゆめみし　７　源氏物語「宇治十帖」編　７
（講談社漫画文庫）

大和　和紀 講談社 2001 726.1ﾔ

朝日新聞記者みどリの政界志願 松島　みどり 飛鳥新社 1995 312.1ﾏ
あざやかな女たち 佐田　智子 すずさわ書店 1983 281.04ｻ
アジアから来た花嫁　迎える側の論理 宿谷　京子 明石書店 1988 329.84ｼ
アジア・女性・沖縄が問う日本 安斎　育郎（他） かもがわ出版 1996 210.76ｱ
アジア女性基金公開フォーラムの記録　だから戦争
の論理と心理

女性のためのアジア平和国
民基金

女性のためのア
ジア平和国民基

2003 FW391.1ｱ

アジア女性交流史　明治　大正期篇 山崎　朋子 筑摩書房 1995 367.22ﾔ

アジア女性史　比較史の試み
アジア女性史国際シンポジウ
ム実行委員会  編

明石書店 1997 367.22ｱ

アジア・太平洋地域の女性政策と女性学 原　ひろ子（他）  編 新曜社 1996 367.22ｱ
アジアに生きる子どもたち 松井　やより 労働旬報社 1991 369.4ﾏ
アジアに生きる女性たち　女性労働者との交流十五 広木  道子 ドメス書房 1999 367.1ﾋ
アジアの女たち 松井　やより 旬報社 1998 367.22ﾏ
アジアの女たちと宗教 山下　明子 解放出版社 1997 162.1ﾔ
アジアの子どもとセックスツーリスト　続 アジアの子
どもと買春

ロン・オグレディ 明石書店 1995 368.4ｵ

アジアの子どもと買春 ロン・オグレディ 明石書店 1993 368.4ｵ

アジアの社会変動とジェンダー
田村　慶子  編著、篠崎  正
美  編著

明石書店 1999 367.22ﾀ

アジアの女性指導者たち 山崎　朋子　編著 筑摩書房 1997 282ﾔ
アジアの人権教育　人権、学校そして社会 ヒューライツ大阪  編 明石書店 2000 371.56ｱ
あしたの家族　信じること・愛すること 村松　基之亮 ミネルヴァ書房 1989 367.3ﾑ
あしたはあした、今日は今日　なんとかなるさと思え
てくる３６話

菅野　泰蔵 サンマーク出版 1997 146.8ｽ

葦笛のうた　足立・女の歴史 足立女性史研究会 ドメス出版 1989 367.2ｱ
葦笛のうた　足立・女の歴史 足立女性史研究会 ドメス出版 1989 367.2ｱ
阿闍世コンプレックス 小此木  啓吾  編、北山  修 創元社 2001 146.1ｱ
明日をうたう　命ある限り 三浦  綾子 角川書店 1999 914.6ﾐ

明日を創る　婦人民主クラブと私 婦人民主クラブ（再建）　編
婦人民主クラブ
（再建）

1991 367ｱ

明日を展く  通史　通史・婦人民主クラブの５０年 婦人民主クラブ（再建）  編
婦人民主クラブ
（再建）

2000 367ｱ

明日を拓く  年表　年表・婦人民主クラブの５０年 婦人民主クラブ（再建）  編
婦人民主クラブ
（再建）

1996 367ｱ

明日をもっと輝いて　後半生を豊かに過ごすライフス フローレンス　西村 講談社 1998 914.6ﾆ

あすか時代の古墳　検証!府中発見の上円下方墳
府中文化振興財団府中市郷
土の森博物館　編

府中文化振興財
団府中市郷土の
森博物館

2006 025.8ｱ

預かり保育～デイリープログラム５５ 水野  豊二 明治図書出版 2000 376.15ﾐ
あずさの性の話・生の話　増補版　女と男が生きる 宮子　あずさ 新泉社 1989 367.9ﾐ
明日の家族　自立と協調の実現 袖井　孝子  編、鹿嶋  敬  編 中央法規出版 1995 367.3ｿ
アスファルトのたんぽぽ　「いじめ」は戦後社会の総 青木　悦 坂本鉄平事務所 1996 371ｱ
アスペルガー症候群のある子どものための新キャリ
ア教育　小・中学校のいま、家庭と学校でできること

本田　秀夫、日戸　由刈　編
著

金子書房 2012 378.6ﾎ



アスペルガータイプの夫と生きていく方法がわかる
本　カサンドラ症候群の悩みから抜け出す９つのヒ
ント（心のお医者さんに聞いてみよう）

宮尾　益知、滝口のぞみ（監
修）

大和出版 2019 493.76ｱ

遊びを基盤にした保育　楽しい遊びと幼児の個性的
前面発達の保障のために

山田　敏 明治図書出版 1999 376.1ﾔ

遊びの大事典 増田　靖弘（他）　編 東京書籍 1989 781.9ｱ
遊びの大事典　　実技編 増田　靖弘（他）　編 東京書籍 1989 781.9ｱ
遊びの治癒力 Ｈ．ツリガー 黎明書房 2000 146.82ﾂ
あたりまえの暮らしを保障する国デンマーク 上野　勝代〔他〕編著 ドメス出版 2013 367.3ｱ
あたしが海に還るまで 内田　春菊 文藝春秋 1996 913.6ｳ
あたしのこと憶えてる 内田　春菊 新潮社 1997 913.6ｳ
あたたかいふれあいの再認識　気づきの処方箋　第 花岡　芳雄　（他） 金原出版 2005 146.8ｱ
足立区男女共同参画行動計画 第7次(概要版) 足立区 編 足立区 2018 FW367ｱ
足立区男女共同参画行動計画 第7次 足立区 編 足立区 2018 FW367ｱ
足立区男女共同参画行動計画年次報告書　平成27 足立区　編 足立区 2016 FW367ｱ
足立区男女共同参画事業概要　平成26年度 足立区　編 足立区 2016 FW367ｱ
足立区男女共同参画に関する区民及び区内大学生
意識調査調査報告書　（概要版つき）

足立区 編 足立区 2019 FW367ｱ

足立区男女共同参画に関する区民及び区内大学生
意識調査報告書　(概要版つき）

足立区 編 足立区 2017 FW367ｱ

頭にやさしい雑学読本　１　ちょっと意外ないい話 竹内　均　編 同文書院 1992 049ﾀ1
頭にやさしい雑学読本　２　カレーライスからホーキ
ング博士まで

竹内　均　編 同文書院 1991 049ﾀ2

頭にやさしい雑学読本　４　ヒトの誕生ふしぎ編 竹内　均　編 同文書院 1991 049ﾀ4
頭にやさしい雑学読本　５　肉体のふしぎ編 竹内　均　編 同文書院 1991 049ﾀ5
頭のいい子を育てるおはなし３６６　1日1話3分で読 主婦の友社  編 主婦の友社 2011 908ｱ
新しい朝のひびき 渡辺　道子 ドメス出版 1992 914.6ﾜ
新しいお葬式の知識　上手な葬式 加賀　雄治 東京書店 1999 385.6ｶ
新しい家族社会学　４訂版 森岡　清美、望月　嵩 培風館 1997 367.3ﾓ
新しい家族のための経済学　変わりゆく企業社会の
なかの女性

大沢　真知子 中央公論社 1998 366.38ｵ

新しい家庭科を創るために 半田　たつ子　編著 ウイ書房 1993 375.5ｱ
新しい家庭教育 玉井　美知子　編著 ミネルヴァ書房 1993 379.9ｱ
新しい教養を求めて 筒井  清忠 中央公論新社 2000 002ﾂ
新しい女性の創造 ベティ・フリーダン 大和書房 1986 367.2ﾌ
新しい性の知識　すばらしい愛を築くために ヘレン・シンガー・カプラン 星和書店 1997 491.35ｶ
新しいソーシャルワーク入門　ジェンダー、人権、グ
ローバル化

河野  貴代美  編、杉本  貴
代栄  編

学陽書房 2001 369.1ｱ

あたらしい旅立へ離婚とそれから　損をしない財産
分与・慰謝料の取り方・離婚後の生活までを完全図

有吉　春代 明日香出版社 1998 324.62ｱ

新しい人間関係　真実の自己実現を求めて 広岡　義之 創言社 1995 361.7ﾋ
新しいパパの働き方　仕事も家庭も！欲張りガイド ファザーリング・ジャパン 学研教育出版 2014 367.3ｱ
新しい労基法に正しく対応する本　部長以上のため
の、読む本でなく使う本 社長・人事者必携

改正労基法実務研究会 中経出版 1999 366.15ｱ

新しき鍵　私の幸福論 三浦　綾子 光文社 1995 914.6ﾑ
当たり前の一言がいえる人、いえない人　会社で教
えない人間関係のエッセンス

福田　健 文香社 1999 361.45ﾌ

アダルト・チャイルドが自分と向き合う本
アスク・ヒューマン・ケア研修
相談室  編

アスク・ヒューマ
ン・ケア

1997 367.3ｱ

アダルト・チャイルドが人生を変えていく本
アスク・ヒューマン・ケア研修
相談室  編

アスク・ヒューマ
ン・ケア

1997 367.3ｱ

アダルト・チャイルドの理解と回復 斎藤　学（他） ヘルスワーク協 1998 493.7ｱ
アダルトチャイルド物語　リカバリー日本版 大越　崇 星和出版 1996 367.6ｵ
アダルト・チルドレン癒しと再生 秋月　菜央 二見書房 1997 146.1ｱ
アダルト・チルドレン癒しのワークブック　本当の自
分を取りもどす１６の方法

西尾　和美 学陽書房 1998 146.8ﾆ

アダルト・チルドレンが自分を愛するための１２章 ＡＣ研究班　編 三心堂 1998 146.1ｱ
アダルト・チルドレンからの出発 スザニー・ソマーズ 現代書館 1997 936ｿ
アダルト・チルドレン完全理解　一人ひとり楽にいこ 信田　さよ子 三五館 1996 146.1ﾉ
アダルト・チルドレンと癒し　本当の自分を取りもど 西尾　和美 学陽書房 1997 146.1ﾆ
アダルト・チルドレンと家族　心のなかの子どもを癒 斎藤　学 学陽書房 1996 146.8ｻ
アダルトチルドレンと共依存 緒方　明 誠信書房 1996 146.1ｵ
アダルトチルドレンと少女漫画　人並みにやってこれ
た女の子達へ

荷宮　和子 廣済堂出版 1997 367.68ﾆ

アダルトチルドレン・マザー　よい母があぶない 橘　由子 学陽書房 1996 367.3ﾀ
アダルトチルドレン恋愛・結婚症候群　自分探しの 中村　延江 ベストセラーズ 1997 146.1ﾅ
あつかましき人々 マルグリット・デュラス 河出書房新社 1995 953ﾃﾞ
熱き料理人の詩　中華鍋から人生が見える 井本　和幸 ＭＢＣ２１ 1996 914.6ｲ



あったか動物記　ヒトよりヒューマン 中川　志郎　監修 同文書院 1992 480.4ﾅ
会ってみたくなる履歴書・職歴書と添付手紙の書き 福沢　恵子 成美堂出版 2007 336.42ﾌ
あっぱれ冠婚葬祭　これからのスタンダード 小林　カツ代、林　佳恵 朝日出版社 1998 385ｺ
あっぱれ夫婦学　いつも朗らか 斎藤　茂太 同文書院 1993 367.3ｻ
圧力鍋とっておき料理　どの鍋でもおいしく作れる
メーカー別調理時間つき

浜内  千波 グラフ社 2000 596ﾊ

アディクション　治療相談先・全ガイド  回復の場所
はどこにあるのか

アルコール問題全国市民協
会  編

アスク・ヒューマ
ン・ケア

1995 493.15ｱ

アディクション　治療相談先・全ガイド　こんなことで
悩んでませんか？

アルコール薬物問題全国市
民協会　編

アスク・ヒューマ
ン・ケア

2002 493.15ｱ

アディクションアプローチ　もうひとつの家族援助論 信田　さよ子 医学書院 1999 146ﾉ
あと半分の教育　心を置き去りにした日本人 井深　大 ごま書房 1988 371.5ｲ
アトピー性皮膚炎がよくわかる本　こうすれば長引
かない、早くよくなる

川島　眞 小学館 1999 494.8ｶ

アトピー性皮膚炎はこわくない　アトピーが治らない 三好　基晴 三一書房 1997 494.8ﾐ
アトピーに克つネットワーク　母と子が探った現代ア
トピー事情

金丸　弘美、アトピッ子地球
の子ネットワーク  編

廣済堂出版 1996 493.93ｶ

アドラー博士の子育てアドバイス 星　一郎 ごま書房 1996 379.91ﾎ
アドラー博士の子どもに自信をつける３０の方法 星　一郎 ごま書房 1998 379.9ﾎ
アドラー博士の子どものウソの見抜き方 星　一郎 ごま書房 1996 379.9ﾎ
アドラー博士の子どもの潜在力を引き出す法 星　一郎 ごま書房 1996 379.9ﾎ
あなたを生かす自己表現　自分の魅せ方、見られ方 グレン・ウィルソン  編著 同朋舎 1998 141.9ｳ
あなたを縛る思い込みから抜け出す法　信じてはい
けない４０の教え

アーノルド・ラザルス（他） ダイヤモンド社 1998 159ｱ

あなたがうまれたひ　児童書 デブラ・フレイジャー 福音館書店 1999 461ﾌ
あなたが選ぶ老人介護　ドキュメントこうすれば介護
地獄は避けられる

渡辺　千鶴  編、佐藤  孝子
編

宝島社 1998 369.26ﾜ

あなたがキレる瞬間　ヒトはなぜ暴力をふるうのか ニコラス・レグシュ 柏書房 1997 145.7ﾚ
あなたが子どもだったころ　こころの原風景 河合　隼雄 講談社 1995 914.6ｶ

あなたがストーカーに狙われたとき
メリタ・ショーム、カレン・パ
リッシュ

現代書館 1997 368.64ｼ

あなたが「僕」を知ったとき　性同一性障害、知られ
ざる治療の真実

前田　健裕 文芸社 2009 916ﾏ

あなたが守るあなたの心・あなたのからだ 森田　ゆり 童話館出版 1997 316ﾓ
あなたが私を見つける所 アン・ビーティ 草思社 1990 933ﾋﾞ
あなたが笑うと、あなたの大切な人が笑うよ　毎日
かあさん名言集

西原　理恵子 毎日新聞出版 2017 159ｻ

あなただけのインストラクターパソコン・キーボードす
らすら入力　これでやっとＷｉｎｄｏｗｓも使えるように
なる手とり足とり版

ＴＯＡＣ オーエス出版 1997 548.2ｱ

あ・な・た・た・ち　自我からの癒し 上野　千鶴子
日本放送出版協
会

1995 914.6ｳ

あなたと歩く世界の名峰 今井  通子 小学館 2000 290.93ｲ

あなたと読む恋の歌百首 俵　万智
朝日新聞社出版
局

1997 911.16ﾀ

あなたならどうしますか？　私は指で語り、車輪で歩 竹中　教子 文芸社 2010 369.27ﾀ
あなたに似合う色がわかる本 深井　寿乃 マール社 1996 757.3ﾌ
あなたに似た家族　心の絆が見えない人へ 沖藤　典子 徳間書店 1999 913.6ｵ
あなたの笑顔をとりもどすヒント　元気が出る、とって
おきグッズ＆ハウツー

山谷　えり子 ＰＨＰ研究所 1997 914.6ﾔ

あなたの想いを行動に　小宮山洋子の解説集＆ 小宮山　洋子 育英舎 1998 360ｺ
あなたの家庭の危機管理　災害・事故を生き抜く知
恵と方法

牛場　靖彦 ジャパンタイムズ 1995 367ｳ

あなたの強迫神経症　新版 和久　廣文 オーエス出版 1997 493.74ﾜ
あなたの子育て診断します    　母親の個性を生か
した「子育て」を！

田中  喜美子、ニュー・マザリ
ングシステム研究会

小学館 2000 599ﾀ

あなたの子どもを救えますか　アメリカで見た学校教
育のヒント

野口　桂子 マネジメント伸社 1998 372.53ﾉ

あなたの子どもを守れますか　育児不安・いじめ・不
登校・そして十代の性

辻井　正 編集工房ノア 1995 379.9ﾂ

あなたの子どもが「自立」した大人になるために 平川　理恵 世界文化社 2014 370.4ﾋ
女性の知らない７つのルール　男たちのビジネス社
会で賢く生きる法

エイドリアン・メンデル ダイヤモンド社 1997 336.4ﾒ

あなたの尊厳を全うする生前予約　安心して後半生
を送る準備

柏原  破魔子 実業の日本社 2000 158ｶ

あなたの適職がみつかる本　私サイズのお仕事発 女性の適職研究会　編 芸神出版社 1997 366.29ｱ
あなたの隣の発達障害 本田　秀夫 小学館 2019 493.7ﾎ
あなたの庭リフォームします 保立　美智子（他）  監修 草土出版 1999 627ｱ



あなたのまわりのあぶない人たち　自分を守るマ 山脇　由貴子 大和書房 2008 493.7ﾔ
あなたの弱さは幸せの力になる 神津　十月 海竜社 2000 914.6ｺ
あなたの老後の運命は　徹底比較ルポ・デンマー
ク・ドイツ・日本

大熊　一夫 ぶどう社 1996 369.26ｵ

あなたの老後は安心ですか　公的介護保険制度と
老いの安心学

宮内　博一 海竜社 1997 367.7ﾐ

貴女も社長になりましょう　自分サイズで起業するＡｔ 河添　恵子 ＰＨＰ研究所 1995 335.4ｶ
あなたも女優になろう　素敵な女性になるためヒント つか　こうへい 光文社 1997 772.1ﾂ
あなたもシングル？ 千野　境子　編著 ユック舎 1983 367.4ﾁ
あなたも治る冷え症便秘生理痛 高橋　順子 永岡書店 1999 495.4ﾀ
あなたは男、私は女　私の違いを聴いて マリエラ・リギーニ 名古屋風媒社 1991 367.2ﾘ
あなたは子どもに何を伝え残しますか 相馬　雪香 祥伝社 2002 379.9ｿ
あなたは主婦が好きですか？ 石川　結貴 中央公論新社 2002 367.3ｲ
あなたは、信じるだけでいい　新装　夢の数だけ幸
せになれる

金盛　浦子 大和出版 1998 159.6ｶ

あなたはちっともわるくない 安藤  由紀 岩崎書店 2001 930ｱ
あなたはひとりじゃない　悩める母たちへ子供たち 大平  光代 光文社 2001 914.6ｵ
あなたはもう、思ったとおりに生きていい　ほんとう
の自信を育てる本

松本　直美 大和出版 1997 159ﾏ

あなたはもう幻想の女しか抱けない 速水　由紀子 筑摩書房 1998 367.21ﾊ
あなたは老後、誰と、どこで暮らしますか 佐橋　慶女　編 文藝春秋 1997 914.68ｻ

アニマル・ヒーリング　動物が病を癒す
スーザン・チエルナーク・マケ
ルロイ

学習研究社 1996 936ﾏ

あの青空をふたたび　教育基本法のこころ 丸木　政臣 岩波書店 1997 373.2ﾏ
あの方を斬ったの…それがしです　日本史の実行犯 長谷川　ヨシテル ベストセラーズ 2018 281,04ﾊ
あのころ さくら　ももこ 集英社 1996 914.6ｻ
あのとき、この人　女性行政推進機構の軌跡 縫田　曄子 ドメス出版 2002 367.1ﾇ
あの女性がいた東京の街　２４のタイムトンネルの
向こう側

川口　明子 芙蓉書房出版 1997 281ｶ

あの人はなぜ好かれるのだろう?なぜ素敵になった
のだろう?

神津カンナ 三笠書房 2004 361.45ｺ

あの夜、君が泣いたわけ　自閉症の子とともに生き 野沢　和弘 中央法規出版 2010 914.6ﾉ
暴れる系の女たち 衿野　未矢 講談社 2006 141.6ｴ
あひるのジマイマのおはなし　（ピーターラビットの絵
本１１）

ビアトリクス・ポター　作・絵、
いしい　ももこ　訳

福音館書店 1988 933ﾎﾟ

阿仏尼とその時代　うたたねが語る中世
田淵  句美子、国文学研究資
料館  編

臨川書店 2000 915.4ﾀ

あぶない化粧品　新々　美しく生きるために 日本消費者連盟　編著 三一書房 1996 576.7ｱ
あぶないコンビニ食　日本人を狂わせる５つの有害 山田　博士 三一書房 1996 498.51ﾔ
危ない生命操作食品 天笠  啓祐 コモンズ 2000 615.2ｱ
あぶない電磁波　続　ケイタイで、脳しゅよう急増中 船瀬　俊介 三一書房 1998 547.51ﾌ
危ない夫婦の再生術　三カ月で夫婦はステキに変
われる！

荒木　次也 リヨン社 2006 367.3ｱ

油絵を描く 山本　文彦
日本放送出版協
会

1996 724.3ﾔ

アプリイ・ダプリイのわらべうた　（ピーターラビットの
絵本２２）

ビアトリクス・ポター　作・絵、
いしい　ももこ　訳

福音館書店 1993 933ﾎﾟ

アフリカの女性とリプロダクション　国際社会の開発
言説をたおやかに超えて（龍谷大学社会科学研究
所叢書　第１１１巻）

落合　雄彦（編著） 晃洋書房 2016 367.24ｵ

あふれたら話そう　話し方が変わると生き方が変わ
る  家もできる話し方のレッスン

上野　重義 現代書林 1995 809.4ｳ

阿部定　昭和十一年の女 粟津　潔（他） 田畑書店 1976 916ｱ

あほらし屋の鐘が鳴る 斉藤　美奈子
朝日新聞社出版
局

1999 914.6ｻ

甘えてもいいんだよ　あなたをわかってくれる人は、
きっといる

富田　富士也 大和出版 1998 159.5ﾄ

あま噛み 小林　由紀子 世界文化社 1995 914.6ｺ
海女たちの四季　白間津・房総半島海浜のむらから 田仲　のよ  著、加藤  雅毅 新宿書房 1983 384.36ﾀ
余った人生なんてない　高齢社会と「医職住＋友」 古屋　和雄 かもがわ出版 1998 367.7ﾌ
天照らす、持統 小石　房子 作品社 1999 913.6ｺ
アマニタ・パンセリナ 中島　らも 集英社 1995 916ﾅ
雨水を飲みながら　あるフェミニストの回想 Ａ．Ｋ．シャルマン みすず書房 1998 934.7ｼ
蛙鳴 莫　言 中央公論新社 2011 923.7ﾓ
雨の日のネコはとことん眠い　キャットおもしろ博物 加藤　由子 ＰＨＰ研究所 1991 489ｶ
アメリカ家政学前史　ドメスティック・フェミニストの思
想  ビーチャーからリチャーズへ

今井　光映　編著 光生館 1992 590.25ｲ



アメリカ研究とジェンダー 渡辺　和子　編
世界思想社教学
社

1997 302.53ﾜ

アメリカ黒人姉妹の一世紀　家族・差別・時代を語る セラ・ルイーズ・デレイニィ 彩流社 2000 289ｱ
アメリカ黒人女性作家論 加藤　恒彦 御茶の水書房 1992 930.29ｶ
アメリカ女性学入門 Ｂ・シンクレア 勁草書房 1987 367.2ｼ
アメリカ女性作家小事典 前田　絢子、勝方　恵子 雄松堂出版 1993 930.29ﾏ
アメリカ人のソ連観 下村　満子 朝日新聞社 1986 319.5ｼ
アメリカ生活１１０番 奥　田鶴子、ミラー 喜美子 リバティ書房 1992 302.5ｵ
アメリカ性差別禁止法 クレア・シャーマン・トーマス 木鐸社 1997 322.95ﾄ
アメリカ西部の女性史 篠田　靖子 明石書店 1999 367.25ｼ
アメリカ大統領の妻たち　Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌ Ｗｉｖｅｓ ポール・Ｆ・ボラー・ジュニア メタモル出版 2000 367.25ﾎﾟ
アメリカに生きる彼女たち　一九四九～一九九五雑
誌広告に見るアメリカ女性像

片岡　義男 研究社出版 1995 367.25ｶ

アメリカの男と女 千葉　敦子 彩古書房 1987 367.2ﾁ
アメリカの女性大学：危機の構造 坂本　辰朗 東信堂 1999 377.25ｻ
アメリカの女性の歴史　自由のために生まれて サラ　Ｍ．エヴァンズ 明石書店 1997 367.25ｴ
アメリカ初の障害者差別禁止法はこうして生まれた リチャード Ｋ．スコッチ 明石書店 2000 369.27ｽ
アメリカ・フェミニズムの社会史 有賀　夏紀 勁草書房 1988 367.25ｱ
アメリカ・フェミニズムのパイオニアたち　植民地時
代から１９２０年代まで

武田  貴子（他） 彩流社 2001 367.25ｱ

アメリカ婦人宣教師　来日の背景とその影響 小桧山　ルイ 東京大学出版会 1992 367.25ｺ
アメリカはなぜ日本に原爆を投下したのか ロナルド・タカキ 草思社 1995 209.75ﾀ
アメリカン・ドリーム　摩天楼を駆けぬけた女たち 家田　荘子 徳間書店 1996 913.6ｲ
雨はあした晴れるだろう 三浦　綾子 北海道新聞社 1998 913.6ﾐ
あやし～怪 宮部  みゆき 角川書店 2000 913.6ﾐ

荒川区男女共同参画社会推進計画　第４次　《平成
２８年度～平成３２年度》

荒川区男女平等推進セン
ター(アクト２１）

荒川区男女平等
推進センター（ア
クト２１）

2016 FW367ｱ

荒川区配偶者暴力の防止及び被害者保護のため
の計画

荒川区男女平等推進セン
ター（アクト２１）

荒川区男女平等
推進センター（ア
クト２１）

2013 FW367.3ｱ

嵐の乙女シンドローム　高学歴・美人を暴発させる
心のやまい

稲村　博 ネスコ（日本映像 1995 493.76ｲ

新たな取組を必要とする防災分野における男女共
同参画の推進について報告書

府中市男女共同参画推進懇
談会

府中市団共同参
画推進懇談会

2008 FW367ﾌ

新たな取組を必要とする防災分野における男女共
同参画の推進について報告書

府中市男女共同参画推進懇
談会

府中市団共同参
画推進懇談会

2008 FW367ﾌ

アラビアの風に吹かれて 石井　義治 立風書房 1991 304ｲ

ありがとうございません 檀　ふみ
日本経済新聞社
出版局

1998 914.6ﾀﾞ

ありかのおもい・・・あなたへ 藤　亜里佳 海鳥社 2001 726.6ﾄ
アリス　ブロードウェイを魅了した天才ダンサー川畑
文子物語

乗越　たかお 講談社 1999 769.1ﾉ

アリス・Ｂ．トクラスの料理読本　ガートルード・スタイ
ンのパリの食卓

アリス　Ｂ．トクラス 集英社 1998 596.23ﾄ

アリーテ姫の冒険　児童書 ダイアナ・コールス 学陽書房 1989 933ｺ
アリーテ姫のぼうけん　＊絵本　児童書 ダイアナ・コールス 学陽書房 1992 933ｺ
アリーテ姫の冒険　児童書 ダイアナ・コールス 学陽書房 1989 933ｺ
ありのままで 五十嵐  めぐみ 教育史料出版会 2000 914.6ｲ
ありのままの自分を愛してあげよう　新装　だいじょ
うぶ、我慢しなくてもうまくいく

金盛　浦子 大和出版 1998 159.6ｶ

アリラン峠の女　増補新版　ある女性革命家への回 高　峻石 田畑書店 1989 289ｺ
歩いた、よかった、ふれあった　夫婦で歩き通した東
海道自然歩道の一六年

田中　正八郎、田中  はるみ 山と渓谷社 1993 291ﾀ

歩いてきた道　新版 山本　安英 未来社 1987 775.1ﾔ
ある奇人の生涯 本田　成親 木耳社 2013 289ﾎ
アルコール依存症　その心の癒しと回復 米田　英之 星和出版 1999 493.15ﾖ
アルコール中毒　新装版　物語風 なだ　いなだ 五月書房 1996 493.15ﾅ
アルコール・ラヴァー　ある女性アルコール依存症
者の告白

キャロライン・ナップ 早川書房 1997 368.86ﾅ

ある作家の日記 ヴァージニア・ウルフ みすず書房 1999 933.6ｳ

アルザフォーラム報告集　２０１５
アルザフォーラム実行委員会
２０１５　編

アルザフォーラ
ム実行委員会２

2016 FW367ｱ

アルザフォーラム報告集　２０１６
アルザフォーラム実行委員会
２０１６　編

アルザフォーラ
ム実行委員会２

2017 FW367ｱ

ｱﾙｻﾞﾌｫｰﾗﾑ報告集 2017
アルザフォーラム実行委員会
２０１7　編

アルザフォーラ
ム実行委員会
2017  編

2018 FW367ｱ



アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス 早川書房 1994 933ｷ
ある性転換者の記録 虎井　まさ衛、宇佐美  恵子 青弓社 1997 491.35ﾄ
或る戦後　上 シモーヌ・ド・ボーヴォワール 紀伊国屋書店 1965 953ﾎﾞ1
或る戦後　下 シモーヌ・ド・ボーヴォワール 紀伊国屋書店 1965 953ﾎﾞ2
ある日本軍慰安婦の回想　フィリピンの現代史を生 マリア・ロサ・Ｌ．ヘンソン 岩波書店 1995 289ﾍ

アルバイト・トラブル　こんなときどうする 野崎　和義、池田　久世
ＮＣコミュニケー
ションズ

1998 366.8ﾉ

ある夫婦のかたち　もう一度と考える妻たち 本岡　典子 三五館 1996 367.4ﾓ
あるフェミニストの告白 ナワル・エル・サーダウィ 未来社 1989 929.76ｻ
あれも家族これも家族　個を大事にする社会へ 福島  瑞穂 岩波書店 2001 367.3ﾌ
アロマセラピーでキャリアアップ　２　３７人のアロマ
コーディネーターたち

日本アロマコーディネーター
協会  編著

プラス出版 1997 492.5ｱ2

アロマテラピーの教科書　いちばん詳しくて、わかり
やすい！

和田　文緒 新星出版社 2009 499.87ﾜ

アロマテラピー入門　芳香療法のすすめ　香りのパ
ワーでイキイキ健康・おしゃれ術

佐々木　薫 ブティック社 1997 492.5ｻ

アロマテラピー入門 中安　一成　監修 主婦と生活社 1998 492.5ﾅ
アロマテラピーの資格をとるための本 ｏｆｆｉｃｅ楝 双葉社 2000 492.5ｱ

アロマテラピーハンドブック
香りの総合学院ＧＲＡＳＳＥ
監修

池田書店 1996 492.5ｱ

アロマテラピーＬＥＳＳＯＮ 林　真一郎 主婦の友社 1995 492.5ﾊ
哀れみはいらない　全米障害者運動の軌跡 ジョセフ・Ｐ・シャピロ 現代書館 1999 378ｼ
ａｎ・ａｎ　ＧＡＲＤＥＮ　ＢＯＯＫ　１ 秦　義市郎　編 マガジンハウス 1997 620ｱ1

アンクル・トム物語　（こども世界名作童話２７）
ストー夫人　作、中山　知子
文、倉橋　達治　絵

ポプラ社 1988 933ｽ

安心して治す子宮筋腫　専門医がわかりやすく教え
る知識と治療法

竹内　理恵 池田書店 1998 495.43ﾀ

案ずるより産むが優し 大場　ナナコ 扶桑社 2007 598.2ｵ
安全・確実安心のピルの本 菅　睦雄 保健同人社 1998 495.48ｽ
安全なお産、安心なお産　「つながり」で築く、壊れな
い医療

河合　蘭 岩波書店 2009 495.7ｶ

アンチ・クロワッサン症候群結婚しない女たちの素 わいふ編集部　編 社会思想社 1989 367.4ｱ
アンデスの女たち　フェミニズムに燃える  アンデス
山脈からフェミニズムが生まれた

キャロル・アンドレアス ＢＯＣ出版部 1995 367.26ｱ

アントレプレナーシップとシティズンシップ　（キャリア
デザイン選書）

小門　裕幸 法政大学出版局 2012 366.29ｺ

アンネ・フランク心の旅路 谷口　長世 講談社 1996 293.58ﾀ
今からはじめるＴｗｉｔｔｅｒ＆Ｆａｃｅｂｏｏｋ入門 篠田　ヒロシ、佐々木　和宏 マイナビ 2012 547.48ｼ

「慰安婦」関係文献目録
女性のためのアジア平和国
民基金  編

ぎょうせい 1997 028ｲ

慰安婦と戦場の性 秦　郁彦 新潮社 1999 368.4ﾊ
慰安婦問題Ｑ＆Ａ　自由主義史観へ女たちの反論 アジア女性資料センター 明石書店 1997 367.2ｲ
慰安婦問題と教科書攻撃　ドキュメント 俵　義文 高文研 1997 375.9ﾀ

いいお産がしたい 農山漁村文化協会　編
農山漁村文化協
会

1995 598.2ｲ

いい男の時代 下村　満子 ＰＨＰ研究所 1996 367.04ｼ
いい女になるための自分育ての１２章　恋・結婚・仕
事・生きがい

中村　メイコ 三笠書房 1990 159ﾅ

いい女は　誰かのナニかなんてイヤ 八坂　裕子 フォー・ユー 1988 914.6ﾔ
いい女は生き方なんかこだわらない 松原　惇子 ＰＨＰ研究所 1997 159.6ﾏ
いい加減な人ほど病気が治るふしぎな法則 弦本　日芳 リヨン社 1999 493.09ﾂ
いい子を悩ます強迫性障害Ｑ＆Ａ 富田　富士也 ハート出版 1996 146.82ﾄ
いい子に育ててごめんなさい　大人がゆがめる子ど
もの個性

前原　寛 南方新社 1997 371.4ﾏ

いい子ほどアダルト・チルドレンになりやすい ＡＣ研究班　編 三心堂 1997 146.82ｲ
言いたくても言えないわたし脱出大作戦　自信がつ
くアサーション

河村　ふみ 新水社 2002 361.45ｶ

いい妻、リセット宣言　定年夫のストレスから解放さ
れる、魔法の法則教えます！

百世　瑛衣乎 共同通信社 2007 367.3ﾓ

いいとこ探しののびのび子育て　お母さんのための
元気読本

高柳　滋治 合同出版 1997 379.9ﾀ

言いにくいことをうまく伝える会話術 ダグラス・ストーン（他） 草思社 1999 809.2ｲ
いい人間関係が面白いほどできる本　知りたいこと
がすぐわかる　してはいけないこと、どんどんすべき

繁田　千恵 中経出版 2004 361.45ｼ

いい母親をやめたい事情　家族とつながりたい妻た
ちＳＯＳ

富田  富士也 佼成出版社 2000 367.3ﾄ

いい人をやめると楽になる　敬友録 曽野　綾子 祥伝社 1999 914.6ｿ
いい夫婦しませんか 多湖　輝 ごま書房 1997 367.3ﾀ



家をつくって子を失う　中流住宅の歴史ー子供部屋
を中心に

松田　妙子
住宅産業研修財
団

1998 527ﾏ

家中みんなのお弁当１０００　３６６日役立つ 講談社　編 講談社 1996 596ｲ
家づくり気分一新のリフォーム 女性建築技術者の会 講談社 1998 527ｲ
ｙｅｓ，Ｂｕｔ　フェミニズム心理学をめざして ジーン・ベーカー・ミラー 新宿書房 1989 367.2ﾐ
家で看とる看とられる　訪問看護婦が見つめたお年
寄りの在宅ケア

松山　和江 保健同人社 1997 369.26ﾏ

家と子どもは誰のもの　サイフを握った妻の日本史 武光　誠
ネスコ（日本映像
出版）

1996 367.3ﾀ

家と女性 石川　栄吉（他） 三省堂 1989 367.3ｲ

家と女性の社会史
京都橘女子大学女性歴史文
化研究所  編

日本エディタース
クール出版部

1998 367.2ｲ

家の存続戦略　歴史社会学的考察 米村　千代 勁草書房 1999 361.63ﾖ
家康の戦略 児玉　幸多（他） 小学館 1992 289ｲ
猪飼野路地裏通りゃんせ 金　香都子 名古屋風媒社 1988 289ｷ
怒りが消える心のトレーニング　図解　アンガーマ
ネージメント超入門

安藤　俊介
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2018 141.6ｱ

怒りのダンス　人間関係のパターンを変えるには Ｈ．Ｇ．レーナー 誠信書房 1993 146ﾚ3

怒れる女たち　ＡＮＧＲＥＹ　ＷＯＭEN  1
アンドレア・ジュノー  編、Ｖ．
ヴェイル  編

第三書館 1995 367.25ｼﾞ

怒れるプリン　こどもに訪れる初めてのできごと４０
種

安住　磨奈
ジャパンマシニ
スト社

1997 914.6ｱ

いきいきと生き抜くために　自立をめざす女子教育 柳　淑子 現代書館 1982 376.9ﾔ
いきいきと手紙を書く 轡田　隆史 講談社 1999 816.6ｸ
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

永井  祐子 はまの出版 2001 366.2ﾅ

生きがいの社会学　高齢社会における幸福とは何 高橋   勇悦  編、和田  修一 弘文堂 2001 367.7ｲ
生き甲斐のゆくえ　定年から大往生へ 木津川　計 かもがわ出版 1997 367.7ｷ
生き方が変わる女の整理収納の法則　住まい＆オ
フィスで片づけ上手になる極意

飯田　久恵 太陽企画出版 1995 597ｲ

生き方上手の暮らしファイル 吉田　知子 海竜社 1989 914ﾖ
生き方素敵にひらめきノート 熊井　明子 海竜社 1998 914.6ｸ
生き方の深い人浅い人 重兼・芳子 海竜社 1989 914.6ｼ
生き上手死に上手 遠藤  周作 海竜社 1991 914.6ｴ
生き上手は老い上手　チェンジ、チャンス、チャレン
ジでチャーミングに生きる

樋口　恵子 海竜社 1996 159.79ﾋ

生きた恋した女の100年　女はいつも朝日のように 朝日生命広報室　編 共同通信社 1988 281ｱ
生きていてもいいかしら日記 北大路　公子 PHP研究所 2012 914.6ｷ
生きていてよかった 相田　みつを ダイヤモンド社 1998 728.21ｱ

生きている生きてゆく　ビッグパレットふくしま避難所
記

「ビッグパレットふくしま避難
所記」刊行委員会　編

「ビッグパレット
ふくしま避難所
記」刊行委員会

2011 369.31ｲ

生きてるかぎり学びたい　心豊かに年を重ねる生涯
学習のすすめ

小倉　美津子 ＰＨＰ研究所 1995 914.6ｵ

生きてるだけでいいんです。 香山　リカ 毎日新聞社 2011 493.7ｶ

憤れる女たち　ＡＮＧＲＥＹ　ＷＯＭEN  2
アンドレア・ジュノー  編、Ｖ．
ヴェイル  編

第三書館 1997 367.25ｼﾞ

生き直すための５０の小さな習慣 中谷　彰宏 ＰＨＰ研究所 1998 159ﾅ
いきな女たち　新橋芸者列伝 中村  喜春 草思社 1989 913.6ﾅ
生きにくい子どもたち　カウンセリング日誌から 岩宮　恵子 岩波書店 1997 146.82ｲ
生きにくさの抜け道　子どもと大人の黙示録 毛利　子来 岩波書店 1999 371.4ﾓ
生き延びるための思想　ジェンダー平等の罠 上野　千鶴子 岩波書店 2006 367.1ｳ
異形にされた人たち 塩見　鮮一郎 三一書房 1997 361.86ｼ

イギリス小説の女性たち
鷲見　八重子  編、岡村  直
美  編

勁草書房 1983 930.26ｽ

イギリス女性運動史　フェミニズムと女性労働運動 今井　けい 日本経済評論社 1992 367.23ｲ
イギリス成人教育の思想と制度　背景としてのリベ
ラリズムと責任団体制度

矢口　悦子 新曜社 1999 379.02ﾔ

イギリス成人教育の展開 マイケル  Ｄ． スティーヴンス 明石書店 2000 379.4ｽ
イギリス中世の女たち 石井　美樹子 大修館書店 1997 367.23ｲ
イギリス七つのファンタジーをめぐる旅 さくま  ゆみこ メディアファクト 2000 933ｻ
イギリスの夫婦はなぜ手をつなぐのか 井形　慶子 新潮社 2007 367.3ｲ
イギリス・ファンタジーへの旅 岩野  礼子 晶文社 2000 930.2ｲ
生きる　阪神大震災の現場から 京都新聞社　編 京都新聞社 1995 916ｲ
生きる幸福老いる幸福 宇野　千代 海竜社 1992 914.6ｳ
生きること　新版　自立の思想 加藤　諦三 大和出版 1997 159.7ｶ
生きること老いること 中野　孝次 海竜社 1996 914.6ﾅ
生きることを精一杯楽しむ法 サミュエル・スマイルズ 三笠書房 1997 159ｽ



生きることと死ぬこと　人はなぜ自殺するのか 大原　健士郎
朝日新聞社出版
局

1996 368.3ｵ

生きることにつまづかないために　精神科医がみた
現代に病む人々

町沢　静夫 海竜社 2015 493.72ﾏ

生きることはすごいこと 安野　光雅、河合　隼雄 講談社 1998 140.4ｱ
生きることは挑戦することである　生き方についての
４５８の処方箋

石垣　綾子 海竜社 1990 159.6ｲ

生きる心理死ぬ心理 石川　弘義 新日本出版社 1997 114.2ｲ
生きる愉しみ老いる愉しみ　女と男のシニア・ライ 金森　トシエ 海竜社 1996 367.7ｶ
生きるための死に方 新潮４５　編 新潮社 1991 159ｲ
生きる力を育てる生活指導　いじめ・不登校・問題行
動にどう取り組むか

劔持　勉、壷内　明 明治図書出版 1997 375.2ｹ

生きる力をのばす子育て 武田　京子 汐文社 1985 379.9ﾀ
生きる力を育むわらべうた　わらべうたは人生の入
り口

げ・ん・き編集部  編、羽仁
協子

エイデル研究所 2001 376.1ｲ

生きる力が湧く言葉　失敗は成功より創造的 井上　昭正 泉書房 1997 159.8ｲ
生きるのが上手（うま）い人下手（へた）な人　１０倍
楽しくなる人づき合いの法則

斎藤　茂太 文化創作出版 1989 159ｻ

生きる場からの女性論 浅野　富美枝 青木書店 1995 367.2ｱ
生きるヒント　３　傷ついた心を癒すための１２章 五木　寛之 文化出版局 1995 914.6ｲ3
生きるヒント　　自分の人生を愛するための１２章 五木　寛之 文化出版局 1993 914.6ｲ1
生きるヒント　２　いまの自分を信じるための12章 五木　寛之 文化出版局 1994 914.6ｲ2
生きる勇気と癒す力　性暴力の時代を生きる女性の
ためのガイドブック

エレン・バス、ローラ・デイビ
ス

三一書房 1997 367.9ﾊﾞ

生きるよろこび　二十六歳で重度障害者になって 小幡　哲昭 日本図書刊行会 1997 916ｵ
生きる歓びをみつける本　心の扉をひらく７７のセル
フ・ケア

シャルロット・カスル ダイヤモンド社 1998 146.8ｶ

育休父さんの成長日誌　育児休業を取った6人の男
たち

脇田  能宏（他）、朝日新聞社
編

朝日新聞社出版
局

2000 366.32ｲ

いくこの酒 松本　攸吾 文芸社 2008 913.6ﾏ
いくさ世にいのち支えて　沖縄戦を生きた助産婦の 武田　英子 ドメス出版 1992 916ﾀ
育爺。 ダイアモンド✡ユカイ 講談社 2013 599ﾀﾞ
育児ウラワザ大作戦　全国ママ１０００人の知恵 わたしの赤ちゃん編集部  編 主婦の友社 1997 599ｲ
育児・出産・介護をめぐる法律と助成金申請マニュ
アル　事業者必携　改正育児・介護休業法に完全対

濱田　京子　監修 三修社 2011 366.32ﾊ

育児で会社を休むような男たち 男も女も育児時間を連絡会 ユック舎 1995 366.32ｲ
育児ぶっつけ本番　赤ちゃんのいる暮らしの工夫い 小林　カツ代 学陽書房 1998 599ｺ
育児も男のカイショー 武部　信隆 萌文社 1995 599.04ﾀ
育母書　子育てにとまどうことありますよね 浜　文子 立風書房 1999 379.9ﾊ
池内ひろ美の離婚相談所　迷ったとき係争中離婚
後ーかしこい対処のポイント

池内　ひろ美 日本実業出版社 1997 324.62ｲ

池上彰のこれが「世界のルール」だ！ 池上　彰 文藝春秋 2017 304.ｲ
池上彰のなるほど！現代のメディア　４　ネットとじょ
うずにつきあう

池上　彰　日本語版監修、
ローリー　ハイル

文溪堂 2011 361ﾊ4

異国へ嫁した姫君たち　ヨーロッパ王室裏面史 マリー・クリスチーヌ 時事通信社 1989 288.49ｸ
居心地のいい簡単生活 デボラ・デフォード 文香社 1999 590.4ﾃﾞ
いさかいを残さない上手な相続　財産の分け方・遺
言書の書き方からトラブルまでの解決

長戸路　政行、永田  健二 明日香出版社 1998 324.7ﾅ

イザベラ・バード旅の生涯 Ｏ．チェックランド 日本経済評論社 1995 289ﾁ
遺産相続と相続税がよくわかる本　改訂新版 奥田　周年　監修 日本文芸社 2013 324.7ｲ
遺産分割のことならこの一冊　はじめの一歩 内海　徹、真田　親義 自由国民社 2010 324.7ｳ
意識の闇、無意識の光　アリアドネの糸をたずねて 亀  節子 創元社 2001 141.2ｶ
石ころばあちゃんの手さげ袋　よろこんで生きる老い 伊原　静江 ミネルヴァ書房 1993 367.7ｲ
いじめ・いじめられる関係　５　講演会記録　バタード
ワイフと生き残り

斎藤　学
ヘルスワーク協
会

1998 361.4ｻ5

いじめ・いじめられる関係　６　講演会記録　いじめら
れ体験からの脱皮

斎藤　学
ヘルスワーク協
会

1998 361.4ｻ6

いじめいま、親にできること 安達　倭雅子（他） 木馬書館 1995 371.42ｲ
いじめを考える なだ　いなだ 岩波書店 1996 371ﾅ
いじめをほぐす　親と教員へ緊急のサジェスト 伊藤　友宣 朱鷺書房 1996 367.6ｲ
いじめ心のカルテ 野森　亨 中日新聞本社 1996 371.4ﾉ
いじめ子ども１１０番からの発言 汐見　稔幸、吉川　武彦 岩波書店 1996 371.42ｼ
いじめ社会の子どもたち 鎌田　慧 講談社 1998 371.42ｶ
いじめ少年犯罪に、宣戦布告　緊急出版 史上最強
の告発マニュアル

プレスプラン編集部  編 プレスプラン 2000 367.6ｲ

いじめ世界の子どもたち　教室と深淵 深谷　和子 金子書房 1996 371.4ﾌ
いじめっ子への処方箋　カウンセラー５０人によるい
じめ解決法

松原　達哉　編著 教育開発研究所 1996 371.42ｲ



いじめと妬み　戦後民主主義の落とし子 土居　健郎、渡部　昇一 ＰＨＰ研究所 1997 367.6ﾄﾞ
いじめない　いじめられない　いじめさせない アグネス・チャン 労働旬報社 1996 371.42ﾁ
いじめない、いじめられない育て方　三つの愛の言
葉がわが子を救う

山崎　房一 ＰＨＰ研究所 1995 367.6ﾔ

いじめない自分づくり　子どもの自己変革に挑んだ
教育実践

福田　博行 学陽書房 1997 371.42ﾌ

いじめなんかのりこえよう　認め合い、磨き合う集団
づくりを目ざして

田中　宥行 日本図書刊行会 1997 371.42ﾀ

いじめの時間 江國　香織（他）
朝日新聞社出版
局

1997 913.68ｲ

いじめの心理構造を解く　学校の解放をめざして 地
獄への道は、正義という名の石ころでできている

吉田　脩二 高文研 1996 371.4ﾖ

いじめ、ひとりで苦しまないで　学校のためのいじめ
防止マニュアル  イギリス教育省の試み

池　弘子、香川　知晶 東信堂 1996 371.42ｲ

いじめ、不登校、暴力　子どもたちの悲鳴に耳を傾 横湯　園子 岩波書店 1997 371.42ﾖ
いじめられっ子も親のせい！？　いじめのシグナル
に気づくのは親の責任

田中　喜美子 主婦の友社 1996 367.6ﾀ

イジメは社会問題である 佐藤　順一　編 信山社出版 1999 371.42ｲ
いじめは許さない　理想の学校づくりへ挑戦 若林　繁太 小学館 1995 370.4ﾜ
医者が末期がん患者になってわかったこと　ある脳
外科医が脳腫瘍と闘った凄絶な日々

岩田　隆信 中経出版 1998 916ｲ

医者からもらったカルテがわかる本　カルテの見方
がわかれば医療ミスが防げ安心して診察が受けら

永野  正史 マキノ出版 2000 492.11ﾅ

医者しか知らない危険な話 中原　英臣、富家　孝 文藝春秋 1995 498.04ﾅ
医者と本音で話がしたい 江部　康二、曽我部  ゆかり エー・ジー 1998 490.4ｴ
医者のためいき、患者のつぶやき　知らないとこわ
い医療の話

永井　明 ＰＨＰ研究所 1995 490.4ﾅ

異常気象　絵と文章でわかりやすい 保坂  直紀 ナツメ社 2000 451ﾎ

出雲からの挑戦 岩國　哲人
日本放送出版協
会

1992 318ｲ

イスラムとヴェール　現代イランに生きる女たち 中西　久枝 晃洋書房 1996 367.22ﾅ
イスラームにおける女性とジェンダー　近代論争の
歴史的根源

ライラ・アハメド 法政大学出版局 2000 367.22ｱ

いそがしいあなたへー食事の工夫１０ケ条
水嶋　敏子、大阪保育研究
所  編

フォーラムＡ企画 1995 599.3ﾐ

忙しい女は手料理がうまい　作るのも食べるのも楽
しい１０８のレシビ

高見澤　たか子 海竜社 1990 596ﾀ

忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス 明橋　大二　著 １万年堂出版 2008 379.9ｱ
忙しくなると女は太る 池下  育子 青春出版社 2001 595.6ｲ
忙しママの愛情レシピ１２１ 安藤　和津 講談社 1995 596ｱ
いそがなくてもいいんだよ 岸田　衿子 童話屋 1995 911.56ｷ
イソップおはなし絵本　３歳から親子で楽しむ本 立原　えりか　監修 主婦と生活社 2007 726.6ﾀ
イゾリーナ　切り刻まれた少女 ダーチャ・マライーニ 晶文社 1997 976ﾏ
依存から自立への時代をどう生きるか　自立人生へ
のギアチェンジ

田中　真澄 ぎょうせい 1999 159.4ﾀ

依存症　３５人の物語 なだ　いなだ（他）  編 中央法規出版 1998 493.15ｲ

いたずらきかんしゃちゅうちゅう
バージニア・リー・バートン
ぶん/え　むらおか　はなこ

福音館書店 1961 933ﾊﾞ

いただきま～す　おいしく楽しく好ききらいなく 小林　カツ代 学陽書房 1996 596ｺ
板橋区男女平等に関する意識・実態調査報告書
（概要版つき）

板橋区 板橋区 2014 FW367ｲ

板橋区立男女平等推進センタースクエア・Ｉ（あい）事
業報告書　平成２７年度

板橋区　編 板橋区 2016 FW367ｲ

板橋区立男女平等推進センタースクエア・Ｉ（あい）事
業報告書

板橋区　編 板橋区 2014 FW367ｲ

板橋区立男女平等推進センタースクエアＩ（あい）事
業報告書　平成２６年度

板橋区 板橋区 2015 FW367ｲ

痛み解消！ひざ体操　あなたの症状に合わせてで 中川　匠　監修 ＮＨＫ出版 2011 493.6ｲ
イタリア遺聞 塩野　七生 新潮社 1994 915.6ｼ
イタリア・トスカーナに暮らして エリザベス・ローマー 白水社 1996 383.8ﾛ
イタリアの幸せなキッチン 宮本　美智子 草思社 1995 915.6ﾐ

イタリアの陽ざし 安野　光雅
朝日新聞社出版
局

1997 723.1ｱ

イタリア・ルネサンス美術論　プロト・ルネサンス美術
からバロック美術へ

関根  秀一  編 東京堂出版 2000 702.37ｲ

いたわり居住学のすすめ　老いても安全、快適な住 林　玉子 婦人画報社 1995 527.1ﾊ
一億の地雷ひとりの私 犬養　道子 岩波書店 1996 916ｲ
市川房枝集　第１巻　１９１６－１９２９ 市川　房枝 日本図書セン 1994 367.08ｲ1



市川房枝集　第２巻　１９２９－１９３２ 市川　房枝 日本図書セン 1994 367.08ｲ2
市川房枝集　第３巻　１９３２－１９３７ 市川　房枝 日本図書セン 1994 367.08ｲ3
市川房枝集　第４巻　１９３７－１９４９ 市川　房枝 日本図書セン 1994 367.08ｲ4
市川房枝集　第５巻　１９５０－１９５９ 市川　房枝 日本図書セン 1994 367.08ｲ5
市川房枝集　第６巻　１９６０－１９６８ 市川　房枝 日本図書セン 1994 367.08ｲ6
市川房枝集　第７巻　１９６９－１９７４ 市川　房枝 日本図書セン 1994 367.08ｲ7
市川房枝集　第８巻　１９７５－１９８１ 市川　房枝 日本図書セン 1994 367.08ｲ8
市川房枝集　別巻 市川　房枝 日本図書セン 1994 367.08ｲ9
市川房枝政治参画センターで学ぶ４７人の挑戦 市川房枝記念会出版部  編 市川房枝記念会 2002 318.4ｲ
市川房枝というひと　ーＯＯ人の回想 市川房枝というひと刊行会 新宿書房 1982 289ｲ
市川房枝と婦人参政権運動　市川房枝生誕100年
記念

市川房枝記念会出版部
市川房枝記念会
出版部

1992 FW314.8

市川房枝八十七歳の青春　上映運動の記録（年譜
付）

日本婦人有権者同盟
日本婦人有権者
同盟

1982 FW314.8ｲ

市川房枝理想選挙の記録 市川房枝記念出版部　編
市川房枝記念会
出版部

2003 FW314.8ｲ

一度は訪れたい美しい風景地　１００選　関東甲信
越・南東北

成美堂出版編集部　編 成美堂出版 1999 689.3ｲ

一日一話、寝る前に読むクスリ 二見　道夫 三笠書房 1996 159ﾌ

１日１分で劇的に変わる！ねむりのレシピ
オムロンヘルスケア株式会
社ねむりラボ課　監修

ナツメ社 2015 498.36ｲ

一日１５分間のリラックス 中澤　天童 ベストセラーズ 1998 914.6ﾅ
一日でも早く解決するための離婚の上手な進め方
手続き・届出から子供財産の問題まで、図解と実例
で丁寧に解説

立木　恭義、兼川　真紀 大和出版 1999 324.62ﾀ

いちばんやさしいはじめて使う介護保険　誰もが抱
える疑問・不安に介護相談のプロが答えます

角田　とよ子　監修 家の光協会 2015 369.26ｲ

いちばんわかりやすいソーイングの基礎BOOK 栗田　佐穂子 成美堂出版 2009 593.36ｸ
一葉の口紅曙のリボン 群　ようこ 筑摩書房 1996 913.6ﾑ
一卵性母娘な関係 信田　さよ子 主婦の友社 1997 367.3ﾉ
一流の男が「育児」から学んでいる５つのビジネスス
キル　（角川フォレスタ）

嶋津　良智 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 336.04ｼ

いつかあなたを忘れる日まで　愛すべき男の話 唯川　恵 実業之日本社 1995 914.6ﾕ
いつか死にゆく人としての小さなケジメ 斎藤　茂太 新講社 1997 159.79ｻ
いつか妻が目覚める日のために 伊藤  茂 時事通信社 2000 916ｲ
いつか晴れた日に　分別と多感 ジェーン・オースティ キネマ旬報社 1996 933.7ｵ
イッキによめる！天才武将真田幸村３３の謎 楠木　誠一郎 講談社 2015 289ｻ
１歳児の発達診断入門 田中  昌人 大月書店 1999 376.11ﾀ
一切の不安なく辞表が書ける転職の教科書　6000
人の採用面接を経験した男からの究極のアドバイス

本杉　芳和 ごま書房新社 2013 366.29ﾓ

一週間で自己変革、内観法の驚異 石井　光 講談社 1999 146.3ｲ
一瞬の人生　心をうつ三十二篇 小桧山　博 河出書房新社 1996 913.6ｺ
一生、お金に困らない女になる！　２週間で自分が
変わり出すマネー講座

脇若　浩子 青春出版社 2005 365.4ﾜ

一生つきあえる木の家具と器　増補改訂　関西の木
工家２８人の工房から

西川　栄明 誠文堂新光社 2015 758ﾆ

一生「寝たきり」にならない４０の習慣 佐々木　信之 中経出版 2013 493.6ｻ
一寸ちゃんがゆく 奥山  和弘 静清タイプ 2000 367ｵ
一千日の嵐 澤地　久枝 講談社 1995 916ｻ
いつだって幸せコーディネイト　夢見る主婦のアイデ
アブック

中山　庸子 ＰＨＰ研究所 1991 590ﾅ

いつだって自分さがし　オーストラリア子連れ留学記 成瀬　まゆみ ウェーブ出版 1997 377.6ﾅ
５つの鍵　彼女たちが成功した理由 リー・ガーデンシュワルツ ウェーブ出版 1998 366.38ｶﾞ
行ってみないかこんな高校　サポート校・ユニーク校
高卒資格を得るための学校案

馬場  章 ハート出版 1999 376.8ﾊﾞ

いってもいっても地平線　地球見聞録 立松　和平 小学館 1997 915.6ﾀ
いつでも心は誰かを求めている　心の友をつくる本 近藤　裕 大和書房 1998 361.45ｺ
１．５７ショック　出生率・気にしているのはだれ 上野　千鶴子 松香堂書店 1991 334.2ｳ
いつの日の自分も好き 清川　妙 あすなろ書房 1999 914.6ｷ
いつのまにか私も婆あ　居なおって老いを楽しむ 門野　晴子 講談社 1998 367.7ｶ
いっぱしの女 氷室　冴子 筑摩書房 1992 914.6ﾋ
いつもふたりで　Hａppy Ｏｌｄ Ｔｗｏ 沢野  実､ｲｰﾃﾞｽ･ｼﾌｧｰﾄ 平凡社 2001 289ｻ
Ｉｔと呼ばれた子 デイヴ・ペルザー 青山出版社 1998 367.65ﾍﾟ
“It”と呼ばれた子　完結編　さよなら“It”　（ヴィレッ
ジブックスNへ１－３）

デイヴ・ペルザー　著　田栗
美奈子　訳

ソニー・マガジン
ズ

2003 367.65ﾍﾟ

“It”と呼ばれた子　少年期　ロストボーイ　（ヴィレッ
ジブックスNへ１－２）

デイヴ・ペルザー　著　田栗
美奈子　訳

ソニー・マガジン
ズ

2003 367.65ﾍﾟ



遺伝子組み換え作物と環境への危機
ジェーン・リスラーマー、ガ
レット・メロン

合同出版 1999 615.21ﾘ

遺伝子組み換え食品の危険性 緑風出版編集部　編 緑風出版 1997 615.21ｲ
遺伝子組み換えとクローン技術１００の疑問 天笠  啓祐 東洋経済新報社 2000 467.25ｱ
遺伝子「不平等」社会　人間の本性とはなにか 池田　清彦　編著 岩波書店 2006 467ｲ
愛しき女神たちへ 伊藤　篤 近代文藝社 1995 367.2ｲ
稲城市男女共同参画計画　平成２８年度～平成３７
年度(２０１６年度～２０２５年度）　男女平等推進い

稲城市 稲城市 2016 FW367ｲ

イナグヤナナバチ　沖縄女性史を探る 堀場　清子 ドメス出版 1990 367.21ﾎ
犬たちの隠された生活 エリザベス・Ｍ・トーマス 草思社 1995 936ﾄ
犬のこころ・子どものこころ　発達心理学レポート 松岡　素子 誠文堂新光社 1995 645.6ﾏ
イヌはなぜ人間になつくのか　ドックおもしろ博物学 沼田　陽一 ＰＨＰ研究所 1993 480ﾇ
稲と太陽と一生懸命　オク＆トノ凸凹夫婦の物語 赤井　久美子、赤井　奉久 誠文堂新光社 2015 914.68ｱ

猪口さん、なぜ少子化が問題なのですか？ 猪口　邦子、勝間　和代
ディスカバー・
トゥエンティワン

2007 334.31ｲ

命 柳  美里 小学館 2000 916ﾕ
命あるかぎり贈りたい　山路ふみ子自伝 山路　ふみ子 草思社 1994 778.21ﾔ

いのちを産む　お産の現場から未来を探る
大野　明子　著、宮崎　雅子
写真

学習研究社 2008 495.7ｵ

いのちを感じるとき　がん克服体験記集 石川県成人病予防センター 石川県 1997 491.65ｲ
いのちを耕す 住井　すゑ、若月　俊一 労働旬報社 1995 914.6ｽ
命を結ぶ　加藤登紀子・対談 加藤　登紀子 中央法規出版 2012 369.31ｶ
生命かがやく日のために 斎藤　茂男　編著 共同通信社 1985 916ｻ
生命かがやく日のために　＊文庫版 斎藤　茂男 講談社 1996 916ｻ
いのち・からだ・性　河野美代子の熱烈メッセージ 河野　美代子 高文研 1998 367.9ｺ
命とひきかえの恋　女性のエイズの真相 フラワー・サック 法研 1995 493.11ｻ
いのち永遠に新し 櫛田　ふき（他） 労働旬報社 1985 304ｲ
いのち長き時代に 朝日新聞社会部 勁草書房 1998 367.7ｲ
いのちに始まる 住井　すゑ 大和書房 1997 914.6ｽ
いのちに光あれ　女生史と差別 もろさわ　ようこ 径書房 1992 367.21ﾓ
いのちのイメージトレーニング 田中　美津 筑摩書房 1996 498.39ﾀ
いのちの器 高山　文彦 双葉社 1997 490.15ﾀ
いのちの応援団 山本　文子 晩聲社 1998 367.99ﾔ
生命の感受性 落合　恵子 岩波書店 1995 914.6ｵ
いのちのギフト　犬たちと私から送る勇気のエール 日野原　重明 小学館 2013 645.6ﾋ
命のたいせつさを学ぶ性教育 上田　基　編著 ミネルヴァ書房 2008 367.9ｳ
いのち、響きあう 森崎　和江 藤原書店 1998 914.6ﾓ
命、響きあうときへ 杉原　美津子 文藝春秋 1995 916ｽ
命甦る日に　生と死を考える 五木　寛之 角川書店 1998 914.6ｲ
いのちは誰のものか 岡田　玲一郎 家の光協会 1997 490.15ｵ
いのちは見えるよ 及川　和男 岩崎書店 2002 913ｵ
医の目鷹の目　Ｐａｒｔ２ 園田　真人 時事通信 1988 498ｿ
居場所を失った子どもたち 町沢　静夫 小学館 1998 493.7ﾏ

居場所がない 伊藤　比呂美
朝日新聞社出版
局

1996 914.6ｲ

居場所考ー家族のゆくえ 水田　宗子 フェミックス 1999 367.3ﾐ

居場所なき時代を生きる子どもたち 三沢　直子（他）
子ども劇場全国
センター出版局

1999 371.4ｲ

居場所のない子どもたち　アダルト・チルドレンの魂
に触れる

鳥山　敏子 岩波書店 1997 371.4ﾄ

井深大の胎児は天才だ　教育は生まれる前からは 井深　大 千曲秀版社 1992 599.9ｲ

イブに生まれて　こんなに違う女の医療と男の医療
マリアン・レガト　著　山田
睦子　訳

健学社 2005 491.35ﾚ

イヴの隠れた顔　新装　アラブ世界の女たち ナワル・エル・サーダウィ 未来社 1994 367.24ｻ
イヴの物語 ペネローピ・ファーマ トパーズプレス 1996 933ﾌ
異文化論への招待　違いからの自文化再発見 黒木　雅子 朱鷺書房 1996 361.5ｸ
いまあの時代を伝えたい　府中市平和都市宣言二
十五周年記念誌

府中市文化スポーツ部生涯
学習スポーツ課　編

府中市 2011 209.74ｲ

現在生きる　川田龍平・悦子の親子対談 川田　龍平、川田　悦子 新日本出版社 1998 498.12ｶ
今井澄子と語る次代に蒔く種　日本のナビゲーター
２０人からのメッセージ

今井　澄子 日刊工業新聞社 1998 304ｲ

今、いちばん大切なこと　新しい時代をひらく１５の 女性マネジメント・フォーラム 産能大出版部 1999 041ｲ

今を生きる子どもとともに　ここに泉あり
日本の教育改革をともに考え
る会  編

フォーラムＡ企画 1998 373.1ｲ

いま女の権利は　女権先進国フランスとの比較から 林　瑞枝  編著 学陽書房 1989 367.2ﾊ
いまが人生の花　仕事と子育てを生きる 全国私立保育園連盟  編 教育史料出版会 1989 367ｲ
いま家族しか子供を守れない 斎藤　茂太 ベストセラーズ 1996 367.3ｻ
いま家族とは 鶴見　俊輔（他） 岩波書店 1999 361.63ｲ



いま、家族に大切な６０の話　やさしさを分かち合う
心の作法

外山　滋比古 ＰＨＰ研究所 1993 367.3ﾄ

今からできる偏差値を１０アップさせる法　中学生の
子をもつお母さんへ

藤森　芳郎 新星出版社 1992 379.9ﾌ

いま、こころの育ちが危ない 吉川　武彦 毎日新聞社 1998 493.7ｷ
いま、子供たちが変だ　親子の会話を取り戻すため 川合  正 丸善 2001 371.42ｶ
いま子どもたちの生きるかたち 浜田　寿美男 ミネルヴァ書房 1998 371.42ﾊ
今、この本を子どもの手に 東京子ども図書館　編 東京子ども図書 2015 028.09ｲ
今、シグマンの時代　新しい時代の女性の生き方 仁部　英二 いれぶん出版 1999 367ﾆ
イマジン　ジョン・レノン・メモリアルブック 奥田　祐士　訳 ソニー・マガジン 1995 764.7ｵ
いますぐ始める育児・介護休業　実務・法規の重要 荻原　勝 中央経済社 1999 366.32ｵ
今すぐ始める主婦の再就職絶対成功マニュアル 日経事業出版社  編 日経事業出版社 2000 366.38ｲ
今そこにあるストレスがうそのように解消される本
（アスカビジネス）

和久　廣文 明日香出版社 2011 493.49ﾜ

今どき子育て事情　２０００人の母親インタビュウー 丹羽　洋子 ミネルヴァ書房 1999 367.3ﾆ

いまどき子どもの親講座 矢崎　藍
日本放送出版協
会

1993 367.6ﾔ

今どきのオンナは・・・ 水野　綾子 法研 1993 367.2ﾐ
今なぜ、学校カウンセリングか 子どもの健康を考える会  編 現代書館 1995 371.43ｲ
今なぜスクールカウンセラーなのか 氏原　寛（他）　編著 ミネルヴァ書房 1998 371.43ｳ
いま２０代女性はなぜ４０代男性に惹かれるのか 大屋　洋子 講談社 2009 141.6ｵ

いま日本語ボランティア
日本語ボランティア講座編集
委員会  編

凡人社 1996 810ｲ

いまの自分をほめてみよう　元気が出てくる心の法 平木　典子 大和出版 1996 159ﾋ
いま働く女性が輝くとき 村上　友子 中央経済社 1984 366.3ﾑ
いま、幼稚園を選ぶ　あくまでも子供が主役！ 大豆生田　啓友　監修 赤ちゃんとママ 2004 376.1ｲ
伊万里市男女協働参画基本計画　あなたとわたし
のきらめきプランⅡ

伊万里市 編 伊万里市 2003 FW367ｲ

伊万里市男女協働参画推進計画　あなたとわたし
のきらめきプランⅡ

伊万里市 編 伊万里市 2003 FW367ｲ

いもうと物語 氷室　冴子 新潮社 1991 913.6ﾋ
癒されて生きる　女性生命科学者の心の旅路 柳澤　桂子 岩波書店 1998 916ﾔ
癒しとやすらぎのミニ・コース　付属資料：レッスン・
カード（18枚）

ジェラルド　Ｇ．ジャンポルス
キー

春秋社 1995 159ｼﾞ

癒しの原点　心療内科医の覚書き 大谷  純 日本評論社 2001 493ｵ
癒しの生涯学習　ネットワークのあじわい方とはぐく 西村　美東士 学文社 1997 379ﾆ
癒しの庭 仁科　美紀 近代文藝社 1996 913.6ﾆ
癒しの森　ひかりのあめふるしま屋久島 田口　ランディ ダイヤモンド社 1997 291.97ﾀ
癒す心、治る力　自発的治癒とはなにか アンドルー・ワイル 角川書店 1995 493.09ﾜ
癒す心、治る力　実践編　８週間で甦る自発的治癒 アンドルー・ワイル 角川書店 1997 493.09ﾜ
いよよ華やぐ　上 瀬戸内　寂聴 新潮社 1999 913.6ｾ1
いよよ華やぐ　下 瀬戸内　寂聴 新潮社 1999 913.6ｾ2
イライラしなくなるちょっとした習慣　60万人の怒りを
しずめてきたアンガーマネージメントのテクニック

安藤　俊介 大和書房 2018 141.6ｱ

イラストで学ぶ配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律　暴力のない社会を目指し

内閣府男女共同参画局  監
修

ぎょうせい 2001 367.1ｲ

イラストでわかる驚くほど人間関係がラクになる本 北森  義明 東洋経済新報社 2001 361.4ｷ
イラストでわかる知らないと損する育児休業法 秋保  雅男、児玉  美穂 東洋経済新報社 2001 366.3ｱ
イラストでわかる知らないと損する労働者派遣法
新版　(Illustrated Guide Book Series)

派遣労働ネットワーク 東洋経済新報社 2004 366.1ｲ

イラスト六法　わかりやすい離婚　改訂６版 平山　信一（他） 自由国民社 2009 324.62ｲ

いろいろの哀しみ 白石　公子
朝日新聞社出版
局

1996 913.6ｼ

色を楽しむ大人のおしゃれ 堀川　波 マイナビ出版 2017 593.36ﾎ

色で美人に生まれ変わる！７ｄａｙｓレッスン 今井　志保子
ソフトバンククリ
エイティブ

2009 757.3ｲ

いわさきちひろの願ったこと 松本　由理子 岩波書店 1995 726.7ﾏ
岩波現代用字辞典  第四版 岩波書店辞典編集部  編 岩波書店 1999 816.07ｲ
岩波講座現代の法　１１　ジェンダーと法 岩村　正彦（他）　編 岩波書店 1997 320.8ｲ11
岩波国語辞典　第５版 西尾　実（他）　編 岩波書店 1995 813.1ｲ
岩波　古語辞典　補訂版 大野　晋〔他〕編 岩波書店 2015 813.6ｲ
岩波女性学事典　禁帯出 井上　輝子　（他）著 岩波書店 2002 367.1ｲ
岩波新漢語辞典 山口　明穂  編、竹田  晃  編 岩波書店 1994 813.2ﾔ
インターセクシュアル（陰陽者）の叫び　性のボー
ダーレス時代に生きる

小田切　明徳、橋本  秀雄 かもがわ出版 1997 367.9ｵ

インターネット絶対してはいけない３０の法則　小学
校で教えるマナー

藤川  博樹 汐文社 2000 547ﾌ

インターネットＳＯＨＯ入門 岡崎　桂子 ＮＥＣクリエイティ 1998 336ｵ



インターネット超活用法 野口　悠紀雄 講談社 1999 547.48ﾉ
インターネット・電子商取引の法務と税務 根田　正樹（他） ぎょうせい 1999 336.57ｲ
インターネット取引は安全か 五味  俊夫 文藝春秋 2000 673.36ｺﾞ

インターネットマーケッティング　図解でわかる
博報堂インタラクティブカンパ
ニー

日本能率協会マ
ネジメントセン

2000 325ｲ

インターネット・マザー 香山　リカ マガジンハウス 1999 371.47ｶ
インテリアと収納のアイデアＢＯＯＫ　すっきり！広く 主婦と生活社 主婦と生活社 1999 597.5ｲ
インド寺院の売春婦 ジョーガン・シャンカール 三一書房 1995 382.25ｼ
インド女性学入門 鳥居　千代香 新水社 1996 367.22ﾄ
インドネシアの慰安婦 川田　文子 明石書店 1997 210.75ｶ

インドの女たち　マヌシからの報告
マドゥー・キシュワール  編
ルース・バニタ  編

明石書店 1990 367.22ｷ

インド・不可蝕民の女たち 山下　明子 明石書店 1986 367.22ﾔ
インナー・チャイルド　人生がワクワクしてくる子供心
の超パワー

松尾　直子 講談社 1997 146.1ﾏ

インナーチャイルド  改訂版　本当のあなたを取り戻
す方法

ジョン・ブラッドショー
日本放送出版協
会

2001 146.8ﾌﾞ

インナーチャイルドの癒し　子どもを愛せない親たち 黒川　昭登、上田　三枝子 朱鷺書房 1997 367.3ｸ
インナーチャイルド・ヒーリング　あなたの内なる子
供を大切にしていますか

エリカ・Ｊ．チョピック、マーガ
レット・ポール

ヴォイス 1995 146.8ﾁ

インナーマザーは支配する　侵入するお母さんは危 斎藤　学 新講社 1998 367.3ｻ
インビジブル・セックス　自伝でつづる「見えない性」
の世界

大野　弘美 三交社 2006 367.9ｵ

陰陽調和料理で健康　肩こり・冷え性・アレルギー 梅崎　和子
農山漁村文化協
会

1994 498.55ｳ

ウイ・アー・ジャパニーズ 中尊寺　ゆつこ 毎日新聞社 1995 914.6ﾁ
ＷＯＭＥＮ　　ぼくが愛した女性たちの話 ロバート・ハリス 晶文社 2013 914.6ﾊ
ＷＯＭＥＮ３５１　女たちは２１世紀を 岩波書店編集部　編 岩波書店 1984 367ｳ

ウィメンズ・アメリカ　論文編　有賀　夏紀（他〕編訳
リンダ　K.　カーバー、ジェー
ン・シェロン・ドゥハート

ドメス出版 2002 367.25ｶ

ＷＯＭＡＮ　ｉｎｔｏ　ＣＩＴＩＺＥＮ Ａｒｎｏｌｄ　Ｗｈｉｔｔｉｃｋ Ａｔｈｅｎａｅｎ 1979 367.2W
Ｗｏｍｅｎ’ｓ　Ｅｙｅｓ　第２０回女性だけの写真展・記
念写真集

女性だけの写真教室  編 光村印刷 1997 748ｼﾞ

ウーマンズ・データ　女の子大百科事典 女性科学研究所　編 データハウス 1998 367ｳ
ウーマンズ・ボディー　新版 ダイヤグラム・グループ  編 鎌倉書房 1992 495.1ｳ
ウーマンズ・ボディー ミリアム・ストッパード  編著 マール社 1995 495ｽ
ウーマンズ・ラブ　女性の人間関係学 村山　久美子 大阪　創元社 1990 143.5ﾑ
ウーマン・ライフ　ジェンダーはいかにして形成され バーニス・ロット 日本評論社 1998 367.1ﾛ
ウエディングドレスはなぜ白いのか 坂井　妙子 勁草書房 1997 383.15ｻ
ウェディング・ベルを鳴らしたい あっと５編集室　編 時事通信社 1991 367.4ｳ
ウエディング・マニア　ダイアナなあなたの心の落と 香山 　リカ 筑摩書房 1999 146.1ｶ
上の子下の子、きょうだい子育て　赤ちゃんがえり・
やきもち・きょうだいげんか・３４人のママの質問に答

プチタンファン編集部  編 婦人生活社 2000 379.91ｳ

上野千鶴子が文学を社会学する 上野  千鶴子
朝日新聞社出版
局

2000 904ｳ

Ｗ ｅ ｂデータベース構築入門　ネットワーク時代の
情報システム構築術  ＡＳＰからのアプローチ

梅原  嘉介、小島  孝夫 工学社 2001 007.60ｳ

浮かびあがる マーガレット・アトウッド 新水社 1993 933ｱ
牛島憲之展　生誕１００年記念 府中市美術館・朝日新聞社 朝日新聞社 2000 723ｳ
氏と家族　氏［姓］とは何か 増本　敏子（他） 大蔵省印刷局 1999 362ｳ
失うことは恐くない　アーユルヴェーダーで不安と悲
しみを手放す

蓮村　誠 春秋社 2014 490.225ﾊ

淡墨の桜 宇野　千代 海竜社 1990 913.6ｳ
ウソツキクラブ短信 河合　隼雄、大牟田  雄三 講談社 1995 914.6ｶ
疑わしき母性愛　子どもの性格形成と母子関係 ヴァン・デン・ベルク 川島書店 1977 367.3ﾊﾞ
うちへ帰れなくなったパパ ラグンヒルド・ニルスツン 徳間書店 1995 949ﾆ
うちで作れるエスニック　意外に簡単！東南アジア、
インドの本格＆アレンジレシビ91点

フジテレビジョン　編 フジテレビジョン 1995 596ｳ

内なる子どもを癒す　アダルトチルドレンの発見と回 Ｃ．Ｌ．ウィットフィルド 誠信書房 1997 146.8ｳ
うちの子に限って　思春期のシグナル 小宮山　要 同文書院 1990 368ｺ
うちの亭主／うちの女房 読売新聞社浦和支局  編 学生社 1995 367.4ｳ
美しいくらしをあなたに　９４のおはなし 吉沢　久子 じゃこめてい出 1985 914.6ﾖ
美しい布あしらい　ＬＥＥインテリア 集英社　編 集英社 1995 597ｳ
美しい離婚　ルポルタージュ 松下　佐知子 サンドケー 1995 367.4ﾏ
美しく老いる知恵　伴侶の死からの出発 吉武　輝子 海竜社 2003 916ﾖ

美しくなるアロマテラピー　ダイエット効果でスリムに
グリーンフラスコアロマテラ
ピースクール

主婦と生活社 1996 492.5ｳ

美しくなるにつれて若くなる 白洲　正子 角川春樹事務所 1998 914.6ｼ



うつに克つ！心を元気にするレシピ 高田　明和、吉川　珠美 家の光協会 2004 493.76ﾀ

うつにもいろいろあるんです。
細川　貂々　画、牧野　真理
子　監修

オレンジページ 2011 493.76ｳ

うつ病　現代のストレス社会が生み出す心の病を防
ぎ、治すため

関谷  透 主婦と友社 2000 493.76ｾ

うつ病と闘ったある少女の物語 トレーシー・トンプソン 大和書房 1997 936ﾄ
うつ病は自分で必ず治せる 税所　弘 リヨン社 1999 493.76ｻ
うつもまた楽し　気分転換の処方箋 斎藤　茂太 大和書房 1996 493.76ｻ
雨滴抄 白洲　正子 世界文化社 1996 914.6ｼ
姥ざかり花の旅笠　小田宅子の東路日記 田辺  聖子 集英社 2001 915.6ﾀ
奪われし未来 シーア・コルボーン（他） 翔泳社 1997 519.79ｺ
うまい断り方うまい頼み方　困ったときのおつきあい
頼み方

朝日新聞社日曜版編集部
編

講談社 1991 385ｳ

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 2011 367.3ｶ

うまくいっている人の考え方 ジェリー・ミンチトン
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

1999 159ﾐ

産まない選択　子どもを持たない楽しさ 福島　瑞穂　編 亜紀書房 1992 367.3ﾌ
産まない理由　今まで誰にも言えなかった私たちの 葉石　かおり イースト・プレス 2006 367.21ﾊ
生まれ変わっても女がいい国って、ホント マークス　寿子 清流出版 1999 304ﾏ
生まれかわる家族 鳥山　敏子 法蔵館 1997 367.3ﾄ
生まれた命にありがとう 野田　聖子 新潮社 2011 916ﾉ
海からの贈りもの アン・モロウ・リンドバーグ 立風書房 1994 934ﾘ
海の都の物語　ヴェネツィア共和国の一千年 塩野　七生 中央公論社 1996 237ｼ
海の向こうで輝いて　あなたもいつか ７人の女性の
愛と成功

山中　啓子 双葉社 1997 281.04ﾔ

海べの一日 夏目　義一 岩崎書店 1994 400ﾅ
産む／産まないを悩むとき　母体保護法時代のいの
ち・からだ

丸本　百合子、山本  勝美 岩波書店 1997 498.25ﾏ

「産む」と「働く」の教科書 齋藤　英和、白河　桃子 講談社 2014 367.21
産めない女に価値はない 家田　荘子 扶桑社 1999 495.48ｲ
産める国フランスの子育て事情　　出生率はなぜ高
いのか？

牧　陽子 明石書店 2008 369.4ﾏ

占いとユング心理学　偶然の一致はなぜ起こるのか 秋山　さと子 ベストセラーズ 1996 148.4ｱ
裏ヴァージョン 松浦  理英子 筑摩書房 2000 913.6ﾏ
裏ワザ家事便利帖　かしこく楽しい手抜き家事のす 田伏　中子　監修 同文書院 1996 590.49ﾀ
売り込み攻略読本　自分の才能を買ってもらいたい
人のための

天野　順（他） アスベクト 1996 366.29ｳ

ウルフの部屋 宮田　恭子 みすず書房 1992 930.28ﾐ
うれしい日には、プレゼント　贈りもの３７のアイデア 本田　葉子 大和出版 1997 385.39ﾎ
うれしい私に会える本 熊井　明子 大和書房 1995 914.6ｸ
浮気をしたことがありますか。感じたフリをしたことが
ありますか。　AERA　SEX　REPORT

アエラ編集部　編
朝日新聞社出版
局

2002 367.9ｳ

うわの空　ドイツその日暮らし 上野　千鶴子
朝日新聞社出版
局

1996 914.6ｳ

うわの空で スザンナ・タマーロ 草思社 1996 973ﾀ
うんこのあかちゃん　おとうちゃんの出産絵日記 長谷川　義史 クレヨンハウス 2006 598.2ﾊ
産んだら育つ　産前・産後の快適ライフ読本 志村　季世恵 文化出版局 1996 598.2ｼ
産んで、よかった　ワーキング・ウーマンの妊娠・出
産・育児日記

有壁　わかば ベストセラーズ 1995 598.2ｱ

運動にかけた女たち　戦前婦人運動への証言 渡辺　悦次  編、鈴木  裕子 ドメス出版 1980 367.21ﾜ

運命を愛した女たち　ギリシア神話を読む 楠見　千鶴子
日本放送出版協
会

1996 164.31ｸ

運命の海に出会ってレイチェル・カーソン マーティー・ジェザー ほるぷ出版 1994 289ｼﾞ
運命の長女　スカルノの娘メガワティの半生 秋尾  沙戸子 新潮社 2000 289ｱ
永遠の少年はどう生きるか　中年期の危機を超えて 鈴木　龍 人文書院 1999 146.1ｽ
映画をつくった女たち　女性監督の１００年 松本　侑壬子 シネマハウス 1996 778.28ﾏ
映画でみる精神分析 小此木　啓吾 彩樹社 1996 778.04ｵ
映画と私 羽田　澄子 晶文社 2002 778.2ﾊ

映画に観る働く女性 シネマジャーナル編集部　編
シネマジャーナ
ル編集部

2002 FW367ｴ

英語が第二の国語になるってホント 國弘  正雄 たちばな出版 2000 810.9ｸ
英国貴族になった私 マークス　寿子 草思社 1986 289ﾏ
英国ルネサンスの女たち　シェイクスピア時代にお
ける逸脱と挑戦

楠  明子 みすず書房 1999 367.2ｸ

英語できます 松原　惇子 文藝春秋 1989 366.3ﾏ

英語で話す日本Ｑ＆Ａ
講談社インターナショナル
編  翻訳情報センター  編著

講談社インター
ナショナル

1996 837.7ｴ

英語で読むアメリカのフェミニズム 藤枝　澪子（他） 大阪　創元社 1991 367.25ｴ



エイジ 重松　清
朝日新聞社出版
局

1999 913.6ｼ

エイジレス・ライフ　ゆたかな高齢化社会の設計 高原　須美子 有斐閣 1989 367.7ﾀ
エイジング・コンプレックス　もう年だからはいわない 海原　純子 講談社 1996 159.6ｳ

ＡＩＤＳをどう教えるか　第２版
五島　真理為、尾藤　りつ子
編著

解放出版社 2002 493.87ｺﾞ

エイズの絵本　安藤由紀・長谷川瑞吉 画 北沢　杏子 アーニ出版 1996 493ｷ
エイズの村に生まれて　命をつなぐ16歳の母・ナ 後藤　健二 汐文社 2007 916ｺﾞ
永代供養墓の本　これ一冊でお墓の悩みを解消安
心ライフ

仏事ガイド編集部　編 六月書房 1999 385.6ｴ

英単語一度読んだら忘れない　心理学応用 長崎　弦弥 日本実業出版社 1990 834ﾅ
ＡＤＨＤさとるくんの場合　誕生～小学校低学年 落
ち着きのない子をどう育てるか

古澤  恭子 すずき出版 2001 493.9ﾌ

絵を描く子どもたち　メキシコの思い出 北川　民次 岩波書店 1989 372ｷ
笑顔を取り戻した女たち　マイノリティー女性たちの
ＤＶ被害ー在日外国人・部落・障害ー

東京自治研究センター　編
パド・ウィメンズ・
オフィス

2007 367.3ｴ

笑顔がごちそう 平野　レミ 講談社 1997 596ﾋ
エグゼクティブの母からワーキング・ウーマンの娘へ
の手紙

エライザ　Ｇ．Ｃ．コリンズ 集英社 1990 159ｺ

Ｅｘｓｅｌでできるらくらく統計解析　Windows版　Ｅｘｓｅｌ
２００７／２００３対応（新版）

藤本　壱 自由国民社 2010 417ﾌ

Exsel VBAパーフェクトマスター　Exsel
2010/2007/2002完全対応

土屋　和人 秀和システム 2010 007.64ﾂ

「エコ恋愛（ラブ）」婚の時代　リスクを避ける男と女
（光文社新書）

牛窪　恵 光文社 2009 367.4ｳ

エコロジー炭暮らし術　炭・木酢液を使いこなす 炭文化研究所  編 創森社 1999 658.2ｴ
エステなんかじゃ痩せられない　エステティックサロ
ンの甘い罠

松井　文恵 鹿砦社 1998 595ﾏ

えっうちの子に障害？でも、一人で悩まないで　親た
ちがホンネで語る子育て・誕生から成人まで

つみき ぶどう社 2008 369.49ｴ

えっ？キャッチコピー変えるだけで売れちゃうの？ 斉藤　隆彦 ナツメ社 2008 674ｻ
越境　岡田嘉子・杉本良吉のダスビターニャ 平澤  是曠 北海道新聞社 2000 289ﾋ
ＸＹー男とは何か エリザベート・バダンテール 筑摩書房 1997 367.5ﾊﾞ
えっ？手術！？ いとう　ちひろ 幻冬社 2007 916ｲ
エッセイを書きたいあなたに　＊文庫版 木村　治美 文藝春秋 1996 901.4ｷ
エッセイを書くたしなみ 木村　治美 文藝春秋 1995 901.4ｷ
エッセンシャルオイル１２０％活用術　自分で作る
ローション・クリーム・シャンプー・フレグランス

熊谷　千津　監修 雄鶏社 1998 492.5ｸ

エディスの真実　ナチ占領下を生きぬいた少女 エディス・フェルマンス 講談社 1999 949.36ﾌ

絵てがみに夢中
絵てがみで自分史を作る会
編著

エム・ビー・シー 1999 727ｴ

絵でみる介護　改訂第３版　介護の手段・ポイント・
根拠を図説

川口　よね子、中村  智加枝
福祉教育カレッ
ジ

1997 369.26ｶ

絵で見る母と子のアトピー教室 太田　展生、太田　美登里 ささら書房 1994 493.14ｵ
江戸時代の女性たち 近世女性史研究会　編 吉川弘文館 1990 367.21ｴ
江戸っ子芸者一代記 中村　喜春 草思社 1983 289ﾅ
江戸っ子芸者一代記　戦後篇 中村　喜春 草思社 1984 289ﾅ
江戸っ子芸者一代記　アメリカ篇 中村　喜春 草思社 1987 289ﾅ
江戸のおしゃべり　川柳にみる男と女 渡辺  信一郎 平凡社 2000 911.4ﾜ
江戸の親子　父親が子どもを育てた時代 太田　素子 中央公論社 1994 367.3ｵ
江戸の女の底力　大奥随筆 氏家　幹人 世界文化社 2004 384.6ｳ
江戸の女性　躾・結婚・食事・占い 陶　智子 新典社 1998 382.1ｽ
江戸の想像力 田中　優子 筑摩書房 1992 910.2ﾀ
エニアグラムで子供の性格を知る エリザベス・ウェイゲル 春秋社 1998 141.93ｳ

ＮＨＫ初めての海外旅行英会話 中山　幸男
日本放送出版協
会

1995 837.8ﾅ

ＮＧＯデータブック　’９６　数字で視る日本のＮＧＯ ＮＧＯ活動推進センター  編
ＮＧＯ活動推進
センター

1996 329.36ｴ

ＮＧＯは人と地球をむすぶ　いま国境を越えて、でき
ること、するべきこと

岩崎　駿介 第三書館 1993 369ｲ

ＮＰＯ起業・経営・ネットワーキング 今田    忠  編 中央法規出版 2000 335.8ｴ

ＮＰＯ実践講座　いかに組織を立ち上げるか
山岡  義典  編著、井口  百
合香（他）

ぎょうせい 2000 335.8ｴ

ＮＰＯの可能性　新しい市民活動
本間　正明、上野　千鶴子、
宝塚ＮＰＯセンター  編

かもがわ出版 1998 335.8ﾎ

エヴァの時代　アウシュヴィッツを生きた少女 エヴァ・シュロッス 新宿書房 1991 936ｼ
エヴァの日記　スペインの獄舎から エヴァ・フォレスト 時事通信社 1981 966ﾌ
エビータ　写真が語るその生涯 マティルデ・サンチェス あすなろ書房 1997 289ｻ



エプロンはずして夢の山 田部井　淳子 東京新聞出版局 1996 786.1ﾀ
エヴェレストの女たち 田部井　淳子　編 山と渓谷社 1998 786.1ﾀ
エベレスト・ママさん　山登り半生記 田部井  淳子 山と渓谷社 2000 292.58ﾀ
絵本・子どもの本総解説  第４版　読んで欲しい読ん
であげたいいっしょに読みたい子どもの本

赤木  かん子 自由国民社 2000 028.09ｱ

絵本にできること・あなたにできること 山崎  慶子 フェリシモ 2001 019.5ﾔ
絵本　日本女性史　1　原始・古代・中世 野村　育世、石井　勉　（絵） 大月書店 2010 367ｴ1
絵本　日本女性史　２　近世 関　民子、　菊地　ひとみ 大月書店 2010 367ｴ2

絵本　日本女性史　３　近代・現代
早川　紀代、　石橋　富士子
（絵）

大月書店 2010 367ｴ3

絵本　日本女性史　４　学習の手引き 野村　育世（他） 大月書店 2010 367ｴ4
絵本のあるくらし　プーさん文庫が選んだ４５６冊 プーさん文庫　編 吉備人出版 1999 019.53ｴ
絵本のある生活 正置　友子 創元社 1991 909ﾏ

ＭＥ革命と女性労働者
コンピューターと女性労働者
を考える  編

現代書館 1983 366.38ｴ

選ばれし者 バーニス・ルーベンス ＹＭＳ創流社 1996 933ﾙ
えらんだお産　｢聞きたかった！」42人のお産体験ス
トーリー＆最新お産事情

大葉　ナナコ 河出書房新社 2009 598.2ｵ

エリザベス・サンダース物語　ドキュメンタリー小説
日・英ーそれぞれの愛に生きた人々

大南　勝彦 ノーベル書房 1997 913.6ｵ

エリノア・マルクス　１８５５－１８９８ ある社会主義者
の悲劇

都築　忠七 みすず書房 1984 289ﾂ

ＬＤラベルを貼らないで　学習困難児の可能性 玉永  公子 論創社 2000 378.6ﾀ

エルマーのぼうけん　（世界傑作童話シリーズ）

ルース・スタイリズ・ガネット
作、ルース・クリスマン・ガ
ネット　絵、わたなべ　しげお
訳、子どもの本研究会　編

福音館書店 1994 933ｶﾞ

エロティシズム フランチェスコ・アルベローニ 中央公論社 1991 367.9ｱ
エロティック・サイレンス　アメリカの妻たちの新しい ダルマ・ハイン サンマーク出版 1996 152.1ﾊ
縁あって母娘 吉武　輝子、宮子　あずさ 労働旬報社 1996 367.3ﾖ
縁活のススメ　『復縁屋』探偵があなたの切れた絆、
つなぎます！

樋渡　聖 文芸社 2009 317.7ﾋ

園芸家１２カ月　改版 カレル・チャペック 中央公論社 1996 989.53ﾁ
園芸クラブハーブ 篠原　妙子 誠文堂新光社 1997 617.6ｼ
円型水槽　上 曾野　綾子 中央公論社 1994 913.6ｿ1
円型水槽　下 曾野　綾子 中央公論社 1994 913.6ｿ2
エンジョイ自立生活　障害を最高の恵みとして 樋口　恵子 現代書館 1998 369.27ﾋ
援助交際に対する成人男性の意識と背景要因  （報
告書）　福富 護  研究グループへの委託調査研究

女性のためのアジア平和国
民基金

女性のためのア
ジア平和国民基

2000 368.4ｴ

援助交際の少女たち　どうする大人どうする学校 庄子　晶子（他） 東研出版 1997 367.68ｴ

エンゼルうさぎ空をとぶ 千田　ふみ子
日本出版制作セ
ンター

2005 913.8ｾ

延長保育をすすめる　子ども・父母・保育者にやさし
い保育所をめざして

保育研究所　編 ひとなる書房 1997 376.1ｴ

エンディングノート 桂　美人 角川書店 2009 913.6ｶ
エンディングの研究　人生の終章に為すべきこと 今泉　恂之介　編著 サンライフ企画 2010 490.15ｲ
エンパワメントと人権　こころの力のみんもとへ 森田　ゆり 部落解放研究所 1998 316.1ﾓ
鉛筆の先っちょ　女の仕事と暮らし 大橋　歩 大和書房 1995 914.6ｵ
老いを生きる人々 大島　玲子 朝日新聞社 1990 914.6ｵ
老いをたのしんで生きる方法　私の老いの旅支度 吉沢　久子 海竜社 1995 367.7ﾖ
老いをたのしんで生きる方法  文庫　私の老いの旅 吉沢  久子 集英社 2001 367.7ﾖ
老いが老いを介護するということ　高齢夫妻の老親
介護奮戦記

高橋　和夫 あけび書房 1998 369.26ﾀ

老い駆けろ！人生　（角川新書　Ｋ－２７） 草野　仁 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015 159.79ｸ
追い風の女たち　女性文学と戦後 山本　千恵 大月書店 1992 910.26ﾔ
老い方の上手な人下手な人 樋口　恵子 海竜社 1985 367.7ﾋ
老いごころの本音　口癖にかくされた本当の気持ち 式田　和子 サンマーク出版 1998 367.7ｼ
おいしいおいしい招待状　みんなの来る日に作りま
しょう８４皿の気軽なごちそう

井上　絵美 講談社 1997 596ｲ

おいしい症状別レシピ　妊娠＆授乳中のごはん１５ 岡本　正子 日東書院本社 2009 498.59ｵ
おいしい節約生活マニュアル 飯島　和男 明日香出版社 1999 591.8ｲ
おいしいハーブティー　入れる・味わう・楽しむ 佐々木　薫 誠文堂新光社 1996 596.7ｻ
おいしい店めぐり　味よし値段よし　日本全国穴場案 大山　のぶ代、高木  美千子 グラフ社 1996 596.02ｵ
おいしいものだけパパパッ　身近な素材のカジュア
ルレシビ１２３

枝元　なほみ 主婦の友社 1999 596ｴ

老いじたくは財産管理から 中山　二基子 文藝春秋 2002 324.2ﾅ
お医者さんがすすめる理想の素肌づくり　スキンケ
ア読本　化粧品をどう選びどう使うかで素肌美

堀越　貴志、横山　美保子 双葉社 1997 595.5ﾎ



老いた親を愛せますか？　それでも介護はやってく 岸見　一郎 幻冬舎 2015 598.4ｷ
老いた親のきもちがわかる本　マンガで笑ってほっ
こり

佐藤　眞一　監修、北川なつ
マンガ

朝日新聞出版 2017 367.7ｵ

老いた子が老いた親をみる時代 林　京子 講談社 1995 367.7ﾊ
おいつめられる男の子どっちつかずの女の子　性と
いう個性を考えた子育て・幼稚園選び

皆本  二三江（他） 文化書房博文社 2001 376.1ｵ

老いて新しい自分と出会う　ひとりで元気に楽しく生 吉沢　久子 講談社 1998 367.7ﾖ
老いてこそ今日を輝いて 中山　あい子 海竜社 1992 914.6ﾅ
老いてしあわせに生きる知恵 吉沢　久子 海竜社 1999 914.6ﾖ
老いては子に逆らう　わたしの老親修業 吉武　輝子 海竜社 1999 367.7ﾖ
老いては人生桜色 吉武  輝子 集英社 2001 914.6ﾖ
老いと家族 染谷  俶子  編 ミネルヴァ書房 2000 367.7ｵ
老いと暮らす 安田　陸男 岩波書店 1998 367.7ﾔ
老いとこころ　熟年からのメンタルヘルス・エッセンス 寺田　晃  編、佐々木  英忠 日本文化科学社 1996 367.7ﾃ
老いと死をみつめて　老いの生きかたＱ＆Ａ アルフォンス・デーケン  編著 同文書院 1994 367.7ﾃﾞ
老いと死の受容　　新装版 日野原　重明 春秋社 1998 367.7ﾋ
老いに成熟する 日野原　重明 春秋社 1997 367.7ﾋ
老いの青い鳥を求めて　第１０回女性による高齢化
社会シンポジウムの記録

高齢化社会をよくする女性の
会  編

ミネルヴァ書房 1992 367.7ｵ

老いの歩き方　あなたが死ぬまで現役であるために 式田　和子 立風書房 1996 367.7ｼ
老いの生きがい学　人生の第三年代を挑戦の季節 白石　浩一 海竜社 1997 159.79ｼ
老いの泉　上 ベティ・フリーダン 西村書店 1995 367.7ﾌ2
老いの泉　下 ベティ・フリーダン 西村書店 1995 367.7ﾌ1
老いの居場所　時には死んだふり 式田　和子 うなぎ書房 1999 367.7ｼ
老いの語らい 沢村　貞子 岩波書店 1997 778.21ｻ
老いの始末　死ぬことは怖くない 田中　澄江 海竜社 1997 914.6ﾀ
老いの準備 式田　和子 マガジンハウス 1997 367.7ｼ
老いのスケッチ　アメリカ老人の光と影 カルドマ　木村　哲子 誠信書房 1986 369.26ｶ
老いの住まい警告と対策　５０歳からの人生すごろ
く、あがりは上々、転ばぬ先の

西野　洵子（他） ＪＤＣ 1998 369.26ｵ

老いの住処はどこにする 松原　惇子 リブリオ出版 1996 367.7ﾏ1
老いの住処はどこにする　続 松原　惇子 リブリオ出版 1997 367.7ﾏ2
老いの尊厳をささえる　看護現場からのリポート 束原　加代子（他）  編 同時代社 1998 492.92ｵ
老いの不安を自信に変える森田式実践生活法 吉沢　勲 海竜社 1999 367.7ﾖ
老いの道づれ　二人で歩いた五十年 沢村　貞子 岩波書店 1995 914.6ｻ
老いの臨床心理　高齢者のこころのケアのために 黒川　由紀子　編 日本評論社 1998 143.7ｸ
老いる準備 上野　千鶴子 学陽書房 2005 369.26ｳ
老いるとはどういうことか 河合　隼雄 講談社 1997 914.6ｶ
老いるには覚悟がいる 米谷・ふみ子 海竜社 1996 914.6ｺ
老いる前に用意しておきたいこと　住まい・税金・保
険・健康・生きがい

川村　智恵子（他） 日本法令 1996 367.7ｵ

老いはちっともこわくない　笑顔で生きるための妙薬 柏木　哲夫
日本経済新聞社
出

1998 493.18ｶ

応援しますあなたの旅立ち　大平流独学のすすめ 大平　光代 講談社 2002 379.7ｵ
応援します働くお母さん　わが家は地域の子育て
パートナー

全国家庭的保育ネットワーク
編

ひとなる書房 1997 376.1ｵ

黄金の川の王さま　＊富山 太佳夫、富山 芳子共編 ジョン・ラスキン（他） 青土社 1999 933.68ｵ
逢坂剛のスペイン讃歌　直木賞作家が案内する九
つの都市

逢坂　剛 講談社 1992 293.6ｵ

王妃カトリーヌ・ド・メディチ 桐生　操
ベネッセコーポ
レーション

1995 289ｷ

往復書簡思想としての労働 内山　孝、竹内　静子
農山漁村文化協
会

1997 366.04ｳ

旺文社漢和辞典　第５版 赤塚　忠（他）　編 旺文社 1993 813.2ｱ
旺文社国語辞典　第８版 松村　明（他）　編 旺文社 1992 813.1ﾏ

欧米キャリア女性が見た日本人のセクハラ
クリスタリン・ブラネン、トレー
シー・ワイレン

草思社 1994 366.3ﾌﾞ

欧米の介護現場 河畠　修　編著 一橋出版 1997 369.26ｶ
青梅市男女平等推進計画　第六次　（平成３０年度
～平成３４年度（２０１８年度～２０２２年度）

青梅市　編 青梅市 2018 FW367ｵ

青梅市男女平等推進計画・青梅市プラン進ちょく状
況報告書　平成２７年度

青梅市　編 青梅市 2016 FW367ｵ

大分おんな百年 古庄　ゆき子 ドメス出版 1993 367.21ｺ
お～い父親　Part2　夫婦篇 汐見　稔幸 大月書店 2003 367.3ｼ2
おーい、ひきこもりそろそろ外へ出てみようぜ　タメ 工藤　定次、スタジオ・ポット ポット出版 1997 371.42ｸ
ＯＬたちのレジスタンス　サラリーマンとＯＬのパワー 小笠原　祐子 中央公論社 1998 366.38ｵ
ＯＬ定年物語 松原　惇子 ＰＨＰ研究所 1994 366.3ﾏ



ＯＬのオシゴトの悩み解決マニュアル　会社に疲れ
た心と体の症状別お助けアロマテラピーの処方箋つ

シングル応援団　編 主婦の友社 1999 366.38ｵ

ＯＬの創造　意味世界としてのジェンダー 金野  美奈子 勁草書房 2000 366.38ｺ
ＯＬ放浪記 わかぎ　えふ 集英社 1995 914.6ﾜ
大垣市男女共同参画プラン　第3次　（概要版つき） 大垣市 大垣市 2013 FW367ｵ
大風のように生きて　日本最初の看護婦大関和物 亀山　美知子 ドメス出版 1992 289ｶ
オーガニック入門　心も体もうれしい毎日 岡村　貴子 ソニー・マガジン 2007 590ｵ
狼と駈ける女たち　野性の女元型の神話と物語 クラリッサ・ピンコラ・エステス 新潮社 1998 388ｴ

狼の愛　付・蟻
エレーヌ・シクスー、ジャック・
デリダ

紀伊国屋書店 1995 367.2ｼ

オオカミのようにやさしく ジリアン・クロス 岩波書店 1994 933ｸ
おおきくなったら　（Ａ）　落合恵子 文・企画  熊谷厚 静岡市 静岡市 1997 FW367ｵ
おおきななみ バーバラ・クーニー ほるぷ出版 1991 933ｸ
大国魂神社文書目録（２）　(府中市内家分け古文書
目録８）

府中文化振興財団府中市郷
土の森博物館　編

府中市 2005 014.72ｵ

大国魂神社文書目録　（３）　（府中市内分け古文書
目録９）

府中文化振興財団府中市郷
土の森博物館　編

府中市 2006 014.72ｵ

大雲払いの夜 富安　陽子 偕成社 1996 913ﾄ
大声小声 上坂　冬子、曽野　綾子 講談社 1992 914.6ｶ
大阪おんな自分流　扉を開けた８人の肖像 井上　理津子 ヒューマガジン 1998 367.21ｲ
オーストラリアの女性 石橋　百代 ドメス出版 1997 367.27ｲ
オーストラリアの女性哀史 Ｍ．ディクソン 勁草書房 1986 367.27ﾃﾞ
大田区男女共同参画推進プラン　第７期　（概要版 大田区 大田区 2016 FW367ｵ
大田区男女共同参画に関する意識調査報告書
（概要版つき）

大田区 大田区 2016 FW367ｵ

大田区男女共同参画に関する意識調査報告書 大田区 大田区 2020 FW367ｵ
大田区立男女平等推進センター「エセナおおた」年
度報告書　２０１５年度　（管理指定者　男女共同参
画おおた）

大田区立男女平等推進セン
ター「エセナおおた」

大田区立男女平
等推進センター
「エセナおおた」

2016 FW367ｵ

大津市男女共同参画推進計画　第2次　おおつかが
やきプランⅡ　（概要版つき）

大津市 大津市 2011 FW367ｵ

オードリー・ヘプバーン　スタイル　永遠のファッショ
ン・リーダー

近代映画社 近代映画社 2013 778.253ｵ

ＯＶＥＲ６０　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｓｎａｐ　いくつになっても憧れの ＭＡＳＡ　＆　ＭＡＲＩ 主婦の友社 2014 593.8ﾏ
オーブンまかせの天板おかず　焼く蒸す煮る炊く揚 三宅　郁美 主婦と生活社 2010 596ﾐ
大村智博士講演録 私の半生と出会った女性たち
（お茶の水ブックレット１１　ノーベル生理学・医学賞
受賞２０１５年）

お茶の水学術事業会 編
お茶の水学術事
業会

2019 FW367ｵ

オーランドー　ある伝記 ヴァージニア・ウルフ みすず書房 2000 933.7ｳ
オールウェイズ・カミングホーム　下 アーシュラ・Ｋ．ル・グウィン 平凡社 1997 933.7ﾙ2
オールウェイズ・カミングホーム　上 アーシュラ・Ｋ．ル・グウィン 平凡社 1997 933.7ﾙ1
お母さん、「あなたのために」と言わないで　子育て
に悩むすべての人への処方箋

長谷川　博一 草思社 2010 379.9ﾊ

お母さんを元気にするひとこと 金盛　浦子 黎明書房 1998 371.4ｶ
お母さんが子どもになった マイ・ファント 講談社 1991 369ﾌ
お母さんがみるみる元気になる魔法の言葉 石川　さちこ コナストゥーワン 1998 379ｲ
お母さんがラクになる本　子育ては実は楽しい 沙羅の会 ウェーブ出版 1997 379.9ｵ
お母さん、頑張りすぎないで　乳幼児の子育て 牧　裕子 新日本出版社 1994 376.1ﾏ
お母さん社長が行く！ 橋本　真由美 日経ＢＰ社 2007 024.8ﾊ
お姑さんと呼ばないで　ひとりの人間としてひとりの
女として

萩原　葉子 海竜社 1991 914.6ﾊ

お母さんに伝えたい子どもの病気ホームケアガイド
改正予防接種法に準拠

日本外来小児科学研究会
編著

医歯薬出版 1997 493.9ｵ

お母さんのあいさつ　学校行事父母会 提出用文書
実例つき

横田  京子 大泉書店 2000 809.4ﾖ

お母さん、ノーベル賞をもらう　科学を愛した１４人の
素敵な生き方

シャロン・バーチュ・マグレイ
ン

工作舎 1996 402.8ﾏ

お母さんのカウンセリング・ルーム　三歳児神話から
家庭内離婚まで

三沢　直子 主婦の友社 1995 367.3ﾐ

お母さんの再出発・自分探し応援ＢＯＯＫ 藤本　裕子 企画室 1999 367.3ﾌ
おかあさんのたまごのはなし 松田　和洋、遠矢　美緒 南方新社 2006 491.35ﾏ
お母さんのためのかしこい保育園選定マニュアル 中村　季代 鹿砦社 1998 376.1ﾅ
お母さんのためのワクチン接種ガイド　ＶＰＤ（ワクチ
ンで防げる病気）って何？

薗部　友良　監修、「ＶＰＤを
知って、子どもを守ろう。」の

日経メディカル
開発

2011 493.82ｵ

お母さんの悩み相談室　０歳ー６歳の子どもをもつ
小児科医からのアドバイス

藤田　光江 婦人之友社 1998 493.98ﾌ

お母さんの悩みと不安にこたえる子育ての知恵・し 田中  喜美子、ＮＭＳ研究会 ＰＨＰ研究所 2001 599.9ﾀ
お母さんの話聞いて　働く母親から娘へ、２８通の手 沖藤　典子　監修 夏目書房 1996 916ｵ



お母さんひとりで悩まないで　だれにも聞けない育
児の相談

今泉　岳雄、畑山　伊佐枝 講談社 1995 599ｲ

お母さん本音トーク生き方ジグザグ子育てでこぼこ
人生と子育てに悩むすべてのお母さんに贈ります

平田　圭子 草土文化 1995 367.3ﾋ

おかあさんもっとしっかり　飛び出せ言葉の海へ 木内　哲子
日本放送出版協
会

1992 378.2ｷ

お母さんわたしの絵を見て　母胎回帰願望をもつ子
供たち

中西　芳夫
日本経営協会総
合研究所

1999 146.82ﾅ

お金と愛情の間　マルクス主義フェミニズムの展開 ナタリー　Ｊ．ソコロフ 勁草書房 1987 367.2ｿ
お金とじょうずにつきあう本 Ｌ．ジャフェ、Ｌ．サン・マルク 晶文社 2001 337ｼﾞ
お金の不安に答える本　女子用　マネー＆ライフを
豊かにする50のポイント

八ツ井　慶子
日本経済新聞出
版社

2010 591ﾔ

お金の不安に答える本　男子用　マネー＆ライフを
豊かにする50のポイント

藤川　太
日本経済新聞出
版社

2010 591ﾌ

岡野流離婚の三原則　あなたは幸せになれる 岡野  厚子
キルタイムコミュ
ニケーション

2000 367.4ｵ

岡部伊都子集　１　いのちの袋 岡部　伊都子 岩波書店 1996 914.6ｵ1
岡部伊都子集　２　暮らしのこころ 岡部　伊都子 岩波書店 1996 914.6ｵ2
岡部伊都子集　３　玉ゆらめく 岡部　伊都子 岩波書店 1996 914.6ｵ3
岡部伊都子集　４　古都ひとり 岡部　伊都子 岩波書店 1996 914.6ｵ4
岡部伊都子集　５　ずいひつ白 岡部　伊都子 岩波書店 1996 914.6ｵ5
オカマだけどOLやってます。ナチュラル篇 能町　みね子 竹書房 2007 916ﾉ
おかみさん物語 佐橋　慶女 文藝春秋 1994 689.8ｻ
置かれた場所で咲きなさい 渡辺　和子 幻冬舎 2012 914.6ﾜ
置き去り　サハリン残留日本女性たちの六十年 吉武　輝子 海竜社 2005 334.43ﾖ

荻田セキ子を偲んで
荻田セキ子を偲んで編集委
員会

荻田セキ子を偲
んで編集委員会

1993 280ｵ

掟を破った鳥娘の話 ヴェルマ・ウォーリス 草思社 2000 933.7ｳ

おきなぐさ・いちょうの実　（日本の童話名作選）
宮沢　賢治　作、たかし　たか
こ　絵

偕成社 1992 913ﾐ

オキナワ女たちは今 ゆいまーるセミナー  編 ドメス出版 1997 367.21ｵ
沖縄女性史 伊波  普猷 平凡社 2000 367.21ｲ

沖縄ー戦争と平和 大田　昌秀
朝日新聞社出版
局

1996 319.8ｵ

沖縄の女たち　女性の人権と基地・軍隊 高里　鈴代 明石書店 1996 367.21ﾀ
沖縄の骨 岡部　伊都子 岩波書店 1997 915.6ｵ
沖縄は訴える 大田　昌秀 かもがわ出版 1996 219.9ｵ
沖縄若夏の記憶 大石　芳野 岩波書店 1997 914.6ｵ
沖縄は主張する 大田　昌秀 岩波書店 1996 319.8ｵ
お気に入りのカーテン　暮らしの手づくりおしゃれ 日本ヴォーグ社　編 日本ヴォーグ社 1995 597.2ｵ
奥様はトップセールスマン　女３０代から元気になる 宮口　美佐子 ジャパン・ミック 1995 673.3ﾐ
奥谷京子の夢起業塾　いざというときは女だ 奥谷　京子 日本評論社 2012 673ｵ
奥多摩わくわく登山 堀口　行雄　編 のんぶる舎 1993 291.36ﾎ
おくのほそ道 田辺　聖子 講談社 1989 915ﾀ
奥の細道を行く（カメラ紀行） 読売新聞社　編 読売新聞社 1989 291ｵ
億夜 高樹　のぶ子 講談社 1995 913.6ﾀ
お悔やみ１１０番　弔問のマナー・通夜・葬儀・四十
九日 図解付き

葬儀で困った市民グループ
編

ひかりのくに 1996 385.6ｵ

お好さんの生活史　ある庶民の戦中・戦後 清水　好  著、清水  寛  編 ドメス出版 1996 289ｼ
幼い娼婦だった私へ ｿﾏﾘｰ･ﾏﾑ 文芸春秋 2006 956ﾏ
幼い未亡人 Ｍ．Ｋ．インディラ 三一書房 1993 929.8ｲ

お産選びマニュアル　いま、赤ちゃんを産むなら 河合  蘭
農山漁村文化協
会

2000 498.1ｶ

お産のレシピ　妊娠・出産とゆったり向き合うための きくち　さかえ 学陽書房 2009 598.2ｷ
お産婆さんの智恵で安らぎのお産を 松田　シヅエ、艸場  よしみ 学陽書房 1997 598.2ﾏ
お産ルネサンス　わたしの身体はわたしのもの 清水  久美、坂本  みゆき 雲母書房 2001 495.7ｼ
おじいさんの挑戦　パワフルおじいさんのウォーキン
グトライアル

中村　勝利 日本図書刊行会 1997 290.9ﾅ

教えて、お坊さん！「さとり」ってなんですか 小出　遥子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 184ｺ
おじさん改造講座　７　ＯＬ委員会　くどき文句おじさ
んだってがんばるぞ

清水　ちなみ 文藝春秋 1998 049ｼ7

おじさん改造講座　８　ＯＬ委員会　女ひとり暮らしは
こんなにこわい

清水　ちなみ 文藝春秋 1998 049ｼ8

おしどり夫婦２５年やっていますが私、こっそり離婚
をたくらんでいます　（オレンジページムック）

ふじわら　かずえ オレンジページ 2016 365.3ﾌ

オシャベリな目玉焼 柴門　ふみ 小学館 1990 914.6ｻ
おしゃれする 大橋　歩 中央公論社 1998 593.36ｵ



おしゃれなガーデン＆インテリア　インテリアの大好
きな園芸一年生に贈ります 小さな庭師事と草花を

主婦の友社　編 主婦の友社 1996 620ｵ

おしゃれの幸福論 光野　桃 中経出版 2013 593.8ﾐ
押忍！手芸部　日本一男前名手芸本 押忍！手芸部 池田書店 2006 594ｵ
お葬式のあとの事典　事後処理をつつがなくすませ
るために

浅野　みゆき  監修、土井
敏彦  監修

法研 1999 385.6ｱ

お葬式のかたち　あなたの遺志を生かした自分らし
いさようならを

婦人画報社　編 婦人画報社 1998 385.6ｵ

お葬式の値段         　もしも、のときあわてない 気
になるお金のことが「業界のウラ話」で全部わかる

高木  涼 ごま書房 2000 385.6ﾀ

畏れ慄いて アメリー・ノートン 作品社 2000 953.7ﾉ
おたおたママのうんち日記 うえさき  ひろこ 祥伝社 2000 599.04ｳ
オタクと三人の魔女 大原　まり子 徳間書店 1995 913.6ｵ
落ち着きのない子どもたち　多動症候群への理解と 石崎　朝世　編著 すずき出版 1995 378.6ｲ
お茶の間経済セミナー　生活感覚から見る日本経済 袖井　孝子、太田　弘子 日本実業出版社 1989 332.1ｿ
おちんちんのえほん やまもと  なおひで ポプラ社 2000 367ﾔ
夫へ大事な話があるんです　叱ってばかりの私 ２ プチタンファン編集部  編 婦人生活社 2001 379.9ｵ

夫が職を失ったとき 亀山　早苗
ネスコ（日本映像
出版）

1998 367.3ｶ

夫が妻に暴力をふるうとき　ドメスティック・バイオレ
ンスの真実

ニール･ジェイコブソン、ジョ
ン・ゴットマン

講談社 1999 367.3ｼﾞ

夫・恋人からの暴力　国境のない問題・日本と各国
のとりくみ

ドメスティック・バイオレンス
国際比較研究  編

教育史料出版会 2000 367.3ｵ

夫・恋人の暴力から自由になるために ジニー・ニッキャーシー（他） パンドラ 1995 367.3ﾆ
夫とする在宅介護　自分ひとりで背負いこまないで 松崎　陽子　編著 日本法令 1996 369.26ﾏ
夫と妻がもっとわかりあうために　お互いの本当の
気持ちを知っていますか

円　より子 大和書房 1993 367.4ﾏ

夫と妻であり続けるための心理学 マイケル  Ｆ．マイヤース 講談社 1999 367.3ﾏ
夫と妻のための新・専業主婦論争　中公新書ラクレ 中公新書ラクレ編集部 中央公論新社 2002 367.3ｵ
夫と妻の別居介護　3人の痴呆老親を抱えた夫婦の
介護奮闘記

松井 省吾、松井  幸江 中央法規出版 2000 369.26ﾏ

夫と妻の向き合いかた　定年になってからでは遅す 金盛  浦子 大和出版 2001 367.4ｶ
夫との人生に悩む妻のための本　女として妻として
の幸せを確かに掴む知恵

塩田　丸男 中経出版 1998 367.3ｼ

夫とふたりきり　定年夫婦の生き方・暮らし方・これ
はもう恐怖です

中村  メイコ 青春出版社 2000 772.1ﾅ

夫にイライラしたときに読む本 笹渕　隆広 郁朋社 2007 367.3ｻ
夫に先立たれた９年間を幸せに生きる妻の本 溝口　知実　（著・監修） 自由国民社 2016 367.7ﾐ
夫のかわりはおりまへん 江村  利雄 徳間書店 2000 598.4ｴ
夫の財布　妻の財布 今井　美佐子 東方出版 2008 914.6ｲ
夫の生態がまるっとわかる９３のカウンセリング 木村　泰之 スタンダーズ 2019 367.3ｷ
夫は定年妻はストレス 清水　博子 青木書店 1996 367.4ｼ
お父さんがいるって嘘ついた　ガン・闘病から死ま
で、遺族たちの心の叫び

あしなが育英会　編 廣済堂出版 1997 916ｵ

お父さん子育てしてますか 野本　文幸 朝日新聞社 1989 379.9ﾉ
お父さんゴハンまーだ はしだ　のりひこ 教育史料出版会 1987 367.3ﾊ
お父さんとお母さんのための子育て１１０番 はまな  つぐよ ＰＨＰ研究所 2002 599ﾊ
お父さんにできること・お母さんにできること 山崎  慶子 フェリシモ 2002 019.2ﾔ
お父さんの育児手帳　パパの育児日記付き 妻と子
を大きな愛で包む男の育児

薗部　友良 講談社 1996 599ｿ

お父さんの更年期 高野　孝旺、柏木　純一 毎日新聞社 1995 493.18ｺ

お父さんの面積 猪熊　弘子
農山漁村文化協
会

1998 367.3ｲ

お父さんの料理 村上　昭子（他） 新日本出版社 1997 596ｵ
おとぎ話が神話になるとき ジャック・ザイプス 紀伊国屋書店 1999 909ｻﾞ
おとぎ話にみる男と女　ユング心理学の視点から ヴェレーナ・カースト 新曜社 1986 146.1ｶ
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 1999 312.38ﾐ
男を脱ぐ！　ジェンダーが救う新・サラリーマン幸福 蔦森　樹 全日出版 2003 367.9ﾂ
男おひとりさま道 上野　千鶴子 法研 2009 367.7ｳ
男をやめる　人生をもっと豊かに生きるために 宗像　恒次 ワニブックス 2002 146.8ﾑ
オトコ！オンナ？ 槇野　正樹 文芸社 2005 913.6ﾏ
おとこ女いま昔 荻野　文子 毎日新聞社 1999 367.04ｵ
オトコが男らしさを棄てるとき 豊田　正義 飛鳥新社 1997 367.5ﾄ

男が語る離婚　破局のあとさき 中国新聞文化部　編
ネスコ（日本映像
出版）

1998 367.4ｵ

男が変わる　スウェーデン男女平等の現実 ヤンソン　由美子 有斐閣 1987 367.2ﾔ
男学女学 長谷川　真理子、養老  孟司 読売新聞社 1995 491.35ﾊ



男が結婚したい女性したくない女性　独身男性３５０
０人の本音レポート

田中　一京 青年書館 1993 159.6ﾀ

男が作る男が食べたい基本の料理 オレンジページ　編 オレンジページ 1996 596ｵ
男が、病院で介護するということ 野田　明宏 新風舎 1995 369.26ﾉ
男がみえてくる自分探しの１００冊 中村　彰  編、中村  正  編 かもがわ出版 1997 367.5ﾅ
男語おんな語翻訳指南 森　瑶子、堀池　秀人 光文社 1996 914.68ﾓ
男盛りこんな生き方もあったのか ゲイル・シーヒィ 徳間書店 1999 367.5ｼ
男時間では生きられない　仕事結婚出産生きがい 本岡　典子 情報センター出 1993 366.38ﾓ

男社会へのメッセージ
読売新聞福岡総本部女性問
題企画委員会  編

海鳥社 1997 367.2ｵ

男、台所で遊ぶ　ゴロ寝派返上宣言 イキイキ家族推進委員会  編 双葉社 2000 596ｵ
男たちへ　フツウの男をフツウでない男にするため 塩野　七生 文藝春秋 1995 914.6ｼ

男たちの更年期クライシス 宮　淑子
日本放送出版協
会

1997 493.18ﾐ

男たちの誤算 福島　瑞穂　編 径書房 1990 367ﾌ
男たちの知らない女　フェミニストのためのサイエン
ス・フィクション

マーリーン　Ｓ．バー 勁草書房 1999 367.1ﾊﾞ

男たちの世紀末読本 金子　雅臣 バンドラ 1998 367.5ｶ
男たちの脱暴力　ＤＶ克服プログラムの現場から 中村　正夫 朝日新聞出版局 2003 367.3ﾅ
男たちの非婚時代 吉廣　紀代子 三省堂 1988 367.4ﾖ
男たちの妄想  １　女・流れ・身体・歴史 クラウス・テーヴェライト 法政大学出版局 1999 367.5ﾃ1
男たちの私さがし　ジェンダーとしての男に気づく メンズセンター　編 かもがわ出版 1997 367.5ｵ
男たちよ、そろそろお休みなさい 奥谷　禮子 大和出版 1990 336ｵ
男たちよ妻を殴って幸せですか　ドメスティック・バイ
オレンスの周辺

西舘　代志子 早稲田出版 2002 367.3ﾆ

「男だてら」に「女泣き」　ジェンダーと男女共同参画
社会入門

奥山　和弘 文芸社 2003 367.21ｵ

男たらし論 野中　邦子（他） 平凡社 1997 152.1ﾉ
男であることを拒否する J.ストルテンバーグ 勁草書房 2002 367.5ｽ
男であることの困難　恋愛・日本・ジェンダー 小谷野　敦 新曜社 1997 367.5ｺ
男という病　新装版　男らしさのメカニズムと女のや ヴィルフリート・ヴィーク 三元社 1998 143.1ﾋﾞ
男という病の治し方　新装版　女性依存症を断つー
自分をみつめる男たち

ヴィルフリート・ヴィーク 三元社 1998 143.6ﾋﾞ

おとこどうしのおるすばん 梅田　俊作、梅田　佳子 岩崎書店 1992 913ｳ
男と男の恋愛ノート　ゲイ・カップル　恋と暮らしと仕
事のパートナー・シップ

梁瀬　竜太、伊藤　悟 太郎次郎社 1994 145.7ﾔ

男と女　親密さと境界線
アルコール問題全国市民協
会  編

アルコール問題
全国市民協会

1996 493.15ｵ

男と女を漢字で表現　９９％の勘違い！ 松本　一起 長崎出版 2008 914.6ﾏ
男と女が９５％わかりあえるスターリング・メソッド Ａ．ジャスティン・スターリング 文春ネスコ 2001 152.1ｽ
男と女変わる力学　家庭・企業・社会 鹿嶋　敬 岩波書店 1989 366.3ｶ
男と女のアドラー心理学 岩井　俊憲 青春出版社 2017 143.1ｲ

女と男のいきいきフォーラム八王子記録集　第２３回
八王子市男女共同参画セン
ター　編

八王子市男女共
同参画センター

2014 FW367ｵ

男と女の過去と未来
倉知  克直  編、沢山  美果
子  編

世界思想社教学
社

2000 367.04ｵ

男と女の家庭論　しなやかに健やかに日本の家族 日本経済新聞婦人家庭部 ミネルヴァ書房 1984 367.3ｵ
男と女の近世史 薮田　貫 青木書店 1998 367.21ﾔ
男と女の更年期　更年期の上手なのりきり方 奈良  昌治 三省堂 2001 493.1ﾅ
男と女のしあわせ関係 佐藤　愛子 集英社 1994 914.6ｻ
男と女の周辺　上　花園大学社会福祉学特別講座 古橋　エツ子　編著 法政出版 1991 367.04ｵ1
男と女の周辺　下　花園大学社会福祉学特別講座 古橋　エツ子　編著 法政出版 1992 367.04ｵ2
男と女の心理テスト　フェミニズム・ジェンダー・セク
シュアリティ

小出　寧 ナカニシヤ出版 1998 143.1ｺ

男と女のスリリング　字幕スーパーで英会話レッスン 戸田　奈津子 集英社 1994 837.8ﾄ

男と女の本音 諸井　薫
日本経済新聞社
出版局

1999 914.6ﾓ

男と女の名（迷）セリフ　ニユーウーマンマガジンの
アメリカトレンドぶった斬り

ニユーウーマンマガジン 講談社 1995 937ｵ

男と女のモラトリアム　若者の自立とゆらぎの心理 永江  誠司 ブレーン出版 2000 371.47ﾅ
男と女の友人主義宣言　恋愛・家族至上主義を超え 佐藤　和夫 はるか書房 2004 361.45ｻ
男と働く女と働く ベス・ミルウィド ＴＢＳブリタニカ 1992 366.38ﾐ
男に媚びない女の生き方　いい恋愛、いい結婚をし
たかったら

吉村  たかみ 文香社 1997 141.62ﾖ

男に吹く風　らしさの現在 沖縄タイムス社　編 沖縄タイムス社 1998 367.5ｵ
男の育児書 男の子育てを考える会  編 現代書館 1987 599ｵ
男の育児手帖　新米パパのパタニティＢＯＯＫ 小滝　周曹　監修 日東書院 1995 598.2ｺ
男のええ加減料理　６０歳からの超入門書 石蔵　文信 講談社 2014 596ｲ



男の介護　４８歳サラリーマンの選択 竹永　睦男 法研 1998 369.26ﾀ
男の介護　失敗という名のほころび 吉田　利康 日本評論社 2010 369.26ﾖ
男の介護   罪と罰 大箸  幸弘 東洋出版 1999 369ｵ
男の家事のすすめ 早瀬　鑛一 三水社 1999 590.4ﾊ
男のかんたん料理　うまい、はやい、ヘルシー 今井　康隆 大月書店 1996 596ｲ

男の凶暴性はどこからきたか
リチャード・ランガム、デイル・
ピーターソン

三田出版会 1998 367ｾ

男の器量は女房しだい　広瀬久美子イイ男と語る 広瀬　久美子 アルトマン出版 1990 281ﾋ
男の子を持つお母さんへお父さんへ　子に惚れて子
を支える  身辺自立は日々の慣れ

伊藤　友宣 海竜社 1996 379.9ｲ

男の戸籍をください 虎井　まさ衛 毎日新聞社 2003 367.9ﾄ
男の子育て風雲録 福岡　賢正 毎日新聞社 1998 916ﾌ
男の子のからだとこころ　１２歳になったら読む本  こ
れだけは知っておきたい

村瀬  幸浩
ゆうエージェン
シー

2000 367.99ﾑ

男の子の育て方　わが子をいいオトコに育てるには 佐藤　洋子 教育史料出版会 1990 379.9ｻ
男の子は泣かない　学校でつくられる男らしさとジェ
ンダー差別解消プログラム

スー・アスキュー、キャロル・
ロス

金子書房 1997 367.5ｱ

男の座標軸　企業から家庭・社会へ 鹿島　敬 岩波書店 1993 366ｶ
男の出産 松久  淳 河出書房新社 1999 598.2ﾏ
男の肖像 塩野　七生 文藝春秋 1990 280.4ｼ
男の世界に挑戦する女たち　インタヴュー構成　アメ
リカ女性の職業進出

テリー・ウェザビー編 評論社 1985 366.38ｳ

男の魅力・女の引力 佐高　信、吉永　みち子 労働旬報社 1993 914.6ｻ
男の料理革命　うまい・簡単　台所が呼んでいる 主婦の友社　編 主婦の友社 1996 596ｵ
男の歴史　市民社会と男らしさの神話 トーマス・キューネ  編 柏書房 1997 367.5ｷ
男ふたり暮らし　僕のゲイ・プライド宣言 伊藤　悟 太郎次郎社 1993 145.7ｲ
オトコもスカートはきたいよ　男性も自由にオシャレ
したい！

きらめき 新風舎 2005 367.5ｷ

男らしさから自分らしさへ メンズセンター　編 かもがわ出版 1996 367.5ｵ
男らしさからの自由　模索する男たちのアメリカ 中村　正 かもがわ出版 1996 367ﾅ
男らしさの心理学　熟年離婚と少年犯罪の背景 関　智子 裳華房 1998 143.6ｾ
男らしさの人類学 デイヴィッド・ギルモア 春秋社 1994 367ｷﾞ
男らしさのゆくえ　男性文化の文化社会学 伊藤　公雄 新曜社 1993 367ｲ
男は終わった 浪藝　祐加 たま出版 1996 367.5ﾅ
男は女、女は男 エリザベート・バダンテール 筑摩書房 1992 367ﾊﾞ
男は女より頭がいいか　なぜ男が社会を支配してき
たのだろうか

ジョン・ニコルソン 講談社 1995 491.35ﾆ

男はつらいらしい　（講談社＋α文書　Ｇ２９３－１） 奥田　祥子[著] 講談社 2016 367.5ｵ
男は文化で女は自然か？ エドウイン・アードナー（他） 晶文社 1988 389ｵ
男は謀略女は知略 内館　牧子 小学館 1997 914.6ｳ
男はみんな女が嫌い ジョーン・スミス 筑摩書房 1991 368ｽ
おとしよりがわかる　改訂版　介護から老化の予防
まで知ってほしいこと

岡田　義昭
メディカルレ
ビュー社

1996 493.18ｵ

お年寄りの在宅介護がわかる本 高山　忠雄 法研 1992 369.26ﾀ

お年寄りの食事　こんな風に作ってきました 平田　静子
農山漁村文化協
会

1996 596ﾋ

大人家族　シングル体質の親娘たち 中山　み登り 光文社 1997 916ﾅ

おとなが学ぶときに ジョン・デインズ（他）
全日本社会教育
連合会

1996 379ｵ

「大人女子」と「子供おばさん」　愛され女子になるた
めの境界線

ひかり 新人物往来社 2012 159.6ﾋ

おとな女子のセルフ健康診断 内山　明好（監修） Ｇ．Ｂ． 2017 498.3ｵ
大人たちの失敗　この国はどこへ行くのだろう 櫻井  よし子 ＰＨＰ研究所 2000 304ｻ
大人たちはなぜ、子どもの殺意に気づかなかった
か？　ドキュメント・少年犯罪と発達障害

草薙　厚子 イースト・プレス 2010 368.7ｸ

おとなと子どもの関係を再生する条件とは何か 照本  祥敬 あゆみ出版 2000 371.4ﾃ
大人になったら淋しくなった 藤堂　志津子 ＰＨＰ研究所 1996 914.6ﾄ
大人になることのむずかしさ　新装版　青年期の問 河合　隼雄 岩波書店 1996 367.6ｶ
大人の女になりなさい　女は会社で鍛えられ、仕事
で磨かれる

石井　苗子 講談社 1997 336.4ｲ

おとなの女になるための５５章　ナチュラルに、自分 加藤　タキ 大和書房 1996 159.6ｶ
大人の女のおしゃれレッスン　四十代からナチュラ
ル・エレガンス

林　勝太郎 海竜社 1995 593.3ﾊ

おとなの事情 林　真理子 文藝春秋 1992 914.6ﾊ
大人のための映画選び 井上 一馬 ＰＨＰ研究所 2000 778.04ｲ
大人のための家庭科の教科書　暮らしの「ワザ」が
よくわかる本

全国消費生活相談員協会
監修

ＰＨＰ研究所 2007 590ｵ



大人のための心理童話　上　心の危機に処方する１
６の物語

アラン・Ｂ．チネン 早川書房 1995 904ﾁ1

大人のための心理童話　下　心の危機に処方する１
６の物語

アラン・Ｂ．チネン 早川書房 1995 904ﾁ2

大人のための友だちのつくり方　人生はヒトと出会っ
てこそ面白い

横澤　彪 サンマーク出版 1996 361.45ﾖ

大人のためのもいちど家庭科　料理の基本から掃
除・洗濯のコツまで

井上　八重子　（他）監修、 えい出版社 2008 590ｵ

大人のパソコン入門誌はじめて使うワード　この１冊
でＷｏｒｄが使えるようになる！！

土屋  信明  編 アスキー 2001 007.63ｵ

おとな二人の午後 五木  寛之、塩野  七生 世界文化社 2000 914.6ｲ
オトナも子供も大嫌い 群  ようこ 筑摩書房 2001 913.6ﾑ
音のパレット 竹西　寛子 青土社 1984 914.6ﾀ
乙女の日本史 堀江　宏樹、滝乃　みわこ 東京書籍 2009 210.04ﾎ
乙女の日本史　文学編 堀江　宏樹、滝乃　みわこ 実業之日本社 2010 910.2ﾎ
鬼 高平　鳴海（他） 新紀元社 1999 388ｵ
鬼追い　続昭和遊女考 竹内　智恵子 未来社 1990 384.9ﾀ
鬼に勝つ　わたしを自由に生きるために 金住　典子 三一書房 1998 289ｶ
小野小町恋の夜語り 田中　阿里子 学陽書房 1997 913.6ﾀ
おばあさんの一日　あなたの未来は見えますか 亀山　美知子 人文書院 1997 367.7ｶ
おばあちゃんが、ぼけた。　増補新版 村瀬　孝生 新曜社 2018 369.26ﾑ
おばあちゃんの知恵暮らしの便利帳 古谷　三敏 小学館 1996 590.4ﾌ
お墓と家族 槙村　久子 朱鷺書房 1996 385.6ﾏ
お墓なんていらない！？　自分で決める！葬送ガイ
ド

島田　裕巳　監修、Ｇｒｏｕｐ２
１　編

日東書院本社 2011 385.6ｵ

お墓１１０番　散骨に関するＱ＆Ａ付  図解付き お墓を考える市民グループ ひかりのくに 1999 385.6ｵ
おばさんシングルズが行く 宮地　六美 石風社 1994 914.6ﾐ
オバさんの逆襲 小林　洋子 毎日新聞社 1997 914.6ｺ
オバサンのひとりごと 佐藤　洋子 近代文藝社 1995 914.6ｻ
おばさん未満 酒井　順子 集英社 2008 914.6ｻ
オバサンは怒ったゾ　働く中高年婦人白書 働く婦人の会　編 ミネルヴァ書房 1987 366.3ｵ
おひとりさまが死ぬまで自立して生きるための本
成年後見制度

榊原　秀剛 パブラボ 2012 324.65ｻ

おひとりさまの最期 上野　千鶴子 朝日新聞出版 2015 367.75ｳ
おひとりさまの老後 上野　千鶴子 法研 2007 367.7ｳ
おひとりさまの老後 上野　千鶴子 法研 2007 367.7ｳ
おひとりさまマガジン　文芸春秋12月臨時増刊号 上野　千鶴子　編 文芸春秋社 2008 367.1ｵ
おひとりシニアのよろず人生相談　（ゆうゆうＢＯＯＫ 樋口　恵子 主婦の友社 2014 159.6ﾋ
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 2003 367.1ﾜ

オフィスからＯＬが消える日　日本企業で始まった事
務職不要の時代

西山　昭彦 ダイヤモンド社 1995 366.38ﾆ

オフィスでつかうことばと文書 西澤　眞紀子　（他）
日本経営協会総
合研究所

1995 336.5ｵ

オフィスにもちこまれる性　セクシャル・ハラスメント 杉井　静子、村瀬　幸浩 大月書店 1990 366.38ｽ
覚書・戦後の市川房枝　市川房枝伝　戦後編 児玉　勝子 新宿書房 1985 289ｺ
お見合いの達人 真島　久美子 講談社 1991 367.4ﾏ
思いをかなえるために必要なこと 西田　育生 産能大出版部 1999 159ﾆ
思川　山谷に生きた女たち　貧困・性・暴力　もうひと
つの戦後女性史

宮下　忠子 明石書店 2010 368.2ﾐ

思いきって手抜き料理　包丁いらずの超簡単レシビ
がいっぱい

浦上　裕子 グラフ社 1997 596ｳ

思い込みを変える自己トレーニング
リタ・スペンサー、アンジェラ・
ロスマニス

東京図書 1997 146.1ｽ

思いこみに気づく心理学　自分が変わる、生き方が Ｍ．マッケイ、Ｐ．ファニング 大和書房 1999 146.1ﾏ
思いこみの心理 加藤　諦三 三笠書房 1997 159ｶ
思いこみの性、リスキーなセックス　（若者の気分） 池上　千寿子 岩波書店 2011 367.9ｲ
思いっきり、マイウェイ 魔女っ子くらぶ はるか書房 1993 367ｵ
思い出を切りぬくとき 萩尾　望都 あんず堂 1998 726.10ﾊ
面白く生きる心得　生マジメ人間から脱皮する１９の 藤本　義一 青春出版社 1997 914.6ﾌ
おもしろくても理科 清水　義範 講談社 1994 914.6ｼ
おもしろ男女共生の社会学　新版 森　典子（他）  編著 学文社 1999 367ｵ
おもしろ哲学　市民大学講座の記録　自分で考える
力をつけてあなたの生き方を発見する本

御厨　良一 エール出版社 1999 100ﾐ

おもちゃ箱ひっくり返した　ひとりの女・教師の半生
北村　小夜、北村小夜が語
り、北村小夜と語る集い  編

現代書館 1988 289ｷ

親を愛せない子どもたち　少年・少女の心理がわか 久徳　重盛 大和出版 1998 367.3ｷ
親を殺した子供たち エリオット・レイトン 草思社 1997 368.7ﾚ



親をたのしむ５つのスキル エリザベス・クレアリー 築地書館 1998 379.9ｸ

老親を痴呆から守る２８の鉄則　あなたにもできる 河野　和彦
女子栄養大学出
版部

1998 493.75ｺ

おや、オヤ？親子・２１世紀　家族をひらく関係づくり 日本女子社会教育会  編
日本女子社会教
育会

2001 367.3ｵ

親をやりすぎる親たち
アルヴィン・ローゼンフェル
ド、ニコル・ワイズ

講談社 2001 379.9ﾛ

親がすべきこと教師がすべきこと　意欲を失った今
の子どもに必要なこと

深谷　昌志 ＰＨＰ研究所 1991 376.3ﾌ

親がすべきこと・してはいけないこと　子どもの能力
を最高に引き出す秘訣

平井　信義 ＰＨＰ研究所 1996 371.45ﾋ

親ができるのはほんの少しばかりのこと 山田　太一 ＰＨＰ研究所 1995 914.6ﾔ
親がボケたと思ったら　家族こそボケの名医だ 河野  和彦 主婦の友社 2000 493.75ｺ
親が６０歳になったら読む本　同居・健康・夫婦仲か
ら退職・年金・相続まで、オヤジ・オフクロとつきあう

親が気になる年頃ネットワー
ク  編

情報センター出
版局

1996 367.7ｵ

親が６５歳を過ぎたら、男が読む本 おち　とよこ ベネッセ 1998 317ｵ
親業　子どもの考える力をのばす親子関係のつくり トマス・ゴードン 大和書房 1998 379.9ｺﾞ
親業ケースブック　幼児・園児編　今日からあなたが
変わる・子どもが変わる

近藤　千恵　監修 ぬ利彦出版 1991 379.9ｵ

親業ケースブック　中・高生編　今日からあなたが変
わる・子どもが変わる

近藤　千恵　監修 ぬ利彦出版 1991 379.9ｵ

親業ケースブック　小学生編　今日からあなたが変
わる・子どもが変わる

近藤　千恵　監修 ぬ利彦出版 1988 379.9ｵ

親子関係の生涯発達心理学
氏家　達夫　編著、高濱　裕
子　編著

風間書房 2011 143ｵ

親子関係の理論　１　成立と発達 岡　宏子（他）　編 岩崎学術出版社 1987 361.6ｵ1
親子関係の理論　２　家族と社会 岡　宏子（他）　編 岩崎学術出版社 1986 361.6ｵ2
親子関係の理論　３　病理と治療 岡　宏子（他）　編 岩崎学術出版社 1987 361.6ｵ3
親子ストレス　少子社会の育ちと育てを考える 汐見　稔幸 平凡社 2000 379.9ｼ
親子で遊ぶおりがみと心を贈るラッピング　手の知
恵を暮らしに生かす

朝日　勇（他）
パッチワ－ク通
信社

1995 754ｵ

親子で遊ぼうお父さんのための実験手品 科学手品創作室　編 竹書房 1999 407ｵ
親子でおりがみ　おって遊べる伝承おりがみ73種 仲田　安津子　監修 主婦の友社 1996 754.9ﾅ
親子で訪ねる美術館　＊大原美術館  監修 青柳  正規 クレオ 1999 707.9ｱ
親子で楽しくおりがみであそぼ！　Ｅｎｊｏｙ Ｏｒｉｇａｍｉ
ｗｉｔｈ Ｙｏｕｒ Ｆａｍｉｌｙ

小林  一夫  監修 主婦の友社 2000 754.9ｵ

親子で楽しむフィールド遊び　山川海 加藤  俊二 きんのくわがた 2000 786ｶ
親子で作ろうだんごともち菓子　甘辛だんごや月見
だんご、柏もち、大福などが家庭でできる

岩崎　啓子 ブティック社 1999 596.65ｲ

親子で読む環境ホルモンってなぁに 辻　万千子、河村　宏 毎日新聞社 1999 519.79ﾂ
親子のトラブルＱ＆Ａ　くらしの相談室 吉岡　睦子（他） 有斐閣 1995 324.63ﾖ
おやこの広場びーのびーの　親たちが立ち上げ びーのびーの　編 ミネルヴァ書房 2003 369.41ｵ
母娘の風景 松本　侑壬子 論創社 1988 367.3ﾏ
親父のうしろ姿 加藤　勝美 紫翠会出版 1998 281ｶ
おやじの日本史　その役割はどう変わってきたか 樋口　清之 祥伝社 1998 367.3ﾋ
おやつの時間　とってもシンプル・だからおいしい！ 加藤　千恵 小学館 1995 596.6ｶ
親と離れて暮らす長男長女のための本　誰も教えて
くれない親孝行・介護の知恵と儀礼の常識

舛添　要一　監修 中経出版 1997 367.3ｵ1

親と離れて暮らす長男長女のための本　２　親が子
に望んでいること子が親にできること‐親がしてもら
いたい孝行と遠距離介護の方法

親と離れて暮らす長男長女
のための本刊行委員会

中経出版 1998 367.3ｵ2

親になるほど難しいことはない 椎名　篤子 講談社 1993 369.4ｼ
親になるほど難しいことはない   ＊文庫版　子ども
虐待の真実

椎名  篤子 集英社 2000 369.4ｼ

親のお金の守り方　ファイナンシャル・プランナーが 北見　久美子 朝日新聞出版 2012 591ｷ
親の介護と仕事を両立させる本　30～40代独身の 上原　喜光 秀和システム 2010 369.26ｳ
親の子離れ子の自立　家庭教育シリーズ５ 文部省 文部省 1998 367.3ｵ
親の悩み方　子育ては自分育てから 落合  恵子 河出書房新社 2000 379.9ｵ
親離れを考えたとき読む本 堀田　あけみ 三笠書房 1998 367.3ﾎ
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 367.6ｵ
おりこうさん病をなおせ　戦後五十年これからの日 あいざわ　いさむ 近代文藝社 1996 914.6ｱ
檻のなかの子　憎悪にとらわれた少年の物語 トリイ・Ｌ・ヘイデン 早川書房 1997 936ﾍ
降ります　さよならオンナの宿題 中村  和恵 平凡社 2001 914.6ﾅ
お礼お詫びごあいさつ状　誠意を伝える書き方と実 松本  遙尋 大泉書店 2000 816.8ﾏ
俺たち妊活部　「パパになりたい！」男たち１０１人 村橋　ゴロー 主婦の友社 2016 495.48ﾑ
折れない自信をつくる４８の習慣 潮凪　洋介 ダイヤモンド社 2013 159.4ｼ
お笑いジェンダー論 瀬地山  角 勁草書房 2001 367.1ｾ



音楽史の中の女たち　なぜ女流作曲家は生まれな
かったのか

エヴァ・リーガー 思索社 1985 762ﾘ

音楽と女性の歴史 ソフィー・ドリンカー 学芸書林 1996 762ﾄﾞ
音楽の癒しのちから 日野原　重明 春秋社 1996 146.8ﾋ
御直披 板谷　利加子 角川書店 1998 368.64ｲ
女・アート・イデオロギー　フェミニストが読みなおす
芸術表現の歴史

ロジカ・パーカー、グリゼル
ダ・ポロツク

新水社 1992 704ﾊﾟ

女・あすにつなぐ　女が語る・男も語る 読売新聞大阪本社婦人部 ミネルヴァ書房 1986 367ｵ
女、一生の働き方　貧乏ばあさん（ＢＢ）から働くハッ
ピーばあさん（ＨＢ）へ

樋口　恵子 海竜社 2010 366.38ﾋ

女・老いをたのしく
高齢化社会をよくする女性の
会  編

ミルネヴァ書房 1985 367.7ｵ

女・老いをひらく　第９回女性による高齢化社会シン
ポジウムの記録

高齢化社会をよくする女性の
会  編

ミネルヴァ書房 1991 367.7ｵ

女・老いをゆたかに
高齢化社会をよくする女性の
会  編

ミルネヴァ書房 1987 367.7ｵ

女・老いにのぞむ　第１３回女性のよる高齢化社会
シンポジウムの記録

高齢化社会をよくする女性の
会  編

ミネルヴァ書房 1995 367.7ｵ

女を楽しむ　自分らしく、無理なく生きるヒント  私の
スタイル

下重　暁子 大和出版 1996 159.6ｼ

女を殴る男たち　ＤＶは犯罪である 梶山　寿子 文藝春秋 1999 367.2ｶ
女を装う 駒尺　喜美　編 勁草書房 1986 367.2ｺ
女を読む・動かす・拓く 奥谷　禮子 大和出版 1986 336ｵ
女を読む映画　愛されるばかりが人生じゃない 木村　奈保子 近代文藝社 1995 778.04ｷ
女が家を買うとき 松原　惇子 文藝春秋 1990 914.6ﾏ

女が男を厳しく選ぶ理由
アラン・Ｓ・ミラー、サトシ・カナ
ザワ

阪急コミュニケー
ションズ

2007 140.18ﾐ

女が外国で働くとき 田辺　厚子 文藝春秋 1993 366.3ﾀ
女が会社で 辛　淑玉 マガジンハウス 1998 366.38ｼ
女が学者になるとき 倉沢　愛子 草思社 1998 289ｸ

女が変わる男が変わる１００冊の本
冨士谷　あつ子　編著、伊藤
公雄  編著

かもがわ出版 1997 367ﾌ

女が考えねば、この国は本当に消えて行く 光藤  亜沙美 新風舎 2001 367.1ﾐ

おんな・核・エコロジー
近藤　和子  編、鈴木  裕子
編

オリジン出版セ
ンンター

1991 367.2ｺ

女が５０歳から後悔しない生きかた　生まれ変わる
ための４１のヒント

白鳥　早奈英 大和書房 1996 159.6ｼ

女が子どもを産みたがらない理由 吉廣　紀代子　編著 晩成書房 1991 367.21ﾖ
女が酒を選ぶとき 友田　晶子 ウェーブ出版 1994 588.5ﾄ
女が自分を生きるということ 三枝　和子 海竜社 1997 367.1ｻ
「女」が邪魔をする 大野　左記子 光文社 2009 367.2ｵ

女が自由を生きるとき　感性からのフェニミズ 青木　やよひ
オリジン出版セ
ンター

1988 367.2ｱ

女が職場を去る日 沖藤　典子 世界思想社 1993 916ｵ
女が素敵な子どもの本　それからのノラたちの選択 木村　民子 近代文藝社 1996 909ｷ
女が政治を変える　議員になって世の中変えよう 笹倉　尚子（他） 新泉社 1990 318.4ｻ
女がそれを感じるとき 山口　洋子 文藝春秋 1996 914.6ﾔ
女が定年を迎えるとき　もう一つの人生の始まり 佐藤　洋子 大和書房 1992 366.46ｻ
女が定年退職するとき 石田　恵子 径書房 1995 914.6ｲ
女が働くこと生きること 中島　通子 労働教育セン 2002 367.1ﾅ
女が働くことをもういちど考える 中島　通子 労働教育セン 1993 366.38ﾅ
女が働くということ　増補　技術革新下の婦人労働
問題入門

西　清子 ドメス出版 1986 366.38ﾆ

女が働くとき読む本　ワークステージ別均等法・労基 中島　通子 有斐閣 1988 366.38ﾅ
女がひとりで生きるためのマネープラン 福田　美紀 汐文社 1995 338.12ﾌ

女がひとりで生きるということ　すべては自分しだい
ゲイル・ラトクリフ、ハミッ
シュ・キース

日本ヴォーグ社 1997 367.4ﾗ

女がメディアで生きる　　ベトナム報道と女性運動の 平松　昌子 ドメス出版 2013 289.1ﾋ
女が読むとき女が書くとき　自伝的新フェミニズム批 ショシャナ・フェルマン 勁草書房 1998 904ﾌ
女が読む日本近代文学　フェミニズム批評の試み 江種　満子  編、漆田  和代 新曜社 1992 910.26ｴ
女が４０代にしておくこと 下重　暁子 大和出版 1996 159.6ｼ
女から男になったワタシ 虎井　まさ衛 青弓社 1996 367.9ﾄ
女からみたいい男いい生き方 佐橋　慶女 講談社 1993 367.7ｻ
女が老後を迎えるとき　その福祉と生活設計 島田　とみ子 ミネルヴァ書房 1983 367.7ｼ
女感覚で生きる　仕事・子育て・老い 永畑　道子 新評論 1986 914.6ﾅ
おんな教授アメリカ３３年 ムルハーン　千栄子 文藝春秋 1993 914.6ﾑ
女、今日も仕事する 大瀧　純子 ミシマ社 2015 159.6ｵ
女ぎらい　ニッポンのミソジニー 上野　千鶴子 紀伊国屋書店 2010 367.21ｳ



女、キリリ　働く、生きる、たたかう・最前線
国労だから女だからそんな差
別は許さない女のネットワー

教育史料出版会 1990 366.38ｵ

女検事ほど面白い仕事はない 田島　優子 講談社 1998 327.13ﾀ
女５０歳人生後半がおもしろい　これから二度目の
収穫をめざすあなたへ

沖藤　典子 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2004 367．21ｵ

女五十代第二の人生が始まる 沖藤　典子 海竜社 1995 159.6ｵ
女五十代の生き方　いま華のとき 吉武　輝子 海竜社 1992 367.7ﾖ
女５０代もっと楽しんで生きる　いつまでも若々しい
自分へのヒント

下重　暁子 大和出版 1996 159.6ｼ

「女ことば」はつくられる　未発選書　第13巻 中村　桃子 ひつじ書房 2007 814.9ﾅ
「オンナ・コドモ」のジャーナリズム　ケアの倫理とと 林　香里 岩波書店 2011 070ﾊ
おんなコドモの風景 干刈　あがた 文藝春秋 1987 914.6ﾋ
女・子供の目 寿岳　章子、千田　夏光 蕗薹書房 1997 367.1ｼﾞ
女ざかり 丸谷　才一 文藝春秋 1993 913.6ﾏ
女ざかり　上　ある女の回想 シモーヌ・ド・ボーヴォワール 紀伊国屋書店 1986 950.28ﾎﾞ
女ざかり　下　ある女の回想 シモーヌ・ド・ボーヴォワール 紀伊国屋書店 1986 950.28ﾎﾞ
女ざかりの居場所さがし 沖藤  典子 ＮＥＣクリエイティ 2000 367.7ｵ
女・挫折からの出発　人生半ばで出会った危機を乗
り越える

来栖　琴子 ミネルヴァ書房 1998 367.21ｸ

女３５歳からの再就職 亀井　節子 学陽書房 1986 366.38ｶ
女三十代からのすてき人生 犬養　智子 海竜社 1988 914.6ｲ
女３０代人づきあいが楽しくなる知恵 塩月　弥栄子 大和書房 1994 385.9ｼ
オンナ３０にして立つ　住んだ学んで働いたアメリカ
１２００日

柴田　かおる 毎日コミュニケー 1998 302.53ｼ

おんな三代　それぞれの出発 俵　萌子 ミネルヴァ書房 1987 367ﾀ
おんなぢから　Ｗｈｏ’ｓ　Ｗｈｏ ｏｆ Ｗｏｒｌｄ Ｗｏｍｅｎ 山中　若菜 小学館 1997 280.4ﾔ
女主人公の不機嫌　樋口一葉から富岡多恵子まで 荒井  とみよ 双文社出版 2001 910.26ｱ
女書生 鶴見　和子 はる書房 1997 914.6ﾂ
女たちへのエレジー 金子　光晴 講談社 1998 911.56ｶ
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　編著

生活思想社 2012 369.31ｵ

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

2007 FW367ｵ

女たちが語る阪神大震災 ウィメンズネット・こうべ　編 木馬書館 1996 369.31ｵ
女たちがつくるアジア 松井　やより 岩波書店 1996 367.22ﾏ
女たちが、なにか、おかしい　おせっかい宣言 三砂　ちづる ミシマ社 2016 914.6ﾐ
女たち創造者たち 堀場　清子 未来社 1986 367.2ﾎ
女たちのアジア 松井　やより 岩波書店 1991 367.2ﾏ
女たちのウイーン ロート　美恵 文藝春秋 1993 283.46ﾛ
おんなたちの運動史　わたくしの生きた戦後 吉武　輝子 ミネルヴァ書房 2006 367.21ﾖ
女たちのエンパワーメント　男女平等社会をめざす
学習と実践

野々村　恵子  編著、中藤
洋子  編著

国土社 1997 367.1ﾉ

女たちのオーストラリア 佐藤　真知子 勁草書房 1987 367.27ｻ
女たちのお葬式 葬送を考える市民の会 太田出版 2012 385.6ｵ
女たちのカリフォルニア 國信　潤子 勁草書房 1985 367.25ｸ

女たちの絆 ロレッタ・ゴッボ
スリーエーネット
ワーク

1998 933.7ｺﾞ

女たちの静かな革命　個の時代が始まる 日本経済新聞社　編
日本経済新聞社
出版局

1998 367.21ｵ

女たちのジハード 篠田　節子 集英社 1997 913.6ｼ
女たちの自分育て　輝きを増す生き方・働き方 広岡　守穂 講談社 1998 366.38ﾋ
女たちの銃後　増補新版 加納　実紀代 インパクト出版会 1995 367.21ｶ
女たちの出発　兼業主婦時代 冨士谷　あつ子 ミネルヴァ書房 1984 367.3ﾌ
女たちの衝撃　コンピュータは女の働き方をどう変え 柴山　恵美子　編著 学陽書房 1988 366.3ｼ
女たちのスウェーデン 塚口　レグランド淑子 勁草書房 1988 367.23ﾂ
女たちの生と死 アンドレア・ドウォーキン 青土社 1998 367.25ﾄﾞ
女たちの戦後史　大阪からのレポート 柴田　悦子　編 創元社 1989 367.21ｼ
女たちの太平洋戦争　北の戦場樺太で戦った乙女
たちの生と死

谷川　美津枝 光人社 1995 916ﾀ

女たちの太平洋戦争 朝日新聞社　編
朝日新聞社出版
局

1996 916ｵ

女たちの中国　十人の現代中国女性の軌跡 尚　紹華 近代文藝社 1996 282.2ｼ
女たちの定年　手記と対談と自立の設定 金谷　千都子　編著 学陽書房 1995 366.46ｶ
女たちのドイツ　東と西の対話 カトリン・ローンシュトック  編 明石書店 1996 367.23ﾛ
女たちの２０世紀・１００人　姉妹たちよ ジョジョ企画　編 集英社 1999 281ｵ
女たちの２１世紀　暮らしの場からの１００の提案 三枝　佐枝子　編 ＰＨＰ研究所 1988 365ｵ
女たちのベスト・エッセイ 木村　治美 文藝春秋 1989 914.6ｷ
女たちの便利帳　６　女性の情報をひろげる 女たちの便利帳6編集室　編 ジョジョ 2009 367.21ｵ



女たちの本能寺 小石　房子 三交社 1992 210.48ｺ
女たちの本屋　表現として書店を実践して 多田　淳子（他） アルメディア 1993 024.1ｵ
女たちのめざす老後　はざま世代からのメッセージ
女性のための老後の幸せ

石川　松子（他）編著 生活思想社 1999 367.7ｵ

女たちのモスクワ 秋山　洋子 勁草書房 1983 367.23ｱ

女たちの山歩き　ゆっくり、あせらず、前向きに
日本勤労者山岳連盟女性委
員会  編著

本の泉社 2000 786.1ｵ

女たちのロンドン 加藤　春恵子 勁草書房 1984 367.23ｶ
女たちは書いてきた　「ひととき」に見る現代女性史 奥田　暁子　編著 径書房 1986 367.2ｵ
女たちは地球人　叛乱のすすめ１８章 三井　マリ子（他） 学陽書房 1988 367.2ｵ
女であることの希望　ラディカル・フェミニズムの向こ 吉澤　夏子 勁草書房 1997 367.1ﾖ

女・天皇制・戦争
鈴木　裕子  編  近藤  和子
編

オリジン出版セ
ンター

1990 312.1ｽ

女という生き方　先輩女性が贈る言葉 木村　佳代子 ピエ・ブックス 2005 159.6ｷ
女という快楽 上野　千鶴子 勁草書房 1986 367.2ｳ
女という経験　（問いの再生　4） 津島　佑子 平凡社 2006 367.1ﾂ
女という文字、おんなということば 川田  文子 明石書店 2000 367.1ｶ
女盗賊プーラン　上 プーラン・デヴィ 草思社 1997 289ﾃﾞ1
女盗賊プーラン　下 プーラン・デヴィ 草思社 1997 289ﾃﾞ2
女盗賊プーランは誰が殺したのか 黒田  龍彦 ベストセラーズ 2001 289ｸ

女・東大卒、異国で失業、50代半ばから生き直し 栗崎　由子
パド・ウィメンズ・
オフィス

2014 289ｸ

女と男　男も考える性差別の現在 熊田　亘 ほるぶ出版 1991 367.2ｸ
女と男 落合　恵子 講談社 1996 913.6ｵ

女と男　ジェンダーで解きあかす現代社会
北海道教育大学公開講座委
員会  編

北海道大学図書
刊行会

1997 367.9ｵ

女と男・愛の進化論　女はとことん男を選ぶ メアリー・バトン 講談社 1995 467ﾊﾞ
女と男とことば　女性語の社会言語学的研究法 ジェニファー・コーツ 研究社出版 1990 801ｺ
女と男と帝国　グローバリゼーション下の哲学・芸術 丹生谷  貴志 青土社 2000 104ﾆ

女と男のいきいきフォーラム八王子記録集　第24回
八王子市男女共同参画セン
ター　編

八王子市男女共
同参画センター

2015 FW367ｵ

女と男のいきいきフォーラム八王子記録集　第２５回
「自分を大切にする生き方、働き方」

八王子市男女共同参画セン
ター　編

八王子市男女共
同参画センター

2016 FW367ｵ

女と男のいきいきフォーラム八王子記録集  第２６回
「あなたらしさをもって生きる」

八王子市男女共同参画セン
ター 編

八王子市男女共
同参画センター

2018 FW367ｵ

女と男のいきいきフォーラム八王子記録集 第２７回
みんなが主役～それぞれが輝くよりよい関係をめざ

八王子市男女共同参画セン
ター 編

八王子市男女共
同参画センター

2018 FW367ｵ

女と男の肩書　上 藤堂　志津子 文藝春秋 1991 913.6ﾄ1
女と男の肩書　下 藤堂　志津子 文藝春秋 1991 913.6ﾄ2
女と男の関係をめぐって　１９９６年５月 西尾　和美 ヘルスワーク協 1997 361.4ﾆ
女と男のかんけい学　家族のゆらぎの中で 養老　孟司（他） 学文社 1997 367.3ｵ
女と男の更年期　あなたの医学書　名医の言葉で
病気を治す

小山　嵩夫 誠文堂新光社 2008 493.18ｺ

女と男の時空  １  ヒメとヒコの時代  上（原始・古代）
日本女性史再考

河野  信子  編 藤原書店 2000 367.21ｵ1

女と男の時空  ２  ヒメとヒコの時代  下（原始・古代）
日本女性史再考

河野  信子  編 藤原書店 2000 367.21ｵ2

女と男の時空  ３  おんなとおとこの誕生ー古代から
中世へ  上　日本女性史再考

河野  信子  編、伊東  聖子
編

藤原書店 2000 367.21ｵ3

女と男の時空  ４  おんなとおとこの誕生ー古代から
中世へ  下　日本女性史再考

河野  信子  編、伊東  聖子
編

藤原書店 2000 367.21ｵ4

女と男の時空  ５  女と男の乱ー中世ー  上　日本女
性史再考

岡野  治子  編 藤原書店 2000 367.21ｵ5

女と男の時空  ６  女と男の乱ー中世ー  下　日本女
性史再考

岡野  治子  編 藤原書店 2000 367.21ｵ6

女と男の時空  ７  （爛熟する女と男ー近世ー  上）
日本女性史再考

福田  光子  編 藤原書店 2000 367.21ｵ7

女と男の時空  ８  （爛熟する女と男ー近世ー  下）
日本女性史再考

福田  光子  編 藤原書店 2000 367.21ｵ8

女と男のシャドウ・ワーク
藤田  達雄  編、土肥  伊都
子  編

ナカニシヤ出版 2000 367.3ｵ

女と男のだましあい　ヒトの性行動の進化 デヴィッド・Ｍ・バス 草思社 2000 384.7ﾊﾞ
女と男の２１世紀　北京から日本へ 小宮山　洋子 大月書店 1996 367.2ｺ
女と男の日本語辞典  上巻 佐々木  瑞枝 東京堂出版 2000 814ｻ1
女と男の日本語辞典　下巻 佐々木　瑞枝 東京堂出版 2003 814.9ｻ2

女と男のフォーラムいなぎ記録集
女と男のフォーラムいなぎ実
行委員会２０１５、稲城市　編

女と男のフォー
ラムいなぎ実行
委員会２０１５、

2015 FW367ｵ



女と男のフォーラムいなぎ記録集　２０１６
女と男のフォーラムいなぎ実
行委員会２０１６、稲城市　編

女と男のフォー
ラムいなぎ実行
委員会２０１６、

2016 FW367ｵ

女と男のフォーラムいなぎ記録集 2017
女と男のフォーラムいなぎ実
行委員会２０１７、稲城市　編

女と男のフォー
ラムいなぎ実行
委員会２０１７、

2017 FW367ｵ

女と男のフォーラムいなぎ記録集　２０１８
女と男のフォーラムいなぎ実
行委員会２０１8、稲城市　編

女と男のフォー
ラムいなぎ実行
委員会2018､稲

2018 FW367ｵ

女と男のフォーラムいなぎ記録集　２０１９
女と男のフォーラムいなぎ実
行委員会２０１９、稲城市　編

女と男のフォー
ラムいなぎ実行
委員会２０１９、

2019 FW367ｵ

女と男のフォーラムいなぎﾞ記録集 2020
女と男のフォーラムいなぎ実
行委員会２０２０、稲城市　編

稲城市 2020 FW367ｵ

女と男の老友学 樋口　恵子 労働旬報社 1990 367.7ﾋ
女と男豊かな生き方 小宮山　洋子 青英社 1993 365ｺ
女と刀 中村　きい子 思想の科学社 1988 913.6ﾅ
女とことば　女は変わったか日本語は変わったか
壽岳章子さんの喜寿を記念して

遠藤　織枝　編 明石書店 2002 814.9ｵ

女とことば今昔 杉本　つとむ 雄山閣出版 1997 814.9ｽ

女と酒の物語 本間  千枝子
日本経済新聞社
出版局

2000 281.04ﾎ

女と仕事　「仕事文脈」セレクション 仕事文脈編集部（編） タバブックス 2018 366.38ｵ
女と仕事の本　１（１９４５－１９７４年） 国際女性学会　編 勁草書房 1985 366.38ｵ1
女と仕事の本　２（１９７５－１９８４年） 国際女性学会　編 勁草書房 1986 366.38ｵ2
女と仕事の本　３（１９８５－１９９０年） 国際女性学会　編 勁草書房 1991 366.38ｵ3
女と仕事・私の方法 とらばーゆ編集部　編 三笠書房 1988 366.3ｵ
女として考える生き方　らくらく生きる女の知恵 中村　メイコ（他） 廣済堂出版 1995 159.6ｵ
おんなと日本語 れいのるず　秋葉　かつえ 有信堂高文社 1993 810.13ﾚ
女と蛇　表徴の江戸文学誌 高田　衛 筑摩書房 1999 910.25ﾀ
女とは何か　イデオロギーの歴史 Ｖ．クライン 新泉社 1986 367.2ｸ
女なら二足のわらじ 広岡　立美 有信堂高文社 1999 367.04ﾋ
女に生まれてよかった。と心から思える本 水島　広子 朝日新聞出版 2018 367.2ﾐ
女に選ばれる男たち　男社会を変える 安積  遊歩、辛  淑玉 太郎次郎社 2001 367.3ｱ
女にしかわからない　ＨＥＲＳ２  ニューヨーク・タイム
ズ・コラム傑作選女性編

井上　一馬（他）編訳 文藝春秋 1995 367.25ｲ

女・２１世紀をえがく　女が変わる・男も変わる 渡部　通子　編 ミネルヴァ書房 1986 367.2ﾜ
女２９歳は生き方微妙どき はら　たいら 講談社 1991 726ﾊ
おんな二代の記 山川　菊栄 平凡社 1993 289ﾔ
女について　反女性論的考察　戦後日本思想の原 村上　信彦  著、篠原  三郎 こぶし書房 1997 367.1ﾑ
女にとっての戦争　１　ひととき欄の三〇年から 影山　三郎（他）　編 田畑書店 1982 319.8ｵ1
女にとっての戦争　２　ひととき欄の三〇年から 影山　三郎（他）　編 田畑書店 1982 319.8ｵ2

女日本美　新たなジェンダー批評に向けて
熊倉　敬聡  編  千野  香織
編

慶応義塾大学出
版

1999 704ｵ

女に向かって　中国女性学をひらく 李  小江 インパクト出版会 2000 367.22ﾘ
おんなの家　四季折々 橋田　壽賀子 ラインブックス 1996 913.6ﾊ
女の生き方四〇選　下 山崎　朋子　編 文藝春秋 1991 281ﾔ2
女の生き方四〇選　上 山崎　朋子　編 文藝春秋 1991 281ﾔ1
女の意識・男の世界 シーラ・ローバトム ドメス出版 1977 367.2ﾛ
女の一生 もろさわ　ようこ　編 平凡社 1978 367.2ｵ
女の一生の「性」の教科書　女医が伝えたい「知って
おくべきこと」

河野　美香 講談社 2012 495ｶ

女の顔に惚れるとき　４４人の女が撮る 野寺　夕子　編著 法政出版 1997 367.21ﾉ
女のからだ、自分で改善　生理痛から婦人病まで 岡島　瑞徳 筑摩書房 1998 498.3ｵ
おんなのからだと健康の本　聞いていますか、から 佐々木　静子 はまの出版 1998 495ｻ
女の体と心・結婚 俵　萌子（他） 教育史料出版会 1982 367.2ｵ
オンナの漢字 北島　廣敏 太陽企画出版 2002 811.2ｷ
女の起業が世界をかえる 国際交流基金　編 啓文社 1998 336ｵ

おんなの軌跡・北九州　北九州市女性の100年史
北九州市女性史編纂実行委
員会、アジア女性交流・研究
フォーラム　編著

ドメス出版 2005 367.21ｵ

女の気働き 吉沢　久子 海竜社 1983 590ﾖ
オンナのキメッ!言葉 大谷　由里子　著 全日出版 2005 361.45ｵ
女の気持ち３０年　１　嫁姑－老年 毎日新聞大阪本社学芸部 新評論 1987 367.2ｵ1
女の気持ち３０年　２　子ども－教育 毎日新聞大阪本社学芸部 新評論 1987 367.2ｵ2
女の気持ち３０年　３　自然－暮らし 毎日新聞大阪本社学芸部 新評論 1987 367.2ｵ3
女の気持ち３０年　４　女性－自立 毎日新聞大阪本社学芸部 新評論 1987 367.2ｵ4
女の気持ち３０年　５　戦争－平和 毎日新聞大阪本社学芸部 新評論 1987 367.2ｵ5



女の教育１００年 金森　トシエ、藤井  晴枝 三省堂 1985 372ｶ
女のくせに　草分けの女性新聞記者たち 江刺　昭子 インパクト出版会 1997 070.28ｴ
女の首　逆光の智恵子抄 黒澤　亜里子 ドメス出版 1985 911.52ｸ
女のグループ活動資金づくりの本　女のネットワー
キング姉妹編  助成機関全国リスト付

横浜市女性協会　編 学陽書房 1993 367.21ｵ

女の子からの出発　ジェンダーの人間学 長島　世津子 丸善プラネット 2011 367.2ﾅ
女の言葉 堀井　令以知 明治書院 1990 810.13ﾎ
女のことばの文化史 遠藤　織枝 学陽書房 1997 814.9ｴ
女のことわざ辞典 林　真理子 講談社 1990 914.6ﾊ
女の子の学力ののばし方心の育て方 長野　雅弘 あさ出版 2014 379.9ﾅ
女の子のこころとからだ　少女から女性へ１２歳に
なったら読む本  これだけは知っておきたい

丸本　百合子
ゆうエージェン
シー

1998 367.99ﾏ

女の子の育て方　愛と自律への出発 樋口　恵子 文化出版局 1987 379.9ﾋ
女の子はもっと伸びる　未来を担う少女たちに今必
要なチカラと環境

ガールスカウト日本連盟
ガールスカウト
日本連盟

2014 FW367ｵ

女の子は学校でつくられる
マイラ・サドカー、デイヴィッ
ド・サドカー

時事通信社 1996 372.53ｻ

女の子はサンタクロースになれないの エルフィー・ドネリ 国土社 1991 943ﾄﾞ
女の子はつくられる　教育現場からのレポート 佐藤　洋子 白石書店 1987 376ｻ
女の時間 Ｊ．クリステヴァ 勁草書房 1991 367.2ｸ
女の仕事　織物から見た古代の生活文化 エリザベス・Ｗ．バーバー 青土社 1996 586.09ﾊﾞ
女のシゴト道 大田垣　晴子 文藝春秋 2004 366.29ｵ
女の常識　今どきＯＬの世渡りマナー術  知ると知ら
ないとでは大違い

ＯＬ情報研究会　編 南雲堂 1995 336.47ｵ

おんなの昭和史　平和な明日を求めて 永原　和子、米田　佐代子 有斐閣 1986 367.21ﾅ
おんなの昭和史　増補版　平和な明日を求めて 永原　和子、米田　佐代子 有斐閣 1996 367.21ﾅ
女の自立　がんばり三人女の戦後史 川島　みどり 勁草書房 1980 367.21ｶ
女の人権と性  （いま、人間として  別巻２）　わたし
たちの選択　連続シンポジウム女の人権と性・優生
保護法と堕胎罪を考える

日本家族計画連盟　編 径書房 1984 367.90ｵ

女の人生いつでもスタートライン 樋口　恵子 有斐閣 1987 367.2ﾋ
女の人生選び　仕事、結婚、生きがいーリスクをどう
最小限にするか

竹信　三恵子 はまの出版 1999 367.21ﾀ

女の人生、３９歳からがおもしろい 三竹　洋子 ロングセラーズ 1993 159.6ﾐ
女の人生すごろく 小倉　千加子 筑摩書房 1990 143.5ｵ
女の身体、男の視線　浜辺とトップレスの社会学 ジャン・クロード・コフマン 新評論 2000 361.4ｺ

女の性と生
大阪外国語大学女性研究者
ネットワーク

嵯峨野書院 1997 367.1ｵ

女のせりふ１２０ 伊藤　雅子 未来社 1995 379.46ｲ
女の選択　生む・育てる・働く 高良　留美子 労働教育セン 1985 367.04ｺ
女の大転換期　明るく元気に更年期を乗り切りたい 工藤　美代子 世界文化社 1998 495.13ｸ
女の大老境　田嶋陽子が人生の先達と考える 田嶋　陽子 マガジンハウス 1997 281.04ﾀ
女の直感が男社会を覆す  上　ビジネスはどう変る ヘレン E．フィッシャー 草思社 2000 367.04ﾌ1
女の直感が男社会を覆す  下　恋愛、家族はどう変 ヘレン E．フィッシャー 草思社 2000 367.04ﾌ2
女のつよさ男のよわさ　性差の医学 水野　肇 東京書籍 1988 491ﾐ
女の哲学ことはじめ 三枝　和子 青土社 1996 367.1ｻ
女の転職　改訂版　キャリアアップをめざす 退社の
手続きから入社まで完璧マニュアル

実務教育出版　編 実務教育出版 1996 366.29ｵ

女の姓を返して　夫婦別姓のすすめ 井上　治代 創元社 1986 367.3ｲ
女の悩みはいつもマトリョーシカ 室井　滋 青春出版社 2011 914.6ﾑ
女のネットワーキング　女のグループ全国ガイド 久田　恵　編著 学陽書房 1987 367.2ﾋ
女のネットワーキング　新版　女のグループ全国ガ 横浜女性フォーラム  編 学陽書房 1987 367.21ｵ

女の脳・男の脳 田中　冨久子
日本放送出版協
会

1998 491.37ﾀ

女の馬鹿は死ぬまで治らない ジャッジ・ジュディ 講談社 1999 159.6ｼﾞ
女の皮膚の下  新版　十八世紀のある医師とその
患者たち

バーバラ・ドゥーデン 藤原書店 2001 490.2ﾄﾞ

女の病気を治す大事典　治療法のすべてがわかる 雨森　良彦（他）監修 二見書房 1996 495.03ｵ
女の部下を叱れない 金子　雅臣 築地書館 1995 336.4ｶ
女の風土記 谷川　健一 講談社 1985 388ﾀ
おんなの法律キーワード　かしこく生きるための１０
０の知恵

渥美　雅子（他） 有斐閣 1988 320ｵ

おんなのボディブック 松峯　寿美 主婦と生活社 1997 495ﾏ
女の本がいっぱい　時代と自分に出会う７１６冊 尼川　洋子　編著 創元社 1987 367ｱ
女のまつり　地域で文化を 末次　摂子 創元社 1989 318.2ｽ
女の民俗誌　１　アジア編 綾部　恒雄　編 弘文堂 1997 384.6ｱ1
女の民俗誌　２　欧・米・中東・アフリカ・オセアニア 綾部　恒雄　編 弘文堂 1997 384.6ｱ2
女の民法　２１世紀の恋愛と結婚はどう変わるか 大野　菜穂美 マガジンハウス 1995 324.62ｵ



おんなの眼 久田  恵 マガジンハウス 1999 914.6ﾋ
女の由来　もう一つの人類進化論 エレイン・モーガン どうぶつ社 1997 367.2ﾓ
女の四期　娘、妻、母そして女とは 荻野　アンナ（他） フォー・ユー 1998 367.1ｵ

女の離婚必勝虎の巻　再出発サポートブック 馬屋原　悠子
情報センター出
版局

1995 367.4ｳ

女のルール１００　昨日までの自分とサヨナラする方 赤羽　建美 大和書房 1995 159.6ｱ
おんなの歴史　上 もろさわ　ようこ 未来社 1982 367.2ﾓ1
おんなの歴史　下 もろさわ　ようこ 未来社 1984 367.2ﾓ2
女の歴史　５　（２０世紀　１） フランソワーズ・テボー 藤原書店 1998 367.2ﾃ5
女の歴史を批判する Ｇ・デュビィ  編、Ｍ・ペロー 藤原書店 1996 367.2ﾃﾞ
女の恋愛・男の恋愛 櫻井　秀勲 文香社 1999 141.62ｻ
女ひとり家四軒持つ中毒記 スティルマン  美紀恵 マガジンハウス 2000 365.3ｽ
女ひとり生きる　独身差別の中を生きぬく知恵 谷　嘉代子　編 ミネルヴァ書房 1982 367.21ﾀ
女ひとり世界を往く ナワル・エル・サーダウィ 図書出版社 1992 929.76ｻ
女ひとりで親を看取る 山口　美江 ブックマン社 2008 916ﾔ
女ひとりドケチ旅　中国ーパキスタンーイランートル
コー東欧へ

辻　みゆき ＢＯＣ出版部 1997 290ﾂ

女一人の終の棲み家さがし　独身で老後を迎えた
女性たち

大沢  久子 主婦の友社 2000 367.7ｵ

女一人の約束　黒木ハマ自伝 黒木　ハマ
日本エディタース
クール出版部

1981 289ｸ

女ひとりわが道を行く　福田　勝の生涯 折井　美耶子　編 ドメス出版 2005 289ｵ

女１６０人、女友達を語る
カーメン・レネイ・ベリー、タマ
ラ・トレイダー

飛鳥新社 1997 361.45ﾍﾞ

女弁護士の事件簿 渥美　雅子 中央公論社 1984 327.60ｱ
女４０歳の出発　経済力をつける主婦たちの輪 高橋　ますみ 学陽書房 1987 367.3ﾀ
女４０代生きたい人生を生きるコツ 塩月　弥栄子 講談社 1995 159.6ｼ
女四十代の生き方　いま行動のとき 吉武　輝子 海竜社 1995 159.6ﾖ
女らしさ Ｓ．ブラウンミラー 勁草書房 1998 367.1ﾌﾞ
女らしさ男らしさ　ジェンダーを考える 森永　康子 北大路書房 2002 143.1ﾓ
女らしさの病い　臨床精神医学と女性論 斎藤　学（他） 誠信書房 1986 146ｻ
女らしさはどう作られたのか 小倉　孝誠 法蔵館 1999 367.1ｵ
女六十歳からの心ゆたかな生き方 塩月　弥栄子 講談社 1991 914.6ｼ

女６５００人の証言　働く女の胸のうち
働くことと性差別を考える三
多摩の会  編

学陽書房 1991 367.21ｵ

女は覚悟を決めなさい　人生に立ち向かうための脳 黒川　伊保子 ポプラ社 2016 159.6ｸ
女は結婚すべきではない　選択の時代の新シング シンシア・Ｓ．スミス 中央公論社 1996 367.4ｽ
女はこうしてつくられる 甘糟　りり子 筑摩書房 2005 914.6ｱ
女は後半からがおもしろい 坂東　眞理子、上野　千鶴子 潮出版社 2011 367.2ﾊﾞ
女は５０歳から生まれ変われる　美しく成熟する秘 東　恵美子 大和書房 1998 775.1ｱ
女は三度老いを生きる　高齢化社会を生き抜く知恵 高原　須美子 海竜社 1989 367.7ﾀ
女は三度の老いをみる 梶井　幸代 労働旬報社 1991 367.7ｶ
女は仕事を通して賢く美しくなる 沖藤　典子 海竜社 1989 159ｵ
女は世界を救えるか 上野　千鶴子 勁草書房 1987 367.2ｳ
女は胆力 園田　天光光 平凡社 2008 289.1ｿ
女はどうして　女性差別裁判を闘って 山本　和子 風媒社 1988 367.21ﾔ
女はどこまで看るのか　アメリカの在宅老人ケア Ｔ．ソマーズ（他）  編著 勁草書房 1990 369.2ｿ
女はなぜ男より長生きなのか　臨床栄養学が教える
食習慣女性化10か条

中村　丁次 はまの出版 1998 498.56ﾅ

女はなぜ子どもを産まないのか　出生率低下を考え 女の人権と性実行委員会 労働旬報社 1991 367.21ｵ
女はなぜ出世できないか　ハイト・リポート シェア・ハイト 東洋経済新報社 2001 336.4ﾊ
女はなぜやせようとするのか　摂食障害とジェン 浅野　千恵 勁草書房 1996 493.74ｱ
女は悩んで美しくなる　１００人の女性たちへのアド 見城　美枝子 リヨン社 1998 159.6ｹ
女は何度でもよみがえる　末期癌の夫を看取る 山崎　洋子 海竜社 1998 916ﾔ
女は働かなければならない　第二次世界大戦とアメ
リカの女性

ドリス・ウエザーフォード 光人社 1998 367.25ｳ

女はみんな「うつ」になる　（シリーズCURA） 香山　リカ 中央法規出版 2009 493.76ｶ
女は四十歳からもう一度生きる 沖藤　典子 海竜社 1991 367ｵ
女と男のいきいきフォーラム八王子記録集第28回
「一人の幸せみんなの幸せ」

八王子市男女共同参画セン
ター 編

八王子市男女共
同参画センター

2019 FW367ｵ

かあさんから生まれたんだよ　味戸　ケイコ　画 内田　麟太郎 ＰＨＰ研究所 2007 913ｳ
母さん父さん、楽になろう　幼老共生のススメ 碇  浩一 三五館 2000 367.3ｲ
母さんに花を　山家和子と母親運動 米田　佐代子 ドメス出版 1981 367.21ﾖ
ガーデニングの資格と仕事がわかる本　ガーデニン
グを楽しみたい方、資格を取りたい方、仕事がした
い方のためのガイド

法学書院編集部  編 法学書院 2000 629ｶﾞ

ガール 奥田　英朗 講談社 2006 913.6ｵ
Ｇｉｒｌｓ，Ｂｅ…　女子がくじけないための小さなバイブ 松本　えつを ＰＨＰ研究所 2012 159ﾏ



ガールズ、ビー・アンビシャス 桜庭　麻紀 学生社 1996 916ｻ

ガールフレンズ　心をそっと打ち明けて
カーメン・レネイ・ベリー、タマ
ラ・トレイダー

大和書房 1998 361.45ﾍﾞ

海外で学んだ生活の知恵 内田　大和 社会評論社 1999 302ｳ

海外派遣報告書　第１回　　平成４年度
府中市生活文化部女性活動
推進担当

府中市 1993 FW318.9ｶ

絵画を見るということ　私の美術手帳から 山岸　健
日本放送出版協
会

1997 723.04ﾔ

階級・ジェンダー・エスニシティ　２１世紀の社会学の 笹谷  春美（他）  編著 中央法規出版 2001 361.8ｶ
会議はナゼ失敗するか 石川　昭 日刊工業新聞社 1995 809.6ｲ
解決悩みに答えるメイク かづき　れいこ 筑摩書房 1997 595.5ｶ

解決パート・派遣トラブル 宮本　光子
ＮＣコミュニケー
ションズ

1999 366.8ﾐ

介護生命やすらぐ日々を　潤生園の現場から 時田　純 生活思想社 1998 369.26ﾄ
介護を生きる　西荻館の日々 高橋　道子 麦秋社 1998 369.17ﾀ
介護が変わるみんなで変える　女性が進める介護
の社会化４

樋口　恵子　編 ミネルヴァ書房 1999 369.26ｶ

介護が変われば老後も変わる　女性が進める介護
の社会化２

樋口　恵子　編 ミネルヴァ書房 1997 369.26ﾋ

介護休業でいい仕事いい介護　家庭も自分も大切
にするために

沖藤　典子 ミネルヴァ書房 1999 366.32ｵ

外国人が愛する美しすぎる日本 ステファン・シャウエッカー 大和書房 2015 291.093ｼ
外国人が日本人によく聞く１００の質問  ４訂版　＊４ 秋山　宣夫、秋山　キャルロ 三修社 1995 837.8ｱ
外国人・民族的・マイノリティ人権白書　２０１０ 外国人人権法連絡会 明石書店 2010 329.9ｶﾞ
介護事業の起こし方運営の仕方 グローバル・ネットワーク  編 日本実業出版社 2000 369ｶ
介護施設で看取るということ 甘利　てる代 三一書房 2007 369.26ｱ
介護施設にだまされるな！　かかる費用と選び方が
わかる

窪田　望 ダイヤモンド社 2007 369.26ｸ

介護疲れを軽くする方法　家族を介護するすべての
人へ

介護者サポートネットワーク
センター・アラジン　編著

河出書房新社 2012 367.3ﾜ

介護とジェンダー 春日　キスヨ 家族社 1997 369ｶ
介護のあのとき　嫁、妻、女優の狭間で 南田　洋子 文化創作出版 1998 916ﾐ

介護の現場で何が起きているのか 生井　久美子
朝日新聞社出版
局

2000 369.26ｲ

介護のための安心読本　わが家のベストケアプラン
をつくろう

島村八重子 春秋社 2003 369.26ｼ

介護保険上手に使うカンどころ　改訂新版　これ１冊
で介護はお任せ

おち　とよこ 創元社 2006 364ｵ

介護保険の基礎知識 藤田　和司 文芸社 2008 369.26ﾌ
介護保険の利用法がわかる本 樋口　恵子　監修 法研 1998 364ﾋ
会社をやめて、留学します　ニューヨークへ行った普
通のＯＬたちの物語

福家　成子 学陽書房 1996 377.6ﾌ

会社がイヤになった時読み本　究極の自分探しの 小川　明 ＰＨＰ研究所 1998 336.4ｵ
会社がほしがる敬語美人 井上　恵美子 三笠書房 1999 336.49ｲ
会社がほしがるマナー美人 田中　千恵子 三笠書房 1999 336.49ﾀ
会社で働くということ 森　清 岩波書店 1996 366ﾓ
会社にはナイショ　心が晴れるＷ．Ｗ物語 衿野　未矢 ベストセラーズ 1995 914.6ｴ
会社人間失格 酒井　順子 読売新聞社 1994 914.6ｻ
会社のフシギ　肩こり女は今日もお仕事 朝日新聞社くらしスタイル班 中央公論社 1997 336.4ｶ
外食ダイエット　カンタンお腹いっぱい科学的！すぐ
に使えるお店別・食べ方のヒントをあなたへ

菅原　明子 青春出版社 1999 498.58ｽ

海上の森　四季のファンタジー 矢崎進写真集 矢崎　進 風媒社 1995 748ﾔ
改正労働基準法  裁量労働制 編（平成12年4月1日
施行）　＊労働省労働基準局  監修

労働基準調査会 労働調査会 2000 366.16ｶ

解説児童買春・児童ポルノ処罰法 園田  寿 日本評論社 1999 326.82ｿ
回想よし兵衛 河崎　俊夫 築地書館 1996 289ｶ
書いて愛される女になる　幸せを呼ぶライティング 森　美笛 日本教文社 1999 816ﾓ
快脳気功　意識を変える、体を変える 津村　喬 サンマーク出版 1998 498.39ﾂ

開発とジェンダー　エンパワーメントの国際協力
田中　由美子、大沢　真理、
伊藤　るり　編著

国際協力出版会 2002 333.8ｶ

開発と女性の役割　国連世界調査報告 １９９９
日本ネグロスキャンペーン委
員会（他）  編

日本ネグロス
キャンペーン委
員会（他）

2001 FW367ｶ

解放を学ぶ女たち Ｊ．Ｌ．トンプソン 勁草書房 1987 367.2ﾄ
買い物しすぎる女たち キャロリン・ウェッソン 講談社 1996 146.8ｳ
買い物中毒のひそかな夢と欲望 ソフィー・キンセラ 扶桑社 2001 933.7ｷ
快楽園 弘兼　憲史、海原　純子 主婦と生活社 1999 367.7ﾋ
快楽する脳　だから、男と女はひかれ合う 大島　清 勁文社 1998 491.35ｵ



ガウディ完全ガイド
オーローラ・クイート、クリス
ティーナ・モンテス（編）西森
陸雄（翻訳、監修）

エクスナレッジ 2017 523.26ｶﾞ

カウンセラーの仕事
三木　善彦  編著、黒木  賢
一  編著

朱鷺書房 1995 146.8ﾐ

カウンセラーのためのガイダンス 瀧本　孝雄（他）  編著 ブレーン出版 1997 146.89ｶ
カウンセラー・パパの子育て論 諸富  祥彦 金子書房 2001 379.91ﾓ
カウンセリングへの道　高等教育における日米二国
間のプロジェクトの報告

ウェズリー・Ｐ・ロイド 風間書房 1999 336.4ﾛ

カウンセリング心理学　キーワードコレクション 平木　典子、藤田　博康（編） 新曜社 2019 146.8ｶ
カウンセリングで何ができるか 信田　さよ子 大月書店 2007 146.8ﾉ

カウンセリングの技法　臨床の知を身につかる
平木  典子  編著、袰岩  秀
章    編著

北樹出版 2001 146.8ﾋ

帰りたかった家 青木　玉 講談社 1997 914.6ｱ
「還る家」をさがす子どもたち　よくやってるよそのひ
と言がほしかった

富田　富士也 東山書房 1997 146.82ﾄ

かえるがみえる
ばば　のぼる　画、まつおか
きょうこ著

こぐま社 1975 913ﾊﾞ

顔をなくした女　わたし探しの精神病理 大平　健 岩波書店 1997 493.7ｵ
かおのいろいろ アンドレア・デュエ社  編 福音館書店 2000 702ｶ
顔のない娘 バーニス・ルーベンス 創流社 1997 933.7ﾙ
香りの記憶 新潮社　編 新潮社 1990 914.6ｶ
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 2008 369.4ﾉ
科学者レイチェル・カーソン 小手鞠　るい 理論社 1997 289ｺ
科学と宗教はどこまで出会えるか　物質と精神のは 秋山　さと子 大和書房 1994 104ｱ
輝いてときめいて 日本農業新聞生活文化部 ドメス出版 1992 914.6ｶ
輝かない　がんばらない　話を聞かない　働くオンナ
の処世術　（日経WOMAN選書）

深澤　真記 日経ＢＰ社 2011 159.6ﾌ

輝く会社のための女性活躍推進ハンドブック 清水　レナ〔著〕
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2015 336.4ｼ

輝く女性たち　光葉の35名
昭和女子大学女性文化研究
所　編

御茶の水書房 2006 281ｶ

輝く時、失意の時　ユニコーンとともに  １９２９～１９
３２ アン・モロウ・リンドバーグの日記と手紙

アン・モロウ・リンドバーグ 三好企画 1997 935.7ﾘ

輝クの時代　長谷川時雨とその周辺 尾形　明子 ドメス出版 1993 910.26ｵ
輝くわが最晩年　老人アパートの扉を開ければ 雫石　とみ ミネルヴァ書房 1997 913.6ｼ
書きはじめた女たち　ドイツ・フェミニズム批評の視 光末　紀子 鳥影社 1998 367ﾐ
核家族から単家族へ 匠　雅音 丸善 1997 361.63ﾀ
学研現代新国語辞典 金田一　春彦　編 学習研究社 1993 813.1ｷ
隠された女の時代　女神を探して地中海をゆく まや　万紗子 松香堂 1999 162ﾏ
家具づくりに挑戦　プロが教える本格スタイル パッチワーク通信社 パッチワーク通 1999 754.3ｶ
書く力をつける本 千本　健一郎 三笠書房 1998 816ｾ

学徒勤労動員の記録　戦争の中の少年・少女たち
神奈川の学徒勤労動員を記
録する会  編

高文研 1999 916ｶﾞ

学歴なんかぶっとばせ　増補版　高校中退の若者た 門野　晴子 北斗出版 1999 376.4ｶ
かけがえのない、この自分 遠山　啓 太郎次郎社 1995 370.4ﾄ
かけがいのない、大したことのない私 田中　美津 インパクト出版会 2005 367.1ﾀ
影たちの棲む国 佐伯　裕子 北冬舎 1996 914.6ｻ

蜻蛉日記　現代語訳　ある女の人生史 藤原　道綱母、石丸  晶子
朝日新聞社出版
局

1997 915.33ﾌ

鹿児島市男女共同参画センター事業概要　平成２５
年度

鹿児島市男女共同参画セン
ター

鹿児島市男女共
同参画センター

2013 FW367ｶ

鹿児島市男女共同参画センター事業概要
鹿児島市男女共同参画セン
ター

鹿児島市男女共
同参画センター

2018 FW367ｶ

鹿児島市男女共同参画センター調査研究支援事業
報告書　平成24年度　（男性の育児参加意識と社会
環境の整備実態）

鹿児島市男女共同参画セン
ター

鹿児島市男女共
同参画センター

2013 FW367ｶ

鹿児島市男女共同参画計画　第二次　概要版つき 鹿児島市 鹿児島市 2012 FW367ｶ
鹿児島市男女共同参画センター事業概要　平成２６
年度

鹿児島市男女共同参画セン
ター

鹿児島市男女共
同参画センター

2014 FW367ｶ

鹿児島市男女共同参画センター事業概要　平成２７
年度

鹿児島市男女共同参画セン
ター

鹿児島市男女共
同参画センター

2015 FW367ｶ

鹿児島市男女共同参画センター事業概要　平成２８
年度

鹿児島市男女共同参画セン
ター

鹿児島市男女共
同参画センター

2016 FW367ｶ

鹿児島市男女平等参画センター事業概要 令和元
年度

鹿児島市男女共同参画セン
ター

鹿児島市男女共
同参画センター

2019 FW367ｶ



鹿児島市男女共同参画センター調査研究支援事業
報告書　平成23年度　ドメスティック・バイオレンス
（ＤＶ）からの回復に対する被害者のコントロール感
の影響過程ーＤＶ関係に着目してー

鹿児島市男女共同参画セン
ター

鹿児島市男女共
同参画センター

2012 FW367ｶ

鹿児島市男女共同参画センター調査研究支援事業
報告書　平成２５年度

鹿児島市男女共同参画セン
ター

鹿児島市男女共
同参画センター

2014 FW367ｶ

鹿児島市男女共同参画センター調査研究支援事業
報告書　平成２６年度　（若者のデートＤＶの背景要

鹿児島市男女共同参画セン
ター

鹿児島市男女共
同参画センター

2015 FW367ｶ

鹿児島市男女共同参画センター調査研究支援事業
報告書　平成２７年度

鹿児島市男女共同参画セン
ター

鹿児島市男女共
同参画センター

2016 FW367ｶ

鹿児島市男女共同参画センター調査研究支援事業
報告書　平成29年度　（父親の家事・育児参加の現
況について）

鹿児島市男女共
同参画センター

2018 FW367ｶ

鹿児島市男女共同参画センター調査研究支援事業
報告書 平成30年度　（家事・育児行動の関連要因

鹿児島市男女共同参画セン
ター

鹿児島市男女共
同参画センター

2019 FW367ｶ

過去と記憶のリ・メイキング　学校時代の事件に出
会いなおす方法

府川　源一郎　編著 太郎次郎社 1998 371.4ﾌ

賢い女の夫選び・夫育て 森田　千恵 近代文藝社 1999 367.3ﾓ
賢い女はいい結婚ができる　自由で新しい二人の関
係をつくる法

沖藤　典子 大和出版 1990 367.4ｵ

賢い女性は返済がうまい　奥の手自己破産の上手
な進め方

荒木  ひとみ 評言社 1998 327.36ｱ

賢い共働き夫婦のマル得生活・虎の巻 ハイパープレス ＰＨＰ研究所 1996 591.8ﾊ
賢い女は生き活き老いる　質素に悔いなく生きるに 式田　和子 あすなろ書房 1999 367.7ｼ
かしこい冷凍冷蔵庫・電子レンジ大活躍　ＬＥＥクッ 集英社　編 集英社 1996 596ｶ
かしこく生きる女学 市田　ひろみ 海竜社 1996 914.6ｲ
かしこく生きる知恵ノート　女・４０歳から 金住　典子（他）　編 労働旬報社 1987 365ｶ
かしこさってなあに　乳幼児期の知育を育てる 汐見　稔幸 あいゆうぴい 1996 376.1ｼ
家事する男は美しい　主夫をたのしむ素敵な生き方 藤原  ゆきえ 一満社 2000 366.38ﾌ
家事大革命　アメリカの住宅、近隣、都市における
フェミニスト・デザインの歴史

ドロレス・ハイデン 勁草書房 1985 367.25ﾊ

家事で脳トレ６５　３歩あるくと忘れる、人の名前が
出てこなくなったら

加藤　俊徳 主婦の友社 2015 498.39ｶ

家事の政治学  新装版　食生活からからだと心がみ 柏木  博 青土社 2000 590.4ｶ
過食・拒食の家族療法 福田　俊一、増井　昌美 ミネルヴァ書房 1999 493.74ﾌ

過食症からの脱出　自分で治す実践ガイド Ｐ．Ｊ．クーパー（他）
女子栄養大学出
版部

1997 493.74ｶ

家事労働ハラスメント　生きづらさの根にあるもの
（岩波新書（新赤版）１４４９）

竹信　美恵子 岩波書店 2013 366.8ﾀ

カスタフィオーレ婦人の宝石　（タンタンの冒険旅行 エルジェ　作、川口　恵子　訳 福音館書店 1988 993ｴ
数の季節　（囚われの女たち　第１０部） 山代　巴 径書房 1986 913.6ﾔ
火星の人類学者　脳神経科医と７人の奇妙な患者 オリバー・サックス 早川書房 1997 491.37ｻ
風を野に追うなかれ 小倉　千加子 学陽書房 1995 367.2ｵ
風と共に去りぬの女たち　ミッチェルの生き方とアメ
リカ南部

大島　良行 専修大学出版局 1996 933.7ｵ

風と光の花束を抱いて　国分ヒロ子と共に 国分　真一　編 日本文学館 2005 915ｶ
風にまかせて女のほんね 藤堂　志津子 文藝春秋 1997 914.6ﾄ
風に向かって生きた女たち　住井すゑ・石垣綾子・
丸岡秀子・加藤シズエ・淡谷のり子・岡田嘉子

高齢化社会をよくする女性の
会  編

日本経済評論社 1993 281ｶ

風のエッセイ 森　瑶子 創樹社 1995 914.6ﾓ
風の交叉点　２　豊島に生きた女性たち 豊島区立男女平等センター ドメス出版 1993 367.21ｶ2
風の交叉点　豊島に生きた女性たち 豊島区立男女平等センター ドメス出版 1992 367.21ｶ1

風の交叉点　３　豊島に生きた女性たち
豊島区立男女平等推進セン
ター　編

ドメス出版 1994 367.21ｶ3

風の交叉点　４　豊島区女性史通史
豊島区立男女平等推進セン
ター　編

ドメス出版 1996 367.21ｶ4

風のジャクリーヌ　ある真実の物語
ヒラリー・デュ・プレ、ピアス・
デュ・プレ

ショパン 1999 762.33ﾃﾞ

風のめぐみ　アイヌ民俗の文化と人権 チカップ　美恵子 御茶の水書房 1992 929ﾁ
風のように・忘れてばかり 渡辺　淳一 講談社 1996 914.6ﾜ
風光る 落合　恵子 講談社 1997 913.6ｵ

家族
ますの　きよし  著、小林  敏
也  画

現代書館 1985 367.3ﾏ

家族 金井　淑子　編 新曜社 1988 367.3ｶ
家族－自立と転生　産む・育てる・教えるー匿名の 中内　敏夫 藤原書店 1991 362ﾅ
家族愛、その精神病理　依存の心理と孤独の心理 大原　健士郎 講談社 1996 367.3ｵ
家族依存症　仕事中毒から過食まで 斎藤　学 誠信書房 1989 146.8ｻ
家族イメージの誕生　日本映画にみるホームドラマ 坂本　佳鶴惠 新曜社 1997 367.3ｻ



家族を笑顔にするパパ入門ガイド ファザーリングジャパン 池田書店 2018 599ｶ
家族をする家　幸せそうに見える家と幸せな家 藤原  智美 プレジデント社 2000 367.3ﾌ
家族をめぐる疑問　固定観念への挑戦 ダイアナ・ギティンス  編 新曜社 1990 367.3ｷﾞ
家族があぶない　家族論から見る親と子の病理 山田　和夫 双葉社 1999 367.3ﾔ
家族「外」家族　子どものＳＯＳを診る医師たち 椎名　篤子 集英社 1997 493.93ｼ
家族カウンセリングの技法　家族を援助するアド
ラー心理学

バーニス・ブロニャ・グラン
ウォルド、ハロルド Ｖ．マカッ

一光社 1997 146.8ﾌﾞ

家族学のみかた 朝日新聞社　編 朝日新聞社 1998 367.3ｶ
家族から始める豊かな社会 小宮山　洋子 青英社 1995 367.3ｺ
「家族・婚姻」研究文献選集　　１　増補　族制進化 有賀　長雄 クレス出版 1989 367ｶ1
「家族・婚姻」研究文献選集　　２　隠居論 穂積　陳重 クレス出版 1989 367ｶ2
「家族・婚姻」研究文献選集　　３　子供本位の家庭 阿部　磯雄 クレス出版 1989 367ｶ3
「家族・婚姻」研究文献選集　　４　離婚制度の研究 穂積　重遠 クレス出版 1989 367ｶ4
「家族・婚姻」研究文献選集　　５　家族制度と婦人 河田　嗣郎 クレス出版 1989 367ｶ5
「家族・婚姻」研究文献選集　　６　日本家族制度史 砂川　寛栄 クレス出版 1989 367ｶ6
「家族・婚姻」研究文献選集　　７　家族と婚姻 戸田　貞三 クレス出版 1989 367ｶ7
「家族・婚姻」研究文献選集　  ８　日本家族制度批 玉城  肇 クレス出版 1989 367ｶ8
「家族・婚姻」研究文献選集　　９　家族主義の教育 新見　吉治 クレス出版 1990 367ｶ9
「家族・婚姻」研究文献選集　１０　日本農村社会学 鈴木　栄太郎 クレス出版 1990 367ｶ10
「家族・婚姻」研究文献選集　１１　我国家族制度の 橋浦　泰雄 クレス出版 1990 367ｶ11
「家族・婚姻」研究文献選集　１２　結婚と人口 岡崎　文規 クレス出版 1990 367ｶ12
「家族・婚姻」研究文献選集　１３　白川村の大家族 江馬　三枝子 クレス出版 1990 367ｶ13
「家族・婚姻」研究文献選集　１４　日本家族制度と
小作制度

有賀　喜左衛門 クレス出版 1990 367ｶ14

「家族・婚姻」研究文献選集　１５　家と家族制度 戸田　貞三 クレス出版 1990 367ｶ15
「家族・婚姻」研究文献選集　別巻　人事慣例全集 自治館　編 クレス出版 1990 367ｶ
「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　１２　家族関
係の心理

牛島　義友 クレス出版 1991 367ｶ12

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　１３　親子法 谷口　知平 クレス出版 1991 367ｶ13
「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　１４　近代日
本における家族構造

玉城　肇 クレス出版 1991 367ｶ14

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　１５　日本婚 高梨　公之 クレス出版 1992 367ｶ15
「家族・婚姻」研究文献選集　戦後編  １６　婚姻覚 瀬川　清子 クレス出版 1991 367ｶ16
「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　１７　慰謝料
（民法第７１０条）の算定に関する実証的研究

村上　幸太郎 クレス出版 1991 367ｶ17

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　１８　日本にお
ける大家族制の研究

玉城　肇 クレス出版 1991 367ｶ18

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　１９　日本母
権制社会の成立

洞　富雄 クレス出版 1959 367ｶ19

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　２０　日本人
の生活構造序説

蒲生　正男 クレス出版 1991 367ｶ20

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　２１　家族制
度についての世論調査 協議離婚の実態

内閣総理大臣官房審議室
（他）  編

クレス出版 1991 367ｶ21

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　２２　転換期
における家事資料の研究

家事資料研究会　編 クレス出版 1991 367ｶ22

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　別冊　家族・
婚姻研究ノート

湯沢　雍彦（他） クレス出版 1991 367ｶ

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　　１　農村児
童の心理

牛島　義友 クレス出版 1990 367ｶ1

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　　２　日本民 和歌森　太郎 クレス出版 1990 367ｶ2
「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　　３　民俗生
活史研究

西岡　虎之助 クレス出版 1990 367ｶ3

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　　４　社会生
活と家族法

戒能　通孝 クレス出版 1990 367ｶ4

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　　５　家族史
の諸問題

青山　道夫 クレス出版 1990 367ｶ5

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　　６　相続法
の諸問題

中川　善之助 クレス出版 1990 367ｶ6

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　　７　新しい家
の倫理

我妻　栄 クレス出版 1990 367ｶ7

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　　８　妻・夫・
親・子・嫁・しうとめ

土井　正徳 クレス出版 1990 367ｶ8

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　　９　社会学
大系　家族

田辺　寿利　編 クレス出版 1990 367ｶ9

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　１０　家族生
活の尊重

牧野　英一 クレス出版 1990 367ｶ10

「家族・婚姻」研究文献選集　戦後篇　１１　調停読 日本調停協会連合会  編 クレス出版 1990 367ｶ11



「家族・婚姻」研究文献選集　戦前篇　別冊　家族・
婚姻研究ノート

湯沢　雍彦（他） クレス出版 1990 367ｶ

家族再生 西山  明、信田  さよこ 小学館 2000 367.3ﾆ
家族・ジェンダーと法 三木　妙子　（他） 成文堂 2003 367.9ｶ
家族シネマ 柳　美里 講談社 1997 913.6ﾕ
家族、私有財産および国家の起源 フリードリヒ・エンゲルス 大月書店 1988 362.02ｴ
家族収容所　「妻」という謎 信田　さよ子 講談社 2003 367.3ﾉ
家族新時代　夫たちの場所 毎日新聞社社会部　編 毎日新聞社 1985 367.3ｶ
家族心理学入門    補訂版 岡堂  哲雄    編 培風館 1999 367.3ｶ
家族心理劇場 南　博　編、林  幸範（他）  著 フォー・ユー 1990 367.3ﾐ
家族疲れ 小笠原　絋子 三五館 1997 913.6ｵ
家族する家族　父親不在の時代というが 中野　収 有斐閣 1992 367.3ﾅ

加速する雇用破壊　生活と労働を守る闘い 女性労働問題研究会　編
女性労働問題研
究会

2009 366.38ｶ

家族創世紀・主役は女性 佐藤　茂則 中央経済社 1995 367.3ｻ
家族卒業 速水  由紀子 紀伊国屋書店 1999 367.3ﾊ
家族それぞれの孤独 永畑　道子 岩波書店 1998 367.3ﾅ
家族・第三の転換期 袖井　孝子 亜紀書房 1988 367.3ｿ
家族ってなに結婚ってなに 中国新聞社　編 中国新聞社 1999 367.3ｶ
家族ってなんだろう 深江　誠子 明石書店 1991 367.3ﾌ
家族データブック　年表と図表で読む戦後家族 １９
４５～９６

久武　綾子（他） 有斐閣 1997 367.3ｶ

家族手帳　いま、育児・介護に必要なもの、それは、
「家族力」です 人生を摸索する8人の男たち

藤原　誠、家庭支援問題研
究会  編著

講談社出版サー
ビスセンター

1996 590ﾌ

家族という神話　アメリカン・ファミリーの夢と現実 ステファニー・クーンツ 筑摩書房 1998 367.3ｸ
家族という名の幻想 秋山　さと子 双葉社 1998 367.3ｱ
家族という名の孤独 斎藤　学 講談社 1995 367ｻ
家族というリスク 山田  昌弘 勁草書房 2001 367.3ﾔ
家族と結婚の歴史 関口　裕子（他） 森話社 1998 367.3ｶ
家族と個人の相克 樋口  晟子 東北大学出版会 2000 367ﾋ
家族との心理臨床　初心者のために 平木　典子 垣内出版 1998 146ﾋ

家族とは何か　その言説と現実
Ｊ．Ｆ．グブリアム、Ｊ．Ａ．ホル
スタイン

新曜社 1997 361.63ｸﾞ

家族　何が病んでいるのか 朝日新聞学芸部　編 朝日新聞社 1984 367ｶ
家族に贈る強迫神経症の援助法　苦悩者との二人
三脚で何をしてあげられるのか

和久　廣文 日本教文社 1997 493.74ﾜ

家族に介入する社会　近代家族と国家の管理装置 ジャック・ドンズロ 新曜社 1991 367.3ﾄﾞ
家族の現状 河野　貴代美　編 新水社 1998 367.3ｶ
家族のかたち 本田　弘子　編著 法政出版 1998 367ｶ
家族の感情心理学　そのよいときも、わるいときも Ｅ．Ａ．ブレックマン  編 北大路書房 1998 146.8ﾌﾞ
家族の危機を乗り越えて　家庭問題よろず相談 山田　博　監修 日本加除出版 2001 367.3ｶ
家族のこと話そう 東京新聞生活部　編 東京新聞出版局 1997 367.3ｶ
家族の痕跡　いちばん最後に残るもの 斉藤　環 筑摩書房 2006 367.3ｻ
家族の時代 清水　義範 読売新聞社 1995 913.6ｼ
家族のための老いじたくと財産管理　親子の財産ト
ラブルと成年後見制度

中山　二基子 講談社 2003 324.2ﾅ

家族のための高齢者住宅・老人ホーム基礎講座
失敗しない選び方

濵田　孝一 花伝社 2015 369.26ﾊ

家族のなかの女・男・子ども 斎藤　学 ヘルスワーク協 1998 368.86ｻ
家族のなかの孤独　対人関係のメカニズム 岩月　謙司 ミネルヴァ書房 1998 367.3ｲ
家族の中の迷子たち　児童精神科医たちが診た衝
撃のドキュメンタリー・コミック

鈴木　雅子  作画 、椎名　篤
子  原作

集英社 1998 493.93ｽ

家族の文化誌　さまざまなカタチと変化 原　ひろ子　編 弘文堂 1986 384.4ﾊ
家族の崩壊 我妻　洋 文藝春秋 1985 367ﾜ
家族の暴力をのりこえる　当事者の視点による非暴
力援助論

味沢　道明　（他）著 かもがわ出版 2002 367.3ｶ

家族の闇をさぐる　現代の親子関係 斎藤  学 小学館 2001 367.3ｻ
家族のゆくえ　新しい家族社会学 中村　正 人文書院 1998 367.3ﾅ
家族のリストラクチュアリング　２１世紀の夫婦・親子
はどう生き残るのか

山田　昌弘 新曜社 1999 367.3ﾔ

家族・働き方・社会を変える父親への子育て支援
少子化対策の切り札

小崎　恭弘（他編著） ミネルヴァ書房 2017 369.4ｶ

家族崩壊　ひとは独りでは生きられない 久保田　信之 日本教文社 1999 367.3ｸ
家族法の基本問題　民法の研究３ 菅野　耕毅 信山社出版 1999 324.6ｶ

家族・暴力・虐待の構図
日本弁護士連合会両性の平
等に関する委員会・子どもの
権利委員会  編

読売新聞社 1998 367ｶ

家族問題　危機と存続 清水  新二  編 ミネルヴァ書房 2000 367.3ｶ



家族療法的カウンセリング 亀口　憲治 駿河台出版社 2003 146.8ｶ
家族論を学ぶ人のために 中川  淳  編 世界思想社 1999 324.6ｶ
家族は変わったか 有地　亨 有斐閣 1993 367.3ｱ

家族はこわい　母性化時代の父の役割 斎藤　学
日本経済新聞社
出版局

1997 367.3ｻ

家族はどこへいくのか 河合  隼雄（他） 岩波書店 2000 367.3ｶ
カタカナ新語辞典　マスコミに強くなる 学習研究社　編 学習研究社 1996 813.7ｶ
型紙のない子育て　やってみる・考えてみる 田中　周子 婦人之友社 1996 599ﾀ
火宅往来　日本史のなかの女たち 澤田　ふじ子 広済堂出版 1990 913.6ｻ
肩こり 荻島　秀男　監修 主婦の友社 1998 493.6ｵ
肩コリおさらばマニュアル 女の肩コリＳＴＯＰ研究会  編 双葉社 1997 493.6ｶ
肩こりの治し方と絶対こらない法 黒木　睦彦　監修 三心堂 1996 493.6ｸ
片づけられない親のための幸せの生前整理 辰巳　渚 家の光協会 2014 367.7ﾀ
かたちとの対話 柳　宗玄 岩波書店 1992 704ﾔ
「片付けられない！」「間に合わない！」がなくなる本
ADHDタイプの「部屋」「時間」「仕事」整理術

司馬　理英子 大和出版 2010 493.7ｼ

肩パットをはずした女たち　自分さがし、新しい生き
方さがしおしているあなたに

星野　昌子（他）
ゆうエージェン
シー

1997 367ｶ

語り継ぐトランスジェンダー史　性同一性障害の現
在･過去・未来

虎井　まさ衛　編著 十月舎 2003 367.9ﾄ

語る女たちの時代　一葉と明治女性表現 関　礼子 新曜社 1997 910.26ｾ
カチャ・クルマン３２歳　産まないって、決めたわけ
じゃなくて

カチャ・クルマン 新水社 2007 367.2ｸ

カッコイイ女は「おひとりさま」上手　あなたを変える
２８のレッスン

葉石　かおり ＰＨＰ研究所 2004 159.6ﾊ

「学校へ行く」とはどういうことなのだろうか 日垣  隆 北大路書房 1999 373.1ﾋ
学校英語からネイティブ英語へ　＊ＣＤ付き 緒方　孝文　編著 東京書籍 1998 830ｵ

学校をジェンダー・フリーに
亀田  温子  編著、館  かおる
編著

明石書店 2000 367.1ｶ

学校を救え 保坂　展人 ジャパンタイムズ 1999 371.4ﾎ
学校をつくる地域をつくる　鹿沼発学社融合のススメ 栃木県鹿沼市教育委員会 草土文化 2000 371.31ｶﾞ
学校カウンセラーへの道程　私の出会ったいけずた 昌子　武司 教育出版 1995 371.43ｼ
学校カウンセリング 国分　康孝　編 日本評論社 1999 371.43ｺ
学校カウンセリングと心理テストを問う 日本社会臨床学会　編 影書房 1995 371.43ｶﾞ
学校信仰の崩壊　いじめの検証と教育改革の方向 坂本　勉 鳥影社 1999 372.10ｻ
学校で起こっていること　中学生たちが語る、いじめ
のホント

進研ゼミ中学講座　編
ベネッセコーポ
レーション

1997 371.42ｶﾞ

学校で殺される子どもたち　アメリカの教育改革レ 田中  克佳 中央公論社 1999 373.22ﾀ
学校で出来ること出来ないこと 外山　滋比古 読売新聞社 1987 376.3ﾄ
学校という病い 柿沼　昌芳（他）  編著 批評社 1997 372.10ｶ
学校と国旗･国家 下村  哲夫 ぎょうせい 2000 329.19ｼ
学校に行きたいみんなに会いたい　筋ジスとともに
生きた14年

坂田　澄江 大揚社 1996 378ｻ

学校における女性の管理職登用の促進に向けて 国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2020 FW367ｶﾞ

学校の真実　子供たちがキレるわけ 田中  美代子 東洋出版 2000 371.42ﾀ
学校の外海の外　不登校の子どもたち世界を駆け 東京シューレ　編 教育史科出版会 1995 371.4ｶﾞ
各国企業の働く女性たち　取り巻く現状と未来展望 柴山  恵美子（他）  編著 ミネルヴァ書房 2000 336.38ｶ
かっこよく年をとりたい 吉本　由実 筑摩書房 1996 914.6ﾖ

葛飾区男女平等推進計画（第４次）　（平成２４年度
（２０１２年）～平成２８年度（２０１６年）

葛飾区総務部人権推進課男
女平等推進センター

葛飾区総務部人
権推進課男女平
等推進センター

2012 FW367ｶ

葛飾区男女平等に関する意識と実態調査報告書
（概要版つき）

葛飾区 葛飾区 2015 FW367ｶ

カップルが親になるとき
キャロリン・コーワン、フィリッ
プ・コーワン

勁草書房 2007 367.3ｺ

かつら・スカーフ・半ズボン 群　ようこ
朝日新聞社出版
局

1995 914.6ﾑ

桂の絵童話館　プーさんとアリスの丘の仲間たち 森村　桂 海竜社 1991 726ﾓ
活力とやすらぎのふるさと　府中市制３５周年記念 府中市企画調整部広報課 府中市 1989 318.1ｶ
家庭介護の手引き　寝たきりにさせない 岡島　重孝（他）監修・指導 小学館 1992 493.1ｵ

家庭介護のプロのコツ 東京都社会福祉協議会　編
角川グループパ
ブリッシング

2008 598.4ｶ

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  編

ドメス出版 1997 375.5ｶ

家庭科新時代　Ｗｅからの提案 半田　たつ子　編 ウィ書房 1987 375.5ﾊ
家庭大工マニュアル　住まいと修理と手入れのすべ 主婦と生活社　編 主婦と生活社 1997 592.7ｶ
家庭でのばす見えない学力 岸本　裕史 小学館 1992 379.9ｷ



家庭ではぐくむ生きる力 文部省　編 文部省 1997 379.9ｶ
家庭という名の収容所そして心の闘い　虐待を受け
た私が本当の心に辿りつくまで

永山  翔子
ＰＨＰエディター
ズ・グループ

2000 916ﾅ

家庭という風景　社会心理史ノート 井上　忠司
日本放送出版協
会

1988 367ｲ

家庭という歪んだ宇宙 伊藤　友宣 筑摩書房 1990 367.3ｲ
家庭と子育ての指標 厚生省児童家庭局  監修 中央法規出版 1990 367.3ｶ

家庭と女性　つくられたマイホームからの脱出 藤井　治枝　編著
現代婦人問題研
究会

1986 367.2ｶ

家庭との連携と子育て支援　カウンセリングマインド
を生かして

新澤  誠治、今井  和子 ミネルヴァ書房 2000 376.1ｼ

家庭内再婚　夫婦の絆とは何か 近藤　裕 丸善 1998 367.3ｺ
家庭内暴力防止啓発事業　（「平成27年度東京ウィ
メンズプラザＤＶ防止等民間活動助成事業」社会福

全国福祉未来ネットワーク
全国福祉未来
ネットワーク

2016
FW371.42
ｶ

家庭内離婚 林　郁 筑摩書房 1986 913.6ﾊ
家庭にひそむ農薬　こんなに使っていいかしら 植村　振作　（他） 三省堂 1992 519.7ｶ
家庭のない家族の時代 小此木　啓吾 集英社 1985 367.3ｵ
家庭の未来 家庭の未来研究会　編 労働基準調査会 1998 367.3ｶ
家庭のやさしい法律Ｑ＆Ａ　くらしに役立つ法律相談 山崎　司平　監修 昭文社 1995 324ﾔ
家庭崩壊　親を選べぬ子供たち 鈴木　忠雄 出版研 1997 367ｽ
家庭モラル・ハラスメント 熊谷　早智子 講談社 2008 367.3ｸ
加藤シヅエの遺言 加藤　シヅエ（他） 求龍堂 1997 289ｶ
加藤シヅエ百歳　愛と勇気の言葉の記録 加藤　シヅエ 婦人画報社 1996 289ｶ
加藤シズエ１０４歳の人生　大きな愛と使命に生きて 加藤　シズエ、加藤　タキ 大和書房 2002 289ｶ
悲しい嘘 キョウコ・モリ 青山出版社 1998 936ﾓ
かなしいときはかなしいままがいい 俣野　温子 ほるぷ出版 1995 914.6ﾏ
哀しい目つきの漂流者 工藤　美代子 集英社 1991 916ｸ
悲しみを超えて生きる 若林　一美 講談社 1998 490.14ﾜ
悲しみに寄り添うカウンセリング 畠瀬　直子 大日本図書 1997 146.8ﾊ
悲しみの鶸  下 アンナ・マリア・オルテーゼ 白水社 2000 973ｵ1
悲しみの鶸  上 アンナ・マリア・オルテーゼ 白水社 2000 973ｵ2
悲しみよこんにちは サガン 新潮社 1994 953ｻ

悲しみよさようならストレスもさようなら 大平　健
日本放送出版協
会

1999 493.7ｵ

かならずおれるおりがみえほん 阿部  恒 瑞雲舎 2000 754ｱ
必ず治る自律神経失調症 菊池　長徳 主婦と生活社 1995 493.73ｷ
かならず春は来るから　自然療法の心６５話 東城　百合子 すずき出版 1996 492.5ﾄ
カナリアの歌　自分のからだを愛せない人へのメッ 斎藤　学　編 学陽書房 1997 493.74ｻ
金子みすゞこころの宇宙 矢崎　節夫 ニュートンプレス 1999 911.52ﾔ
金子みすゞ詩と真実 詩と詩論研究会  編 勉誠出版 2000 911.52ｶ
金子みすゞ童謡集 金子　みすゞ 角川春樹事務所 1998 911.58ｶ
金子みすゞの詩の単元化　見る目を育てる授業 大越　和孝 明治図書出版 1997 375.82ｵ
金子みすゞ  没後７０年　＊総特集  （文藝別冊） 河出書房新社  編 河出書房新社 2000 913.6ｶ
彼女が総合職を辞めた理由 秋葉　ふきこ ウェーブ出版 1993 366.38ｱ

彼女たちが成功した理由
リー・ガーデンシュワルツ、ア
ニタ・ロー

ウェーブ出版 1994 366.38ｶﾞ

彼女たちのドラマ　シナリオライターになった女性た 佐竹  大心  編 キネマ旬報社 2000 778.5ｶ
彼女たちの連合赤軍　サブカルチャーと戦後民主主 大塚　英志 文藝春秋 1996 367.21ｵ

彼女たちはなぜ拒食や多食に走る 鈴木　裕也
女子栄養大学出
版

1986 493.74ｽ

彼女の居場所　東京リアリティー 瀬戸山　玄 文藝春秋 1992 916ｾ
彼女の選択 狩生  聖子、尾崎  由美 芸文社 2000 367.4ｶ
彼女のプレンカ 中上  紀 集英社 2000 913.6ﾅ
鞄屋の娘 前川  麻子 新潮社 2000 913.6ﾏ
甲比丹 森　瑶子 講談社 1994 913.6ﾓ
禍福はあざなえる縄のごとし 石川　忠雄 小学館 1997 289ｲ
家父長制と資本制　マルクス主義フェミニズムの地 上野　千鶴子 岩波書店 1990 367.1ｳ
花粉症防ぎ方・治し方 洲崎　春海　監修 家の光協会 1996 493.14ｽ
花粉の部屋 ゾエ・イェニー 新潮社 1999 943.7ｲ
壁のしみ　短編集 ヴァージニア・ウルフ みすず書房 1999 933.7ｳ
壁のなかの主婦たち 木村　栄（他）　編 汐文社 1984 367.3ｶ

かまくらの女性史　３３人が語る大正・昭和
かまくら男女共同参画市民
ネットワーク「アンサンブル２
１」女性史編さん部会　編

鎌倉市 2004 367.2ｶ1

かまくらの女性史　聞き書き明治・大正・昭和　第２
集

かまくら男女共同参画市民
ネットワーク「アンサンブル２
１」女性史編さん部会　編

鎌倉市 2006 367.2ｶ2

かまやつ女の時代　女性格差社会の到来 三浦　展 牧野出版 2005 367.21ﾐ



我慢するのはもう、イヤだ 藤木  美奈子 講談社 2001 367.3ﾌ
神々が見える神社１００選 芸術新潮編集部　編 新潮社 2016 175.9ｶ
神様がくれた赤ん坊 宇都宮　直子 講談社 1991 916ｳ
神様からの贈り物　おおらかで、優しくて、いいかげ
んな フィリピン路地裏の日比混血児

浜　なつ子 風樹社 1995 916ﾊ

カミさん川柳 みつはし　ちかこ　撰 カタログハウス 1995 911.46ﾐ
神と女の古代 楠戸　義昭 毎日新聞社 1999 210.2ｸ
神谷美恵子聖なる声 宮原　安春 講談社 1997 289ﾐ
カミングアウト・レターズ　子どもと親、生徒と教師の
往復書簡

ＲＹＯＪＩ、砂川　秀樹　編
太郎二郎社エ
ディタス

2007 367.97ｶ

仮面をかぶった子供たち　カウンセリングで暴かれ
た普通の家庭の病巣

影山　任佐 ひらく 1997 368.7ｶ

仮面の国 柳　美里 新潮社 1998 914.6ﾕ
カモイクッキング　くらしと料理を１０倍楽しむ 鴨居　羊子 筑摩書房 1998 596ｶ
香山リカの生きる力をつける処方箋　そのままの私
で生きていけばいい

香山  リカ 海竜社 2000 159.6ｶ

香山リカのきょうの不健康 香山　リカ（他） 河出書房新社 1996 493.7ｶ
カラ　孤独なハヤブサの物語 Ｊ．Ｆ．ガーゾーン 新潮社 1995 933ｶﾞ
カラーコーディネート自由自在 カラー集団トータリア  編 講談社 1996 757.3ｶ
カラーでよみがえる東京　不死鳥都市の１００年 岩田　真治、ＮＨＫ制作班 ＮＨＫ出版 2015 213.61ｲ
カラーパープル アリス・ウォーカー 集英社 1992 933ｳ
辛口教育論　学校リストラ　子どものため　先生のた 神戸　登 日本教育新聞社 1997 370ｶ
軀 乃南　アサ 文藝春秋 1999 913.6ﾉ
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 1993 495ﾏ

カラダと気持ちシングル版　（熟年シングル、「性」の
不安と悩み）

セクシュアリティ研究会　編
著

三五館 2007 367.9ｶ

カラダと気持ちミドル・シニア版 セクシュアリティ研究会　編 三五館 2002 367.9ｶ
からだとこころに効く本　もっとキレイに、もっと健康 海原　純子　監修 同文書院 1992 498ｳ
からだとこころのなんでも百科　愛しあうまえに読む
本

ヨルク・ミュラー、ダグマー ガ
イスラー

アーニ出版 1995 367.9ﾐ

体によいおかず  ７３点　生活習慣病を予防・改善す ブティック社  編 ブティック社 2000 596.4ｶ
からだによく効く家庭薬膳　おいしさ2倍、効果３倍
付・薬酒のつくり方

秋本  由紀子 池田書店 2000 596.22ｱ

からだの気持ちをきいてみよう　女子高生のための
性とからだの本

大橋  由香子 ユック舎 2001 367.9ｵ

からだのことがよくわかる女性の医学　専門女医が
やさしくていねいに解説

石河　亜紀子　（他）監修 池田書店 2005 495ｶ

からだの知恵に聴く　人間尊重の医療を求めて アーサー・Ｗ・フランク 日本教文社 1996 490.4ﾌ
からだの不安解消ＢＯＯＫ　レディースクリニック  な
ぜを知って、自分の体を見つめてみよう

池下　育子 ベストセラーズ 1995 495ｲ

体の不調・症状を自分で治す本 伊藤　真愚　監修 主婦と生活社 1996 498.3ｲ
カラフルライフ　遅咲きのすすめ 吉成　真由美 文化出版局 1995 914.6ﾖ

ガリバー旅行記　（こども世界名作童話３７）
スウィフト　作、飯豊　道男
文、村井　香葉　絵

ポプラ社 1989 933ｽ

かりんかりん：女性学･ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ研究　第１３号 かりんかりん編集委員会　編
城西国際大学大
学院

2015 FW367.1ｶ

カルアシ・チミーのおはなし　（ピーターラビットの絵
本１８）

ビアトリクス・ポター　作・絵、
いしい　ももこ　訳

福音館書店 1988 933ﾎﾟ

軽いお姫さま　＊富山 太佳夫、富山 芳子  共編 ジョージ・マクドナルド（他） 青土社 1999 933.68ｶ
かるく一杯 田辺　聖子 筑摩書房 1995 914.6ﾀ
カルテの内側　心の病を癒します 栗原　雅直 毎日新聞社 1998 493.7ｸ
カルテのないしょ話 志賀　貢 酣燈社 1996 914.6ｼ
カルト宗教のトラブル対策　日本と欧米の実情と取り 山口  宏（他） 教育史料出版会 2000 165.9ｶ
カルヴィーノの文学講義　新たな千年紀のための六
つのメモ

イタロ・カルヴィーノ
朝日新聞社出版
局

1999 904ｶ

枯葉剤の村の子どもたち　＊高岩　震　写真 北沢　杏子 アーニ出版 1998 369ｷ

彼らの物語　日本近代文学とジェンダー 飯田　祐子
名古屋大学出版
会

1998 910.26ｲ

過労死サバイバル　仕事ストレスが心身を蝕む前に 上畑　鉄之丞 中央法規出版 2007 366.99ｳ
画廊の扉をあけて 栗田  玲子 講談社 2000 720.69ｸ
カロリー１／２のおいしいお菓子　ヘルシーな工夫が
いっぱいの簡単ケーキ

福田　里香（他） 婦人生活社 1996 596.6ｶ

かわいや風の子　重症心身障害児訪問看護便り 山中　利子
日本出版制作セ
ンター

2006 369.27ﾔ

川田龍平とこの国の人権を考える
川田龍平と人権アクティビス
トの会  編

かもがわ出版 1998 316.1ｶ



変わりゆく日本の家族　<ザ・プロフェッショナル・ハ
ウスワイフ>から見た五〇年

スーザン・ヴォ―ゲル ミネルヴァ書房 2012 367.3ﾎﾞ

変わる家族法 二宮　周平 かもがわ出版 1996 324.6ﾆ
変わる女性の世界　学習・婦人差別撤廃条約 笠原　郁子（他）  編 労働教育セン 1984 367.2ｶ
変わる妻たち　内なる声に耳傾けて アゴ・ビュルキ・フィレンツ 新曜社 1999 367.3ﾋﾞ
買われる子どもたち　無垢の叫び 大久保　真紀 明石書店 1997 368.4ｵ
がん医療さまざまな選択　患者・医療者からのメッ
セージ

がん患者グループ・ゆずりは
編著

エピック 1999 494.5ｶﾞ

考えすぎる女たち
Ｓ.ﾉｰﾚﾝ･ﾎｰｸｾﾏ　著　古川
奈々子　訳

ソニー・マガジン
ズ

2004 143.5ﾉ

考える人　口伝西洋哲学史 池田　晶子 中央公論社 1998 130.2ｲ
考える日々  ３ 池田  晶子 毎日新聞社 2000 914.6ｲ
感覚はシングル　女性ライダーのふたりごと 猿橋　聖美、宮子　あずさ 未来社 1990 914.6ｻ
環境アセスメント基本用語事典 環境アセスメント研究会  編 オーム社 2000 519.15ｶ
環境ホルモンとは何か　１　リプロダクティブ・ヘルス
の視点から

綿貫　礼子（他）　編 藤原書店 1998 519.79ｶ

環境問題はわかるとおもしろい 野口  哲典 オーエス出版 2000 519ﾉ
看護　ベッドサイドの光景 増田  れい子 岩波書店 1996 498.12ﾏ
観光分野における女性の人材育成プロジェクトニー
ズ調査結果報告書

静岡市女性会館 静岡市女性会館 2015 FW367ｶ

看護のなかの母性観　三歳児神話偏重を検討する 柴田  芳枝 東京経済 1999 492.90ｼ
看護病棟日記 宮内　美沙子 未来社 1987 916ﾐ
看護婦が見つめた人間が死ぬということ  続　すべ
ての人が生きる意味を教えてくれた

宮子  あずさ 海竜社 1996 490.15ﾐ

看護婦が見つめた人間が病むということ 宮子　あずさ 海竜社 1999 490.4ﾐ
看護婦だからできること 宮子　あずさ リヨン社 1993 498.1ﾐ1
看護婦だからできること　２ 宮子　あずさ リヨン社 1996 498.1ﾐ2
看護婦泣き笑いの話 宮子　あずさ 講談社 1994 498.14ﾐ
冠婚葬祭入門　絶対トクする知恵はこれだ 野末　陳平　編著 実業之日本社 1997 385ﾉ

がんサバイバル　生還者達の復活戦
スーザン・ネッシム、シュディ
ス・エリス

緑風出版 1996 494.5ﾈ

漢字百科大事典 佐藤　喜代治（他）  編 明治書院 1996 813.2ｻ
感情を出せない源氏の人びと　日本人の感情表現 大塚  ひかり 毎日新聞社 2000 371.5ｵ
眼精疲労が治る本 坪井　隆 ごま書房 1996 496.4ﾂ
完全なる離婚　女性のための７ステップ／７７ケース 鈴木　喜久子　監修 婦人画報社 1998 324.62ｽ
完全離婚マニュアル　女のホンネ版 岡野　厚子 ビシネス社 1995 367.4ｵ
簡単おいしいお菓子レシピ　初めてでも安心 上村　泰子　監修 南雲堂 1996 596.6ｳ
かんたんおやつベスト１００　続　がん患者が語るこ
ころ園、わが家のメニュー、再び

ちいさいなかま編集部  編 草土文化 1997 596.65ｶ

かんたん！具だくさんソース　具がたっぷり入った主
役級ソースのレシピ56種

神崎　あつ子　監修 日東書院本社 2010 596ｶ

かんたん手作り家具　日曜大工 ブティック社　編 ブティック社 1997 592.7ｶ

簡単８０ｋｃａｌカウントブックおとなのダイエット 和崎　祥子　編
女子栄養大学出
版部

1997 498.55ｶ

癌という経験いつのまにか朝日が 武田　秀夫 現代書館 1996 914.6ﾀ

がんと生きる　がん患者が語るこころの真実 種村　健二朗
ベネッセコーポ
レーション

1997 494.5ﾀ

ガン闘病から復職へ 福田　久子 日本図書刊行会 1997 916ﾌ
ガンと女 小野　美智子（他） 砂書房 1997 491.65ｵ
がんと向き合う家族のための本 帯津　良一 大和書房 1998 494.5ｵ
がんと向き合う精神　患者よ、がんと闘うなを読む 丸山　雅一 四谷ラウンド 1997 494.5ﾏ
カントリー木工  決定版　かんたん初めての マイルーム出版  編集 婦人生活社 2000 583ｶ
ガンに克つ８つの知恵　東洋医学と西洋医学を併合
した全人的療法のすべて

周東　寛 史輝出版 1998 494.5ｼ

がんばった分だけ認められる女子の仕事術 千葉　のり子 日本実業出版社 2013 366.38ﾁ
樺美智子　聖少女伝説 江刺　昭子 文芸春秋 2010 289.1ｴ
がんばらない介護 橋中　今日子 ダイヤモンド社 2017 369ﾊ
がんばらないで３４歳　これからの人生を強く生き抜 松原  惇子  編著 廣済堂出版 2001 367.2ﾏ
がんばる育児にさようなら　新米ママと新米パパの
子育てブック

尼崎医療生協病院 自治体研究社 1998 599ｶﾞ

がんばる自分にお休みをあげよう　たまにはのんび
りときにはゆったり

本田　葉子 大和出版 1998 914.6ﾎ

ガンバレ、自分 野中　ともよ 三笠書房 1996 159.6ﾉ

がんばれ！女性議員　女性情報ライブラリーVol.2 バド・ウィメンズ・オフィス　編
バド・ウィメンズ・
オフィス

2002 314.18ｶﾞ

がんばれ女性の食業おこし　女性起業の完全ガイド
樋口　恵子  編著、あだち  ゆ
きこ  編著

農山漁村文化協
会

1995 335.4ﾋ

完ぺきお掃除マニュアル　家じゅうピカピカ ブティック社　編 ブティック社 1995 597ｶ



雁よ大空に翔べ　自立への旅・ひろばの文学論 西沢　舜一 大月書店 1986 910.26ﾆ
管理者のためのセクハラ・パワハラ・メンタルヘルス
の法律と対策　事業者必携

戸塚　美砂　監修 三修社 2012 498.8ｶ

偽悪者のフェミニズム　対談 小倉　千加子 学陽書房 1991 367.2ｵ
聞いてアグネス　私たちかごの鳥症候群かしら アグネス・チャン 主婦の友社 1995 367.3ﾁ

聞いて極楽 ナンシー関
朝日新聞社出版
局

1998 914.6ﾅ

消えた沖縄女工　一枚の写真を追う 下嶋　哲朗 未来社 1986 916ｼ
木を植えた男　フレデリック・バック  絵 ジャン・ジオノ あすなろ書房 1989 959ｼﾞ
木を植えて魚を殖やす 柳沼　武彦 家の光協会 1993 663.9ﾔ
記憶を消す子供たち レノア・テア 草思社 1995 146.1ﾃ
記憶から歴史へ　オーラル・ヒストリーの世界 ポール・トンプソン 青木書店 2003 201.16ﾄ

記憶の底から
トニー　Ａ．Ｈ．マクナロン  編
著、ヤーロウ・モーガン  編著

青弓社 1995 367.9ﾏ

気がつかない誤りに気がつく間違い漢字勘違いこと 創拓社　編集 創拓社 1992 810.36ｷ

聞き書き集　小金井の女性たち　時代をつなぐ 小金井女性史をつくる会　編
こがねい女性
ネットワーク

2003 FW367.2ｷ

聞き書き集　小金井の女性たち　時代を歩む 小金井女性史をつくる会　編
こがねい女性
ネットワーク

2006 FW367.2ｷ

聞き書きで綴る八王子の女性史 八王子女性史サークル
八王子女性史
サークル

2015 FW367.2ｷ

聞き書きでつづる新座・女たちの歩み にいざ女性の歴史を知る会 新座市 2013 FW367.2ｷ

聞き書き　みしまの女性たちの歩み　明治生まれ編
みしま女性史サークル、三島
市　編

三島市 2000 367.2ｷ

聞き書き　みしまの女性たちの歩み　大正生まれ編
みしま女性史サークル、三島
市　編

三島市 2001 367.2ｷ

聞き書き　みしまの女性たちの歩み　昭和生まれ編
みしま女性史サークル、三島
市　編

三島市 2002 367.2ｷ

聞き書き　みしまの女性たちの歩み　明治・大正生
まれ続編

みしま女性史サークル　編
三島女性史サー
クル

2004 367.2ｷ

聞き書き　みなと女性史　東京タワー、伝統と先端
の街

みなと女性史をつくる会　編
著

港区スポーツふ
れあい文化健康
財団、港区立男
女平等参画セン
ター(リーブラ）

2008 377.2ｷ

聞き書き八千代の女たち　激動の昭和を生きていま
八千代市女性研修センター
八千代の女たち編集委員会

八千代市 2004 367.2ｷ

危機の家庭　女・性・政治 吉武　輝子 未来社 1987 367.2ﾖ
企業を変える女性のキャリア･マネージメント 金谷　千慧子 中央大学出版部 2003 366.38ｶ
企業が求めるＰＣスキル入門 ＰＣスキル研究会 日本実業出版社 1999 548.29ｷ
企業社会を考える 佐高　信（他） かもがわ出版 1996 335.13ｷ
企業中心社会を超えて　現代日本をジェンダーで読 大沢　真理 時事通信社 1993 304ｵ
企業とＮＰＯのパートナーシップ 山本  正  編著 アルク 2000 335.8ﾔ

聞く猿 ナンシー関
朝日新聞社出版
局

1997 914.6ﾅ

効くどこでもできるセルフ・マッサージ　元気が出るこ
ころと身体のツボ

田中　美津　監修 婦人画報社 1997 492.7ﾀ

菊と鷲 佐藤　隆三 講談社 1990 304ｻ
危険がいっぱい更年期の夫とつきあうレシビ 宮西  ナオ子 三修社 2000 493.18ﾐ
危険テレビが幼児をダメにする 岩佐　京子 コスモトゥーワン 1998 376.1ｲ

聞こえますか子どもたちのＳＯＳ　保健室からの訴え 富山　芙美子（他）
高校生文化研究
会

1992 374.9ｷ

帰国論　消費の国の女たち 小原　直花 弘文堂 2008 675.2ｵ
既婚女性の就業とネットワーク 安河内　恵子 ミネルヴァ書房 2008 366.38ﾔ
妓女と中国文人 斎藤  茂 東方書店 2000 384.9ｻ
傷つかない練習　悪循環から抜け出す心の整え方 リズ　山崎 青春出版社 2012 159ﾘ
傷つきやすい子どもたち　弱さを認めあう関係 宮崎　隆太郎 三一書房 1996 371.4ﾐ
傷つきやすい子どもという神話　トラウマを超えて ウルズラ・ヌーバー 岩波書店 1997 146.1ﾇ
奇跡の減肥気功法　１日１５分、１週間で７キロ落ち
る  気になる部分がラクラクやせる健康ダイエット

伊　金陵、伊　美貴 ロングセラーズ 1996 498.3ｲ

季節しみじみ事典　倉嶋厚の四季ものがたり 倉嶋　厚 東京堂出版 1997 451.04ｸ
偽善系　やつらはヘンだ 日垣  隆 文藝春秋 2000 304ﾋ
帰宅拒否　いい父親ほど心を病む 関谷　透 ＰＨＰ研究所 1999 493.76ｾ
北区男女共同参画行動計画アゼリアプラン　第４次
平成22年度（2010年度）～平成26年度（2014年度）
（概要版付）

北区　編 北区 2010 FW367ｷ



キックオフ・シンポジウム「女性目線を活かした医学
系研究～産学連携の可能性」報告集　（文部科学省
科学技術人材育成費補助事業）

ＤＤユニット事業推進室　編
ＤＤユニット事業
推進室

2016 FW367ｷ

吉兆味ばなし　４ 湯木　貞一 暮しの手帖社 1992 596.9ﾕ4
吉兆味ばなし　１ 湯木　貞一 暮しの手帖社 1990 596.9ﾕ1
吉兆味ばなし　２ 湯木　貞一 暮しの手帖社 1990 596.9ﾕ2
吉兆味ばなし　３ 湯木　貞一 暮しの手帖社 1991 596.9ﾕ3
キッチンから愛をこめて　新装版 小林　カツ代 大和書房 1996 596.04ｺ
切っても切れないわがババ介護 門野　晴子 海竜社 1999 369.21ｶ
きっと、あなたは成功する　願望を実現するための３
７のヒント

ミルトン・カツェラス ＰＨＰ研究所 1997 159ｶ

きっと変えられる性差別語　私たちのガイドライン
上野　千鶴子、メディアの中
の性差別を考える会

三省堂 1996 367.21ｳ

きっと元気が近づいてくる　こころ悩む親と子に 添え
木のことば

富田　富士也 柏樹社 1995 159ﾄ

きっと、治る　生きるよろこびが体を癒す 大塚　晃志郎 ＰＨＰ研究所 1998 490.19ｵ
きっと良くなる必ず良くなる　多重がんとの闘いの記 広野　光子 ＰＨＰ研究所 1998 916ﾋ
きつね三吉　　（日本の童話名作選） 佐藤　さとる　作、村上　勉 偕成社 1984 913ｻ
キツネどんのおはなし　（ピーターラビットの絵本１
３）

ビアトリクス・ポター　作・絵、
いしい　ももこ　訳

福音館書店 1988 933ﾎﾟ

気になる成分・表示１００の知識 左巻  健男（他）  編著 東京書籍 2000 498.51ｷ
木に学べ　法隆寺・薬師寺の美 西岡　常一 小学館 1991 521.81ﾆ
気の利いた「ひと事」辞典　会話が弾む！一目置か
れる！（講談社の実用ｂｏｏｋ）

渡辺　由佳 講談社 2015 809.2ﾜ

気のパワー　恋も仕事もうまくいく 梁　蔭全 同文書院 1992 147ﾘ
ギブ＆ギブンの発想　自分が動く、世界が変わる 佐々木　かをり ジャストシステム 1997 159ｻ
気分はシングルライフ　ひとりがあってふたりがある 下重　暁子 講談社 1991 914.6ｼ
希望の声　アラン・クレメンツとの対話 アウンサン・スーチ- 岩波書店 2000 312.23ｱ
基本がきちんと身につく！お料理の教科書 久保　香菜子 西東社 2011 596ｸ
基本的な人権六法　あの人もこの人も大切、そんな
私が素敵

吉峯　啓晴　編著 三五館 1995 316.1ﾖ

きほんのき　プロが教える暮らしの知恵 朝日新聞学芸部
朝日新聞社出版
局

1999 590ｷ

君について行こう　女房は宇宙をめざした 向井　万起男 講談社 1995 914.6ﾑ
「君に働いて欲しい」と言わせる仕事術　ビジネス
ウーマン77のルール

河上　多恵子 ワック 2010 366.38ｶ

君の悩みに答えよう　青年心理学者と考える10代・
20代のための生きるヒント

大野　久〔他〕編 福村出版 2017 159.7ｷ

君も雛罌栗われも雛罌栗　上　与謝野鉄幹・晶子夫
妻の生涯

渡辺　淳一 文藝春秋 1996 911.16ﾜ1

君も雛罌栗われも雛罌栗　下　与謝野鉄幹・晶子夫
妻の生涯

渡辺　淳一 文藝春秋 1996 911.16ﾜ2

気持ちを伝える言葉辞典　喜怒哀楽を確かに伝える
この一言

現代言語セミナー　編 実務教育出版 1996 814ｷ

気持ち少し 宗澤　多賀子
中央大学生協出
版

1997 914.6ﾑ

気持ちのいい生活　地球のリズムで生きてみる 鶴田　静 学陽書房 1996 590.4ﾂ

気持ちのキセキ　生きづらさから自由になる
箱崎　幸恵　文、せき　あやこ
絵

明石書店 2008 726.5ﾊ

気持ちのリフレッシュ９９の助言 斎藤　茂太 新講社 1997 159ｻ
きものがたり・今昔 近藤　富枝 講談社 1991 593ｺ
きもの暮らし　着こなしの知恵と楽しみ 青木  玉、吉岡  幸雄 ＰＨＰ 2000 593.1ｱ
逆説的生き方のすすめ ひろ　さちゃ 実業之日本社 1997 180.49ﾋ
虐待　ダイナとｾﾚｽﾄとわたし スー・ウィリアム・シルバーマ 講談社 2000 367.65ｼ
虐待を受けた子どもの治療戦略　被害者からサバイ
バーへ

シェリル　Ｌ．カープ、トレイ
シー  Ｌ．バトラー

明石書店 1999 146.82ｶ

虐待とＤＶのなかにいる子供たちへ　ひとりぼっち
じゃないよ（新版）

チルドレン・ソサエティ 明石書店 2017 367.6ｷﾞ

虐待と離婚の心的外傷 棚瀬  一代 朱鷺書房 2001 367.6ﾀ
虐待の淵を生き抜いて 島田　妙子 毎日新聞出版 2016 367.6ｼ
逆行の知恵子抄　愛の伝説に封印された発狂の真 黒澤　亜里子 学陽書房 1997 911.52ｸ

キャリア　裁かれた自由と実績 藤野　佐智子
日本デザインク
リエータズカンバ

1995 913.6ﾌ

キャリア・ウーマン　男性社会への魅力あるチャレン
ジ

マーガレット・ヘニッグ、アン・
ジャーディム

サイマル出版会 1978 336.4ﾍ

キャリアウーマン手探りの子育て　反省と成功への
アドバイス

渋井　幸枝 日本図書刊行会 1997 379.9ｼ



キャリアを拓く　女性研究者のあゆみ
柏木　惠子、　国立女性教育
会館女性研究者ﾈｯﾄﾜｰｸ支
援プロジェクト　編

ドメス出版 2005 367ｷ

キャリア・カウンセラーになる！？　キャリア・カウン
セラー／キャリア・コンサルタントの全資格

土岐　優美 秀和システム 2008 366.29ﾄ

キャリアカウンセリング　２１世紀セイキカウンセリン 宮城　まり子 駿河台出版社 2002 366.29ﾐ
キャリア出産という選択　３５歳からの妊娠・出産を
応援する

大橋　由香子 双葉社 2002 495.7ｵ

キャリア・デザインと子育て　（お茶の水ブックレット１
０）

「子の発達段階に応じたキャ
リア・デザイン」研究会　著、
お茶の水学術事業会　編

お茶の水学術事
業会

2016 FW367ｷ

キャンサー・ギフト　ガンで死ねなかったわたしから
元気になりたいあなたへ

高橋　ユリカ 新潮社 1995 916ﾀ

キャンパス性差別事情　ストップ・ザ・アカハラ 上野　千鶴子　編 三省堂 1997 377.1ｳ
キャンパス・セクシュアル・ハラスメント　調査・分析・ 渡辺　和子　編 啓文社 1997 367.2ﾜ
キャンパス・セクシュアル・ハラスメント対応ガイド
あなたにできること、あなたがすべきこと

沼崎  一郎 嵯峨野書院 2001 367.9ﾇ

Ｑ＆Ａ育児・介護休業制度の急所 労働省女性局  監修 労働調査会 2000 366.38ｷ
Ｑ＆Ａここが知りたいＮＰＯ法　法人格取得マニュア 経済企画庁国民生活局  編 ぎょうせい 1999 335.8ｷ
Ｑ＆Ａ人生最期にそなえる法律知識　備えあれば憂 吉岡　睦子（他） リバティ書房 1999 324.7ｷ
Ｑ＆Ａ男女雇用機会均等法 労働省女性局　監修 ぎょうせい 1999 366.31ｷ
Ｑ＆Ａ同性愛を知るための基礎知識 エリック・マーカス 明石書店 1997 367.97ﾏ
Ｑ＆Ａ２１世紀のお墓と葬儀　少子高齢・非婚化社
会の相談ガイド

斉藤  弘子、長江  曜子 明石書店 2001 385.6ｻ

Ｑ＆Ａもっと知りたい環境ホルモンとダイオキシン
問題解決へのシステムづくり

環境総合研究所　編 ぎょうせい 1999 519.79ｷ

Ｑ＆Ａわかりやすい女性の人権 渡辺　智子 明石書店 2003 367.1ﾜ
Ｑ＆Ａ　親の離婚と子どもの気持ち　よりよい家族関
係を築くためのヒント

新川　明日菜　他著、Wink 編 明石書店 2011 367.4ｷ

Ｑ＆Ａ　女性と労働１１０番　第３版　働く女性の権利
を守るために

職場の女性問題研究会　編 民事法研究会 2010 366.38ｷ

Ｑ＆Ａ　ＤＶってなに？　この１冊でドメスティック・バ
イオレンスまるわかり

番　敦子　（他）著 明石書店 2012 367.2ｷ

Ｑ＆Ａでナットク　がん化学療法と看護
佐々木　常雄、岡本　るみ子
監修、新井　敏子　編

中央法規出版 2011 492.94ｷ

Ｑ＆Ａ　ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）事件の実
務　相談から保護命令・離婚事件まで

打越　さく良　著、榊原富士
子　監修

日本加除出版 2012 367.3ｳ

九十歳。何がめでたい 佐藤　愛子 小学館 2017 914.6ｻ
九十二歳のクラス会 藤田　たき（他） トメス出版 1991 289ｷ

９０年代のアダムとイヴ 上野　千鶴子、ＮＨＫ取材班
日本放送出版協
会

1991 367ｳ

九八歳の妊娠　宅老所よりあい物語 下村  恵美子、谷川  俊太郎 雲母書房 2001 369.2ｼ
牛乳パックをリサイクル　キッチン・ダイニング小物 ブティック社　編 ブティック社 1996 754.9ｷﾞ
樹よ　屋久島の豊かないのち 山下　大明 小学館 1992 748ﾔ
教育期の子育てと親子関係　親と子の関わりを新た
な視点から実証する

神原  文子  編著、高田  洋
子  編著

ミネルヴァ書房 2000 367.3ｶ

教育入門 堀尾　輝久 岩波書店 1989 372ﾎ
教育法と法社会学 今橋　盛勝 三省堂 1988 373ｲ

教育は人間をつくれるか 小原　秀雄
農山漁村文化協
会

1989 371.5ｵ

今日１日のアファメーション　自分を愛する３６５日 西尾　和美 ヘルスワーク協 1997 146.1ﾆ
驚異のウォーキング革命　体も頭もよくなる 田中　誠一 ブレジデント社 1997 782ﾀ
強運な女になる 林　真理子 中央公論社 1997 914.6ﾊ
教会と第二の性 メアリ・デイリー 未来社 1986 191ﾃﾞ
境界例と自己愛の障害　理解と治療にむけて 井上　果子、松井　豊 サイエンス社 1998 371.47ｲ
共学家庭科の実践 村田　泰彦（他）　編 光生館 1986 375.5ｷ
共学家庭科の理論 村田　泰彦（他）　編 光生館 1986 375.5ｷ
教科書が書いた家族と女性の戦後５０年 酒井　はるみ 労働教育セン 1995 367.3ｻ
教科書から消せない歴史　慰安婦削除は真実の隠 久保井　規夫 明石書店 1997 210.7ｸ
教科書攻撃の深層　慰安婦問題と自由主義史観の
詐術 子どもたちがねらわれている

俵　義文 学習の友社 1997 375.9ﾀ

教科書に書かれなかった戦争　Ｐａｒｔ２３　ジャワで
抑留されたオランダ人女性の記録

ネル・ファン・デ・グラーフ 梨の木舎 1996 210.75ｸﾞ

教科書の中の男女差別 伊東　良徳（他） 明石書店 1991 375.9ｷ
京ガス男女賃金差別裁判なめたらあかんで！女の
労働　ペイ・エクイティを女たちの手に

屋嘉比　ふみ子 明石書店 2007 366.38ﾔ

今日から使える護身術　強い女は美しい 森山　奈央美、三宅　りお 新水社 2011 789.9ﾓ



今日から使える手抜き冷凍保存手帖　時間ができる
お金がたまる野菜がとれる

村上　祥子 ブックマン社 2010 596ﾑ

今日からはじめる男の家事 阿部　絢子　監修 講談社 2010 590ｷ
今日からはじめるやさしいワードとエクセル２００２
ウィンドウズXP版

コスモピアパソコンスクール
（花田　潤）著

エスシーシー
(SCC）

2002 007.63ｷ

今日から独りで生きる　伴侶を喪うということ 半田　たつ子 二見書房 1995 916ﾊ
今日から私もネットママ　インターネットで育児が変
わる  子育てを楽しみたい新米ママに

ＮＥＣメディアプロダクツ  編
ＮＥＣメデイァプ
ロダクツ

2001 599ｷ

狂気と正気のさじ加減　これでいいのか精神科医療 シドニー・ウォーカー 共立出版 1998 493.7ｳ
今日、仕事でため息をついたあなたへ、、、 BPW札幌クラブ　編 共同文化社 2003 366.38ｷ
今日、自分を少し変えてみる 宝彩　有奈 大和書房 1998 159ﾎ

共生への航路　かながわの女たち’４５～９０
神奈川県立かながわ女性セ
ンター  編著、かながわ女性
史編集委員会  編著

ドメス出版 1992 367.21ｷ

共生・参画時代の女性学 西村　絢子  編 ナカニシヤ出版 1996 367.2ﾆ

共生時代のフェミニズム 青木　やよひ
オリジン出版セ
ンター

1994 367.2ｱ

共生福祉論　障害者・保育・施設・医療 吉本　充賜 ミネルヴァ書房 1987 369ﾖ
京大・矢野事件　キャンバス・セクハラ裁判の問うた 小野　和子　編著 インパクト出版会 1998 326.22ｵ
京都、大好き 寿岳  章子 ぱる出版 1999 914.6ｼﾞ
京都・バリ島車椅子往来 大村　しげ 中央公論新社 1999 292.40ｵ

郷土府中　平成２３年度　中学校社会科副読本
府中市立中学校社会科副読
本編集委員会　編

府中市教育委員
会

2011 290ｷ

郷土府中　平成２４年度　（地図あり）
府中市立中学校社会科副読
本編集委員会　編

府中市 2012 290ｷ

京のおばんざい 大村　しげ 中央公論社 1996 596.21ｵ
京の四季京風味 岩満　重孝 白楽 1991 291.6ｲ
強迫性障害　わかっちゃいるけどやめられない症候
群

久保木　富房  編、不安・抑う
つ臨床研究会  編

日本評論社 1999 493.74ｷ

強迫性障害治療ハンドブック 原田　誠一　編 金剛出版 2006 498.74ｷ

業務概要　平成25年度
山梨県立男女共同参画推進
センター

山梨県立男女共
同参画推進セン
ター

2014 FW367ｷﾞ

業務概要　平成２６年度（２０１４年度）
吹田市立男女共同参画セン
ターデュオ　編

吹田市立男女共
同参画センター
デュオ

2015 FW367ｷﾞ

業務概要　平成２７年度（２０１５年度）
吹田市立男女共同参画セン
ターデュオ　編

吹田市立男女共
同参画センター
デュオ

2016 FW367ｷﾞ

業務概要  平成28年度(2016年度)
吹田市立男女共同参画セン
ターデュオ　編

吹田市立男女共
同参画センター
デュオ

2017 FW367ｷﾞ

業務概要 平成２９年度(2017年度)
吹田市立男女共同参画セン
ターデュオ　編

吹田市立男女共
同参画センター
デュオ

2018 FW367ｷﾞ

業務概要 平成30年度(2018年度)
吹田市立男女共同参画セン
ターデュオ　編

吹田市立男女共
同参画センター
デュオ

2019 FW367ｷﾞ

今日もいい天気　元気と勇気が湧く３２の物語 ジョン・Ｍ．イーズ 主婦と生活社 1998 159ｲ
今日も娘が学校へ行かない 松村　加津子 草思社 1998 371.42ﾏ
教養論ノート 浅羽  通明 幻冬舎 2000 002ｱ
局留め郵便箱フェルモポスタ・タロウ　ミラノで暮らし
た柴犬の物語

廣木　明美 近代文芸社 2000 914.ﾋ

拒食、過食のながいトンネルをぬけて 鈴木　裕也
女子栄養大学出
版

1997 493.74ｽ

拒食症　女たちの誇り高い抗議と苦悩 スージー・オーバック 新曜社 1992 493.74ｵ
拒食症の女たち　ドキュメント 中谷　和男 廣済堂出版 1997 916ﾅ
拒食と過食　心の問題へのアプローチ 青木　紀久代 サイエンス社 1996 493.74ｱ
拒食な私　五年間の軌跡 神崎　恵華 日本図書刊行会 1997 916ｶ
去勢されない女 エマ・サントス 書肆山田 1995 953ｻ

清瀬市男女平等推進プラン 第三次
清瀬市男女共同参画セン
ター 編

清瀬市男女共同
参画センター

2018 FW367ｷ

清瀬市男女平等に関する意識・実態調査報告書
（概要版つき）

清瀬市男女共同参画セン
ター　編

清瀬市男女共同
参画センター

2017 FW367ｷ

拒否じゃない登校できない子どもたち　不登校を乗
り越える自我の確立

河合　弘一 ＪＤＣ 1997 371.42ｶ

気楽に行こう、精神科　精神科のことがよく分かる本 中村  敬、三宅  永 マガジンハウス 2000 493.7ﾅ
きらめいて生きる明治の女性たち　笹本恒子写真集 笹本　恒子 清流出版 1996 281ｻ



煌くミドルと諦めミドル　ミドルエイジ女性の転職・再
就職必勝法

橘田　佳音利 長崎出版 2008 366.29ｷ

ギリシア神話　（こども世界名作童話３９）
立原　えりか　文、きのした
じゅんこ　絵

ポプラ社 1989 164ｷﾞ

ギリシアの泉 シモーヌ・ヴェーユ みすず書房 1988 135.5ﾍﾞ
「きれい」への医学 海原　純子 講談社 1997 498.3ｳ
キレル前に気づいてよ　父親に向けられた子どもの 富田　富士也 佼成出版社 1998 367.3ﾄ
記録　少女たちの勤労動員　女子学徒・挺身隊勤労
動員の実態

戦時下勤労動員少女の会
編

ＢＯＣ出版部 1997 210.7ｷ

金色の鯉の夢　オ・ジョンヒ小説集 オ・ジョンヒ 段々社 1997 929.1ｼﾞ
金いろの自画像　平塚らいてうことばの花束 米田  佐代子　編 大月書店 2005 289ｷ
銀婚式 篠田　節子 毎日新聞社 2011 913.6ｼ
禁じられた知　精神分析と子どもの真実 アリス・ミラー 新曜社 1993 146.1ﾐ
近世女人の旅日記集 前田  淑 葦書房 2001 915.5ｷ
金せん花と秋の蝶  （囚われの女たち　第２部） 山代　巴 径書房 1991 913.6ﾔ
近代を生きる女たち　一九世紀ドイツ社会史を読む 川越　修（他）　編著 未来社 1990 367.23ｷ
近代を読みかえる　第１巻　マイノリティとしての女 奥田　暁子　編 三一書房 1997 367.1ｷ1
近代を読みかえる　第２巻　性幻想を語る 近藤　和子　編 三一書房 1998 367.1ｷ2
近代家族を超える　非法律婚カップルの声 善積　京子 青木書店 1997 367.3ﾖ
近代家族団体論の形成と展開　家族の団体性と個 高橋  朋子 有斐閣 1999 367.3ﾀ
近代家族とフェミニズム 落合　恵美子 勁草書房 1989 361.6ｵ
近代家族の成立と終焉 上野　千鶴子 岩波書店 1994 367.3ｳ
近代家族の曲がり角 落合  恵美子 角川書店 2000 361.63ｵ
近代熊本女性史年表　明治元年（１８６８）～昭和２
０年（１９４５）

谷川　憲介　著、近代熊本女
性史年表刊行会　編

熊本出版文化会
館

1999 367.2 ﾀ

近代国家と家族モデル 西川  祐子 吉川弘文館 2000 361.63ﾆ
近代女性史　＊一の門  ヨーコ  画 宮城　道子 現代書館 1984 367.21ﾐ
近代台湾女性史　日本の植民統治と新女性の誕生 洪  郁如 勁草書房 2001 367.2ｺ
近代天皇制国家とジェンダー　成立期のひとつのロ 早川　紀代 青木書店 1998 367.21ﾊ
近代日本看護史　２　戦争と看護 亀山　美知子 ドメス出版 1984 367.2ｶ2
近代日本女子社会教育成立史　処女会の全国組織
化と指導思想

渡邊　洋子 明石書店 1997 379.46ﾜ

近代日本女性史　上 米田　佐代子 新日本出版社 1985 367.2ﾖ1
近代日本女性史　下 米田　佐代子 新日本出版社 1984 367.2ﾖ2
近代日本女性倫理思想の流れ 布川  清司 大月書店 2000 367.21ﾌ
近代日本のジェンダー　現代日本の思想的課題を 大越　愛子 三一書房 1997 367.21ｵ
近代の洋画　府中市所蔵作品による　（第１５回企
画美術展）

府中市企画調整部美術館開
設準備室　編

府中市 1996 703ｷ

近代婦人問題名著選集　　第１巻　明日の女性教育
教育と婦人の問題

小泉　郁子（他）
日本図書セン
ター

1989 367.2ｷ1

近代婦人問題名著選集　　第２巻　婦人職業戦線の 東京市役所 日本図書セン 1989 367.2ｷ2
近代婦人問題名著選集　　第３巻　女給生活の新研 大林　宗嗣 日本図書セン 1989 367.2ｷ3
近代婦人問題名著選集　　第４巻　実践季節保育所 根岸　早笛 日本図書セン 1989 367.2ｷ4
近代婦人問題名著選集　　第５巻　家庭・婦人・児童 高島　平三郎 日本図書セン 1989 367.2ｷ5
近代婦人問題名著選集　　第６巻　生活問題から見
た産児調節

阿部　磯雄
日本図書セン
ター

1989 367.2ｷ6

近代婦人問題名著選集　　第７巻　母子保健叢書 厚生省健民局　編 日本図書セン 1989 367.2ｷ7
近代婦人問題名著選集　　第８巻　女性相談 東京朝日新聞社 日本図書セン 1989 367.2ｷ8
近代婦人問題名著選集　　第９巻　いたましき親子
心中の実相  小峰研究所紀要

原　秦一（他）
日本図書セン
ター

1989 367.2ｷ9

近代婦人問題名著選集　  第１０巻　女性の法律 片山　哲 日本図書セン 1989 367.2ｷ10
近代婦人問題名著選集　  第１１巻　婦人参政権論 森口　繁治 日本図書セン 1989 367.2ｷ11
近代婦人問題名著選集　  第１２巻　婦人年報第一
輯婦人界

市川　房枝　編
日本図書セン
ター

1989 367.2ｷ12

近代婦人問題名著選集続編　　第１巻　婦人職業論 伊賀　歌吉 日本図書セン 1982 367.2ｷ1
近代婦人問題名著選集続編　　第２巻　婦人と犯罪 寺田　精一 日本図書セン 1982 367.2ｷ2
近代婦人問題名著選集続編　　第３巻　婦人農業問 稲田　昌植 日本図書セン 1982 367.2ｷ3
近代婦人問題名著選集続編　　第４巻　女教員の真
相及其本領

後藤　靜香
日本図書セン
ター

1982 367.2ｷ4

近代婦人問題名著選集続編　　第５巻　売られゆく 上村　行彰 日本図書セン 1982 367.2ｷ5
近代婦人問題名著選集続編　　第６巻　新時代の処
女会及び其の施設経営

片岡　重助
日本図書セン
ター

1982 367.2ｷ6

近代婦人問題名著選集続編　　第７巻　婦人自立の 東京市社会局　編 日本図書セン 1982 367.2ｷ7
近代婦人問題名著選集続編　　第８巻　婦人の観た
東京市政

東京市政調査会
日本図書セン
ター

1982 367.2ｷ8

近代婦人問題名著選集続編　　第９巻　女給と売笑 草間　八十雄 日本図書セン 1982 367.2ｷ9
近代婦人問題名著選集続編　  第１０巻　職業婦人
を志す人のために

川崎　なつ
日本図書セン
ター

1982 367.2ｷ10



均等法をつくる 赤松　良子 勁草書房 2003 366.31ｱ
均等法の新世界 浅倉　むつ子 有斐閣 1999 366.31ｱ

銀幕のハーストリー　映画に生きた女たち 松本　侑壬子
パド・ウィメンズ・
オフィス

2015 778.2ﾏ

近隣とのトラブルを解決する法律知識 芥川　基 日本実業出版社 1999 324.2ｱ
グアテマラ先住民の女たち　リゴベルタ・メンチュウ
と民主化への歩み

伊従　直子 明石書店 1997 367.25ｲ

食いだおれ旅日記　ツアーコンダクター原さんの 原　好正 トラベルジャーナ 1992 290.9ﾊ
偶然の家族 落合　恵子 中央公論社 1990 913.6ｵ
クーデンホーフ光子の手記 クーデンホーフ　光子 河出書房新社 1998 289ｸ
空白の瞬間 安西　篤子 集英社 1997 913.6ｱ

クオータ制の実現をめざす
ＷＩＮ　ＷＩＮ編著、赤松　良子
監修

パド・ウィメンズ・
オフィス

2013 367.1ｸ

草花の小さな庭作り　狭いスペースで楽しむ園芸 市原　菊恵 婦人画報社 1997 629.75ｲ
草笛を楽しむ 佐藤　邦昭、佐藤　英文 創和出版 1993 750ｻ
くじけないで 柴田　トヨ 飛鳥新社 2010 911.56ｼ
九条武子　新装版　その生涯とあしあと 篭谷　真智子 淡交社 2002 911.1ｶ
薬にかわる食べもの 森下　敬一 ペガサス 1992 498.5ﾓ
くすりの辞典　２０１１年版　病院からもらった薬がよ
くわかる

小林　輝明　監修 成美堂出版 2010
499.1ｸ
2011

クダラン 中野　翠 毎日新聞社 1996 914.6ﾅ
口だって穴のうち 内田　春菊 洋泉社 1996 914.6ｳ
クッキングパパの読者ご自慢レシビ うえやま　とち　編 講談社 1998 596ｳ
ぐっすり眠れる快眠ハンドブック　不眠症よサヨウナ 大熊　輝雄 ナツメ社 1996 498.36ｵ
靴で人生を変える　よい靴、よい足、ハンサムウォー 真喜屋　光子 はまの出版 1997 589.25ﾏ
区内企業の「男女共同参画に関する意識・実態調
査」報告書　（概要版つき）

世田谷区 世田谷区 2015 FW367ｸ

国立市男女平等・男女共同推進計画　第５次　（概
要版つき、平成２８年度～平成３５年度）

国立市　編 国立市 2016 FW367ｸ

国立市男女平等男女･男女共同参画推進計画推進
状況調査報告書 第5次 平成30(2018)年度

国立市 国立市 2020 FW367ｸ

くまとやまねこ
湯本　香樹実　文、酒井　駒
子　絵

河出書房新社 2008 913ﾕ

くまのパディントン
マイケル・ボンド　作、ペ
ギー・フォートナム　画、松岡
享子　訳

福音館書店 1967 933ﾎﾞ

くまもとの女性史　本編
くまもとの女性史編さん委員
会　編

くまもと女性史研
究会

2000 367.2ｸ

くものこどもたち ジョン・バーニンガム ほるぷ出版 1997 933ﾊﾞ
蔵　上 宮尾　登美子 毎日新聞社 1993 913.6ﾐ1
蔵　下 宮尾　登美子 毎日新聞社 1993 913.6ﾐ2
暮らしから先端技術まで日本経済がわかる　＊事典 硲　宗夫（他） 中央経済社 1995 332.1ｸ
くらしのきもち 大橋　歩 ＴＯＴＯ出版 1997 914.6ｵ
暮しのコツと科学 南　和子 筑摩書房 1996 590ﾐ
暮らしの修繕ブック　直せるところがこんなにいっぱ 坪川　陽江　編 フジテレビジヨン 1995 590.4ﾂ
暮しの設計　２２５号　入門イタリア菓子 畑中　三応子　編 中央公論社 1996 596ｸ
暮しの設計　２２６号　タイ料理の魅力 畑中　三応子　編 中央公論社 1996 596ｸ
暮しの設計　２２９号　牧羊子の薬膳家庭料理 畑中　三応子　編 中央公論社 1997 596ｸ
暮しの設計　２３０号　味わいのパン 岡田　雄次　編 中央公論社 1997 596ｸ
暮しの設計　２３１号　チーズ案内 畑中　三応子　編 中央公論社 1997 596ｸ
暮しの設計　２３４号　女将さんの居酒屋料理 畑中　三応子　編 中央公論社 1998 596ｸ
くらしの相談室親子のトラブルＱ＆Ａ 吉岡　睦子（他） 有斐閣 1995 367.3ｸ

くらしの相談室現場の成年後見Ｑ＆Ａ
田山  輝明  編、長谷川  泰
造  編

有斐閣 2001 324.65ｸ

くらしの相談室消費者トラブルＱ＆Ａ 伊東　良徳（他） 有斐閣 1999 365.8ｸ
くらしの相談室相続の生前対策Ｑ＆Ａ　新版 糠谷　秀剛（他） 有斐閣 1996 324.7ｸ
くらしの相談室遺言書の書き方Ｑ＆Ａ 秦　悟志（他） 有斐閣 1998 324.77ｸ
暮らしのなかの女性学　女性たちの新しい出発 冨士谷　あつ子　編著 ミネルヴァ書房 1987 367.2ﾌ
暮らしの中の性教育 安達　倭雅子 北海道新聞社 2002 367.99ｱ
暮らしの法律基礎知識　弁護士がお答え 仙台弁護士会  編 河北新報社 2000 320ｸ

クララしあわせをさがして　＊絵本
ギゼラ・クラール、ヨゼフ・ウィ
ルソン

講談社 1999 726ｸ

グリーンコーディネーターになろう 東　潔 誠文堂新光社 1997 620ｱ
クリスティーナの手紙　ナチス占領下ポーランの青 ヴァンダ・キェジンスカ  編 恒文社 1996 289ｷ
栗田式奇跡の速読法　仕事と学習の成果を高める 栗田　昌裕 ＰＨＰ研究所 1997 019.13ｸ
グリム童話　その隠されたメッセージ マリア・タタール 新曜社 1990 388ﾀ
グリム童話の悪い少女と勇敢な少年 ルース・ボティックハイマー 紀伊国屋書店 1990 940.28ﾎﾞ
グループハウスさくらの春夏秋冬 小川　志津子 東峰書房 1998 369.26ｵ



車椅子で夜明けのコーヒー　障害者の性 小山内　美智子
ネスコ（日本映像
出版）

1995 916ｵ

グレー村の画家たち
読売新聞社・美術館連絡協
議会　編

読売新聞社 2000 723ｸﾞ

クレジットカードの知識 水上　宏明
日本経済新聞社
出版局

1997 338.7ﾐ

クレヨンしんちゃん野原家の子育て論 はやし　浩司 三一書房 1998 599ﾊ
黒い島のひみつ　（タンタンの冒険旅行１） エルジェ　作、川口　恵子　訳 福音館書店 1983 993ｴ
グロースターの仕たて屋　（ピーターラビットの絵本１
５）

ビアトリクス・ポター　作・絵、
いしい　ももこ　訳

福音館書店 1988 933ﾎﾟ

クローディアの告白　上　ある分裂病患者の謎 ダニエル・キイス 早川書房 1995 936ｷ1
クローディアの告白　下　ある分裂病患者の謎 ダニエル・キイス 早川書房 1995 936ｷ2
グローバル／ジェンダー・ポリティクス　国際関係論
とフェミニズム

土佐  弘之
世界思想社教学
社

2000 367.1ﾄ

グローバル・フェミニズム　女性・環境・持続可能な Ｒ．ブライドッチ（他） 青木書店 1999 367.1ｸﾞ

クローン、是か非か
マーサ　Ｃ．ナスバウム  編、
キャス Ｒ．サンスタイン  編

産業図書 1999 467.25ｸ

クロワッサン症候群 松原　惇子　編 文藝春秋 1989 367.4ﾏ
クロワッサン症候群その後 松原　惇子 文藝春秋 1998 367.21ﾏ
ケアを問いなおす　深層の時間と高齢化社会 広井　良典 筑摩書房 1997 369.26ﾋ

ケアプランを自分でたてるということ
橋本　典之、島村　八重子
（著）、全国マイケア・ネット
ワーク（編）

全国コミュニティ
ライフサポートセ
ンター

2010 369.26ﾊ

ケアプランなるほどヒント集　個別性を尊重したケア
プラン立案に

太田　澄子（他）　編  総合ケ
アセンターサンビレッジ  編著

日総研出版 1997 369.26ｹ

京王電車の開通と府中駅　（府中市郷土ノ森博物館
ブックレット１８）

府中市郷土の森博物館運営
グループ　編

府中市郷土の森
博物館運営グ
ループ

2016 025.8ｹ

計画離婚　２３１の教訓に見る女性の生き方  やっ
ぱり別れてよかった

川田　絵里子 主婦の友社 1998 367.4ｶ

敬語は恐い　社会人なら知っておきたい言葉の常識 宇野　義方 ごま書房 1988 385.9ｳ
経済変化と女子労働　日米の比較研究 大沢　真知子 日本経済評論社 1993 366.38ｵ
経済用語の基礎知識　１９９９－２０００ さくら総合研究所  編著 ダイヤモンド社 1999 330.3ｹ
警察の犯罪被害者対策 被害者対策研究会 立花書房 1998 326ｹ

経産省の山田課長補佐、ただいま育休中 山田　正人
日本経済新聞社
出版局

2006 599.04ﾔ

ゲイ・スタディーズ キース・ヴィンセント（他） 青土社 1997 367.97ｹﾞ
K2非情の頂　５人の女性サミッターの生と死 ジェニファー・ジョーダン 山と渓谷社 2006 292.57ｼﾞ
ケース別弁護士がやさしく書いた遺言する人される
人　思いを伝える争いをふせぐ

長　文弘（他） 中央経済社 1999 324.77ｹ

ケースワーカー物語 国友　一男 近代文藝社 1995 369.1ｸ

激動の中を行く　新装版
与謝野　晶子  著、もろさわ
ようこ  編

新泉社 1991 367.21ﾖ

激変する日本の子ども　子どもデータバンク 村山  士郎  編 桐書房 2000 371.4ｹﾞ
気仙沼市男女共同参画基本計画 気仙沼市 気仙沼市 2008 FW367ｹ
結婚 川島  武宜 岩波書店 1954 367.4ｶ
結婚が変わる いのうえ　せつこ 谷沢書房 1990 367.4ｲ
結婚が変わる、家族が変わる　家族法・戸籍法大改
正のすすめ

榊原　富士子（他） 日本評論社 1993 324.6ｹ

結婚・家族の心理学　家族の発達・個人の発達 柏木　惠子　編 ミネルヴァ書房 1998 367ｶ

結婚恐怖症 秋山　眞人
キルタイムコミュ
ニケーション

1999 367.4ｱ

結婚さえできればいいと思っていたけど 水谷　さるころ 幻冬舎 2016 367.4ﾐ

結婚式幸せを創る儀式 石井　砥士
日本放送出版協
会

2005 385.4ｲ

結婚した二人のためのソーシャルスキル　ライブラリ
ソーシャルスキルを身に付ける　３

園田　雅代 サイエンス社 2007 367.3ｿ

結婚しません 遙  洋子 講談社 2000 367.1ﾊ
結婚、する？　ふたりで暮らす。家族になる。 尾木　和晴　編 朝日新聞出版 2010 385.4ｹ
結婚生活で悩む人のための本　白石浩一の人生カ
ウンセリング

白石　浩一 社会思想社 1995 367.4ｼ

結婚セミナーたかが結婚されど結婚 三浦　朱門 海竜社 1990 367.4ﾐ
結婚そして夫婦・家族　新しい女と男の関係を創る 尼川　洋子 汐文社 1987 367.3ｱ
結婚とパートナー関係　問い直される夫婦 善積  京子  編 ミネルヴァ書房 2000 367.4ｹ
結婚と離婚の間　夫と妻メンタルヘルス・エッセンス 岡堂　哲雄  編、佐藤  悦子 日本文化科学社 1995 367.4ｵ
結婚の経済学 八代  尚宏 二見書房 2000 367.4ﾔ
結婚の社会学　未婚化・晩婚化はつづくのか 山田　昌弘 丸善 1996 367.4ﾔ



結婚の比較文化
小桧山  ルイ  編、北條  文
緒  編

勁草書房 2001 367.4ｹ

結婚問題 深澤　真紀 春秋社 2011 367.4ﾌ
結婚よりもいい関係　非婚の家族論 坂元　良江 学陽書房 1996 367.3ｻ
結婚・離婚・女の居場所　生き方の新しい選択 目黒　依子 有斐閣 1990 367.4ﾒ
結婚・離婚・再婚 佐藤　茂子 学文社 1986 367.4ｻ
結婚・離婚・再婚 本橋　美智子 中央経済社 1997 324.62ﾓ
決算のとき　上 シモーヌ・ド・ボーヴォワール 紀伊国屋書店 1973 950.28ﾎﾞ
決算のとき　下 シモーヌ・ド・ボーヴォワール 紀伊国屋書店 1974 950.28ﾎﾞ
ケニアの女の物語　パスブック・１９５０年代アフリカ
独立の闘いに生きる

ムトニ・リキマニ 明石書店 1993 994ﾘ

ケネディ家の女たち　上 ローレンス・リーマー 早川書房 1996 288.3ﾘ1
ケネディ家の女たち　下 ローレンス・リーマー 早川書房 1996 288.3ﾘ2
煙を星にかえた街　北九州市の挑戦 四方　洋 講談社 1991 916ｼ
元気いっぱい通園べんとう　ＳとＳＳサイズのおべん
とう81個

プチタンファン編集部  編 婦人生活社 2000 596ｹﾞ

元気がでる子育て論 尾木　直樹 新日本出版社 1998 371.4ｵ
元気印の女たち　筑紫哲也対論集 筑紫　哲也　編著 すずさわ書店 1987 281.04ﾁ
元気ｄｅサラダ　若さとキレイを手に入れる 雨宮  益久  編 婦人生活社 2002 495ｹﾞ

元気ですありがとうの絵手紙
小池  邦夫、小池  恭子  監
修・指導

小学館 2000 724ｹﾞ

元気で働くみんなの知恵　女性のための生き方ガイ 女性のための情報化研究会 あき書房 2003 367ｹﾞ
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  Ｒｉｇｈｔ  ｏｆ  Ｗｏｍｅ
ｎ の会

日本評論社 1996 367.1ｹﾞ

元気になるほんの少しの良い眠り７０のレッスン 吉川  武彦  監修
ベネッセコーポ
レーション

1997 498.36ｷ

元気のおすそわけ　暮らしのなかのフェミニズム 山口　のり子 太郎次郎社 1993 367.2ﾔ
研究社新英和大辞典　第５版 小稲　義男　編 研究社 1994 833ｺ
研究社新和英大辞典　第４版 増田　綱　編著 研究社 1992 833ﾏ

健康とジェンダー
原  ひろ子  編著、根村  直美
編著

明石書店 2000 498ﾊ

健康法と癒しの社会史 田中　聡 青弓社 1996 498.3ﾀ
言語と性　新訂版　英語における女の地位 ロビン・レイコフ 有信堂高文社 1990 801.04ﾚ
元始、女性は太陽であった　１　平塚らいてう自伝 平塚　らいてう 大月書店 1992 289ﾋ1
元始、女性は太陽であった　２　平塚らいてう自伝 平塚　らいてう 大月書店 1992 289ﾋ2
元始、女性は太陽であった　３　平塚らいてう自伝 平塚　らいてう 大月書店 1992 289ﾋ3
元始、女性は太陽であった　４　平塚らいてう自伝 平塚　らいてう 大月書店 1992 289ﾋ4

賢治に惚れて 俵谷　亜貴
プロデュース２１
世紀

1995 914ﾋ

賢治の学校　２　いじめを考える 鳥山　敏子 サンマーク出版 1998 370.4ﾄ2
源氏物語　折々のこころ 中井　和子 大修館書店 1997 913.36ﾅ

源氏物語の時代を生きた女性たち 服藤  早苗
日本放送出版協
会

2000 367.21ﾌ

源氏物語の女性像 長塚　杏子 亜紀書房 1988 913.36ﾅ
源氏物語の女性たち 秋山　虔 小学館 1991 913.36ｱ
健全離婚マニュアル　離婚をめぐる３つの課題と４つ
の原則、１４のステップ

クレイグ・エヴェレット、サンド
ラ・エヴェレット

ピアソンエデュ
ケーション

1999 367.4ｴ

幻想する家族 桜井　陽子、桜井　厚 弘文堂 1987 367.3ｻ

現代イギリスの女性作家
鷲見　八重子  編、岡村  直
美  編

勁草書房 1986 930.27ｽ

現代カウンセリング事典 瀧本  孝雄（他）  編 金子書房 2001 146.8ｹﾞ
現代家族と福祉 後藤　澄江 有信堂高文社 1997 361.63ｺﾞ
現代家族の社会学　脱制度化時代のファミリー・ス
タディーズ

石川　実　編 有斐閣 1997 361.63ｲ

現代漢語例解辞典 小学館辞典編集部　編 小学館 1996 813.2ｹﾞ
現代韓日辞典　＊机上版 金　素雲　編 高麗書林 1991 829.1ｹﾞ

現代子ども・若者考　自分さがしのジレンマ
石川　恵美子  編、野本  三
吉  編

明石書店 1991 367.6ｲ

現代女子労働の研究　続 広田　寿子 労働教育セン 1989 366.38ﾋ2
現代女子労働の研究 広田　寿子 労働教育セン 1979 366.38ﾋ1
現代女性学の探究　二十一世紀にむけての共生時
代を生きぬくキーワード

長谷川　啓  編、橋本  泰子
編

双文社 1996 367.1ﾊ

現代女性の生き方　何のための女性学か 小森　健吉　編 ミネルヴァ書房 1982 367.2ｺ
現代女性の地位 袖井　孝子  編、矢野  真和 勁草書房 1987 367.2ｿ
現代女性文学辞典　付・現代女性文学略年表 村松　定孝  編、渡辺  澄子 東京堂出版 1990 910.26ﾑ
現代女性文学辞典　付・現代女性文学略年表 村松　定孝  編、渡辺  澄子 東京堂出版 1990 813ﾑ

現代女性ミニ事典
マーゴ・マクルーン､アリス・
シーゲル 著　小西　万紀子

松柏社 2004 367.2ﾏ



現代世界の女性リーダーたち　世界を駆け抜けた11 石井　貫太郎　編著 ミネルヴァ書房 2008 280ｲ
現代中国語辞典　簡約 香坂　順一　編著 光生館 1995 823ｹﾞ
現代日韓辞典　＊机上版 朴　成媛　編 高麗書林 1991 829.1ﾊﾟ
現代日中辞典 香坂　順一（他）  編 光生館 1995 823ｹﾞ
現代日本女性人名録  新訂 日外アソシエーツ  編 日外アソシエー 2001 281.03ｹﾞ
現代日本人名録  ２００２  １ （あ～かと）   新訂 日外アソシエーツ  編集 日外アソシエー 2002 281.03ｹﾞ1
現代日本人名録  ２００２  2  （かな～せ）  新訂 日外アソシエーツ  編集 日外アソシエー 2002 281.03ｹﾞ2
現代日本人名録  ２００２  3  （そ～ひれ）  新訂 日外アソシエーツ  編集 日外アソシエー 2002 281.03ｹﾞ3
現代日本人名録  ２００２  4  （ひろ～わ）  新訂 日外アソシエーツ  編集 日外アソシエー 2002 281.03ｹﾞ4
現代日本の階層構造　４　女性と社会階層 岡本　英雄（他）　編 東京大学出版会 1991 367ｹﾞ4

現代日本の女性と人権
富岡  恵美子  編、吉岡  睦
子  編

明石書店 2001 367.1ｹﾞ

現代日本の女性労働とジェンダー　新たな視角から
の接近

木本  喜美子  編著、深澤
和子  編著

ミネルヴァ書房 2000 366.38ｷ

現代のエスプリ　２７８　フェミニストセ 河野　貴代美（他）  編 至文堂 1990 146ｹﾞ
現代の家庭教育　小学校高学年・中学校期編 文部省　編 文部省 1989 379.9ｹﾞ
現代の家庭福祉 孝橋　正一（他）  編 ミネルヴァ書房 1989 367ｹﾞ
現代の子育て・母子関係と保育 鈴木　佐喜子 ひとなる書房 1999 379.9ｽ
現代の人権と法を考える 中川　義朗　編 法律文化社 1998 316.1ﾅ
現代の世相　１　色と欲 上野　千鶴子　編 小学館 1996 302.1ｳ1
現代の男女へ 平塚　らいてう 大空社 1996 367ﾋ
現代の売買春と女性　人権としての婦人保護事業を
もとめて

林　千代　編　婦人福祉研究
会  著

ドメス出版 1995 369.25ﾊ

現代の幼児教育を考える　（改訂新版） 伊藤　良高（他）　編著 北樹出版 2007 376.1ｹﾞ
現代の老後考 一番ケ瀬　康子 ドメス出版 1986 369ｲ
現代の若い母親たち　生活意識データブック 夫・子
ども・生活・仕事

山本　真理子　編著、菅原
健介（他）  著

新曜社 1997 367.3ｹﾞ

現代フェミニスト思想入門 メアリ・エヴァンス 明石書店 1999 367.1ｴ
現代フェミニズム思想辞典　＊貸出禁止 ソニア・アンダマール（他） 明石書店 2000 367.1ｹﾞ
現代フェミニズムと山川菊栄　連続講座山川菊栄と
現代の記録

山川菊栄生誕百年を記念す
る会  編

大和書房 1990 367.21ｹﾞ

現代フェミニズムの地平　ジェンダー関係・公正・差 有賀  美和子 新曜社 2000 367.1ｱ
現代婦人論入門 伊藤　セツ 白石書店 1985 367ｲ
現代文学の女たち 尾形　明子 ドメス出版 1988 910.26ｵ
現代マナー事典　おつきあいの常識と式辞挨拶・手
紙実例

講談社　編 講談社 1990 385.9ｹﾞ

現地から伝えるスウェーデンの高齢者ケア　高齢者
を支える民主主義の土壌

訓覇　法子 自治体研究社 1996 369.26ｸ

憲法に男女平等起草秘話
土井　たか子、ベアテ・シロ
タ・ゴードン

岩波書店 1996 323.14ﾄﾞ

憲法の基本　人権・平和・男女共生 植野  妙実子 学陽書房 2000 323.14ｳ
恋上手　素敵な女の愛し方愛され方 吉武  輝子 海竜社 1991 159ﾖ
恋する伊勢物語 俵　万智 筑摩書房 1992 913.32ﾀ

恋する妻たち　家庭外恋愛、十四のケース 吉廣　紀代子
ネスコ（日本映像
出版）

1996 367.3ﾖ

恋と女の日本文学 丸谷  才一 講談社 2000 910.2ﾏ
恋と革命の歴史 永畑　道子 藤原書店 1997 367.21ﾅ
恋の世紀　男と女のタブーの変遷 ファビエンヌ・カスタ・ローザ 原書房 2002 384.7ｶ
恋の華・白蓮事件 永畑　道子 新評論 1984 916ﾅ
恋文　画集・智恵子抄 高村　光太郎、高村  知恵子 講談社 1996 754.9ﾀ
こういう女・施療室にて 平林　たい子 講談社 1996 913.6ﾋ
幸運を呼ぶ努力不運を招く努力　真面目すぎる性格
が変わる心理学

加藤　諦三 大和出版 1997 159ｶ

紅海のサメ　（タンタンの冒険旅行１１） エルジェ　作、川口　恵子　訳 福音館書店 1989 993ｴ
高学歴女子の貧困　女子は学歴で「幸せ」になる
か？（光文社新書６８１）

大理　菜穂子(他）著 光文社 2014 367.21ｵ

高学歴男性におくる弱腰矯正読本　男の解放と変 須原  一秀 新評論 2000 143.6ｽ
こう考えたらもっと素敵　幸せをつかむ人間関係５０
のチャンス

佐藤　綾子 ＰＨＰ研究所 1997 159.6ｻ

強姦する父　娘への性的虐待
バルバラ・カーフェマ、イング
リット・ローシュテーター

未来社 1992 369.4ｶ

交換台に生きた女性たち 山中　郁子 新日本出版社 1997 694.63ﾔ
強姦の歴史 ジョルジュ・ヴィガレロ 作品社 1999 368.64ﾋﾞ
皇軍慰安所とおんなたち 峰岸  賢太郎 吉川弘文館 2000 210.7ﾐ
皇軍慰安所の女たち 川田　文子 筑摩書房 1993 916ｶ
高校生・大学生・社会人の必須科目「社会保障」 社会保障教育　オフィス内田 文芸社 2008 364ｺ
高校生に考えてもらいたい性・生・政  （女子編） 中野　吉宏 １７出版 1998 367.68ﾅ
高校生のこころとジェンダー 鍋島　祥郎 解放出版社 2003 371.6ﾅ



高校生のジェンダーとセクシュアリティ　自己決定に
よる新しい共生社会のために

須藤　廣　編著 明石書店 2002 367.99ｽ

高校転入編入マニュアル　関東版 戸所　保忠 栄光 2003 376.8ﾄ
広告からよむ女と男　ジェンダーとセクシュアリティ 石川  弘義  編、滝島  英男 雄山閣出版 2000 674.1ｺ
広告のヒロインたち 島森　路子 岩波書店 1998 674.21ｼ
高コレステロールを治す食事と生活　すぐに役立つ
一週間（朝・昼・夜）メニュー

板倉　弘重、則岡　孝子 主婦と生活社 1995 498.58ｲ

合コンの社会学　（光文社新書　331） 北村　文、阿部　真大 光文社 2007 152.1ｷ
「交際下手」が直る本　オシャレなつきあいができる 渋谷　昌三 新講社 2008 361.4ｼ
講座家族心理学　２　夫と妻ーその親密化と破綻 平木　典子　編 金子書房 1988 367.30ﾋ2
講座現代・女の一生　１　現代と女性 広田　寿子（他） 岩波書店 1985 367ｺ1
講座現代・女の一生　２　卒業・就職 天野　正子（他） 岩波書店 1985 367ｺ2
講座現代・女の一生　３　恋愛・結婚 河合　隼雄（他） 岩波書店 1985 367ｺ3
講座現代・女の一生　４　夫婦・家庭 斎藤　茂男（他） 岩波書店 1985 367ｺ4
講座現代・女の一生　５　家事・子育て 宮崎　勇（他） 岩波書店 1985 367ｺ5
講座現代・女の一生　６　仕事・職場 高橋　展子（他） 岩波書店 1985 367ｺ6
講座現代・女の一生　７　福祉・地域・人生 長洲　一二（他） 岩波書店 1985 367ｺ7
講座現代・女の一生　８　アンソロジー世界の女・日
本の女

水田　珠枝（他） 岩波書店 1986 367ｺ8

講座現代キリスト教倫理　２　性と結婚 関根　清三　編
日本基督教団出
版局

1999 191.7ｺ2

講座　ジェンダーと法　第１巻 ジェンダー法学会　編 日本加除出版 2012 367.2ｺ1
講座　ジェンダーと法　第２巻 ジェンダー法学会　編 日本加除出版 2012 367.2ｺ2
講座　ジェンダーと法　第３巻 ジェンダー法学会　編 日本加除出版 2012 367.2ｺ3
講座　ジェンダーと法　第４巻 ジェンダー法学会　編 日本加除出版 2012 367.2ｺ3
講座女性学　３　女は世界をかえる　女は世界をか 女性学研究会　編 勁草書房 1986 367.2ｺ3
講座女性学　４　女の目で見る　女の目で見る 女性学研究会　編 勁草書房 1987 367.2ｺ4
講座女性学　１　女のイメージ　女のイメージ 女性学研究会　編 勁草書房 1984 367.2ｺ1
講座女性学　２　女たちのいま　女たちのいま 女性学研究会　編 勁草書房 1984 367.2ｺ2
交差点で石蹴り 群　ようこ 新潮社 1997 914.6ﾑ
孔子 井上　靖 新潮社 1990 913.6ｲ
広辞苑　第４版 新村　出　編 岩波書店 1993 813.1ｺ
広辞苑　第六版 新村　出　編 岩波書店 2008 813.1ｺ
広辞苑　第六版　付録 岩波書店 2011 813.1ｺ
こうして治す偏頭痛　薬物乱用頭痛といわれたら 寺本　純 講談社 2010 493.74ﾃ
侯爵夫人、才女、世話女房　世紀末ウィーンを生き
た女たち

テア・ライトナー 新書館 2000 283.46ﾗ

甲州街道府中宿　府中市郷土の森博物館ブックレッ
ト１

府中文化振興財団府中市郷
土の森博物館　編

府中文化振興財
団府中市郷土の
森博物館

2001 290ｺ

工女への旅　富岡製糸場から近江絹糸へ 早田　リツ子 かもがわ出版 1997 366.38ﾊ
公正証書の作り方と活用法　改訂新版 宮崎　好広 自由国民社 1999 327.15ﾐ
厚生省福祉汚職　福祉はだれのものか 一番ケ瀬　康子（他） 労働旬報社 1997 317.28ｺ
厚生労働白書　平成２２年度 厚生労働省　編 日経印刷 2010 498.1ｺ
光太郎と智恵子 北川　太一（他）　画 新潮社 1995 911.52ｺ
講談社パックス和英辞典　第２版 講談社辞典局　編 講談社 1995 833ｺ
高知県婦人解放運動史 外崎　光広 ドメス出版 1975 367.21ｿ
紅茶のお菓子　おいしいホームメイド 大川　雅子 雄鶏社 1995 596.6ｵ
高等教育機関における女性学・ジェンダー論関連科
目に関する調査報告書

国立女性教育会館
国立女性教育会
館

2002 FW367ｺ

江東区パルカレッジ記録集　第２２期　(平成２６年
度）

江東区男女共同参画推進ｾﾝ
ﾀｰ　編

江東区男女共同
参画センター

2014 FW367ｺ

江東区パルカレッジ記録集　第２３期（平成27年度）
江東区男女共同参画推進セ
ンター

江東区男女共同
参画推進セン

2016 FW367ｺ

江東区パルカレッジ記録集　第２４期（平成２８年度）
江東区男女共同参画推進セ
ンター  編

江東区男女共同
参画推進セン

2017 FW367ｺ

江東区パルカレッジ記録集　第２５期（平成２９年度）
江東区男女共同参画推進セ
ンター  編

江東区男女共同
参画推進セン

2018 FW367ｺ

江東区パルカレッジ記録集　第26期（平成30年度）
江東区男女共同参画推進セ
ンター  編

江東区男女共同
参画推進セン

2019 FW367ｺ

江東区パルカレッジ記録集 第27期(令和元年度)
江東区男女共同参画推進セ
ンター  編

江東区男女共同
参画推進セン

2020 FW367ｺ

行動する女たちが拓いた道　メキシコからニューヨー
クへ

行動する会記録集編集委員
会  編

未来社 1999 367.1ｺ

行動することが生きることである　生き方についての
３４３の知恵

宇野　千代 海竜社 1989 914.6ｳ

更年期　体とこころの変わり目をじょうずに乗り切る 野末　悦子 主婦の友社 1995 493.18ﾉ
幸年期 樋口　恵子 実業之日本社 1999 367.7ﾋ



更年期を生き生きと 丸本　百合子 時事通信社 1995 493.18ﾏ
更年期を生きる　第三ステージの開幕 駒野　陽子（他） 学陽書房 1985 367.04ｺ
更年期を卒業した貴女に贈るシルバーエイジの健
康BOOK

堀口　雅子 保健同人社 2008 493.18ﾎ

更年期をのりきる女性健康手帖 野末　悦子 大月書店 1996 493.18ﾉ
更年期を迎える　からだの転換期と心の準備 Ｃ・スー・ファーマン 三田出版会 1996 493.18ﾌ
更年期かしら　ターニングポイントの体・心・暮らし 堂園　凉子 主婦の友社 1995 493.18ﾄﾞ
更年期からの脱出 赤松　彰子 かもがわ出版 1997 495.13ｱ

更年期心と体の相談室
主婦の友社第３事業部別冊
編集部  編

主婦の友社 1997 493.18ｺ

更年期障害　イラスト・わかる漢方 福島　毅 ユリシス出版社 1995 493.18ﾌ
更年期障害　専門のお医者さんが語るＱ＆Ａ 水沼　英樹 保健同人社 1997 493.18ﾐ
更年期障害　気になる症状と治し方 毎日がもっとラ
クになる

堀口　雅子 成美堂出版 1999 495.13ﾎ

更年期専門外来　不安な季節をのりこえる 美馬　宏夫充 海竜社 1998 493.18ﾐ
更年期と女性の病気が気になる人へ 井口　登美子 東洋出版 1995 493.18ｲ
更年期なんてコワくない　体も気持ちもラクになる１
００の処方せん

吉野  美香  編 主婦の友社 2001 493.1ｺ

更年期、わたしの選択　心とからだの危機を本音で
語る30人の体操

野末　悦子　監修 ベストセラーズ 1997 493.18ﾉ

皇妃エリザベート
マリールイーゼ・フォン・イン
ゲンハイム

集英社 1996 289ｲ

幸福へのパラダイム　素晴らしい自分に気がつく22 湯川　れい子 海竜社 1990 914.6ﾕ
幸福こそ、最大の復讐である　３０日間で、執着と心
の痛手から幸福へと至る法

チャック・スペザーノ ヴォイス 1999 146.8ｽ

幸福な王子　＊富山太佳夫  編、富山芳子  編 オスカー・ワイルド 青土社 1999 933.68ﾜ
幸福な自分になれる５２の選択 キャサリン　Ｅ．ローリンズ ＰＨＰ研究所 1997 159ﾛ
神戸小学生殺人事件　わたしはこう思う～４55人の
声

神戸小学生殺人事件を考え
る会  編

同文書院 1997 368.7ｺ

神戸で輝く女性経営者たち　神戸で活躍する女性
トップリーダー２４人

交友プランニングセンター
編著

友月書房 2012 335.216ｺ

光芒
戦時下勤労動員少女の会
編

戦時下勤労動員
少女の会

2003 210.7ｺ

広報・雑誌づくりのらくらく編集術 西村　良平
日本エディタース
クール出版部

1995 021.4ﾆ

公民館で学ぶ　自分づくりとまちづくり 長澤　成次　編著 国土社 1998 379.2ﾅ
公民館の再発見　その新しい実践 小林　文人　編 国土社 1991 379.2ｺ
公務員赤松良子　こんな生き方がしたいシリーズ 杉山　由美子 理論社 2003 289ｽ
荒野に叫ぶ声　女収容所列島 雫石　とみ 社会評論社 1976 369.4ｼ
高良とみの生と著作  第１巻  １９１５－２１　愛と摸 高良  とみ（他） ドメス出版 2002 081.6ｺ１
高良とみの生と著作  第２巻  １９２１－２４　社会へ
の船出

高良  とみ（他） ドメス出版 2002 081.6ｺ２

高齢化社会あなたはどこに住む　終のすみかを探
す新しい試み

ＮＨＫ高齢化社会取材班 栄光出版社 1992 369.26ｺ

高齢化社会へのパスポート　３０代から読む　あなた
もいっしょにイメージしてみませんか

樋口　恵子 草土文化 1991 367.7ﾋ

高齢化とボランティア社会
高橋　勇悦（他）　編、和田
修一（他）  著

弘文堂 1996 369.26ｺ

高齢期と社会的不平等 平岡  公一  編 東京大学出版会 2001 367.7ｺ
高齢社会を愉しむ　オーストラリアに定年後の楽園 宮原　英種、宮原　和子 ナカニシヤ出版 1997 367.7ﾐ

高齢社会の基礎知識　２１世紀へのキー・ワード
エイジング総合研究センター
編著

中央法規出版 1998 367.7ｺ

高齢者・家族・社会的ネットワーク 藤崎　宏子 培風館 1998 367.7ﾌ
高齢者が使いやすい日用品 浜田　きよ子 晶文社 1998 369.26ﾊ
高齢者の暮らしを支える道具と工夫Ｑ＆Ａ　おたっ
しゃ生活応援ガイド

浜田　きよ子 ミネルヴァ書房 1998 369.26ﾊ

高齢者は暮らしていけない　現場からの報告 結城　康博、嘉山　隆司　編 岩波書店 2010 369.26ﾕ
高齢出産　リスクを避け、快適な妊娠・出産を 大鷹　美子 主婦の友社 1997 495.5ｵ
号令のない学校　オーストラリアの教育感覚 佐藤　真知子 学陽書房 1989 372ｻ
航路二十年　婦人民主クラブの記録 婦人民主クラブ　編 婦人民主クラブ 1967 367.2ｺ
声 ダーチャ・マライーニ 中央公論社 1996 973ﾏ
声・映像・ジャーナリズム　メディアの中の戦争と文
学

フェリス女学院大学　編
フェリス女学院
大学

2005 060ｺ

コース別雇用管理と女性労働　男女共同参画社会
をめざして

渡辺　峻 中央経済社 1995 366.38ﾜ

コーヒーのお菓子 大川　雅子 雄鶏社 1996 596.6ｵ
子を持つ女が輝く時　現代女性の自立 佐藤　洋子 教育史料出版会 1984 367.3ｻ



凍りついた瞳　　　　＊椎名篤子　原作　子ども虐待
ドキュメンタリー

ささや　ななえ 集英社 1996 369.4ｻ1

凍りついた瞳　続　　＊椎名篤子　原作　被虐待児
からの手紙

ささや　ななえ 集英社 1996 369.4ｻ2

凍りついた瞳が見つめるもの　被虐待児からのメッ 椎名　篤子　編 集英社 1995 369.4ｼ
小金井市男女共同参画行動計画　第５次　（概要版 小金井市　編 小金井市 2017 FW367ｺ
小金井市男女平等に関する市民意識調査報告書 小金井市 小金井市 2016 FW367ｺ
小金井市配偶者暴力対策基本計画 小金井市 小金井市 2010 FW367ｺ

こがねいパレット記録集　第２７回
こがねいパレット実行委員会
第２７回、小金井市　編

小金井市 2014 FW367ｺ

小金井パレット記録集　第２８回 こがねいパレット実行委員会 小金井市 2015 FW367ｺ

こがねいパレット記録集　第３０回
こがねいパレット実行委員会
第３０回　編

小金井市 2017 FW367ｺ

こがねいパレット記録集　第31回
こがねいパレット実行委員会
第31回　編

小金井市 2018 FW367ｺ

こがねいパレット記録集　第32回
こがねいパレット実行委員会
第32回　編

小金井市 2019 367ｺ

こがねいパレット記録集　第33回
こがねいパレット実行委員会
第33回　編

小金井市 2020 FW367ｺ

こがね色のとき　続長命社会を生きる 毎日新聞社会部　編 毎日新聞社 1997 367.7ｺ
子から親へ親から子へ 頼田　稔 エイデル研究所 1996 371ﾖ
五感喪失 山下  柚実 文藝春秋 1999 491.37ﾔ
古希に乾杯！ヨレヨレ人生も、また楽し 弘兼　憲史 海竜社 2017 159.79ﾋ
呼吸を変えればスッキリやせる　自分の理想のから
だになれる

原　久子 土屋書店 1996 595ﾊ

国語辞典にみる女性差別 ことばと女を考える会  編 三一書房 1985 813ｺ

国際化時代の子育て ウイリアムス　蔦枝
教育出版セン
ター新社

1997 379.9ｳ

国際化時代の女性の人権　両性の平等と自立
日本弁護士連合会・両性の
平等に関する委員会  編

明石書店 1997 367.21ｺ

国際協力を仕事として 西崎　真理子（他） 彌生書房 1995 329.39ｺ
国際結婚　地球家庭づくり 石川　幸子 サイマル出版会 1992 367.4ｲ
国際結婚ガイドブック　イラスト版　国際家族の時代
に向けて

森木　和美 明石書店 1994 329.84ﾓ

国際結婚ハンドブック  第３版　外国人と結婚したら 国際結婚を考える会  編著 明石書店 2000 329.91ｺ
国際結婚論！？　現代編 嘉本　伊都子 法律文化社 2008 367.4ｶ
国際結婚論！？　歴史編 嘉本　伊都子 法律文化社 2008 367.4ｶ
国際交流のための英語　人権・環境・平和のコミュニ
ケーション

川人　博  編著、佐藤  綾子
編著

大月書店 1993 830.4ｶ

国際ジェンダー関係論　批判理論的政治経済学に サンドラ・ウィットワース 藤原書店 2000 367.2ｳ

国際女性　’９１ 大脇　雅子（他）　編
国際女性の地位
協会

1991 367.2ｺ

国際女性　’９２ 浅倉　むつ子（他）  編
国際女性の地位
協会

1992 367.2ｺ

国際女性　’８９ 大脇　雅子（他）　編
国際女性の地位
協会

1990 367.2ｺ

国際女性　’９０ 大脇　雅子（他）　編
国際女性の地位
協会

1991 367.2ｺ

国際女性　’９１ 大脇　雅子（他）　編
国際女性の地位
協会

1991 367.2ｺ

国際女性　’９３ 国際女性の地位協会  編
国際女性の地位
協会

1993 367.2ｺ

国際女性　’９６　ＡｎｎｕａｌＮｏ１０ 国際女性の地位協会  編
国際女性の地位
協会

1996 367.2ｺ

国際分業と女性　進行する主婦化 マリア・ミース 日本経済評論社 1997 367.2ﾐ
極上の地球旅行・コツのコツ　トラブルに負けず　ブ
ランドに溺れず

おそど　まさこ 自由国民社 1997 290.93ｵ

黒人の家族と暮らす 岡田　真紀 草思社 1987 916ｵ
黒人の誇り・人間の誇り　ローザ・バークス自伝 ローザ・バークス サイマル出版会 1994 289ﾊﾟ
国籍を考える 土井　たか子　編 時事通信社 1986 324ﾄﾞ
国籍のありか　ボーダレス時代の人権とは もりき　和美 明石書店 1995 329.91ﾓ
国分寺市男女平等推進行動計画第２次　（概要版 国分寺市 編 国分寺市 2017 FW367ｺ
国分寺市男女平等推進行動計画進捗状況評価報
告書 　平成28年度及び第１次コウキ（平成２４～２８
年度）　（国分寺市配偶者等からの暴力防止及び被
害者支援に関する基本計画）

国分寺市 国分寺市 2018 FW367ｺ



国分寺市男女平等推進行動計画進捗状況評価報
告書 第2次（平成２９年度）　（第2次国分寺市配偶
者からの暴力防止及び被害者に関する基本計画
国分寺市女性の職業生活における活躍の推進に関

国分寺市 編 国分寺市 2019 367ｺ

国分寺市男女平等推進行動計画進捗状況評価報
告書 第２次（平成30年度）　（国分寺市配偶者等か
らの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画第
２次、国分寺市女性の職業生活における活躍の推

国分寺市 国分寺市 2020 FW367ｺ

国分寺市男女平等推進行動計画推進状況年次評
価報告書　実施状況　平成２５年度　（国分寺市配
偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基

国分寺市 国分寺市 2014 FW367ｺ

国分寺市男女平等推進行動計画推進状況年次評
価報告書　平成２６年度　実施状況　（国分寺市配
偶者などからの暴力防止及び被害者支援に関する

国分寺市 国分寺市 2015 FW367ｺ

国分寺市男女平等推進行動計画推進状況年次評
価報告書　実施状況　平成２７年度　国分寺市配偶
者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本

国分寺市　編 国分寺市 2016 FW367ｺ

国分寺市男女平等に関する市民意識実態調査報 国分寺市 国分寺市 2015 FW367ｺ

国立女性教育会館研究紀要  第５号
国立女性教育会館（独立行
政法人）  編

国立女性教育会
館（独立行政法
人）

2002 FW367.3ｺ

国立女性教育会館研究紀要  第６号 国立女性教育会館  編
国立女性教育会
館

2002 FW367ｺ

国立女性教育会館研究紀要第7号 国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2003 FW367ｺ

国立女性教育会館研究紀要　第8号 国立女性教育会館
国立女性教育会
館

2004 FW367ｺ

国立女性教育会館研究紀要　第９号 国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2005 FW367ｺ

国立女性教育会館研究ジャーナル　第１０号 国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2006 FW367ｺ

国立女性教育会館研究ジャーナル　第11号 国立女性会館　編
国立女性教育会
館

2007 FW367ｺ

国立女性教育会館研究ジャーナル　第１４号　（テー
マ：女性の人権）

国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2010 FW367ｺ

国立女性教育会館研究ジャーナル　第１２号　（テー
マ：女性アーカイブス）

国立女性教育会館
国立女性教育会
館

2008 FW367ｺ

国立婦人教育会館女性学講座（報告集）　性役割の
固定化・流動化

国立婦人教育会館　編 第一法規 1989 367.2ｺ

国連と日本の女性たち　女性差別撤廃条約第７．８
次日本政府報告審議とＪＮＮＣの活動記録

日本女性差別撤廃条約ＮＧ
Ｏネットワーク

日本女性差別撤
廃条約ＮＧＯネッ
トワーク

2016 FW367ｺ

国連「北京＋10」世界閣僚級会合及び関連事業等
報告書

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2006 FW367ｺ

ここがいけない塩ビ製品 化学物質問題市民研究会
ＮＣコミュニケー
ションズ

2000 578.44ｺ

ここが知りたい不妊症 小川　隆吉 主婦と生活社 1996 495.48ｵ
ここが違うよ、日本の子育て 広岡　守穂　編 学陽書房 2002 379.9ｺ
ここがホームシック・レストラン アン・タイラー 文藝春秋 1990 933ﾀ
ここまできた生と死の選択 読売新聞大坂本社社会部 海鳴社 1992 490ｺ
こころ・いのち・人間 なだ　いなだ（他） 岩波書店 1997 146.04ｺ
心美しい女の子のしつけ　気高く、優しく、清らかに 浜尾　実 講談社 1992 379.9ﾊ
心を癒す　基本セルフケア看護 南　裕子　編著 講談社 1996 492.9ｺ
心を癒すしごと　＊悩みや不安を解決 日経事業出版社　編 日経事業出版 1999 366.29ｺ
心を癒す処方箋　人生と旅と花の２３章 大原　健士郎 講談社 1995 914.6ｵ

心を癒すほめ言葉の本　幸せへのヒント
平木　典子、アサーション研
究グループ

大和出版 1998 361.45ﾋ

心を殺された私　レイプ・トラウマを克服して 緑河　実紗 河出書房新社 1998 916ﾐ
こころを育てる　杉林がいいか雑木林がいいか なだ  いなだ ジャパンタイムズ 2000 371.5ﾅ
心をつむぐはじめての四季の絵手紙 小池　邦夫　監修 パッチワーク通 1999 816.6ｺ
こころを殴られた子どもたち 吉廣　紀代子 毎日新聞社 2002 367.6ﾖ
心を蘇らせる　こころの傷を癒すこれからの災害カ
ウンセリング

河合　隼雄（他） 講談社 1995 369.3ｺ

こころを楽にする生き方　森田正馬の哲学 大原　健士郎 講談社 1997 493.72ｵ
こころが癒されてくる本　不安がやすらぎに変わるヒ 本多　信一 大和出版 1998 159ﾎ
心が折れそうな夫のためのモラハラ妻解決ＢＯＯＫ
４タイプでわかる

高草木　陽光 左右社 2019 367.3ﾀ

心が折れそうになったら 姫野　友美　文、江村　信一 ＰＨＰ研究所 2011 159.6ﾋ



こころが軽くなる気分転換のコツ 大野　裕 大和書房 1997 159ｵ
心がだんだん晴れてくる本　むりしなくても、うまくい 中山　庸子 大和出版 1997 159.6ﾅ
心がちょっと危なく感じたら　精神不安定時代のメン
タルクリニック

浅川　雅晴 ロングセラーズ 1998 493.72ｱ

心が強くなる４８の詩　あなたはただあなたであれば
いい 後藤静香が遺した言葉の至宝

後藤　靜香  著、吉田　貞雄
編著

中経出版 1996 911.56ｺﾞ

心が届くちょっとした会話術 新名　美次 講談社 1996 809.2ｼ
こころがやすらぐ本　自分のちからを信じよう ルイーズ・Ｌ．ヘイ 大和書房 1997 146.8ﾍ
精神が病むということ　不安な時代を生きるたの１０ 浅野　誠 大和書房 1999 493.7ｱ

心くばりの話しことば 岡部  達昭
日本放送出版協
会

2000 809.2ｵ

志は高く 赤松　良子　編 有斐閣 1990 289ｱ
こころ知るほど不思議　心を操るミステリーゾーンが
おもしろい

石川　弘義　監修 同文書院 1991 140.4ｲ

こころだって、からだです 加藤　忠史 日本評論社 2006 493.7ｶ
こころという名の贈り物　続・自閉症だったわたしへ ドナ・ウィリアムズ 新潮社 1996 936ｳ
こころ・と・からだ 五木　寛之 集英社 1998 914.6ｲ
心と体を整える子育て力 齋藤　孝 朝日出版社 2013 379.9ｻ
こころとからだの１２ヶ月 米山　公啓 集英社 2005 490.4ﾖ
こころとからだの女性学　知って得する女性の潜在 平本　照司 現代書林 1997 159.6ﾋ
心と体の疲れをいやす本 池下  育子  監修 ナツメ社 2000 495ｺ
心に傷をうけた人の心のケア　ＰＴＳＤ（心的外傷後
ストレス症候群）を起こさないために

クラウディア・ハーバート 保健同人社 1999 146.1ﾊ

心に傷をもった子供とどう向き合うか マルセル・リュフォ ベストセラーズ 2001 493.9ﾘ
心に氷を抱いて　親を愛せなかった子の道のり 田中　哲　監修 いのちのことば 1998 367ﾀ
心にしみるいい話　第３集 北海道新聞社　編 北海道新聞社 1996 159ｺ3
こころに聴診器 大平　健 読売新聞社 1998 914.6ｵ
心に届いた贈り物 ＢＩＧ　ＰＥＮ　編著 ディーエイチシー 1995 914.6ｺ
心に残る人々 白洲　正子 講談社 1996 289.04ｼ
こころに水をやり育てるための５０のレッスン 廣瀬　裕子 大和書房 1995 159ﾋ
こころの育児書　思春期に花開く子育て 原田　正文 エイデル研究所 1995 371.4ﾊ
こころの居心地がよくなる心理学 町沢　静夫 三笠書房 1996 493.09ﾏ
こころの医者のフィールド・ノート 中沢　正夫 筑摩書房 1996 498.04ﾅ
心の痛みのセルフコントロール ジョン・プレストン 創元社 1996 146.8ﾌﾟ
心の１分間トレーニング ディビット・ルイス 東京図書 1996 498.39ﾙ

こころの居場所　揺れているあなたへ 落合　恵子
日本看護協会出
版会

1998 914.6ｵ

心の癒しマニュアル　気孔健康法心編 李　敬烈 新泉社 1995 498.3ﾘ
心の浮輪のさがし方　子ども再生の心理学 高垣　忠一郎 柏書房 1999 371.4ﾀ
心の内の子どもと出会う 斎藤　学 ヘルスワーク協 1998 367.3ｻ
心の海へ 澤地　久枝 講談社 1996 914.6ｻ
心のおもむくままに スザンナ・タマーロ 草思社 1995 973ﾀ
心の傷を癒すということ　神戸３６５日 安　克昌 作品社 1996 369.31ｱ
心の傷を抱きしめて　性的虐待、ドメスティック・バイ
オレンスは乗り越えられる

岡田　信子 主婦の友社 2002 367.6ｵ

心の傷が癒されるとき 尾木　直樹 清流出版 1998 371.42ｵ
心の傷の癒しと成長 斎藤　学 ヘルスワーク協 1999 146.8ｻ
心のキャッチボール 室田　進 シー・エー・ビー 1998 914.6ﾑ
心の切り替え私ならこうする　どんどん自分が前向
きになる２９の処方箋

斎藤　茂太 文化創作出版 1997 159ｻ

こころの薬を飲む前に 中河原　通夫 弘文堂 1996 493.7ﾅ
心の声に耳を澄まして　ニューヨーク流ほんとうに好
きなことを探すヒント

香咲　弥須子 大和出版 1997 914.6ｶ

こころの声に耳をすませば　精神科医とカウンセ
ラーからのメッセージ

酒井　和夫、山賀　邦子 リヨン社 1995 146.8ｻ

心のこもったプレゼント ＮＨＫ出版　編 ＮＨＫ出版 1995 594ｺ
心のコリのほぐし方 佐藤　寛朗 長崎出版 1996 146.8ｻ
心の壊れた子どもたち 町沢  静夫 朝日新聞社 2000 371.4ﾏ
こころの時限爆弾 石川　元 岩波書店 1998 493.7ｲ
こころの時代解体新書 香山  リカ 創出版 2000 493.7ｶ
心の時代とメンタルヘルス　職場・学校・家庭 小田　晋 ぎょうせい 1996 498.3ｵ

心の視点　カウンセリング・トレーニング
横湯　園子  編、高垣  忠一
郎  編

青木書店 1997 371.43ﾖ

こころの処方箋 河合　隼雄 新潮社 1992 159ｶ
こころのダイエット　５分でできる気分転換 小池　能里子 泉書房 1998 498.39ｺ
こころの旅 神谷　美恵子 日本評論社 1991 914.6ｶ
こころの旅路　死別の悲しみをこえて エリザベス・コリック 新水社 1997 114.2ｺ



こころの談話室へようこそ　目から鱗が落ちるユ
ニーク人生相談

菅野　泰蔵、児島　達美 芸文社 1996 146.8ｽ

こころのちから　自分のちからに目覚めようとしてい
るあなたへ

岩井　美代子 ワニブックス 2001 361.45ｲ

こころのチキンスープ  １　愛の奇跡の物語
ジャック・キャンフィールド  編
著 マーク・ビクター・ハンセン

ダイヤモンド社 1995 158ｷ1

こころのチキンスープ　２　生きることは愛すること
ジャック・キャンフィールド  編
著 マーク・ビクター・ハンセン

ダイヤモンド社 1996 158ｷ2

こころのチキンスープ　３　愛をみつめる死を見つめ
る

ジャック・キャンフィールド  編
著 マーク・ビクター・ハンセン

ダイヤモンド社 1996 158ｷ3

こころのチキンスープ　４　ガンを超えて生きる
ジャック・キャンフィールド  編
著 マーク・ビクター・ハンセン

ダイヤモンド社 1997 158ｷ4

こころのチキンスープ　５　自分の仕事好きですか
ジャック・キャンフィールド  編
著 マーク・ビクター・ハンセン

ダイヤモンド社 1997 158ｷ5

こころのチキンスープ　６　大切な人大切なこと
ジャック・キャンフィールド  編
著 マーク・ビクター・ハンセン

ダイヤモンド社 1998 158ｷ6

こころのチキンスープ　７　夢中になれるものありま
すか

ジャック・キャンフィールド  編
著 マーク・ビクター・ハンセン

ダイヤモンド社 1998 158ｷ7

こころのチキンスープ　８　探しものは何ですか
ジャック・キャンフィールド  編
著 マーク・ビクター・ハンセン

ダイヤモンド社 1998 158ｷ8

心のつぶやきがあなたを変える　認知療法自習マ
ニュアル

井上　和臣 星和書店 1997 146.8ｲ

こころのティータイム　ちゃんと自立しよう 富田　富士也 三心堂 1999 159ﾄ
こころの手入れの上手い人下手な人　自分を気持ち
よく生きる６５の助言

斎藤　茂太 青春出版社 1998 493.7ｻ

こころのなかのおじいちゃん モニカ・ギーダール アーニ出版 1996 367ｷﾞ
心の中の自分と語れ ジェームズ・アレン ごま書房 1999 159ｱ
こころの中の深い森　異常心理を解き明かす 朝倉　喬司（他） 日本実業出版社 1997 145ｺ
心の逃げ場論　ゆとりの心理 山田　和夫 翠書房 1999 493.72ﾔ
こころの日曜日　１　４５人のカウンセラーが語る心
と気持ちのほぐし方

菅野　泰蔵　編 法研 1994 146.8ｽ

こころの日曜日　２　４６人のカウンセラーが語る心
と気持ちのほぐし方

菅野　泰蔵　編 法研 1994 146.8ｽ2

こころの日曜日　３　４６人のカウンセラーが語る心
と気持ちのほぐし方

菅野　泰蔵　編 法研 1995 146.8ｽ3

こころの日曜日　４　４２人のカウンセラーが語る心
と気持ちのほぐし方

菅野　泰蔵　編 法研 1996 146.8ｽ4

心のピクピクを治す本　女たちの心のカルテ 嶋村　久子 学陽書房 1996 493.76ｼ
心のピンチを乗り越える女性のストレス対処法 中村   延江 新星出版社 2001 493.7ﾅ
こころの暴力夫婦という密室で　支配されないため
の１１章

イザベル・ナザル・アガ 紀伊国屋書店 2001 367.3ﾅ

こころの窓をあけて　ほんとうの自分に出会うために 宇佐美　百合子 東洋出版 1996 159ｳ
心の目で見る子ども虐待 広岡　智子 草土文化 2004 367.6ﾋ
心の病がわかる本　恥ではない神経科・精神科の 美山　剛 文芸社 1997 493.7ﾐ
心の病Ｑ＆Ａ　現代人の不安やストレスに答えます 阪本　良男　編著 ミネルヴァ書房 1995 493.7ｻ
こころの病と暮らしてます　京都洛北・ＹＯＵＹＯＵ館 ＹＯＵＹＯＵ館　編 白馬社 1998 369.28ｺ
心の病パニック・ディスオーダー　突然に襲われる呼
吸困難、しびれ、動悸やめまい

福西　勇夫、保坂　隆 新星出版社 1995 493.7ﾌ

心の病はこうして治す　こんなことが……だから不
幸なんだ！

矢吹　孝志 文芸社 2007 159ﾔ

心の豊かさを求めて　４７歳英国留学記 小川　喜道 文芸社 1998 377.6ｵ
こころ病む人を支えるコツ 田原　明夫 解放出版社 1996 369.28ﾀ
心はなぜ苦しむのか 岸田　秀 毎日新聞社 1996 493.74ｷ
ここは生きるとこや　仮設住宅自治会長安っさんを 玉川　ゆか ユック舎 1998 916ﾀ

子鹿物語　（こども世界名作童話３５）
ローリングス　作、まだらめ
三保　文、村井　香葉　絵

ポプラ社 1989 933ﾛ

５０歳を過ぎたら「粗食」はやめなさい！　「低栄養」
が老化を早める

新開　省二 草思社 2011 498.5ｼ

５０歳・男の世界の広げ方　いきいきシニアライフに
向けていま何をすべきか

鴻野　日出男 実務教育出版 1995 159ｺ

５０歳からを生きる　17人の女たちの第2ステージ 瀬谷　道子　編 新水社 2009 367.21ｺﾞ
５０歳からの栄養と献立　生活習慣病に勝つ毎日の 宗像　伸子 グラフ社 1999 498.58ﾑ
50才からの再入学パソコン塾　「覚えられない、忘
れっぽい」でも大丈夫。最新パソコンのエッセンスを

江阪　俊哉、林　知波 技術評論社 2006 007.6ｴ

５０歳からの出発 大西　怜子、辻　恵子 ドメス出版 1990 367.7ｵ
５０歳からの人生を楽しむ法 加藤　仁 講談社 1997 367.7ｶ
５０歳からはじめる定年後のいきいきライフプラン
健康・生きがい・マネー計画

ライフプラン研究会  編 日東書院 1996 366.46ｺﾞ



50歳までの賞味期限をのばす40の習慣　からだの
なかからキレイになる女性のためのアンチエイジン

白澤　卓二 こう書房 2012 491.358ｼ

５０歳われらの戦後 落合　恵子、佐高　信 岩波書店 1995 914.6ｵ
後日の話 河野　多惠子 文藝春秋 1999 913.6ｺ
故事名言・由来・ことわざ・総解説　改訂新版 三浦　一郎（他） 自由国民社 1991 388ｺ
五十が怖い　上 エリカ・ジョング 小学館 1996 930.27ｼﾞ
五十が怖い　下 エリカ・ジョング 小学館 1996 930.27ｼﾞ
５０からの夫婦革命　取り返しがつかなくなる前に読 尾形  誠宏 彩流社 2001 367.3ｵ
５０代・女ざかりと男の自立 樋口　恵子 文化出版局 1997 367.7ﾋ
五十代からの夫と妻の生き方計画　人生は心とお
金の二人三脚

野末　陳平 講談社 1991 367.7ﾉ

５０代にいる風景 山根　光正 ゆい出版 1998 914.6ﾔ
五十代の幸福 俵　萌子 海竜社 1989 914.6ﾀ
個人的恋愛論　３０ａｎｓ 南　美希子 講談社 1991 159ﾐ
子連れ再婚を言い訳にしないで　家族のカタチに
焦っていませんか？

広瀬　貴子 三恵社 2005 367.4ﾋ

子連れ再婚夫婦と娘たち 樋口　優子、樋口　義博
高校生文化研究
会

1991 916ﾋ

子連れで留学ｔｏオーストラリア 佐藤　麻岐 社会評論社 1996 377.6ｻ
子連れ離婚を考えたときに読む本　新版 新川　てるえ 日本実業出版社 2018 324.6ｼ
「子連れ離婚」で絶対負けない本 高清水　美音子 アスペクト 2008 324.62ﾀ
子連れ恋愛と再婚､幸せのためのサポートブック
（ひとり親家庭等自立促進基盤事業費により作成）

新川てるえ (他）編著 M-STEP 2018 FW367ｺ

戸籍うらがえ史考　戸籍・外登制度の歴史と天皇制
支配の差別構造

佐藤　文明 明石書店 1988 324.87ｻ

子育て絵本相談室　こまったときの絵本だのみ 横山　真佐子、村中  李衣 ポプラ社 1999 019.53ﾖ
子育てを終わってからが女の勝負です　素直に自分
づくり生きがいづくり

沖藤　典子 大和出版 1993 159.6ｵ

子育てをしない男には女のスゴサがわからない 山脇  由貴子 ポプラ社 2000 379.9ﾔ

子育て親そだち 赤松　愛子
神戸新聞総合出
版センター

1995 379.9ｱ

子育てが終わった夫婦のための本　一緒にいて楽し
い関係とは

円　より子 大和書房 1996 367.3ﾏ

子育てが終わらない　「３０歳成人」時代の家族論
新装版

小島　貴子、斎藤　環 青土社 2019 367.3ｺ

子育て学　親を創る子育ての知恵
静岡女子大学婦人教育推進
委員会  編

協同出版 1986 379.9ｺ

子育てが楽しくなる本　夫参加の合理的育児のすす 青山　さかき 法研 1993 599ｱ
子育てが地球を汚す　子連れエコ転び八起き まつい　なつき 婦人生活社 1995 599ﾏ
子育てがつらくなったとき読む本　悩めるママとの対
話から

大日向  雅美
ＰＨＰエディター
ズ・グループ

2001 599ｵ

子育て、こうしてみたら 毛利　子来　編著
ＰＨＰエディター
ズ・グループ

1998 599ﾓ

子育て・子離れ・老後 樋口　恵子（他） 教育史料出版会 1990 914.6ｺ
子育て支援NPO活動ハンドブック　マネジメントと支
援プログラム

NPO事業サポートセンター
編

ＮＰＯ事業サ
ポートセンター

2004 376ｺ

子育て支援環境づくり実践ハンドブック　預かりとひ
ろば

ＮＰＯ事業サポートセンター
ＮＰＯ事業サ
ポートセンター

2003 376ｺ

子育て支援システムと保育所・幼稚園・学童保育 中山　徹 かもがわ出版 2005 369.42ﾅ
子育て支援とNPO　親を運転席に！支援職は助手 原田　正文 朱鷺書房 2002 369.4ﾊ
子育て支援は親支援　その理念と方法 飯田  進、菅井  正彦 大揚社 2000 369.4ｲ
子育て自分流にできたらいいね 須鎌　裕子 明治図書出版 1998 599ｽ
子育て　小児科医の助言 山内　逸郎 岩波書店 1989 493.9ﾔ
子育てストレス解消法　中学生とむきあう母親たち 山田　暁生 あすなろ書房 1995 367.3ﾔ

子育てストレスとうまくつきあう
白石　恵理子（他）、大阪保
育研究所  編

フォーラムＡ企画 1995 379.9ｼ

子育てするなら上越市 上越市こども福祉課  編 上越市 2001 369.4ｺ
子育て戦線異状アリ 平尾　桂子 汐文社 1991 379.9ﾋ
子育て大改革　もっと子どもに頼って 永畑　道子 海竜社 1996 379.9ﾅ
子育て楽しんでますか　わたしの街の子育て支援 近藤　直子 かもがわ出版 1997 369.4ｺ
子育て・父親にできること 坂本　光男、近藤　郁夫 労働旬報社 1997 379.9ｻ
子育てって、ホントに損かしら 池坊  保子 ポプラ社 2001 599.04ｲ

子育てと出会うとき 大日向　雅美
日本放送出版協
会

1999 599ｵ

子育てに立ち往生の親子へ　光明が差し込むカウン
セラーの返信

富田  富士也 ハート出版 2001 371.42ﾄ

子育てに悩むお母さんへ 小此木　啓吾 講談社 1997 599ｵ



子育てのあとアメリカがあった　日本語教師に挑戦
した一年間

上　高子 主婦の友社 1996 377.6ｳ

子育てノート　いつも父親・とにき母親 林　望、福島　瑞穂 徳間書店 1995 599.04ﾊ
子育ての教育論　日本の家庭における女性役割の
変化を問う

真橋　美智子 ドメス出版 2002 379.9ﾏ

子育ての精神医学　テーマこころ　思いこみから自
由になるために

石川　憲彦
ジャパンマシニ
スト社

1996 599.04ｲ

子育てハッピーアドバイス
明橋　大二　著、太田知子
イラスト

一万年堂出版 2005 379.9ｱ1

子育てハッピーアドバイス　２
明橋　大二　著、太田知子
イラスト

一万年堂出版 2006 379.9ｱ2

子育てハッピーアドバイス　３
明橋　大二　著、太田知子
イラスト

一万年堂出版 2006 379.9ｱ3

子育て不安の心理相談 田中　千穂子 大月書店 1998 376.11ﾀ
子育てママのネット活用生活　ネットがあれば、もう
ひとりじゃない！

安彦　麻理絵（他）
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2007 599ｺ

子育ても仕事も捨てられない 加藤　則子 メディサイエンス 1995 367.2ｶ
子育て幼児教育５０のQ&A　お母さんの悩みをスッ
キリ解決（子どもの幸せな未来ブックス第5期（６））

ほんの木　編 ほんの木 2007 379.9ｺ

子育て・楽天主義　赤ちゃんはゆったりがいちばん 山田　真 講談社 1998 599ﾔ
子育てはあたたかくやわらかくゆったりと 増山  均 柏書房 1999 379.9ﾏ
古代・中世の家族と女性 西村　汎子 吉川弘文館 2002 367.2ﾆ
古代幻視 梅原　猛 文藝春秋 1992 210.3ｳ
古代史津々浦々　列島の地域文化と考古学 森　浩一 小学館 1993 210.3ﾓ
五体不満足 乙武　洋匡 講談社 1998 914.6ｵ

古代武蔵国府　府中市郷土の森博物館ブックレット
６

府中文化振興財団府中市郷
土の森博物館

府中文化振興財
団府中市郷土の
森博物館

2005 290ｺ

小平アクティブプラン21　第三次　小平市男女共同
参画推進計画　（平成29（２０１７）年度～平成33（２
０２１）年度）（概要版つき）

小平市 小平市 2017 FW367ｺ

小平市青少年育成プラン　第二次　（概要版付） 小平市 小平市 2008 367.6ｺ

国歌 情報センター出版局
情報センター出
版局

2000 767.5ｺ

国会がわかる本　議会制度１００年 議会制度研究会　編 第一法規出版 1991 314ｺ

国旗のえほん 戸田　やすし　編集
戸田デザイン研
究室

1993 288ｺ

国境のない教育者　モンテッソーリ教育
レニンデ・モンテッソーリ、ク
ラウス・ルーメル

学苑社 2000 371ﾓ

骨粗鬆症　人は骨から老化する 植野　満 日本評論社 1997 493.6ｳ
骨粗鬆症防ぎ方・治し方 石突　正文　監修 家の光協会 1996 493.6ｲ
骨盤タオルで腰痛が治る！　寝るだけ 福辻　鋭記　監修 宝島社 2012 493.6ｺ
骨盤にきく　気持ちよく眠り、集中力を高める整体入 片山　洋次郎 文藝春秋 2004 492.75ｶ

子連れ再婚を考えたときに読む本 新川　てるえ
太郎次郎社エ
ディタス

2011 367.4ｼ

５．３つらぬこう平和憲法
９条改悪を許さない女たちの
つどい実行委員  編

ユック舎 1993 323.14ｺﾞ

孤独を生ききる 瀬戸内　寂聴 光文社 1991 914.6ｾ
孤独の研究 木原　武一 ＰＨＰ研究所 1995 159ｷ
孤独の心理学　ひとりの人生に向き合う 大原　健士郎 ＰＨＰ研究所 1995 493.76ｵ

言葉を手にした市井の女たち　俳諧にみる女性史 別所　真紀子
オリジン出版セ
ンター

1993 911.30ﾍﾞ

ことばが紡ぐ羽衣　女たちの旅の物語 水田　宗子 思潮社 1998 367.2ﾐ
言葉で凛と女をあげる 黒田　あゆみ ＰＨＰ研究所 1998 699.39ｸ
ことばとフェミニズム 中村　桃子 勁草書房 1995 801.03ﾅ
ことばに出そう、自分の気持ち　アサーティブネス・ト
レーニングのすすめ（FORUM BOOK8 森田汐生ト
レーナー）

横浜市女性協会横浜女性
フォーラム　編

横浜市女性協会
横浜女性フォー
ラム

2001 143.5ｺ

ことばに見る女性　ちょっと待って、そのことば 東京女性財団　編 東京女性財団 1998 367.21ｺ
ことばは男が支配する　言語と性差 Ｄ．スペンダー 勁草書房 1987 367.2ｽ
子ども虐待の防止力を育てる　子どもの権利とエン
パワメント

女性ライフサイクル研究所
編

法政出版 1997 369.4ｺ

子ども以上おとな未満　斎藤次郎の子どもなんでも
相談中学・高校生  編

斎藤　次郎 風媒社 1995 371.43ｻ

子ども産みます　３５歳・働く私の子産みどき 林　寛子 学陽書房 1993 916ﾊ

子供への愛と怒り　親たちのジレンマ
ナンシー・サマリン、キャサリ
ン・ウイットニー

青龍社 1998 379.9ｻ

子どもを愛せない親からの手紙 ＣｒｅａｔｅＭｅｄｉａ  編 メディアワークス 1998 914.68ｺ



子どもを愛せないとき、愛しすぎるとき 藤井　和子 大月書店 1994 367.3ﾌ
子どもを生かす子育て法 正司　昌子 三一書房 1998 379.9ｼ
子どもをいじめで死なせない　大人たちはいま何を
すべきか

能重　真作 自由国民社 1997 371.42ﾉ

子どもを産む 吉村　典子 岩波書店 1992 495ﾖ
子どもを追いつめるお母さんの口癖 金盛　浦子 青樹社 1994 367.3ｶ
子どもを傷つける親癒す親 鈴木　秀子 海竜社 1998 367.3ｽ
こどもを支えることば　立ちすくむ家族へ 崎尾　英子 言叢社 1997 370ｻ
子どもを育て自分を育てる　国立市公民館保育室だ
よりの実践

国立市公民館保育室運営会
議  編

未来社 1985 376.1ｺ

コドモを楽しもう　育児なんでもＱ＆Ａ こぶた倶楽部　編著 双葉社 1998 599ｺ
子供を強くする１００の食材　子供に食べさせたい食
品ベストランキング

長沢　池早子 成美堂出版 2003 493.98ｺ

子供を伸ばす父親、ダメにする父親　子供の自立心
と感性を育むための父親の心掛けと心配り

青木　匡光 日本文芸社 1998 379.9ｱ

子供を蝕む家族病 吉永　みち子 小学館 1996 367.6ﾖ
子供を持たないという生き方　なぜほしいのほしくな 吉田　あゆみ ダイヤモンド社 1998 367.3ﾖ
子どもをもつという選択 Ｅ．ベック＝ゲルンスハイム 勁草書房 1995 367.3ﾍﾞ

子供をもつと夫婦に何が起こるか
ジェイ・ベルスキー、ジョン・ケ
リー

草思社 1995 367.4ﾍﾞ

子どもがいても、いなくても　子どもを持つことは女
にとって本当に必要か

マデリン・ケイン ワニブックス 2001 367.1ｹ

コドモ界の人 石坂　啓
朝日新聞社出版
局

1996 599ｲ

子どもが聴いてくれる話し方と子どもが話してくれる
聴き方

アデル・フェイバ、エレイン・マ
ズリッシュ

きこ書房 1998 371.4ﾌ

子ども格差の経済学　「塾、習い事」に行ける子・行
けない子

橘木　俊詔 東洋経済新報社 2017 372.107ﾀ

子どもが壊れる家　（文春新書　470） 草薙　厚子 文藝春秋 2005 368.7ｸ
子どもが育つ家庭づくり　弁護士とカウンセラー夫婦
の子育て論

野口　善國（他） 教育史料出版会 1989 367.3ﾉ

子どもが育つ魔法の言葉
ドロシー・ロー・ノルト、レイ
チャル・ハリス

ＰＨＰ研究所 1999 379.9ﾉ

子どもがニートになったなら　（生活人新書　152） 玄田　有史（他）
日本放送出版協
会

2005 367.68ｺ

子供が喜ぶ食物アレルギーレシピ１００ 海老澤　元宏　監修 成美堂出版 2009 493.93ｺ
子どもからのＳＯＳこの声が聞こえますか 警視庁少年育成課  編 小学館 2000 367.6ｺ
子ども観の戦後史 野本　三吉 現代書館 1999 371.45ﾉ
子ども性虐待防止白書　子どもポルノ・子ども売春・
家庭での性虐待・スクールセクハラ・痴漢

子ども性虐待防止市民ネット
ワーク・大阪  編

ウイメンズブック
ストア松香堂

1997 367.9ｺ

子供だけは生みたい症候群 古澤　由美子 芸神出版社 1996 367.2ﾌ
子どもたちの性　親子で語る性教育 安達　倭雅子 集英社 1993 367.9ｱ
子どもたちの世紀末 斎藤　次郎　編 雲母書房 1998 371.42ｻ
子どもたちの戦争　かちかち鳴るおもちゃが、心の
中で手榴弾に変わる

マリア・オーセイミ 講談社 1997 319ｵ

子どもって、どうして　斎藤次郎の子どもなんでも相
談幼児・小学生  編

斎藤　次郎 風媒社 1995 371.43ｻ

子どもって、どこまで甘えさせればいいの？ 山﨑　雅保 リヨン社 2006 379.91ﾔ
子ども手当　どう貯める？どう使う？コミックスでわ
かりやすい！

畠中　雅子 主婦の友社 2010 366.45ﾊ

子どもといっしょに東京子育てガイド  ’０２～’０３ ママーズ・ネットワーク メイツ出版 2001 599ｺ
子どもと親の美術館　絵画入門 北海道立近代美術館  編 新潮社 1990 706ｺ
子どもと家族 奥村　晶子（他）  編著 ミネルヴァ書房 1988 367.3ｺ
子どもと家族　２１世紀、日本社会に生きる子ども 濱野　一郎  編、網野  武博 中央法規出版 1995 367.3ﾊ
子どもと学校 河合　隼雄 岩波書店 1992 371.4ｶ
子どもと性　性教育をする前に読む本 安達  倭雅子 三天書房 1999 367.99ｱ
子どもと暴力　子どもたちと語るために 森田　ゆり 岩波書店 1999 367.6ﾓ
子どもとよみたい輝けいのちの詩　詩人５２人から
のメッセージ

水内　喜久雄　編著 小学館 1996 911.56ｺ

子どもと若者の居場所 久田  邦明  編著 萌文社 2000 369.4ﾋ

子どもに教わったこと 灰谷　健次郎
日本放送出版協
会

1998 371.45ﾊ

子どもに手を上げたくなるとき　子育てに悩むママた 橘　由子 学陽書房 1995 599ﾀ
子どもによる子どものための子どもの権利条約 小口　尚子、福岡　鮎美 小学館 1995 369.4ｺ
子供の愛し方がわからない親たち　児童虐待、何が
起こっているか、どうすべきか

斎藤　学 講談社 1996 369.4ｻ

子どもの絵　成人女性の絵画が語るある子ども時代 アリス・ミラー 現代企画室 1992 146.1ﾐ



子どものからだ・子どものこころ　小児科先生の子育
てないしょ話

毛利　子来 ＰＨＰ研究所 1997 599ﾓ

子どもの危険信号　学校・家庭でどう対応するか 松原　達哉 日本教育新聞社 1996 371.4ﾏ
子どもの虐待　その権利が侵されるとき 森田　ゆり 岩波書店 1995 369.4ﾓ
子どもの虐待をなくすために　親になるための学校
テキスト／オーストラリア

ジル・ウィルソン 東信堂 1998 367.6ｳ

子どもの虐待防止・法的実務マニュアル  改訂版
日本弁護士連合会子どもの
権利委員会  編

明石書店 2001 369.4ｺ

子どもの健康診断を考える 山田　真 筑摩書房 1997 493.9ﾔ
こどものけんり　子どもの権利条約こども語訳 名取　弘文　編 雲母書房 1996 316ﾅ
こどもの権利を買わないで　アンとミーチャのものが
たり

大久保  真紀  文、森野  さか
な  絵

自由国民社 2000 369.4ｵ

子どもの権利・親の権利　子どもの権利条約をよむ 小沢　牧子 日本アソシエー 1995 369.4ｵ
子どもの権利条約を読み解く　かかわり合いの知恵 大田　尭 岩波書店 1997 316.1ｵ
子どもの権利条約ゼミナール　新しい地球人になる 増山　均　編 かもがわ出版 1996 316.1ﾏ
子どもの権利条約と障害児　増補改訂版　分けられ
ない、差別されないために

子どもの権利条約の趣旨を
徹底する研究会  編

現代書館 1997 369.4ｺ

子どもの権利擁護　神奈川県の新しいとりくみ 高橋  重宏  編著（他） 中央法規出版 2000 369.4ｺ
子どもの誤飲・事故（やけど・転落など）を防ぐ本　こ
れでおかあさんも安心

山中　龍宏 三省堂 1999 598.3ﾔ

子どもの攻撃性にひそむメッセジ 村山　士郎 柏書房 1999 367.61ﾑ
子どもの声がきこえますか　賢治の学校から、親で
あるあなたへ

鳥山　敏子 法研 1998 379.9ﾄ

子どものこころを感じてみようよ 葉  祥明 サンマーク出版 2002 726.6ﾖ
子どもの心を聴く 高垣　忠一郎 法政出版 1998 371.4ﾀ
子どもの心をつかむ親見逃す親　子ども１１０番カウ
ンセリング

にしが　はちだい 海竜社 1998 371.43ﾆ

子どもの心を伸ばす親・傷つける親 中山　治 ＰＨＰ研究所 1998 379.9ﾅ
子どもの心をみつめて　愛から信頼へ 早川　美子 星雲社 1987 376.1ﾊ
子どものこころが傷つくとき　心理療法の現場から 網谷　由香利 第三文明社 2010 146.8ｱ
子どもの心が見えてくる　子育てを書くお母さんたち 渡辺　康麿、渡辺　ミサ サンマーク出版 1986 379.9ﾜ
子どものココロがわかる本　２～５才児の心の発達
としつけ

主婦の友社　編 主婦の友社 1997 376.11ｺ

子どもの心探検隊 斎藤　次郎 赤ちゃんとママ 1998 599.04ｻ
子どもの心に気づく親気づかぬ親　ここが肝心、自
信のつく親と子のつき合い方

伊藤　友宣 海竜社 1991 367.3ｲ

子どもの心に翼をお母さんの意識改革 東京心理教育研究所親の会 青樹社 1997 367.3ｺ
子どもの心の叫びに応える　市民が考えた不登校
問題

東大和市不登校問題市民会
議  編

教育出版 1998 371.42ｺ

子どもの心の不思議　臨床という仕事から 横湯　園子 柏書房 1997 371.43ﾖ

こどもの心みえますか 鈴木　和子
神戸新聞総合出
版センター

1995 370.4ｽ

子どものコミュニケーション力の基本は共感です　汐
見先生の素敵な子育て

汐見　稔幸 旬報社 2007 379.9ｼ

子どもの最貧国・日本　学力・心身・社会におよぶ諸 山野　良一 光文社 2008 367.6ﾔ
子どものサインが読めますか　子育て考現学 汐見　稔幸 女子パウロ会 2005 379.9ｼ
子どものしあわせのための約束　親と子で読む子ど
もの権利条約

クリネット徳島　編 教育開発研究所 1995 369.4ｺ

子どもの事件簿　お母さん弁護士がんばる 渡辺　和恵 フォーラムＡ企画 1997 369.4ﾜ
子どもの自分くずし、その後　深層の物語を読みひ 竹内　常一 太郎次郎社 1998 371.45ﾀ
子どもの消滅 斎藤　次郎 雲母書房 1998 367.6ｻ
子どもの心身相談　小児科医５０年の経験から 高木　俊一郎 講談社 1991 493.9ﾀ
子どもの好き嫌いがなくなる100のレシピ　食べるこ
とが好きになるおいしい料理がいっぱい

長澤　池早子　監修 成美堂出版 2006 596ｺ

子どもの好き嫌いがなくなる100のレシピ　食べるこ
とが好きになるおいしい料理がいっぱい

長沢　池早子 成美堂出版 2006 596ｺ

子どもの好きなスナック菓子・清涼飲料早わかり　＊
食べもの文化５月増刊号

食べもの文化編集部  編 芽ばえ社 1996 498.5ｺ

子どもの好きなラーメン・レトルト・ファーストフード早 食べもの文化編集部  編 芽ばえ社 1997 498.5ｺ
子どもの性的虐待サバイバー　癒しのためのカウン
セリング技法

クレア・バーク・ドラッカー 現代書館 1997 146.82ﾄﾞ

子どものためにという前に　子育て私の場合 青木　悦 けやき出版 1998 379.9ｱ
子どものための人権ノート 児玉　勇二、安田　秀士 明石書店 1995 369.4ｺ

子どものための父親の心得
ロス・Ｄ．パーク、アーミン・
Ａ．ブロット

講談社 2000 367.3ﾊﾟ

子どものための離婚講座 離婚制度研究会　編 有斐閣 1993 367.4ｺ
コドモの定番 おかべ　りか 鎌倉書房 1989 367.6ｵ



子どものとき憲法に出会った　新制中学一期生の戦
後体験

米田　佐代子 かもがわ出版 1997 916ﾖ

子どものトラウマ 西澤　哲 講談社 1997 146.82ﾆ
子どもの撮り方、教えます　失敗から学ぶ写真入門 川内　松男 大月書店 1997 743.4ｶ
子どものなぜ？に答える本 科学プロダクションコスモピア 丸善メイツ 1998 049ｺ
子どものねだん　バンコク児童売春地獄の四年間 マリー・フランス・ボッツ 社会評論社 1997 368.4ﾎﾞ
子どもの犯罪と死　新装版 山崎　哲、芹沢　俊介 春秋社 1998 367.61ﾔ
子どもの貧困　未来へつなぐためにできること 渡辺　由美子 水曜社 2018 369.4ﾜ
子どものマナー図鑑  １  （ふだんの生活のマナー） 峯村  良子 偕成社 2000 385ﾐ１
子どものマナー図鑑  2   （食事のマナー） 峯村  良子 偕成社 2000 385ﾐ2
子どものマナー図鑑  3   （でかけるときのマナー） 峯村  良子 偕成社 2000 385ﾐ3
子どものマナー図鑑  4   （おつきあいのマナー） 峯村  良子 偕成社 2000 385ﾐ4
子どものマナー図鑑  ５   （１２か月・行事のマナー） 峯村  良子 偕成社 2000 385ﾐ5
子どものやる気を引きだす母と子のポジティブ会話
家庭教育読本

海原　純子 ベストセラーズ 1995 379.9ｳ

子ども破壊　なぜ子どもがキレるのか 杉原  一昭 立風書房 2000 371.4ｽ
子ども白書　２０１０　「子ども政策」づくりへの総合的 日本子どもを守る会　編 草土文化 2010 367.6ｺ
子供不足に悩む国、ニッポン　なぜ日本の女性は子
供を産まなくなったのか

ミュリエル・ジョリヴェ 大和書房 1997 599ｼﾞ

子どもはなぜ学校に行くのか　子育ては個育ち 渡辺　位 教育史科出版会 1996 371.4ﾜ
子どもはもういない　改訂　教育と文化への警告 ニール・ポストマン 新樹社 1995 371.45ﾎﾟ
こねこのトムのおはなし　（ピーターラビットの絵本
４）

ビアトリクス・ポター　作・絵、
いしい　ももこ　訳

福音館書店 1988 933ﾎﾟ

５年後のあなたを素敵にする本　楽しく描くキャリア
＆ライフプラン

太田　颯衣 ＰＨＰ研究所 1998 159.6ｵ

個のアイデンティティ　誰かであること、誰でもないこ
と

Ｋ．バリッジ
世界思想社教学
社

1997 361.6ﾊﾞ

このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ　作 ブロンズ新社 2016 913ﾖ
この今を生きる 榎木  孝明 講談社 2000 914.6ｴ

この国は恐ろしい国　もう一つの老後 関　千枝子
農山漁村文化協
会

1988 367.7ｾ

子の無い人生 酒井　順子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 367.3ｻ
この百年の女たち　ジャーナリズム女性史 岡　満男 新潮社 1983 367.2ｵ
このヒロインたちの生き方　名作のなかの女性たち 巖谷　大四 朱鷺書房 1977 367.2ｲ
このままじゃ生きジゴク　子どもたちはなぜ死を選ぶ 宮川　俊彦 角川書店 1996 916ﾐ
このまま死んでたまるか 冨士谷　あつ子 読売新聞社 1990 367.7ﾌ
このままでいいのですか 天野  なみ江 文芸社 2001 914.6ｱ
この世とあの世の風通し　精神科医加藤清は語る 加藤　清、上野　圭一 春秋社 1998 493.7ｶ
子ばなれ親の本音子の本音　苦悶苦闘の中から自
分の生き方をみつけるために

佐橋　慶女　編著 海竜社 1999 367.3ｻ

子離れ親離れのすすめ 木元　教子 海竜社 1991 379.9ｷ

小林カツ代のイタリア家庭料理 小林　カツ代
ユーシープラン
ニング

1995 596.23ｺ

小林カツヨのこんなに簡単煮込み料理　具、スープ、
すべてがうまい

小林　カツ代 廣済堂出版 1997 596ｺ

小林カツ代のさっと出来る野菜の元気おかず 小林　カツ代 海竜社 1995 596.3ｺ
小林カツ代の新・料理の基礎のコツ　みそ汁といつ
ものおかずアッと驚くほどおいしくなる

小林　カツ代 大和書房 1995 596ｺ

小林カツ代のたまご料理８５　いつでもおいしい早く 小林　カツ代 大和書房 1995 596.3ｺ
小林カツ代のやさしいおやつ 小林　カツ代 講談社 1997 596.65ｺ
小林カツ代野菜をたくさんつかったおかず 小林　カツ代 家の光協会 1999 596.37ｺ
小林清親　“光線画”に描かれた郷愁の東京　没後
一〇〇年

吉田　羊子（監修） 平凡社 2015 721.9ｺ

５０７語で英会話　中学英語であなたも話そう 湯澤　ケリー 朝日新聞社 1996 837.8ﾕ
ご夫婦しましょ　パートタイム夫婦のすすめ 岩男　寿美子 フォー・ユー 1989 367.4ｲ

コブタの気持ちもわかってよ 小泉　吉宏
ベネッセコーポ
レーション

1997 913ｺ

こぶたのピグリン・ブランドのおはなし　（ピーターラ
ビットの絵本２１）

ビアトリクス・ポター　作・絵、
いしい　ももこ　訳

福音館書店 1988 933ﾎﾟ

５分間ヒーリング　ストレスをためないための簡単に
すぐできるヒーリング

ジェーン・アレクサンダー 産調出版 2001 498.39ｱ

孤母社会　母よ、あなたは悪くない！ 高濱　正伸 講談社 2008 367.3ﾀ
狛江市男女共同参画推進計画　（平成27年度～平
成31年度）　（誰もが自分らしい生き方を選択できる
男女共同参画社会をめざして）

狛江市　編 狛江市 2015 FW367ｺ

狛江市男女共同参画に関する市民意識調査報告 狛江市　編 狛江市 2014 FW367ｺ
困った大人にしない子育て２０の知恵　アドラー心理
学による、子育て論の決定版

星  一郎 金子書房 2001 379.9ﾎ



困った家族とつきあう法 国谷　誠朗 朝日新聞社 1990 367ｸ
困った子に悩む親たちへ　いじめ不登校ひきこもり
反抗  親のプラス発想６８の比

伊藤　友宣 海竜社 1997 371.42ｲ

困ったときのお助け英語　こんなときこの一言 フランシス・Ｊ．クディラ 朝日出版社 1995 837.8ｸ
困った人たちとのつきあい方 ロバート・Ｍ．ブラムソン 河出書房新社 1997 361.45ﾌﾞ
「困った人」にひそむ「うつ」　性格の問題と片づけて
しまう前に（シリーズＣｕｒa）

下園　壮太 中央法規出版 2010 361.4ｼ

こまってしもうた忘れてしもうた 安藤　りつ ＰＨＰ研究所 2010 916ｱ
コミュニケーションのための図解の技術　企画力とプ
レゼンテーション能力アップのための「知的生産術」

久恒　啓一 日本実業出版社 1990 336ﾋ

コミュニケーション１００の法則 伊藤　守
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

1994 159ｲ

コミュニティ施設の記録（文化センター、スクエア２
１・女性センター）

府中市市民協働推進本部市
民活動支援課　編

府中市 2014 318ｺ

コミュニティの記録　平成２８年度
府中市市民協働推進部地域
コミュニティ課　編

府中市 2017 379.2ｺ

小室淑恵の超実践プレゼン講座　読む＆みる＆実
践」で完壁マスター（付録資料：ＤＶＤ（1枚））

小室　淑恵 日経ＢＰ社 2008 336.17ｺ

木もれ日の病棟から 宮内　美沙子 未来社 1991 498.14ﾐ
子役白書 早乙女　朋子 集英社 1997 913.6ｻ
雇用の常識　本当に見えるウソ　決着版 海老原　嗣生 筑摩書房 2012 366.21ｴ
孤立化する家族　アメリカン・ファミリーの過去・未来 越智　道雄 時事通信社 1998 367.3ｵ
コルシア書店の仲間たち 須賀　敦子 文藝春秋 1992 916ｽ
コルチャック先生と子どもたち　ポーランドが子ども
の権利条約を提案した理由

新保　庄三 あいゆうびい 1996 289.3ｼ

これを日本語で言えますか　そうだったのかニュー 望月  正俊 同朋舎 2000 813.7ﾓ
これから１０年・女性社員を伸ばす者が勝つ　できる
管理職の人材育成戦略

秋田　稲美 ＰＨＰ研究所 2008 336.4ｱ

これからの時代は女性でわかる　百匹目の猿現象
が始まった

佐藤　綾子 ＰＨＰ研究所 1997 367.21ｻ

これからの選択　夫婦別姓　個と姓の尊重　女と男
の自由な関係

東京弁護士会　編 日本評論社 1990 367.4ｺ

これからの定年学 鈴木　和年 新潮社 1990 367.7ｽ
コレクティブハウジングの勧め 小谷部　育子 丸善 1997 365.35ｺ
これだけは知っておきたいトラブルが防げる遺言・相 矢野　輝雄 実業之日本社 1995 324.7ﾔ
これだけは身につけたい保育者の常識６７ 谷田貝　公昭、上野　通子 一藝社 2006 376.14ｺ
これであなたも起業家チャイルドケアの仕事 東  潔、山内  英子 同朋舎 2000 369.42ｱ

これで安心！中小企業のためのワーク･ライフ･バラ
ンス

アクションブックこれで安心！
中小企業のためのワーク･ラ
イフ･バランス制作委員会

全国労働基準関
係団体連合会

2010 336.4ｺ

これで安心妊娠と出産大事典 成美堂出版 成美堂出版 2000 598.2ｺ
これで安心老後の生活設計 今田　漱星 日本図書刊行会 1998 367.7ｲ
これで、おしまい マルグリット・デュラス 河出書房新社 1996 953.7ﾃﾞ
これで解決！大人の仕事マナー 主婦の友社　編 主婦の友社 2007 336.49ｺ
これで解決！料理初めてのキホン 主婦の友社　編 主婦の友社 2007 596ｺ
これでスッキリ育児ママを癒す本　本音が満載赤
ちゃん・ママさん１１０番

いくじ～ず　編 光文社 1998 599.04ｺ

これでわかる　自閉症とアスペルガー症候群 田中　康雄、木村　順　監修 成美堂出版 2008 378.6ｺ
これでわかる認知症 杉山　孝博（監修） 成美堂出版 2016 493.75ｺ
これなら楽勝ッ！インターネット＆Ｅメール入門    Ｗ Ｗ・Ｉ＆Ｅ研究会  編 ワニブックス 2000 547.48ｺ
転ばぬ先の介護探検 西村　美智代 ユック舎 1993 369.26ﾆ
転ばぬ先の介護保険 朝日新聞社、岸  香里 朝日新聞社 2000 369.1ｺ
こわいわるいうさぎのおはなし　（ピーターラビットの
絵本６）

ビアトリクス・ポター　作・絵、
いしい　ももこ　訳

福音館書店 1988 933ﾎﾟ

子別れのすすめ　母親はいつまで必要か 和田　好子　編 教育史料出版会 1985 367.3ﾜ
子別れレッスン　おっぱい男とわがまま妻 斎藤　学、久田　恵 学陽書房 1999 367.3ｻ
壊れかけていた私から壊れそうなあなたへ 豊田  正義 大修館書店 2000 146ﾄ
壊れた１４歳　神戸小学生殺害犯の病理 町沢　静夫 ウェーブ出版 1997 371.45ﾏ
壊れものとしての家族　夫婦の行方・親子の病理 町沢　静夫 大和書房 1998 367.3ﾏ
婚姻改正・夫婦同姓のおとし穴 中村　桃子 勁草書房 1992 367.4ﾅ
婚姻の原理　改訂　結婚を超えるための結婚論集 森本　和夫　編 現代思想社 1997 367ﾓ
婚姻の民俗　東アジアの視点から 江守　五夫 吉川弘文館 1998 385.4ｴ

婚外子の社会学 善積　京子
世界思想社教学
社

1993 367ﾖ

「婚活」時代　（ディスカバー携書　021） 山田　昌弘
ディスカバー・
トゥエンティワン

2008 367.4ﾔ

今月の困ったちゃん　エッセイ＆漫画 内田　春菊 新潮社 1996 914.6ｳ



今後の教育環境の変化に対応した地域教育の推進
方策について建議　地域教育プラットフォーム構想
の新たな展開

東京都生涯学習審議会第9
期　編

東京都教育庁 2016 379ｺ

コンシャス・ヒーリング　免疫力を高める１２のイメー
ジワーク

ジョン・セルビー 日本教文社 1997 146.8ｾ

コンスタンティノープルの陥落 塩野　七生 新潮社 1991 913.6ｼ
コントロール・ドラマ　それはアダルト・チルドレンを 信田　さよ子 三五館 1997 146.1ﾉ
こんな医師でありたい　１００のアドバイス 鎮目　和夫 旺史社 1996 498.14ｼ
こんな絵本に出会いたい　自分らしく生きるには 木村　民子 フェミックス 2006 019.53ｷ
こんなおつき合いがしたい 碧海　ゆき（他） 大和書房 1990 049ｺ
こんな結婚がしたい　自分が生きるために 下重　暁子 海竜社 1989 914.6ｼ
こんな子いるよね！幼児期からの特別支援教育 鳥居　深雪 明治図書出版 2008 378ﾄ
こんな幸福もある　新装愛蔵版 佐藤　愛子 海竜社 1991 914.6ｻ
こんなこと書いたら日本中を敵に回す本　禁断のア
ホワールドへ

辛坊　治郎 光文社 2018 304ｼ

こんな支援が欲しかった現場に学ぶ女性と多様な
ニーズに配慮した災害支援事例集

東日本大震災女性支援ネッ
トワーク

東日本大震災女
性支援ネット

2012 FW369.3ｺ

こんな上司の下で働きたい　女性社員の本音 平井　ゆき子 中央経済社 1992 336ﾋ
こんな女子学生に内定を出したい 秋葉　ふきこ ベストセラーズ 1994 377.9ｱ
こんな女性たちがいた にんげん史研究会 講談社 2000 281ｺ

こんなダンナが欲しかった？
アド・ハドラー　著　見次　郁
子　訳

文藝出版 2003 933.7ﾊ

こんなとき子どもにこの本を  第３版　あなたの子育
てに確かなヒントを与える１１７冊の絵本

下村  昇、岡田  眞理子 自由国民社 2000 028.09ｼ

こんなときどうするアロマセラピーケアガイド　実例
付き 家庭でできる症状別ケア

楢林　佳津美　著　ＪＡＡ日本
アロマコーディネーター協会

ブラス出版 2002 492.5ﾅ

こんなときどうする？女性のための法律相談ガイド
東京弁護士会両性の平等に
関する委員会  編

ぎょうせい 2003 320.4ｺ

こんなとき、どうするの　知りたくてもなかなか聞けな
い月経のすべて

ジェニファ・グラヴェル、カレ
ン・グラヴェル

飛鳥新社 1997 491ｸﾞ

こんなときはノーといおう
オラリー・ワッチャー、ジェー
ン・アーロン

アーニ出版 1995 367ﾜ

こんなに面白い東京国立博物館 新潮社　編 新潮社 1991 069ｺ
こんなに楽しいご近所自然探検 本山　賢司 新潮社 1995 460.7ﾓ

こんなのはじめて 石坂　啓
ネスコ（日本映像
出版）

1995 914.6ｲ

こんにちはともだち家族　老後と介護と女性を支え
るともに住もう新しい生き方

近山　恵子 風土社 1998 369.26ﾁ

今晩のおかず明日のお弁当　晩のおかずを利用し
て朝２０分でお弁当作り

日本放送出版協会　編
日本放送出版協
会

1995 596ｺ

コンプレックス　あなたの知らないあなた 関　計夫 金子書房 1985 146.1ｾ
コンプレックスを武器にする　成功するための人間 渋谷　昌三 マガジンハウス 1995 146.1ｼ
コンプレックスという心理　誰もがもっている深層心
理との付き合い方

町沢　静夫 日本実業出版社 1997 146.1ﾏ

今夜は、男厨　料理を遊び、食を楽しみ、音を愛でる
ひとときエッセイ

伊藤  強 ウィザードブレス 1999 596.04ｲ

コンラッドの小説における女性像 松方　由美子 近代文藝社 1999 930.26ﾏ
さあ、ダンナの葬式だ　笑って夫を見送る完全葬儀 青山　有子 アリアドネ企画 1996 385.6ｱ

災害支援に女性の視点を！
竹信　三恵子、赤石　千衣子
編

岩波書店 2012 369.31ｻ

災害時における男女共同参画センターの役割調査
報告書　（概要つき）

内閣府男女共同参画局、全
国女性会館協議会、横浜市
男女共同参画推進協会

内閣府男女共同
参画局、全国女
性会館協議会、
横浜市男女共同
参画推進協会

2012 FW367ｻ

災害とジェンダー関連事業報告書　（東日本大震災
と原発事故後の取組を振り返る）

男女共同参画と災害・復興
ネットワーク、日本女性学習
財団、福島県青少年育成・男
女共生推進機構

男女共同参画と
災害・復興ネット
ワーク、日本女
性学習財団、福
島県青少年育
成・男女共生推

2015 FW367ｻ

災害と女性＜資料集＞　防災・復興に女性の参画を ウィメンズネット・こうべ　編
ウィメンズネット・
こうべ

2005 FW367ｻ

災害と女性の危機回避スキル　被災地の危機回避
スキル普及担い手育成事業報告書

ライフライツインパクト東京
ライフライツイン
パクト東京

2012 FW369.3ｻ

財界のミセスたち 上坂　冬子 講談社 1992 281ｶ
災害復興東日本大震災後の日本社会の在り方を問
う　女性こそ主役に！

日本弁護士連合会　編 日本加除出版 2012 369.31ｻ



最高に動ける体になる！骨格リセットストレッチ 鈴木　清和 青春出版社 2017 781.4ｽ
最後の瞽女　小林ハルの人生 桐生  清次 文芸社 2000 289ｷ
最後の瞬間のすごく大きな変化 グレイス・ペイリー 文藝春秋 1999 933.7ﾍﾟ
最後まで自分らしく 井上  治代 毎日新聞社 2000 385.6ｲ
最後は思いのままに　遺言を書くということ 佐橋　慶女 講談社 1998 916ｻ
再婚 川名　紀美 朝日新聞社 1986 367.4ｶ
再婚時代 円　より子 筑摩書房 1991 367.4ﾏ
再出発としての離婚　離婚相談ハンドブック 山川　典孝 文芸社 2012 324.62ﾔ
宰相夫人の昭和史 上坂　冬子 文藝春秋 1988 312.8ｶ
最初に愛があったから　虐待され心に傷を負った子
どもたちを引き取って

ドナ・シルツ 花風社 2001 936ｼ

最新朝めし自慢　これで長生き
出井　邦子  編、サライ編集
部  編

小学館 1999 596ｻ

最新外国人よろず相談　事例と回答120 東京都外国人相談研究会 日本加除出版 2009 329.9ｻ

最新　急病・事故・災害から命を守る医学百科
福井　次矢　監修、主婦と生
活社　編

主婦と生活社 2011 598.5ｻ

最新キンゼイ・リポート
Ｊ．Ｍ．ライニッシュ、Ｒ．ビー
ズリー

小学館 1991 367.9ﾗ

最新超入門・大図解ゼロからスタートインターネット 藤田  英時 ナツメ社 2000 547.48ﾌ
最新定年後の年金・保険手続き百科 小嶋  廣喜、宮野  清 日本文芸社 2000 364ｺ
最新病院の検査結果はやわかり事典 村山  隆志  編著 新星出版社 2000 492.1ﾑ
最新山歩き事情 矢野  和明 きんのくわがた 2000 786.1ﾔ
在宅看護一歩前へ　老人ケアの最前線を行く  Ｐａｒｔ 木村　松夫 医学書院 1999 369.26ｷ
在宅介護支援センターからあなたへ　豊かな地域福
祉と施設のあり方を問う

堺  園子  編著、大高  智子
編著

明石書店 1999 369.26ｻ

在宅看護おたすけブック　困ったあなたの役に立つ
ＦＯＲ ＦＡＭＩＬＹ

西崎　緑　編著、久芳  美代
子（他）

ＮＣコミュニケー
ションズ

1999 369.26ｻﾞ

在宅ケアの展開　まごころサービス・ハンドブック 黒田　輝政  編、兼間  道子 ミネルヴァ書房 1989 369.2ｸ
在宅ワーク完璧マニュアル ウイメンズ・パワーハウス２１ 日経事業出版 1997 366.29ｻﾞ
埼玉県よしかわ発男女共同参画物語　まちづくり人
づくり組織づくり

よしかわ女/男たちのあゆみ
を記録する会  編著

生活思想社 2001 367.2ｻ

差異に生きる姉妹たち　アメリカ女性史における人
種・階級・ジェンダー

ヴィッキー・Ｌ．ルイス（他）
編

世織書房 1997 367.25ｻ

在日コリアン女性２０人の軌跡　国境を超え、私はこ
うして生きてきた

かわさきのハルモニ・ハラボ
ジと結ぶ2000人ネットワーク
生活史聞き書きへんしゅう委

明石書店 2009 316.81ｻﾞ

才能ある子のドラマ　新版　真の自己を求めて アリス・ミラー 新潮社 1996 146.82ﾐ
差異の政治学 上野  千鶴子 岩波書店 2002 367.1ｳ

差異のつくり方　フェミニズムと文学批評
ゲイル・グリーン  編、コッペ
リア・カーン  編

勁草書房 1990 904ｸﾞ

サイの角のようにひとりで行け 孔　枝泳 新幹社 1998 929.13ｺ
裁判の女性学 福島　瑞穂 有斐閣 1997 327.04ﾌ
裁判例にみる女性の座 井口　茂 法学書院 1992 324.6ｲ
サイモン・セッズ 柴門　ふみ 小学館 1991 914.6ｻ
サイモン・セッズ　オシャベリな目玉焼き２ 柴門　ふみ 新潮社 1996 914.6ｻ
柴門ふみの笑って子育てあっぷっぷ 柴門　ふみ 講談社 1995 599ｻ
在留資格に翻弄されないために　（「平成２８年度東
京都在住外国人支援事業助成」対象事業）

ウェルク（ＷＥＲＣ）
ウェルク（ＷＥＲ
Ｃ）

2017
FW367.3
ｻﾞ

冴子の母娘草 氷室　冴子 集英社 1993 914.6ﾋ
サエない女は犯罪である 笠原　真澄 ぶんか社 1997 367.04ｶ
ザ・海外就職　夢と現実 有元　美津世 ウェーブ出版 1996 366.29ｱ
堺利彦女性論集 鈴木　裕子　編 三一書房 1983 367.04ｻ
探すのをやめたとき愛は見つかる　人生を美しく変
える四つの質問

バイロン・ケイティ 創元社 2007 146.8ｹ

魚を一尾、さばけたら！？濱田美里のお魚教室　お
刺身から煮魚、自家製干物や手作り塩辛まで、シン
プルレシピ150

濱田　美里 河出書房新社 2007 596.35ﾊ

嵯峨野　橋本健次写真集 橋本　健次 旅行読売出版社 1992 748ﾊ
坂のある町で　通史編　区民が綴った目黒の女性
史

目黒区　目黒地域女性史研
究会　編

ドメス出版 2002 367.21ｻ

坂のある町で　聞き書き編　区民が綴った目黒の女
性史

目黒区　目黒地域女性史研
究会　編

ドメス出版 2002 367.21ｻ

坂のある町で　通史編　区民が綴った目黒の女性
史

目黒区　目黒地域女性史研
究会　編

ドメス出版 2002 367.21ｻ

坂のある町で　聞き書き編　区民が綴った目黒の女
性史

目黒区　目黒地域女性史研
究会　編

ドメス出版 2002 367.21ｻ

裂織の本 八田  尚子 晶文社 2000 586.09ﾊ



作文技術のルール・ブック　理解しやすいように書く
だけでなく、誤解できないように書くために

浅野　和彦 近代文藝社 1995 816ｱ

さくらささくれ 中沢  けい 講談社 1999 913.6ﾅ
犠牲　わが息子・脳死の１１日 柳田　邦男 文藝春秋 1995 916ﾔ
犠牲への手紙 柳田　邦男 文藝春秋 1998 916ﾔ
ささえあって乳がん手術 寺田　信国 保健同人社 1996 495.46ﾃ
サザエさんからいじわるばあさんへ　女・子どもの生 樋口　恵子 ドメス出版 1993 726.1ﾋ

ささっとおかず　おなべひとつで超簡単
主婦の友社第2事業部書籍
ムック編集  編

主婦の友社 1997 596ｻ

さそりの眼の下で （囚われの女たち　第６部） 山代　巴 径書房 1988 913.6ﾔ
佐多稲子　体験と時間 小林　裕子 翰林書房 1997 910.26ｺ
殺意をえがく子どもたち　大人への警告 三沢　直子 学陽書房 1998 367.3ﾐ
作家以前 松本　侑子 集英社 1991 914.6ﾏ
雑貨とインテリアの仕事 瀧　清子 主婦の友社 1995 589ﾀ

「察しない男」と「説明しない女」のモメない会話術 五百田　達成
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2015 361.454ｲ

雑誌文化の中の女性学 諸橋　泰樹 明石書店 1993 051ﾓ
砂糖を使わない手作り果実酒・ハーブ酒・健康酒
カクテルレシビ満載

秋本　栄司、秋本　由紀子 雄鶏社 1996 596.7ｱ

里から町へ　一〇〇人が語るせたがや女性史 世田谷女性史編纂委員会 ドメス出版 1998 367.21ｻ
Ｔｈｅ ＮｅｗＹｏｒｋ Ｔｉｍｅｓ Ｍａｇａｚｉｎｅで読む男の言い
分女の言い分

マーシャ・クラッカワー 講談社 1997 837.7ｸ

サヴァイヴァー デビー・モリス、グレッグ・ル 紀伊国屋書店 1999 936ﾓ
サバイバー・生き残った人 斎藤  香苗 朱鳥社 1999 146ｻ
サバイバーズ・ハンドブック　改訂版　性暴力被害回
復への手がかり

性暴力を許さない女の会 新水社 2002 368.64ｻ

サバイバーズ･ハンドブック　改訂版　性暴力被害回
復への手がかり

性暴力を許さない女の会　編
著

新水社 2002 367.9ｻ

サバイバー・フェミニズム 高橋  りりす インパクト出版会 2001 367.1ﾀ
裁かれた戦時性暴力　日本軍性奴隷制を裁く女性
国際戦犯法廷とは何であったか

ＶＡＷＷ－ＮＥＴ Ｊａｐａｎ  編
松井  やより（他）

白澤社 2001 329.67ｻ

裁かれる男たち　セクハラ告発の行方 金子  雅臣 明石書店 2001 326.2ｶ
裁かれる者　沖田痴漢冤罪事件の１０年 沖田　光男 かもがわ出版 2010 327.6ｵ
砂漠の女ディリー ワリス・ディリー 草思社 1999 289ﾃﾞ
砂漠の月 倉橋　燿子 マガジンハウス 1995 913.6ｸ
サヴァンナ・ベイ　デュラス・その愛の劇場 マルグリット・デュラス 近代文藝社 1999 952.7ﾃﾞ

ザビーナ　ユングとフロイトの運命を変えた女 カシュテン・アルネス
日本放送出版協
会

1999 949.63ｱ

淋しい女と困った男 菅野  泰蔵 双葉社 1999 152ｽ
さびしさにメゲない心理学　精神科医が語る孤独とう
まくつきあう方法

町沢  静夫 角川春樹事務所 2000 146.1ﾏ

ザ・フェミニズム 上野　千鶴子、小倉　千加子 筑摩書房 2002 367.1ｳ
サブリミナル効果の科学　無意識の世界では何が
起こっているか

坂元　章（他）　編 学文社 1999 145.1ｻ

差別と表現を考える     　＊シンポジウム
差別と表現を考える編集委
員会  編

解放出版社 1995 316.1ｻ

差別用語の基礎知識　’９９　何が差別語・差別表現
か

高木　正幸
土曜美術社出版
販売

1999 361.8ﾀ

作法の極意
ＮＨＫ作法の極意制作グルー
プ  編

日本放送出版協
会

1995 385.9ｻ

ざま男女共同参画プラン　第二次 座間市　編 座間市 2011 FW367ｻﾞ
さみしいママにさようなら　子育て中のストレス、焦
燥、孤独感

主婦の友社　編 主婦の友社 1997 367.3ｻ

覚めよ女たち　赤瀾の人びと 江刺　昭子 大月書店 1980 309.31ｴ
さゆり  下 アーサー・ゴールデン 文藝春秋 1999 933.7ｺﾞ1
さゆり  上 アーサー・ゴールデン 文藝春秋 1999 933.7ｺﾞ2
さよならを言うまえに 秋山　ちえ子 岩波書店 1997 914.6ｱ
さよなら、お母さん　墓守娘が決断する時 信田　さよ子 春秋社 2011 367.3ﾉ

サヨナラ脂肪川柳
カーブス川柳大賞実行委員
会　編

主婦と生活社 2015 911.467ｻ

さよならも言わないで　続　過労死したクリエーター
の妻の記録

八木　光恵 双葉社 1997 366.99ﾔ2

皿洗いするの、どっち？　目指せ、家庭内男女平 山内　マリコ マガジンハウス 2017 914.6ﾔ

サラを救え　レイプ被害者に不当な死刑判決
マリ・クレール・マンデス・フラ
ンス

凱風社 1998 368.64ﾏ

ザ・ラスト・ワルツ　姫という酒場 山口　洋子 双葉社 1996 913.6ﾔ
サラの旅路　ヴィクトリア時代を生きたアフリカの王 ウォルター・ディーン・マイ 小峰書店 2000 289ﾏ
さらば、悲しみの性 河野　美代子 高文研 1993 379.8ｺ



さらば、原告Ａ子　福岡セクシュアル・ハラスメント裁
判手記

晴野  まゆみ 海鳥社 2001 916ﾊ

サラリーウーマン幸せ研究所　ＬＩＦＥ編 小林  由起子、日経ウーマン 日本経済新聞社 2006 159.6ｻ
サラリーマンとその妻たちの相続税 原田　義之 東洋書店 1995 345ﾊ
さるのこしかけ さくら　ももこ 集英社 1993 914.6ｻ
サルはどこまで人間か　新しい人間学の試み 江原　昭善（他）　編 小学館 1990 469ｻ
沢村貞子波瀾の生涯 中島　信吾 岩波書店 1997 778.21ﾅ
さわやか相談員への道　おとなしかった私が行動を
起こして

加藤　荘子 日本図書刊行会 1999 916ｶ

さわやかに親が子に語る性　山本直英の語りマニュ 山本　直英 草土文化 1993 375.4ﾔ
さわやかに山へ 田部井　淳子 東京新聞出版局 1997 786.1ﾀ
３．１１後を生きる　シングルマザーたちの体験を聞
く　(増補版）

しんぐるまざあず・ふぉーらむ
しんぐるまざーず
ふぉーらむ

2015 FW369.3ｻ

参加型の長寿福祉社会に向けて　生活者優先の長
寿福祉システム

経済企画庁総合計画局  編 ぎょうせい 1993 369.26ｻ

残業ゼロで夢をかなえる時間革命　わたしと仕事の
ハッピー・バランス

あらかわ　菜美 ＰＨＰ研究所 2009 336.04ｱ

散華　上　紫式部の生涯 杉本　苑子 中央公論社 1991 913.6ｽ1
散華　下　紫式部の生涯 杉本　苑子 中央公論社 1991 913.6ｽ2
散華抄　妻でない妻 永田  龍太郎 永田書房 2001 910.2ﾅ
散骨代とお駄賃を残しておきます　たった一人の老
後を強く明るく生きるコツ

岡田　信子 主婦と生活社 1997 367.75ｵ

産後ママの心と体をケアする本　出産した女性が本
当にしておきたい

池下　育子　（他）監修 日東書院本社 2012 495.8ｻ

３０歳が気になりますか　まるごとＯＬ２００人 グループなごん
日本放送出版協
会

1991 367.2ｻ

３０歳からの英語攻略　学校では教えてくれなかっ
た学びのメカニズム

藤沢　晃治 ＰＨＰ研究所 1997 830.7ﾌ

三十歳からの素敵な心暮らし 熊井　明子 海竜社 1989 914.6ｸ
３０歳で生まれ変わる本　本当の大人になるために 安井　かずみ ＰＨＰ研究所 1995 159.6ﾔ

31歳からの子宮の教科書 宗田　聡
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2012 495.04ｿ

35歳からの女のからだノート 堀口　雅子（監修） 新潮社 2001 495.13ｻ
３５歳からの女性が活きる仕事術　自分のキャリア
は自分で創る

働くオトナ女子応援プロジェ
クト

文芸社 2014 366.38ﾊ

３５才これからママになるあなたへ　たまひよからの
応援歌

たまごクラブ ベネッセ 2000 598.2ｻ

３５歳は強気ときどき弱気 宮子　あずさ 徳間書店 1998 498.14ﾐ
３３歳、子供２人、それでもコピーライターになりた 長井  和子 亜紀書房 2001 366.29ﾅ
３０代で子どもを産みたくなったら　体験者だからわ
かる不安と喜び

土本　亜理子 青春出版社 1996 598.2ﾂ

３０代、私のしあわせづくりノート　自分らしい生き方
が見つかる

中山　庸子 海竜社 1997 159.6ﾅ

３０独身女､どうよ 岡田  斗司夫 現代書林 2001 367.2ｵ

３８歳からの相続 浜野　康次郎、灰谷　健司
日本ん経済新聞
出版社

2013 324.7ﾊ

三世代同居　幸福な同居は可能か 鈴木　由美子、グループわい 有斐閣 1989 367.3ｽ
サンダカン八番娼館 山崎　朋子 筑摩書房 1972 367.21ﾔ
サン＝テグジュペリの言葉　新装版 サン＝テグジュペリ 弥生書房 1997 958.78ｻ
３・１１女たちが走った　女性からはじまるふっこうへ 日本BPW連合会　編 ドメス出版 2012 369.31ｻ
３．１１後を生きる　シングルマザーたちの体験を聞
く

しんぐるまざあず・ふぉーらむ
しんぐるまざあ
ず・ふぉーらむ

2013 FW369.3ｻ

３１０人の性意識　異性愛者ではない女たちのアン
ケート調査

性意識調査グループ  編 七つ森書館 1998 367.97ｻ

３６５日のおかず革命　材料別ムダなし・手間なしお
かず１０１８

主婦の友社　編 主婦の友社 1995 596ｻ

産婦人科の窓口から今だからこそ伝えたい！　河野
美代子の熱烈トーク「思春期」から「更年期」まで

河野　美代子 十月舎 2005 495ｺ

三万年の死の教え　チベット死者の書の世界 中沢　新一 角川書店 1996 180.9ﾅ

シアター＆ゲーム３５　あそびのびっくり箱
幼保プレーイングゲーム研究
会  編

小学館 1997 599ｼ

幸せをつかむセンスアップ・マナー講座　貴女を美し
くする生活美学のすすめ

菅原　万美 ＰＨＰ研究所 1997 385.9ｽ

幸せを呼ぶ快眠ヒーリング 三橋　美穂 日本実業出版 2006 491.37ﾐ
幸せがこわれるとき　ある女性セラピストの鬱病体 マーサ・マニング ジャパンタイムズ 1996 493.76ﾏ
しあわせ家族という嘘　娘が父を語るとき 村本　邦子 創元社 1997 367.3ﾑ

しあわせな王子　（こども世界名作童話３３）
ワイルド　作、前川　祐一
文、　田口　智子　絵

ポプラ社 1988 933ﾜ



幸せな子ども　可愛がるほどいい子になる育て方 松井　るり子 学陽書房 1998 371.5ﾏ
幸せなご臨終　医者の手にかかって死なない死に 中村　仁一 講談社 1998 490.14ﾅ
幸せなワーキングマザーになる方法　ポジティブ心
理学で手に入れる最高のワークライフバランス

C.L..グリーンバーグ、B.S.ア
ヴィグドル

丸善プラネット 2011 366.38ｸﾞ

幸せになる女の一生マネーＢＯＯＫ エフピーウーマン
メディア・テック
出版

2007 365.4ｼ

幸せになるために、やってはいけないこと　アーユル
ヴェーダ5000年の幸福学「最小の努力で最大の効

蓮村　誠 大和書房 2014 498.3ﾊ

幸せの作法　働く女に贈る61のヒント 板東　眞理子 ｱｽｷｰ・ﾒﾃﾞｨｱﾜｰ 2009 159.6ﾊﾞ

幸せの自分さがし 江上　節子
日本放送出版協
会

1992 159.6ｴ

しあわせの値段　あなたは一生涯にいくら必要か 矢月　秀作 青樹社 1998 365.4ﾔ
しあわせの法則　うそつきなら、うそつきでいい 加藤　諦三 大和書房 1996 159ｶ
しあわせは涙のあとに届くもの　ポストカード１枚つ ジャンヌ・ボッセ メディアファクト 2013 198.24ﾎﾞ
椎の木の下で　区民が綴った中野の女性史 中野区女性史編さん委員会 ドメス出版 1994 367.2ｼ

シェイクスピア悲劇と女性達 水崎　野里子
土曜美術社出版
販売

1998 930ﾐ

ジェイン・エアは幸せになれるか　名作小説のさらな ジョン・サザーランド みすず書房 1999 930.26ｻ

ＪＡ東京女性協４０年史 ＪＡ東京女性組織協議会  編
ＪＡ東京女性組
織協議会

1997 367.2ｼﾞ

ジェノサイド 高野　和明 角川書店 2011 913.6ﾀ

シェルター　女が暴力から逃れるために
波田　あい子  編、平川  和
子  編

青木書店 1998 367.2ﾊ

シェルター・女たちの危機　人身売買からドメス
ティック・バイオレンスまでみずら

かながわ・女のスペースみず
ら　編

明石書店 2002 367.2ｶ

シェルター・ＤＶ問題調査研究会議  調査 １ 報告書
日本人女性を対象としたドメステック・バイオレンス

シェルター・ＤＶ問題調査研
究会議  編

シェルター・ＤＶ
問題調査研究会

2000 367.1ｼ1

シェルター・ＤＶ問題調査研究会議  調査 ２ 報告書
マイノリティ女性に対するドメステック・バイオレンス

シェルター・ＤＶ問題調査研
究会議  編

シェルター・ＤＶ
問題調査研究会

2000 367.1ｼ2

シェルター・ＤＶ問題調査研究会議  調査 ３ 報告書
シェルターを核とした関係援助機関の活動連携実態
および法制度・運用に関する調査

シェルター・ＤＶ問題調査研
究会議  編

シェルター・ＤＶ
問題調査研究会

2000 367.1ｼ3

シェルター・ＤＶ問題調査研究会議  調査 ４ 報告書
シェルターにおける援助に関する実態調査

シェルター・ＤＶ問題調査研
究会議  編

シェルター・ＤＶ
問題調査研究会

2000 367.1ｼ4

ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし　（ピーターラ
ビットの絵本１７）

ビアトリクス・ポター　作・絵、
いしい　ももこ　訳

福音館書店 1988 933ﾎﾟ

ジェンダー　女と男の世界 Ｉ．イリイチ 岩波書店 1998 367.9ｲ
ジェンダー・アイデンティティ　社会心理学的測定と 下条　英子 風間書房 1997 140ｼ
ジェンダー・エシックスと社会福祉 杉本  貴代栄  編著 ミネルヴァ書房 2000 369.25ｽ
ジェンダーを学ぶ 堤　かなめ  編、窪田  由紀 海鳥社 1998 367.2ﾂ
ジェンダー・開発・ＮＧＯ　私たち自身のエンパワーメ キャロライン・Ｏ・Ｎ・モーザ 新評論 1996 367.1ﾓ
ジェンダー化される身体 荻野　美穂 勁草書房 2002 367.9ｵ
ジェンダーがやって来た 船橋　邦子 木犀社 1996 367.1ﾌ
ジェンダーから世界を読む 関　啓子  編、木本  喜美子 明石書店 1996 367.1ｾ
ジェンダーからみた新聞のうら・おもて　新聞女性学
入門

田中　和子  編著、諸橋  泰
樹  編著

現代書館 1996 070.4ﾀ

ジェンダー関係の日本的構造 大澤  秀男 高文堂出版社 2000 367.1ｵ
ジェンダー史を学ぶ 長野　ひろ子 吉川弘文館 2006 367.2ﾅ
ジェンダー社会科学の可能性　第１巻　かけがいの
ない個から　人権と家族を守る法と制度

辻村　みよ子　編 岩波書店 2011 367.2ｼﾞ1

ジェンダー社会科学の可能性　第２巻　承認と包摂
へ　労働と生活の保障

大沢　真理　編 岩波書店 2011 367.2ｼﾞ2

ジェンダー社会科学の可能性　第３巻　壁を越える
政治と行政のジェンダー主流化

辻村　みよ子　編 岩波書店 2011 367.2ｼﾞ3

ジェンダー主流化と雇用戦略　ヨーロッパ諸国の事
例

ユテ・ベーニング、アンパロ・
セラーノ・パスキュアル　編
高木　郁朗、麻生　裕子　訳

明石書店 2003 366.38ｼﾞ

ジェンダー･セクシュアリティ･制度　性の社会政策 小松　満貴子　編著 ミネルヴァ書房 2003 367.9ｺ
ジェンダーで社会政策をひらく　男女共同参画時代
の社会政策

佛教大学総合研究所  編 ミネルヴァ書房 1999 364.1ｼﾞ

ジェンダーで学ぶ社会学
伊藤　公雄  編、牟田  和恵
編

世界思想社教学
社

1998 367ｲ

ジェンダーで学ぶ文化人類学 田中　雅一、中谷文美　編
世界思想社教学
社

2005 389ｼﾞ

ジェンダーで読む愛･性・家族 岩淵　宏子、長谷川　啓　編 東京堂出版 2006 910.26ｼﾞ
ジェンダーで読む健康／セクシュアリティ　健康と
ジェンダー２

根村　直美　編著 明石書店 2003 367.9ﾈ

ジェンダーで読む21世紀の福祉政策 杉本　貴代栄　著 有斐閣 2004 369.11ｽ



ジェンダーと愛　男女学入門 山本　哲士 新曜社 1990 367.9ﾔ
ジェンダーと家文化 坂西　友秀 社会評論社 1999 361.63ﾊﾞ
ジェンダーと家族介護　政府の政策と個人の生活 クレア・アンガーソン 光生館 1999 369.26ｱ
ジェンダーと交差する健康／身体　健康とジェン 根村　直美　編著 明石書店 2005 491.35ﾈ
ジェンダーとジェンダーフリー・バッシング 田中　三生 明文書房 2011 367.2ﾀ
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 2005 367.1ﾓ

ジェンダーとジャーナリズムのはざまで　Ｐａｒｔ２　季
節の変わり目

諸橋　泰樹 批評社 2005 367.2ﾓ2

ジェンダーと社会階級 牛島　千尋 恒星社厚生閣 1995 367.2ｳ

ジェンダーと女性 田端　泰子（他）　編
早稲田大学出版
部

1997 367.1ｼﾞ

ジェンダーと政治参加 大海　篤子 世織書房 2005 312.1ｵ
ジェンダーとセクシュアリティ　ワークブック　性と生
を考える

石元　清英（他） 嵯峨野書院 1996 367.9ｼﾞ

ジェンダーと多文化　マイノリティを生きるものたち 桑山　紀彦　編著 明石書店 1997 367.1ｸ
ジェンダーと知 スーザン・Ｊ．ヘックマン 大村書店 1995 367.2ﾍ
ジェンダーと文学　イェリネク、ヴォルフ、バッハマン
のまなざし

中込　啓子 鳥影社 1996 940.27ﾅ

ジェンダー・トラック　青年期女性の進路形成と教育
組織の社会学

中西　祐子 東洋館出版社 1998 367.1ﾅ

ジェンダー・トラブル　フェミニズムとアイデンテイテイ
の錯乱

ジュディス・バトラー 青土社 1999 367.1ﾊﾞ

ジェンダーと歴史学 ジョーン・Ｗ．スコット 平凡社 1992 367.2ｽ
ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた　あ
なたがあなたらしくいられるための２９問

佐藤　文香（監修）　一橋大
学社会学佐藤文香ゼミ生一

明石書店 2019 367.1ｼﾞ

ジェンダー入門　知らないと恥ずかしい 加藤　秀一
朝日新聞社出版
局

2006 367.1ｶ

両性の新しい秩序の世紀へ　女性・家族・開発 伊藤　セツ 白石書店 1993 367.2ｲ
「ジェンダー」の危機を越える！　徹底討論！パック
ラッシュ

若桑　みどり　（他）編著 青弓社 2006 367.1ｼﾞ

ジェンダーの社会学　女たち／男たちの世界 江原　由美子（他） 新曜社 1989 367ｼﾞ
ジェンダーの心理学 青野  篤子  （他） ミネルヴァ書房 1999 367.2ｼﾞ

ジェンダーの心理学
東  清和  編、小倉  千加子
編

早稲田大学出版
部

2000 143.1ｼﾞ

ジェンダーの政治経済学　フィリピンにおける女性と
性的分業

エリザベス・ウイ・エヴィオー
タ

明石書店 2000 367.9ｴ

ジェンダーの西洋史 井上　洋子（他） 法律文化社 1998 367.23ｼﾞ

ジェンダーの世界地図
菅原　由美子、鈴木　有子
著　藤田　千枝　編

大月書店 2004 367ｽ

ジェンダーの日本史　上　宗教と民俗・身体と性愛
脇田　晴子  編、Ｓ．Ｂ．ハン
レー  編

東京大学出版会 1994 367.21ﾜ1

ジェンダーの日本史　下　主体と表現・仕事と生活
脇田　晴子  編、Ｓ．Ｂ．ハン
レー  編

東京大学出版会 1995 367.21ﾜ2

ジェンダーの発達心理学
スーザン・ゴロンボク、ロビ
ン・フィバッシュ

田研出版 1997 143.1ｺﾞ

ジェンダーの発達心理学 伊藤  裕子  編著 ミネルヴァ書房 2000 143.1ｼﾞ
ジェンダーの法律学　有斐閣アルマ 金城　清子 有斐閣 2002 367.1ｷ
ジェンダーの罠　とらわれの女と男 諸橋  泰樹 批評社 2001 367.1ﾓ

ジェンダー白書　３　女性とメディア（ムーブ叢書）
北九州市立男女共同参画セ
ンタームーブ　編

明石書店 2005 367.1ｼﾞ3

ジェンダー白書　８
北九州市立男女共同参画セ
ンター・ムーブ　編

明石書店 2012 367.2ｼﾞ8

ジェンダー白書　７　ＫＥＫＫＯＮ　結婚　女と男の諸
事情（ムーブ叢書）

北九州市立男女共同参画セ
ンター“ムーブ”　編

明石書店 2010 367.2ｼﾞ

ジェンダー・バランスへの挑戦　女性が資格を生か 青島　祐子 学文社 1997 366.29ｱ
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  編

新水社 2001 367.1ｼﾞ

ジェンダーフリー･性教育バッシング　ここが知りたい
５０のＱ＆Ａ

浅井　春夫(他） 大月書店 2003 367.1ｼﾞ

ジェンダー・フリーで楽しむこどもと大人の絵本の時 草谷　桂子 学陽書房 2002 019.53ｸ
ジェンダー・フリー・トラブル　バッシング現象を検証 木村　涼子　編 白澤社 2005 367.1ｼﾞ
ジェンダー・フリーの絵本 ６－学びのガイド 田代  美江子  編 大月書店 2001 367ｼﾞ
ジェンダー・フリーの絵本 ５－いろんな国、いろんな 伊田  広行、堀口  悦子 大月書店 2001 367ｼﾞ
ジェンダー・フリーの絵本  ４ ー女と男これまで、こ 中嶋  みさき 大月書店 2001 367ｼﾞ
ジェンダーフリーの絵本  ３－働くってたのしい 朴木  佳緒留 大月書店 2001 367ｼﾞ
ジェンダー・ポリティクスのゆくえ　人文学研究叢書 神奈川大学人文学研究所 勁草書房 2001 367.1ｼﾞ
ジェンダー・ポリティックス　変革期アメリカの政治と 進藤　久美子 新評論 1997 367.25ｼ



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（他）  編著 東洋経済新聞社 2001 366.3ｼﾞ

ジェンダー論をつかむ 千田　有紀［他］ 有斐閣 2013 367.1ｼﾞ
「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 2006 367.1ﾇ

ジェンダーは科学を変える　医学・霊長類学から物
理学・数学まで

ロンダ・シービンガー 工作舎 2002 404ｼ

ジェントル・デス　優しい死を求めて マリリン・セギン 時事通信社 1997 490.15ｾ
塩田ミチルのセンスが光るかんたん料理 塩田　ミチル 講談社 1991 596ｼ
塩月弥栄子の冠婚葬祭事典（保存版）　改訂新版 塩月　弥栄子 講談社 1997 385ｼ
潮の呼ぶ声 石牟礼  道子 毎日新聞社 2000 914.6ｲ
死を学ぶ子どもたち　知りたがりやのガン患者が語
る生と死の授業

種村　エイ子 教育史料出版会 1998 371.6ﾀ

死を視ること帰するがごとし 山折　哲雄 講談社 1995 114.2ﾔ
視界ゼロの家族　夫婦・親子のゆくえ 小此木　啓吾 海竜社 1996 367.3ｵ
資格を取る前に読む本　資格社会の秘密 佐々木　賢 三一書房 1996 366.29ｻ
叱り方、もっと上手になりたい　１～４歳のイヤッに手
こずるママのために

プチタンファン編集部  編 婦人生活社 1998 599.9ｼ

叱りゼロで「自分からやる子」に育てる本 大和書房 2011 379.9ｵ
時間の本質をさぐる 松田　卓哉（他） 講談社 1990 421ｼﾞ
四季を飾るかわいいいけばな 竹中　麗子 ブティック社 1995 793ﾀ
指揮官ニディア・ディアス　ある女性ゲリラの生還 ニディア・ディアス 柘植書房新社 1997 316.4ﾃﾞ
しきたり雀 奥山  和弘 静清タイプ 2000 367ｵ
四季のカントリーケーキ　大地の恵みがいっぱい ファグ武蔵　編 山と渓谷社 1996 596.6ｼ
四季花事典　春－夏 相賀　徹夫　編著 小学館 1992 793.3ｱ1
子宮会議 洞口　依子 小学館 2007 772.1ﾄﾞ
子宮ガン　早期発見早期治療が最もたいせつ 上坊　敏子 主婦の友社 1997 495.43ｼﾞ
子宮癌のおかげです 渥美　雅子 工作舎 2003 495.43ｱ
子宮筋腫　切る切らない賢い選択をするために 黒島　淳子 主婦の友社 1995 495.43ｸ
子宮筋腫 藤井　信吾、折井　文香 保健同人社 1996 495.43ﾌ
子宮筋腫・女のからだの常識 渡辺　優子 河出書房新社 1996 495.43ﾜ
子宮内膜症　月経をめぐる痛みとつらさはこうして治 国府田　きよ子 主婦の友社 1996 495.43ｺ
子宮内膜症　改訂新版　専門のお医者さんが語る 杉並　洋 保健同人社 2008 495.43ｽ
子宮の中のエイリアン　母と子の関係はどう進化し
てきたか

エレイン・モーガン どうぶつ社 1998 495.6ﾓ

事業概要　平成２５年（２０１３）度 茨木市　編 茨木市 2014 FW367ｼﾞ

事業概要　平成25年度
むさしのヒューマン・ネット
ワークセンター　編

むさしのヒューマ
ンネットワークセ
ンター

2014 FW367ｼﾞ

事業概要　平成２５年　（富山県女性財団）
富山県民共生センター　サン
フォルテ

富山県女性財団 2014 FW367ｼﾞ

事業概要　平成２５年度
八王子市男女共同参画セン
ター

八王子市男女共
同参画センター

2014 FW367ｼﾞ

事業概要　平成２６年度
むさしのヒューマンネットワー
クセンター　編

むさしのヒューマ
ンネットワークセ
ンター

2015 FW367ｼﾞ

事業概要　平成26年度　（富山県女性財団）
冨山県民共生センター　サン
フォルテ

冨山県民共生セ
ンター　サンフォ

2015 FW367ｼﾞ

事業概要　平成26年度
八王子市男女共同参画セン
ター

八王子市男女共
同参画センター

2015 FW367ｼﾞ

事業概要　平成２６年（２０１４年）度　（茨木市立男
女共生センターローズＷＡＭ）

茨木市　編 茨木市 2015 FW367ｼﾞ

事業概要　平成２７年（２０１５年）度　（茨木市男女
共生センターローズＷＡＭ）

茨木市　編 茨木市 2016 FW367ｽ

事業概要　平成２７年度　（富山県女性財団）
富山県民共生センター　サン
フォルテ

富山県民共生セ
ンター　サンフォ

2016 FW367ｼﾞ

事業概要　平成２７年度
武蔵野市男女共同参画推進
センター　編

武蔵野市男女共
同参画推進セン
ター

2016 FW367ｼﾞ

事業概要　平成２７年度
八王子市男女共同参画セン
ター

八王子市男女共
同参画センター

2016 FW367ｼﾞ

事業概要  平成28年（2016年）度
茨木市立男女共生センター
ローズＷＡＭ  編

茨木市立男女共
生センターロー
ズＷＡＭ

2017 FW367ｼﾞ

事業概要  平成28年度
武蔵野市男女平等推進セン
ター  編

武蔵野市男女平
等推進センター

2017 FW367ｼﾞ

事業概要  平成28年度　（富山県女性財団）
富山県民共生センターサン
フォルテ

富山県民共生セ
ンターサンフォル

2017 FW367ｼﾞ



事業概要 平成29年度　（富山県女性財団）
富山県民共生センター サン
フォルテ

富山県民共生セ
ンター サンフォ

2018 FW367ｼﾞ

事業概要 平成29年度
武蔵野市男女平等推進セン
ター 編

武蔵野市男女平
等推進センター

2018 FW367ｼﾞ

事業概要 平成２９年度
八王子市男女共同参画セン
ター

八王子市男女共
同参画センター

2018 FW367ｼﾞ

事業概要 平成３０年度　（富山県女性財団）
富山県民共生センターサン
フォルテ

富山県民共生セ
ンター サンフォ

2019 FW367ｼﾞ

事業概要 平成30年度
武蔵野市立男女平等推進セ
ンター ヒューマンあい 編

武蔵野市立男女
平等推進セン
ター ヒューマン

2019 FW367ｼﾞ

事業概要 平成28年度
八王子市男女共同参画セン
ター

八王子市男女共
同参画センター

2017 FW367ｼﾞ

事業報告書  2015年度　（お茶の水女子大学グロー
バル女性リーダー育成研究機構ジェンダー研究所

お茶の水女子大学ジェン
ダー研究所

お茶の水女子大
学ジェンダー研

2017 FW367ｼﾞ

事業報告書  2016年度　（お茶の水女子大学グロー
バル女性リーダー育成研究機構ジェンダー研究所

お茶の水女子大学ジェン
ダー研究所

お茶の水女子大
学ジェンダー研

2017 FW367ｼﾞ

事業報告書 2017年度　（お茶の水女子大学グロー
バル女性リーダー育成研究機構ジェンダー研究所

お茶の水女子大学ジェン
ダー研究所

お茶の水女子大
学ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ研究

2018 FW367ｼﾞ

事業報告書 平成30年度　（制作　くにたち男女平等
参画ステーション・パラソル）

国立市 国立市 2019 FW367ｼﾞ

市区町村における男女共同参画の推進に関する事
例集

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2005 FW367ｼ

事件のなかの子どもたち　いじめを中心に 浜田　寿美男、野田  正人 岩波書店 1995 367.6ﾊ
自己カウセリングで成長する本 宗像　恒次 ＤＡＮぼ 1997 146.8ﾑ
地獄の在宅ワーク 福田  久美子 きんのくわがた 2000 366.29ﾌ
自己啓発セミナー　こころの商品化の最前線 柿田　睦夫 新日本出版社 1999 141.93ｶ
自己決定権とジェンダー 江原　由美子 岩波書店 2002 367.1ｴ
自己決定権とジェンダー　（岩波人文書セレクショ 江原　由美子 岩波書店 2012 367.2ｴ
自己主張が楽にできる本　相手を恐れず言いたいこ
とを言うために

石原　加受子 実務教育出版 1997 361.45ｲ

仕事ができる女の発想法２００　やりがいと成功を手
にしたいあなたへ

ロイス・ワイズ 実務教育出版 1996 159.6ﾜ

「仕事クラブ」の女優たち 青木　笙子 河出書房新社 2016 778.21ｱ
しごと星座　女子のための天職ガイド 三浦　展 牧野出版 2011 141.93ﾐ
仕事というライフライン 結城　美恵子 ユック舎 2001 366.38ﾕ

仕事と介護の両立に関する調査 東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2015 366.7ｼ

仕事と介護の両立に関する調査 東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2015 366.7ｼ

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 2000 366.38ｼ

仕事と子育て両立マニュアル　勇気と希望の玉手箱 富士通ウーマンズネット  編 情報センター出 1993 366.38ｼ
仕事に役立つＥｘｃｅｌ　エクセル書類の作業短縮術 渡辺　克之 ローカス 2007 548.29ﾜ
仕事のできる女は料理がうまい　パワフルに生きる
ための超簡単料理術

吉川　幸枝 主婦と生活社 1995 596ﾖ

仕事病に克つ本　ビジネスマンのための現代医学 関谷　透 講談社 1995 498.8ｾ
仕事も育児もどちらも大切にしたい 渡慶次　重美 日本図書刊行会 1997 598.2ﾄ
仕事も子どもも Ａ．ローランド  編、Ｂ．ハリス 勁草書房 1984 367.30ﾛ
仕事もしたい赤ちゃんもほしい　新聞記者の出産と
育児の日記

井上　志津 草思社 2004 599ｲ

仕事も人間関係も「すべて面倒くさい」と思ったとき 石原　加受子 中京出版 2012 159ｲ
自殺する子どもたち　自殺大国フランスのケア・レ
ポート

エレーヌ・リザシェ、シャンタ
ル・ラバット

筑摩書房 1997 368.3ﾘ

自殺予防・自死遺族支援の現場から
多重債務による自死をなくす
会　編

民事法研究会 2008 368.3ｼﾞ

鹿踊りのはじまり　（日本の童話名作選）
宮沢　賢治　作、たかし　たか
こ　絵

偕成社 1994 913ﾐ

４０、５０代女性がストレスから楽になる本 日経ヘルスプルミエ　編 日経ＢＰ社 2011 493.49ｼ
思春期を奪われる子どもたち　学校ははたして変
わっていけるのか

伊藤　悟  編著、やなせ  りゅ
うた  編著

あゆみ出版 1998 371.4ｲ

思春期ガイド　性と自立へのステップ 河野  美代子、村瀬  幸浩 十月舎 2001 367.99ｺ
思春期外来診療室 阿部　知子 学陽書房 1998 493.93ｱ
思春期こころのいる場所　精神科外来から見えるも 青木　省三 岩波書店 1996 371.4ｱ
思春期に多いダイエット障害 鈴木　眞理 少年写真新聞社 2008 493.74ｽ
思春期の子が待っている親のひと言　心が見えてく
る魔法のコミュニケーション

大塚　隆司 総合法令出版 2009 379.9ｵ



思春期の心がこわれる瞬間　親だからできる久徳式
生命の教育

久徳　重盛 大和出版 1997 379.91ｷ

思春期の心理 高垣　忠一郎 あゆみ出版 1987 371ﾀ
思春期の性といのち　産婦人科医の出会った子ども 上田　基 ミネルヴァ書房 1999 367.9ｳ
思春期は訴える　子どもの非行は大人の避行 福田　年宏 築地書館 1999 368.71ﾌ
地震イツモノート 地震イツモプロジェクト　編 木楽社 2007 369.31ｼﾞ
地震から子どもを守る５０の方法（増補版） 国崎　信江 ブロンズ新社 2011 369.31ｸ
地震からわが子を守る防災の本　日本を元気にす
る処方箋

国崎信江 編集工房一生社 2001 396.31ｸ

地震と独身 酒井順子 新潮社 2014 369.31ｻ

詩人　村野四郎　府中市郷土の森博物館ブックレッ
ト３

府中文化振興財団府中市郷
土の森博物館　編

府中文化振興財
団府中市郷土の
森博物館

2003 911.52ｼ

自信は人生のカギ　新装版 ナサニエル・ブランデン 春秋社 1997 159ﾌﾞ
Ｓｈｅ神話に学ぶ女の生き方 ロバート Ａ．ジョンソン 青土社 2000 159.6ｼﾞ
静岡おんな百年　下 市原　正恵 ドメス出版 1982 367.21ｲ2

静かなたたかい　広岡知彦と憩いの家の三〇年 青少年と共に歩む会  編
朝日新聞社出版
局

1997 369.4ｼ

静かな力　子どもたちに非暴力を教えるための実践
的マニュアル

ステファニー・ジャドソン  編 嵯峨野書院 1995 371.6ｼﾞ

静かなる愛　ソーシャルワーカーの日記から 中村　雪江 中央法規出版 1998 369.26ﾅ
シズコさん 佐野　洋子 新潮社 2008 916ｻ
システム論とフェミニズム 織田　元子 勁草書房 1990 367.21ｵ
市政世論調査　第36回 府中市総務部広報課　編 府中市 2004 318ｼ

市政世論調査　第４６回　（概要版つき） 府中市政策総務部広報課
府中市政策総務
部広報課

2014 FW318ｼ

視線 スティーヴン・カーン 研究社出版 2000 723.07ｶ
自然をケアする仕事がしたい！　現場の本音を聞い
て資格と仕事を選ぶ本

住　博 彩流社 2003 651.7ｽ

しぜんをみると アンドレア・デュエ社  編 福音館書店 2000 702ｼ
視線と差異　フェミニズムで読む美術史 グリゼルダ・ポロック 新水社 1998 702.01ﾎﾟ
自然な関係 吉田真由美・山本コウタロー 教育史料出版会 1984 049ﾖ
自然に産みたい　５人の子供を自宅出産した記録 橋本　知亜季 地湧社 1994 495.7ﾊ
自然流おいしい食事　さようなら、総グルメ・総アレ 今井　通子 講談社 1996 498.5ｲ
自尊心を高める子育て法　ベッツィ・ヤング博士の子
どもを自立させる６つのプログラム

ベッツィ・ヤング 一光社 1995 367.3ﾔ

自尊心泥棒　子どもを理解できない大人たち 西山　明 三五館 1998 367.6ﾆ
時代を生きた女たち　新・日本女性通史（朝日選書） 総合女性史研究会　編 朝日新聞出版 2010 367.21ｼﾞ
時代を生きる女性たち　北村玲子写真集　新婦人し
んぶん記者４０年

北村　玲子 草の根出版会 2002 367.2ｷ

時代を拓いた男と女　考古学者・和島誠一と高群逸
枝・平塚らいてう・市川房枝（平成19年秋季特別展）

板橋区立郷土資料館　編
板橋区立郷土資
料館

2007 367.2ｼﾞ

時代を拓いた女たち　かながわの１３１人 江刺昭子、史の会　編著 神奈川新聞社 2005 367.2ｴ
時代を拓く女性たち　国際婦人年連絡会40年の記
録　連帯と行動part２

国際婦人年連絡会　編
パド・ウィメンズ・
オフィス

2015 367.1ｼﾞ

時代と女と樋口一葉 菅　聡子
日本放送出版協
会

1999 910.26ｶ

時代はセックスレス 川名　紀美
朝日新聞社出版
局

1995 367.9ｶ

下着を変えた女　鴨居羊子とその時代 武田　尚子 平凡社 1997 289ﾀ
下着の誕生　ヴィクトリア朝の社会史 戸矢  理衣奈 講談社 2000 383.15ﾄ
Ｃ．Ｗ．ニコルの黒姫通信 Ｃ．Ｗ．ニコル 講談社 1992 914ﾆ
下町ロケット 池井戸　潤 小学館 2010 913.6ｲ
七五調の独り言 山手　大和 日本文学館 2005 911.1ﾔ
自治体でとりくむ子どもの権利条約　中野区川崎市
大阪府川西市相模原市 全国５０３自治体

子どもの人権連　編 明石書店 1997 316.1ｼﾞ

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 1994 318ｼﾞ

自治のなかの女たち 自治体学会　編 良書普及会 1992 318.3ｼﾞ
自治六法  平成１３年版　＊付属資料：ＣＤ－ＲＯＭ ぎょうせい ぎょうせい 2000 318.1ｼﾞ
実感電子レンジで超ダイエット 大沼  奈保子 講談社 2000 596ｵ
しつけはテクニックじゃない　コリーヌ・ブレの母親宣
言８８章

コリーヌ・ブレ フレーベル館 1999 379.91ﾌﾞ

実習自分史の書き方 内海  靖彦 柏書房 2000 816ｳ

実践ジェンダー・フリー教育　フェミニズムを学校に
小川　真知子  編著、森  陽
子編著

明石書店 1998 367.1ｵ

実践事例どう進めるか、自治体の男女共同参画政
策　その取り組み方・創り方

藤枝 澪子、グループみこし 学陽書房 2001 367.1ﾌ



実践電話カウンセリング　いのちの電話の現場から 奈良いのちの電話協会  編 朱鷺書房 1999 146.8ｼﾞ
実践ワークライフバランス　プロジェクトの進め方と
定着の仕組みづくり

小室　淑江　編
日本能率協会マ
ネジメントセン

2012 336.4ｺ

実像リポートシングルウーマン 国際女性学会シングル研究 有斐閣 1988 367.4ｼﾞ
知って安心男の更年期 横山  博美 講談社 2000 493.18ﾖ
知っていそうで知らなかったクレオパトラ マイケル・フォス 集英社 2000 289ﾌ

知っていますか子どもたちの食卓
足立  己幸、NHK子どもたち
の食卓プロジェクト

日本放送出版協
会

2000 367.3ｱ

知っていますか子どもの虐待一問一答 田上  時子  編著 解放出版社 2000 367.61ﾀ
知っていますか子どもの虐待一問一答　第２版 田上　時子　編著 解放出版社 2000 369.4ﾀ
知っていますか？ジェンダーと人権一問一答 船橋　邦子 解放出版社 2003 367ﾌ
知っていますかセクシュアル・ハラスメント一問一答 養父　知美、牟田　和恵 解放出版社 1999 366.3ﾖ
知っておきたい女性の病気  新訂版　わかりやすい
自己診断と対策

雨宮  良彦  監修 みずうみ書房 2000 495ｱ

知っておきたい「食べ方」のマナー きれいな「食べ方」研究会 宝島社 2015 596.8ｼ
知って得する職場の法律　リーガル３分ゼミ 日本経済新聞社　編 日本経済新聞社 2007 366.14ｼ
知って得するフリーター読本　トラブル対応から脱フ
リーターまで

金子　雅臣 明石書店 2002 366.8ｶ

知って良かった、アダルトADHD　星野先生の 星野　仁彦 ヴォイス 2004 493.7ﾎ
知ってラクしてトクをする届け出と手続きの本 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 1997 320ｼ

嫉妬する女たち
マドレーヌ・シャプサル  編
著、ソニア・リキエル（他）  著

東京創元社 1998 954.78ｼ

実年齢を信じてもらえないほどきれいな人になる方
法　４７歳からの自分ケアは食とストレッチ

長田　一美
ブルーロータス
パブリッシング

2012 498.58ｵ

失敗しない生命保険の入り方・やめ方 三田村　京 中経出版 1997 339.4ﾐ
失敗しない定番ケーキ１００のレシピ 鈴木　博士 世界文化社 1999 596.65ｽ
10分でできるホームページ　CMS&ｸﾗｳﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝ
ｸﾞによる本格ｳｪﾌﾞｻｲﾄｽﾀｰﾄｶﾞｲﾄﾞ

河村　卓司 自由国民社 2010 547.48ｶ

実例すてきなエクステリア エクステリア工学会  編著 主婦と生活社 1996 524.89ｼﾞ
実録・ぼくの更年期 永井　明 浩気社 1998 493.18ﾅ
自転車旅行主義　真夜中の精神医学 香山　リカ 筑摩書房 1998 493.7ｶ
児童委員活動の事例集　(第６８回東京都民生児童
委員・児童委員大会資料（抜刷）

東京都民生児童委員連合会
編

東京都民生児童
委員連動会

2015 367.6ｼﾞ

児童虐待　親子という絆、親子という鎖 南部　さおり 教育出版 2011 369.4ﾅ
児童虐待への介入　その制度と法 吉田　恒雄 尚学社 1998 369.4ﾖ
児童虐待へのブリーフセラピー 宮田　敬一　編 金鋼出版 2003 369.4ｼﾞ
児童虐待の家族と社会　児童問題にみる２０世紀 井垣　章二 ミネルヴァ書房 1998 367.6ｲ

児童虐待の社会学 上野　加代子
世界思想社教学
社

1996 369.4ｳ

児童心理  Ｎｏ．７２０　特集 人の気持ちが分かる子 真仁田  昭（他）  編 金子書房 1999
371.45ｼﾞ
720

児童心理  Ｎｏ．７２１　特集 失敗にめげない子 真仁田  昭（他）  編 金子書房 1999
371.45ｼﾞ
721

児童心理  Ｎｏ．７２３　特集  しつけ上手な親 真仁田  昭（他）  編 金子書房 1999
371.45ｼﾞ
723

児童生徒に聞かせたい心が育つ1分話 柴山　一郎 学陽書房 2003 374ｼ
児童生徒に聞かせたいさわやか1分話 柴山　一郎 学陽書房 1998 374ｼ
児童生徒に聞かせたい名言1分話 柴山　一郎 学陽書房 2004 374ｼ
児童・生徒の性　１９９６年調査　東京都幼・小・中・
高・心障学級・養護学校の性意識・行動に関する調

東京都幼稚園・小・中・高・心
障性教育研究会

学校図書 1996 367.9ｼﾞ

児童の世紀 エレン・ケイ 冨山房 1979 367.6ｹ
死と生を見すえて　娘あずさへの手紙 吉武　輝子 岩波書店 1996 916ﾖ
品川区行動計画推進会議報告書　第16期 品川区 品川区 2018 FW367ｼ
品川区男女共同参画に関する区民意識･事業所状
況調査報告書　（概要版つき）

品川区男女共同参画セン
ター

品川区男女共同
参画センター

2018 FW367ｼ

シナという名の女 森　瑶子 集英社 1996 913.6ﾓ
死ななくてすむ人間関係の作り方　無理しないで生
きるための心理学

諸富　祥彦 アスペクト 2009 140.4ﾓ

信濃のおんな　上　新装 もろさわ　ようこ 未来社 1989 367.21ﾓ1
信濃のおんな　下　新装 もろさわ　ようこ 未来社 1989 367.21ﾓ2
シニアライフプラン読本　退職後の人生を創造する 川上　健二 近代セールス社 1996 367.7ｶ
死にゃしない！ＯＫ！！ 山本　寛斎 日本実業出版社 2004 914.6ﾔ
死にゆく人たちと共にいて マリー・ド・エヌゼル 白水社 1997 490.15ｴ
死による別れの癒し方　患者と家族の心のケア 森　省二 丸善 1997 490.14ﾓ
死ぬに時あり 浦瀬　さなみ 径書房 1993 492ｳ
死ぬほど大切な仕事ってなんですか　リストラ・職場
いじめ時代に過労死を考える

全国過労死を考える家族の
会  編

教育史料出版会 1997 366.99ｼ

死ぬまでにしておくこと 織田　麗子 三心堂 1995 914.6ｵ



死ぬまでになすべきこと 式田　和子 主婦の友社 1992 367.7ｼ
シネマ女性学 松本  侑壬子 論創社 2000 778.2ﾏ
シネマのなかの臨床心理学 山中  康裕（他）  編 有斐閣 1999 146ｼ
柴犬ロクちゃん物語　女子の自立とこれからの職業 仁保　豊 近代文藝社 1996 377.9ﾆ

私版東京図絵 水上　勉
朝日新聞社出版
局

1996 915.6ﾐ

渋谷ギャル店員ひとりでかじめたアフリカボランティ 栗山　さやか 金の星社 2015 302ｸ

しぶや女性の群像
渋谷地域女性史をつくる会
編

渋谷地域女性史
をつくる会

2007 367.21ｼ

しぶやフォーラム記録集　２０１５ しぶやフォーラム実行委員会
渋谷フォーラム
実行委員会

2016 FW367ｼ

しぶやフォーラム記録集　２０１６
しぶやフォーラム実行委員会
２０１６、渋谷男女平等・ダイ
バーシティセンター　編

渋谷フォーラム
実行委員会２０１
６、渋谷男女平
等・ダイバーシ
ティセンター

2017 FW367ｼ

しぶやフォーラム記録集 ２０１７
しぶやふぉーらむじっこうい
いんかい

渋谷フォーラム
実行委員会2017

2018 FW367ｼ

しぶやフォーラム記録集 ２０１８
しぶやフォーラム実行委員会
2018　編

渋谷フォーラム
実行委員会2018

2019 367ｼ

自分を活かす転職講座　キャリアの社外価値をシュ
ミレーションする

岸　健二　監修 実務教育出版 1999 366.29ｷ

自分を受け入れれば自信がつく　不安を招く心理 加藤　諦三 大和出版 1998 159ｶ
自分を変える心理劇 浜田　駒子 旬報社 1997 146.8ﾊ
自分を変える本　さわやかな女へ リン・ブルーム（他） ＢＯＣ出版部 1993 140ｼﾞ
自分を最高に生かす女の働き方　ライフスタイルと
ワーキングスタイルの調和を求めて

藤原　房子 海竜社 1990 366.3ﾌ

自分を知れば悩みは軽くなる　重荷を背負う心理 加藤　諦三 大和出版 1998 159ｶ
自分を好きになるカウンセリング　セルフ・カウンセリ
ング入門

平野　信喜 日本図書刊行会 1997 146.8ﾋ

自分を好きになる本 パット・パルマー 径書房 1993 934ﾊﾟ
自分を救うセラピー 原田　成志 日本図書刊行会 1997 146.8ﾊ
自分を救うのは自分　セルフセラピー・セルフカウン
セリング入門

平野　信喜 せせらぎ出版 1997 146.8ﾋ

自分を責めるな 加藤　諦三 三笠書房 1996 159ｶ
自分を育てなさい　ステップアップ 大澤　健二 近代文藝社 1995 159ｵ
自分を大切にする生き方のヒント 瀬波　龍 三心堂 1998 159ｾ
自分をどう表現するか　パフォーマンス学入門 佐藤　綾子 講談社 1995 361.4ｻ
自分を伸ばす自己啓発のヒント　成功する頭の使い
方・仕事の進め方

現代ライフネット 大和書房 1996 159ｼﾞ

自分を表現できる文章の書き方 田中  喜美子、和田  好子 毎日新聞社 2000 816ﾀ
自分を掘り起こす生き方 ウエイン・Ｗ．ダイアー 三笠書房 1996 159ﾀﾞ
自分をまもる本　いじめ、もうがまんしない ローズマリー・ストーンズ 晶文社 1995 376.6ｽ
自分を守る労働法Ｑ＆Ａ　雇用に関する不安を解消
し、問題をズバリ解決

布施　直春 ＰＨＰ研究所 1999 366.14ﾌ

自分を磨く女の心わざ　愛・仕事・暮らし 近藤　富枝 海竜社 1990 914.6ｺ
自分が生きる時間 中野　孝次 三笠書房 1996 914.6ﾅ
自分史づくりの手引き 蛭田　敬忠 近代文藝社 1997 816ﾋ
自分史としての婦人教育 婦人教育のあゆみ研究会 ドメス出版 1991 379.46ｼﾞ
自分史の書き方がわかる本　今から始める人のた 森本　剛史 成美堂出版 1997 816ﾓ
自分スタイルのボランティアを見つける本　気負わ
ず、楽しみながら始めたいよくわかる

大勝  文仁、山田  由佳 山と渓谷社 2001 369.7ｵ

自分育て子育て　放送大学に学ぶ 加藤　荘子 日本図書刊行会 1997 914.6ｶ
自分大学に入ろう　週末が愉しみになる実 近江　哲史 実務教育出版 1998 379ｵ
自分だけの部屋 ヴァージニア・ウルフ みすず書房 1988 934ｳ
自分で考える人が成功する　気づくための５０の方 中谷　彰宏 ＰＨＰ研究所 1997 159ﾅ
自分で自分を楽しませる知的な生活　女だからでき
る１６の方法

岸本　葉子 講談社 1996 914.6ｷ

自分でできるカウンセリング　女性のためのメンタ
ル・トレーニング

川喜田　好恵 創元社 1995 146.8ｶ

自分でできる女性のための手と足のツボ 浅井  隆彦
竹内書店新社
雄山閣事業出版

2000 492.75ｱ

自分でできる乳がん手術後のリハビリ　からだをき
たえ、痛みをやわらげるために

ダイアナ・スタン 保健同人社 1997 495.46ｽ

自分でデキル養育費強制執行マニュアル 新川　てるえ ひつじ書房 2004 327.3ｼ
自分で治す不安症・自律神経失調症　心身の不調
を改善する西尾式理療法のすすめ

西尾　繁登三、葭田  敏恵 現代書林 1999 493.73ﾆ



自分でも気づいていない、あなただけの魅力を見つ
ける５４のヒント　（ヴィレッジブックスＰナ１-１）

中山　庸子
ヴィレッジブック
ス

2004 159.6ﾅ

自分にごほうび 落合　恵子 大和書房 1996 914.6ｵ
自分に自信がつくクスリ　森田式健康法ノート 大原　健士郎 三笠書房 1997 493.72ｵ
自分に本当にやさしい生き方　なぜ、無理をしてしま
うのか

藤原　東演 山和出版 1998 159ﾌ

自分に負けないで 結城  なお 健友会 2001 916ﾕ
自分にやさしい働き方しませんか　女が仕事とつき ヤンソン　由美子（他） 学陽書房 1992 366.38ｼﾞ
自分のアイデアを実現する木工レベルアップ術 荒井  章 山海堂 1999 592.7ｱ
自分のある生き方　私が私であるために 加藤　諦三 大和書房 1997 159ｶ
自分のカラを破る仕事術　テンポとリズムがあなた
を変える

内田　政志
日本経営協会総
合研究所

1995 336.47ｳ

自分の木の下で
大江  健三郎  著、大江  ゆ
かり  画

朝日新聞社出版
局

2001 914.6ｵ

自分の仕事・働き方を見つける本　女子学生の就職 杉山　由美子 実務教育出版 1999 366.38ｽ
自分の人生、自分で決める　言うべきことを言う女の
生き方

金　美齢 講談社 1998 159.6ｷ

自分のスタイルを見つける本 浅野　裕子 三笠書房 1998 159.6ｱ
自分の葬儀 萩原　信一郎 大泉書店 1996 385.6ﾊ
自分のために生きていけるということ　寂しくて、退
屈な人たちへ

斎藤　学 大和書房 1997 146.8ｻ

自分のための人生 ウエイン・Ｗ．ダイアー 三笠書房 1996 159ﾀﾞ
自分のための２４時間 川北　義則 三笠書房 1998 159ｶ
自分のちからに気づく本　かくれた可能性がきっとあ アリ・キーフ 大和書房 1998 159ｷ
自分の年金がわかる　知って得する！知らなきゃ損 音川　敏枝　監修 西東社 2004 364.6ｼﾞ
自分ひとりでできるパソコンデータのバックアップ
Ｗｉｎｄｏｗｓ版

傍嶋  恵子 明日香出版社 1999 548.29ｿ

自分らしい最期を生きる　セルフ・スピリチュアルケ 森　清 教文館 2015 490.16ﾓ
自分らしいサヨナラをする方法 新しい葬儀を考える会 ごま書房 1997 385.6ｼﾞ
自分らしい葬儀　生前から考え、準備しておく 碑文谷　創 小学館 1998 385.6ﾋ
自分らしく生き、自分らしく死ぬための哲学入門
ニーチェからギリシャへ遡る人生哲学

梅香　彰 大和書房 1996 114.2ｳ

自分らしく生きる　同性愛とフェミニズム 落合　恵子、伊藤　悟 かもがわ出版 1998 367.97ｵ
自分らしくから始めよう 結城　美恵子、ＳＩＮＣ 風水社 1996 366.38ﾕ
自分らしく仕事をしたいあなたへ　知っておきたいマ
ナーの基本と上手な働き方

山口　一美 大和書房 1993 366.3ﾔ

自分らしく、したたかに　教育讃歌・かんばれ先生 三好　京三 小学館 1995 374.3ﾐ
自分らしく働く派遣スタッフ読本　これ一冊で派遣の
すべてがわかる

中野　麻美　編著
労働教育セン
ター

1992 366.3ﾅ

自分らしさを生きる心理学　女の自己表現・その方 河野　貴代美 海竜社 1996 159.6ｶ
「自分らしさ」を育てるための本 中村　延江 大和書房 1998 146.8ﾅ
自分らしさが愛される　幸せの選択・７つのステップ 田丸　美寿々 大和出版 1996 159.6ﾀ
自閉症だったわたしへ ドナ・ウィリアムズ 新潮社 1993 493.76ｳ
嗜癖する人間関係　親密になるのが怖い アン・ウィルソン・シェフ 誠信書房 1999 493.7ｼ
嗜癖問題と家族関係問題への専門的援助　私的相
談機関における取り組み

副田　あけみ  編著、遠藤
優子  編著

ミネルヴァ書房 1998 368.8ｿ

死別で気づいた生きるヒント　悲しみを支えるための
心理学

山賀　邦子 リヨン社 1998 146.8ﾔ

死別の悲しみに向きあう トーマス・アティッグ 大月書店 1998 141.6ｱ
資本主義と性差別　ジェンダー的公正をめざして 森田　成也 青木書店 1997 367.21ﾓ
資本制と家事労働　マルクス主義フェミニズムの問 上野　千鶴子 海鳴社 1990 367.2ｳ
資本制と父権制 内田　敦 近代文藝社 1996 367.3ｳ
島に吹く風　女たちの昭和 川口　祐二 ドメス出版 1993 916ｶ
市民・住民と自治体のパートナーシップ  第１巻　分
権社会と協働

武藤  博己  編 ぎょうせい 2001 318ｼ1

市民・住民と自治体のパートナーシップ  第２巻　協
働型の制度づくりと政策形成

人見  剛  編、辻山  幸宣  編 ぎょうせい 2001 318ｼ2

市民・住民と自治体のパートナーシップ  第３巻　協
働社会のスケッチ

山岡  義典  編、大石田  久
宗  編

ぎょうせい 2001 318ｼ3

市民と援助　いま何ができるか 松井　やより 岩波書店 1991 333ﾏ
市民のための情報公開法の使い方　イラスト＆図解 畠  基晃 中央経済社 2000 317.6ﾊ
市民福祉の社会学　高齢化・福祉改革・ＮＰＯ 安立　清史 ハーベスト社 1998 369.04ｱ

市民プロデューサーが拓くＮＰＯ世紀
早瀬  昇（他）、大阪ボラン
ティア協会  編

ぎょうせい 2000 335.8ｼ

市民ヘルパーの泣き笑い 栗木　黛子　編著 近代出版 1997 369.26ｸ

事務報告書　平成２５年度
府中市政策総務部総務管理
課　編

府中市 2014 318.5ｼﾞ



事務報告書　平成２６年度
府中市政策総務部総務管理
課　編

府中市 2015 318.5ｼﾞ

事務報告書　平成２７年度
府中市政策総務部総務管理
課　編

府中市 2016 318.5ｼﾞ

事務報告書  平成28年度
府中市行政管理部情報管理
課  編

府中市 2017 318.5ｼﾞ

事務報告書 平成29年度
府中市行政管理部情報管理
課 編

府中市行政管理
部情報管理課

2018 318.5ｼﾞ

事務報告書 平成30年度
府中市行政管理部情報管理
課 編

府中市 2019 318.5ｼﾞ

シモーヌ・ヴェイユ入門 ロバート・コールズ 平凡社 1997 135.5ｺ
シモーヌ・ヴェーユ回想録　20世紀フランス、欧州と
運命をともにした女性政治家の半生

シモーヌ・ヴェーユ
パド・ウィメンズ・
オフィス

2011 289.3ﾍﾞ

シモーヌ・ヴェーユ最後の日々 ジャック・カボー みすず書房 1978 135.9ｶ
死もまた愉し 結城　昌治 講談社 1998 914.6ﾕ
社会教育の紛争と法　大人の特別活動を考える 徳村  烝 阿吽社 2000 379.1ﾄ
社会政策学会年報　第３７集　現代の女性労働と社
会政策

高島　道枝（他）　編 御茶の水書房 1993 364.05ｼ

「社会的うつ病」の治し方　人間関係をどう見直すか
（新潮選書）

斎藤　環 新潮社 2011 493.76ｻ

社会的ひきこもり　終わらない思春期 斎藤  環 ＰＨＰ研究所 1998 367.68ｻ
社会福祉のなかのジェンダー　福祉の現場のフェミ
ニスト実践を求めて

杉本　貴代栄　編著 ミネルヴァ書房 1997 369.25ｽ

社会保障便利事典　平成２３年版 週間社会保障編集部　編 法研 2011 364ｼ
シャキッとしなさいニッポンの親たち 宮本　まき子 主婦の友社 1998 379.9ﾐ
借地借家の書式全集　改訂版　あらゆる場面に対
応する最新の書式と解説  不動産賃貸

西尾　則雄（他） 自由国民社 1999 324.81ｼ

寂聴相談室人生道しるべ 瀬戸内  寂聴 文化出版局 2000 914.6ｾ
写婚妻　花嫁は一枚の見合い写真を手に海を渡っ
ていった

工藤　美代子 ドメス出版 1983 916ｸ

写真記録破られた沈黙　アジアの従軍慰安婦たち 伊藤　孝司　編著 風媒社 1993 916ｲ
写真婚の妻たち　カナダ移民の女性史 真壁　知子 未来社 1983 334.45ﾏ

写真で読むアメリカ心理学のあゆみ
Ｊ．Ａ．ポップルストーン、Ｎ．
Ｗ．マクファーソン

新曜社 2001 140.2ﾎﾟ

写真とイラストで学ぶジェンダーからみた日本女性 ねりま２４条の会　編 明石書店 2005 367.21ｼ
写真のなかの江戸　絵図と古地図で読み解く２０の
都市風景

金行　信輔 ユウブックス 2018 213.61ｶ

借金整理マニュアル自己破産・個人版民事再生の
すべてがわかる本　多重債務の苦しみから抜け出
す方法を徹底解説、人生を立て直したい人、必読の

千川  健一 大和出版 2001 327.3ｾ

シャドウ・ワーク　生活のあり方を問う Ｉ．イリイチ 岩波書店 1998 361.5ｲ
娑婆恋どり　廓女いま、むかし 竹内　智恵子 未来社 1992 384.9ﾀ
ＪＡＰＡＮ　ＣＬＡＳＳ　ニッポンばっかり、ずるいって！ ジャパンクラス編集部　編 東邦出版 2016 302.1ｼﾞ
社労士こうすれば開業できる　改訂版 原　智徳 法学書院 1996 364ﾊ
ジャングルへ行く　医者も結婚もやめて 林　美恵子 スターツ出版 1996 296.2ﾊ
ジャングルで乾杯　医者も結婚も辞めてアマゾンで 林　美恵子 スターツ出版 1996 296.2ﾊ
シャンパーニュの帝国　ヴーヴ・クリコという女の物 ティラー・Ｊ・マッツエオ 中央公論新社 2012 289.3ﾏ
上海へ渡った女たち 西沢　教夫 新人物往来社 1996 281.04ﾆ
上海美人の胸のうち　変貌する中国、変身する中国 ウェイニー ベストセラーズ 1996 914.6ｳ
自由 アウンサン・スーチー 集英社 1991 934ｱ
自由への入門 コリーヌ・ブレ　編著 ウェーブ出版 1997 914.68ｼﾞ
宗教・人権・憲法学 芦部　信喜 有斐閣 1999 323.01ｱ
従軍慰安婦　元兵士たちの証言 西野　留美子 明石書店 1992 916ﾆ
従軍慰安婦 吉見　義明 岩波書店 1995 210.75ﾖ

従軍慰安婦をめぐる３０のウソと真実
吉見　義明  編著、川田  文
子  編著

大月書店 1997 210.75ﾖ

従軍慰安婦・慶子　死線をさまよった女の証言 千田　夏光 恒友出版 1995 916ｾ
従軍慰安婦資料集 吉見　義明　編 大月書店 1992 210.75ﾖ
従軍慰安婦と十五年戦争　ビルマ慰安所経営者の 西野　留美子 明石書店 1993 916ﾆ
従軍慰安婦にされた少女たち 石川　逸子 岩波書店 1993 916ｲ
従軍慰安婦のはなし　十代のあなたへのメッセージ 西野　留美子 明石書店 1993 210.75ﾆ

従軍慰安婦１１０番　電話の向こうから歴史の声が
従軍慰安婦１１０番編集委員
会  編

明石書店 1992 916ｼﾞ

従軍慰安婦問題と性暴力 鈴木　裕子 未来社 1993 210.75ｽ
１５人の新鋭女流作家による恋愛短編小説 柊  綾（他） 愛知出版 2001 913.6ｼﾞ
十五年めのおくりもの　戦争と友情の物語 柴山　一郎　著　村田　収 金の星社 1997 374ｼ
１５分で作れる野菜の遅ごはん　遅く帰っても大丈 ほりえ　さちこ 家の光協会 2009 596.3ﾎ
１３歳からの「恋とからだ」ノート　女の子のための 早乙女　智子 新講社 2005 367.6ｻ



13歳のハローワーク 村上　龍　著　はまの　ゆか 幻冬舎 2003 366.29ﾑ
１３の揺れる想い　在日コリアン二世・三世の現在 金井　靖雄 麦秋社 1997 316.81ｶ
自由自在に使えるカット＆イラスト集　Ｗｉｎｄｏｗｓも
Ｍａｃｉｎｔｏｓｈも対応

成美堂出版編集部 成美堂出版 2006 727ｼﾞ

就職活動のマル新ルールマル超ルール 吉野  秀 エール出版社 2000 336.42ﾖ
就職できない　そのとき、あなたの子供は大丈夫か
就職難時代を親子で乗り切るサバイバルガイド

上田  晶美､細田  咲江 角川書店 2001 377.9ｳ

就職・無職・転職　まだ見ぬ自分を信じて 福島　敦子 ＰＨＰ研究所 1995 914.6ﾌ
習俗打破の女たち 堀場　清子 ドメス出版 1998 367.21ﾎ
10代からのセイファーセックス入門　子も親も先生も
これだけは知っておこう（プロブレムQ&A）

堀口　貞夫（他） 緑風出版 2005 367.9ｼﾞ

１０代の心の病はこうなおす 墨岡  孝 双葉社 2000 493.93ｽ

10代の脳　反抗期と思春期の子どもにどう対抗する
か

フランシス・ジェンセン、エイ
ミー・エリス・ナット（著）　野中
香方子（訳）

文藝春秋 2015 491.371ｼﾞ

自由と開放へのあゆみ　松本員枝聞き書き 松本員枝聞き書きの会 ドメス出版 1980 367.21ｼﾞ
姑はつらいよ　お嫁さん、今にわかるこの気持ち 西川　勢津子　編著 ＰＨＰ研究所 1990 367.3ｼ
十七歳 井上　路望 ポプラ社 1999 916ｲ
１２歳からの心理学 多湖　輝 新講社 2011 159ﾀ
自由に楽しむ俳句　実作の基本から秀句鑑賞まで、
やさしく解説

大串  章 日東書院 1999 911.3ｵ

１２のルビー　ビルマ女性作家選 マウン・ターヤ　編 段々堂 1996 929.8ﾏ
収納アイデアの便利帳　超カンタン　お金かけない、
出し入れ自在、広く暮らせる３１１項

ホームライフセミナー  編 青春出版社 1995 597ｼ

収納整理ストレスから救われる本 近藤　典子　監修 主婦の友社 1997 597ｺ
自由の国の女たち　（世界の女性史５　フランスⅡ） 木村　尚三郎　編 評論社 1975 367.2ｼﾞ
重箱のすみ 金井　美恵子 講談社 1998 914.6ｶ
週末ガーデナーになる　Ｖｏ１．１（１９９７秋・冬）　こ
ころの庭に花を咲かせて

集英社　編 集英社 1997 620ｼ1

十四歳　見失う親消える子供たち 井田　真木子 講談社 1998 916ｲ

１４歳・心の風景
ＮＨＫ１４歳・心の風景プロ
ジェクト  編

日本放送出版協
会

1998 371.45ｼﾞ

１４歳の私が書いた遺書　いじめ被害少女の手記 原　くるみ 河出書房新社 1997 916ﾊ
修理のこつ　イラスト版　子どもとマスターする５４の
生活技術

三浦　基弘  編、飯田  朗  編 合同出版 1997 590ﾐ

重力と恩寵 シモーヌ・ヴェイユ 筑摩書房 1995 135.5ﾍﾞ
秋麗　家庭内別居３４年の答え 吉武　輝子 ケイエスエス 1998 367.3ﾖ
十六年の春秋　婦選獲得同盟の歩み 児玉　勝子 ドメス出版 1990 314.82ｺ
手記ありがとう、赤ちゃん　６０歳初出産の物語 影山  百合子 光文社 2002 916ｶ
儒教と負け犬 酒井　順子 講談社 2009 914.6ｻ

祝！できちゃった結婚　改訂最新版
宇仁田　ゆみ、　高清水　美
音子

メディアファクト
リー

2009 367.4ｳ

熟年からの心と体の健康学 荻野　薫子（他） 中央法規出版 1995 493.18ｼﾞ
熟年のための法律入門　相続・遺言から成年後見
制度まで

渥美  雅子 岩波書店 2000 324.6ｱ

熟年離婚している場合か！　（角川SSC新書　003） 井戸　美枝
角川SSコミュニ
ケーションズ

2007 367.4ｲ

熟年離婚の相談室　改訂版 岡野　あつこ
シーアンドアー
ル研究所

2010 367.4ｵ

熟眠ブック 長谷川　和夫 ごま書房 1997 498.36ﾊ
受験期の息子 久田　恵 晶文社 1994 914.6ﾋ
主人ということば　女からみた男の呼び方 福田　真弓　編著 明石書店 1993 367.2ﾌ
ジュスマ・マンシェルさん物語　インドネシア母系社
会に生きた日本人女性

田中　寿美子、前田  俊子 ドメス出版 1991 916ﾀ

シュタイナー・音楽療法 カロリン・フィッサー イザラ書房 2014 146.8ﾌ
シュタイナー教育を考える　自由への教育を求めて 子安　美知子 学陽書房 1996 371.5ｺ
シュタイナー再発見の旅　娘とドイツ 子安　美知子 小学館 1997 371.5ｺ
出産ってやつは　あたしたちは聖母だ 田島　みるく ＰＨＰ研究所 1996 598.2ﾀ
出産と身体の近世 沢山　美果子 勁草書房 1998 385.2ｻ
出産の文化人類学　増補改訂版　儀礼と産婆 松岡　悦子 海鳴社 1991 385.2ﾏ
出産力　「いつかは赤ちゃんが欲しい」あなたへ愛と
勇気のメッセージ

雪野　智世 主婦と生活社 2008 598.2ﾕ

出生率はなぜ下がったか　ドイツの場合 Ｅ．ベック・ゲルンスハイム 勁草書房 1992 367.3ﾍﾞ
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　（他） 中央法規出版 2007 369.4ｼ

出版女性史　出版ジャーナリズムに生きる女性たち 池田  恵美子  編著
世界思想社教学
社

2001 023.1ｲ



出版倫理とアジア女性の人権　タイ買春読本抗議・
裁判の記録

タイ女性の友  編 明石書店 2000 023.8ｼ

種の起原をもとめて　ウォーレスのマレー諸島探検 新妻　昭夫
朝日新聞社出版
局

1997 467.5ﾆ

主婦ー再出発への設計図 藤井　治枝 ミネルヴァ書房 1984 367.3ﾌ
主婦　　忘れられた労働者 レイ・アンドレ 勁草書房 1993 367.3ｱ
主夫を選んだ八人の男たち 宮内　克代 メトロポリタン 1998 367.3ﾐ
主婦を魅する新宗教 いのうえ　せつこ 谷沢書房 1988 169.1ｲ
主婦が動き始めた　ゆらぐ有職主婦とはずむ専業主
婦、二つの主婦たちの熱い論争が始まった

女性ライフデザイナーズ・グ
ループ  編

東急エージェン
シ

1989 367.3ｼ

主婦が輝くとき 冨士谷　あつ子 駸々堂出版 1984 367.3ﾌ
主婦が変わる時 樋口　恵子 海竜社 1987 367.3ﾋ
主婦が知らないとヤバイ料理の基本とコツ　（333項 武藤　裕子（監修） 秀和システム 2017 596ｼ
主婦が大学にゆくとき 松田　敏子 ドメス出版 1994 379.46ﾏ
主婦からスペシャリストへ　あこがれ職も夢じゃない 木村　もちこ ディーエイチシー 1997 366.29ｷ
主婦こそ夢の自由業 長沢　信子 共同通信社 1986 914.6ﾅ
主婦再生　自分と向きあう１０の講座 石川  結貴 本の時遊社 2001 367.3ｲ
主婦ストレス　誰もわかってくれない ふっきれる人、
ふっきれない人

主婦の友編集部　編 主婦の友社 1999 367.3ｼ

主婦だから取れるライセンス ＪＫプランニング　編 自由国民社 1997 366.29ｼ
主婦たちがつくったミニ・デイサービス　コスモスの
家よいとこ一度はおいで

渡辺　ひろみ 自治体研究社 1997 369.26ﾜ

主夫っていいかも　男らしさのしがらみを超えて、気
楽に元気に生きる本

藤岡　良 彩流社 1999 590.4ﾌ

主婦とサラリーマンのための経済学 朝日新聞経済部 朝日新聞社 2000 331ｼ
主婦とジェンダー　現代的主婦像の解明と展望 国広  陽子 尚学社 2001 367.3ｸ
主夫と生活 マイク・マグレディ 学陽書房 1995 367.3ﾏ
主婦と呼ばないで こみやま　たみこ エヌティティ出版 1997 007.6ｺ
主婦とは何か　増補改訂版 生活科学調査会　編 ドメス出版 1986 367.3ｼ
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 2017 590.4ﾅ
主婦の再就職ノート 金谷　千慧子（他） 創元社 1986 366.3ｼ
主婦の誕生 アン・オークレー 三省堂 1986 367.3ｵ
主婦の復権 林　道義 講談社 1998 367.3ﾊ
主婦の復権はありうるか 田中　喜美子 社会思想社 1999 367.3ﾀ
主婦の文章修業　実践編 渡辺　弘子 日本評論社 1993 914.6ﾜ
主婦論争を読む　１　全記録 上野　千鶴子　編 勁草書房 1986 367.3ｳ1
主婦論争を読む　２　全記録 上野　千鶴子　編 勁草書房 1988 367.3ｳ2
主婦はつくられる 武田　京子（他）　編 汐文社 1987 367.3ｼ
シュミット夫人たちの戦争　第二次世界大戦のドイツ コリン・タウンゼンド（他） 近代文藝社 1995 946ﾀ
樹木葬を知る本　花の下で眠りたい 千坂　げん峰、井上　治代 三省堂 2005 385.6ｼﾞ
修羅の棲む家 西館　好子 はまの出版 1998 916ﾆ
シュレーディンガーの猫　パラドックスを生きる 小倉　千加子 いそっぷ社 2005 367.1ｵ
淳 土師　守 新潮社 1998 916ﾊ
純愛コンプレックス　どう愛すればいいのか 上村　くにこ 大和書房 1993 914.6ｳ
旬を食べる 永山　久夫 保育社 1995 498.52ﾅ
瞬間リラックス　心と体に効く驚異のリラックス法１０ ポール・ウィルソン 河出書房新社 1997 498.3ｳ
女医が乳がんになったとき 小倉　恒子 創樹社 1997 916ｵ
生涯一度は行きたい春夏秋冬の絶景駅１００選　そ
こにしかない、その季節にしか見られない日本の鉄
道風景がある

越　信行 山と渓谷社 2017 291.09ｺ

生涯学習　おもしろくなき世をおもしろ 千　宗室　編 教育出版 1996 379ｾ
生涯学習時代の社会教育をつくる 月刊社会教育編集部  編 国土社 1995 379ｼ
生涯学習事典　増補版 日本生涯教育学会　編 東京書籍 1992 379.03ｼ
生涯学習と社会参加　おとなが学ぶことの意味 佐藤　一子 東京大学出版会 1998 379ｻ
生涯現役時代の雇用政策 清家  篤  編著 日本評論社 2001 366.2ｾ
障害者の地球旅行案内 おそど　まさこ 晶文社 1996 369.27ｵ
小学・中学・高校生 早乙女　勝元 新潮社 1985 914.6ｻ
しょうがで体温を１度あげる　やせる。元気になる。
しょうが生活のすすめ

石原　新菜 主婦の友社 2016 498.583ｲ

上機嫌の本 佐藤　愛子 ＰＨＰ研究所 1992 914.6ｻ

証言－強制連行された朝鮮人軍慰安婦たち
韓国挺身隊問題対策協議会
挺身隊研究会

明石書店 1993 916ｼ

証言記録従軍慰安婦・看護婦　戦場に生きた女の 広田　和子 新人物往来社 1985 210.75ﾋ

小公女　（こども世界名作童話１）
バーネット　作、立花えりか
文、中島　潔　絵

ポプラ社 1987 933ﾊﾞ

詳細ＨＴＭＬ基本活用辞典　最新ＨＴＭＬタグ＆スタイ
ルシート 最新プラウザ ｉモード

ノマド・ワークス  編 新星出版社 2000 547.48ｼ



少子化をのりこえたデンマーク 湯沢  雍彦  編著
朝日新聞社出版
局

2001 367.3ﾕ

少子化対策が日本をダメにする 和田　秀樹 グラフ社 2007 334.31ﾜ
少子化と人口減少社会を考える 厚生省大臣官房　監修 ぎょうせい 1998 334.31ｼ
少子・高齢化時代の女性活用　男女雇用機会均等
対策基本方針の解説

厚生労働省雇用均等・児童
家庭局  編

労働調査会 2001 366.31ｼ

少子高齢化と現役世代の活性化 野村総合研究所 野村総合研究所 2000 302ｼ
少子高齢化ニッポン　大胆予測これからどうなる 舛添　要一 ＰＨＰ研究所 1999 334.31ﾏ
少子高齢社会の見えない格差　ジェンダー・世代・
階層のゆくえ

白波瀬　佐和子 東京大学出版会 2005 334.31ｼ

少子社会への１１人の提言　子育て支援の方法と実 ニッセイ基礎研究所  編 ぎょうせい 2000 369.4ｼ
少子社会カルテ　その現状と課題 横浜市企画局　編 ブレーン出版 1997 334.31ｼ
少子社会と自治体　新たな子育て支援システムの
模索と構築

平山　宗宏 日本加除出版 2002 369.4ﾋ

使用者のための労働法
東京都労働相談情報セン
ター　編

東京都労働相談
情報センター

2012 366.2ｼ

症状からさぐる女性の病気逆引き事典 対馬　ルリ子　監修 婦人画報社 1998 495ﾂ
少女小説から世界が見える　ペリーヌはなぜ英語が
話せたか

川端　有子 河出書房新社 2006 909ｶ

少女たちと学ぶセクシュアル・ライツ 原田　瑠美子 柘植書房新社 1997 367.99ﾊ
「少女」と「老女」の聖域 江黒　清美 學藝書林 2012 910.26ｴ
少女買春をなくしたい　タイ北部ＮＧＯの小さな挑戦 稲垣　三千穂 青木書店 1996 368.4ｲ
少女売春供述調書　いま、ふたたび問いなおされる
家族の絆

大治　朋子 リヨン社 1998 368.4ｵ

少女マギー　南アフリカアパルトヘイトをのりこえて 吉田　ルイ子 ポプラ社 1996 916ﾖ
少女マンガの表現機構　　ひらかれたマンガ表現史
と「手塚治虫」

岩下　朋世 ＮＴＴ出版 2013 726.1ｲ

少女物語 宮迫　千鶴 筑摩書房 1990 914.6ﾐ
少女よ、大志を抱け 谷村　志穂 講談社 1993 914.6ﾀ
上手な老い方　空の巻　サライ・インタビュー サライ編集部　編 小学館 1998 914.68ｼﾞ
上手な食品の保存術 佐藤　順子　監修 三省堂 1993 596ｻ
上手に気持ちを伝える５０のレッスン 外山　海彦 ベストセラーズ 1998 914.6ｿ
小説家夏目漱石 大岡　昇平 筑摩書房 1992 910.26ｵ
小説家・ライターになれる人、なれない人　あなたが
書けない本当の理由

スーザン・ショフネシ 同文書院 1998 901.30ｼ

正倉院宝物　１８１点鑑賞ガイド（とんぼの本） 杉本　一樹 新潮社 2016 702.135ｽ

小・中学生のスポーツ栄養ガイドブック 石井  惠子（他）
女子栄養大学出
版部

2000 780.19ｼ

象徴としての女性像　ジェンダー史から見た家父長
制社会における女性表像

若桑  みどり 筑摩書房 2000 367.2ﾜ

詳伝シモーヌ・ヴェイユ　１　１９０９年－１９３４年 シモーヌ・ベトルマン 勁草書房 1978 135.5ﾍﾞ1
詳伝シモーヌ・ヴェイユ　２　１９３４年－１９４３年 シモーヌ・ベトルマン 勁草書房 1978 135.5ﾍﾞ2
聖徳太子　上 梅原　猛 小学館 1989 288ｳ1
聖徳太子　下 梅原　猛 小学館 1989 288ｳ2
小児科医がみた日本の母親・世界の母親 諏訪  迪子 悠飛社 2001 493.9ｽ
情熱の女流昆虫画家　メーリアン波乱万丈の生涯 中野　京子 講談社 2002 723.3ﾅ
少年期　母と子の４年間にわたる手紙 波多野　勤子 学陽書房 1996 371.45ﾊ
少年事件を考える　女・子供の視点から 兼松　左知子（他） 朝日新聞社 1989 368ｼ
少年事件報道と法　表現の自由と少年の人権 田島　泰彦  編、新倉  修  編 日本評論社 1999 070.15ｼ
少年犯罪の風景　親子の法廷で考えたこと 佐木　隆三 東京書籍 1999 368.7ｻ
少年保護事件と少年法 八塩　弘二 明石書店 1999 327.8ﾔ
上品な英会話　下品な英会話 グレン・サリバン 朝日新聞出版 2010 837.8ｻ
上品な話し方　人をひきつけ自分を活かす 塩月　弥栄子 光文社 1995 809.4ｼ
娼婦 アラン・コルバン 藤原書店 1994 367ｺ
丈夫な骨づくり　骨粗鬆症予防のために 福永　仁夫　監修 山陽新聞社 1997 491ﾌ
情報公開法解説 北沢　義博、三宅　弘 三省堂 1999 317.6ｷ
情報社会を生きる女たち　コミュニケーションの視点
から

岩男　寿美子  編、武長  脩
行  編

日本放送出版協
会

1991 367.21ｲ

しょうぼうしゃのダッシュくん デイビッド・ワトビッツ　作・絵 ＰＨＰ研究所 2007 930ﾜ
情報リテラシ  第3版 佐藤  章、神沼  靖子 共立出版 2000 007.3ｻ
賞味期限のウソ　食品ロスはなぜ生まれるのか（幻
冬舎新書いー２７－１）

井出　留美 幻冬舎 2016 498.54ｲ

小六法　平成８年版　付属資料：補遺２２Ｐ 塩野　宏（他）　編 有斐閣 1995 320.91ｼ
昭和・あの時・あの人　女性報道写真家第一号・笹
本恒子写真集

笹本　恒子 ＴＢＳブリタニカ 1990 748ｻ

昭和史のおんな 澤地　久枝 文藝春秋 1986 367.2ｻ1
昭和史のおんな　続 澤地　久枝 文藝春秋 1986 367.2ｻ2
昭和世相史　記録と年表でつづる世相と事件 原田　勝正　編 小学館 1989 210.7ﾊ



昭和戦前・戦中期の農村生活　雑誌「家の光」にみ 板垣　邦子 三嶺書房 1992 611ｲ
昭和文学の女たち 尾形　明子 ドメス出版 1986 910.26ｵ
昭和遊女考 竹内　智恵子 未来社 1989 384.9ﾀ
ジョーシキ一本釣り 玖保　キリコ 角川書店 1997 914.6ｸ
ショーネン記　カアちゃんも１８年間かんがえた 下田　治美 三五館 1996 914.6ｼ

食事でカルシウムをとる　骨粗鬆症を防ぐために 女子栄養大学出版部  編
女子栄養大学出
版部

1992 596ｼ

食事でカロチンをとる　がんを防ぐために 女子栄養大学出版部  編
女子栄養大学出
版部

1992 596ｼ

食事で鉄分をとる　貧血を防ぐために 女子栄養大学出版部  編
女子栄養大学出
版部

1991 596ｼ

食卓のない家 円地　文子 読売新聞社 1997 913.6ｴ
食のモノサシ選ぶコツ　インスタントラーメンからミネ
ラルウォーターまで

若村　育子 晶文社出版 1998 588ﾜ

職場いじめから身を守る法 設楽　清嗣　監修 成星出版 1999 366.4ｼ
職場うつの人々　産業看護師・まるたま先生のココ
ロの処方箋

おぐら　なおみ　著、田中　町
枝　原案

アルファポリス 2012 498.8ｵ

職場を生き抜く法　仕事がおもしろくなる８５のヒント 秋葉　ふきこ（他） リヨン社 1997 336.4ｼ
職場ストレス増大時代のメンタルケア読本　社員の
心のトラブルにどう対応するか

野原　蓉子 実務教育出版 1997 366.99ﾉ

職場における女性の能力発揮促進マニュアル　第１
３版　～ポジティブ・アクション実践プログラム～

東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2017 FW367ｼ

職場における女性の能力発揮促進マニュアル　第１
３版　～ポジティブ・アクション実践プログラム～

東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2017 FW368ｼ

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  監修

労働調査会 2001 366.3ｼ

職場に笑いのウズをよぶ本　ＣＯＦＦＥＥ　ＢＲＥＡＫ
ＢＯＯＫ １５０連発 笑い

全国ホンネ公募委員会  撰、
昇  幹夫  撰

かんき出版 1998 914.68ｼ

職場の女性１１０番　Ｑ＆Ａ知っておきたい働く女性 職場の女性問題研究会  編 民事法研究会 1996 366.38ｼ
職場類型と女性のキャリア形成　　増補版 脇坂　明 御茶の水書房 1998 366.38ﾜ
植民地台湾の日本女性生活史  ３  昭和編  上 竹中  信子 田畑書店 2001 367.2ﾀ3
植民地台湾の日本女性生活史  4  昭和編  下 竹中  信子 田畑書店 2001 367.2ﾀ4
処刑のボレロ　コンドーム連続殺人 龍野　愛利 明窓出版 1996 913.6ﾀ
女工哀史 細井　和喜蔵 岩波書店 1989 586ﾎ
助産婦さんに聞いたいのちにやさしいお産　性の解
放を願って女から女へ

駒井　秀子 自然食通信社 1996 495.9ｺ

助産婦の戦後 大林　道子 勁草書房 1990 495ｵ
女子栄養大学のダイエットレシピ　しっかり食べてキ
レイにやせる

川端　輝江　（他）著、香川
芳子　監修

幻冬舎ルネッサ
ンス

2012 498.58ｶ

女子会「憲法」サークル 近藤　三津枝 ＰＨＰ研究会 2013 323.14ｺ
女子学生興国論 池井　優 共同通信社 1991 377.9ｲ

女子学生の職業意識
神田  道子  編、女子教育問
題研究会  編

勁草書房 2000 377.9ｼﾞ

女子割礼　因習に呪縛される女性の性と人権 フラン・Ｐ．ホスケン 明石書店 1993 367.2ﾎ
女子教育事始 小河　織衣 丸善 1995 372.1ｵ
女子高生コンクリート詰め殺人事件　彼女のくやしさ
がわかりますか

おんな通信社　編 社会評論社 1995 327.7ｼﾞ

女子高育ち　（ちくまプリマー新書） 辛酸　なめ子 筑摩書房 2011 367.6ｼ
女子差別撤廃条約　国際化の中の女性の地位 国際女性の地位協会  編 三省堂 1990 367.2ｼﾞ
女子差別撤廃条約注解 国際女性の地位協会  編 尚学社 1992 367.2ｼﾞ
女子差別撤廃条約名訳コンクール入選作品集
（「女子差別撤廃条約」採択２０周年記念出版）

北九州市立女性センター　編
北九州市立女性
センター

1999 367ｼﾞ

女子大生のための文章作法 山本　茂 ビジネス社 1997 816ﾔ
女子と貧困　乗り越え、助け合うために 雨宮　処凛 かもがわ出版 2017 367.21ｱ
女子マラソン　どうして強くなったの 宇佐美　彰朗 筑摩書房 1996 782.3ｳ
女女格差 橘木　俊詔 東洋経済新報社 2008 367.21ﾀ
女子理学教育をリードした女性科学者たち　黎明
期・明治期後半からの軌跡　（日本女子大学叢書１

日本女子大学理学教育研究
会　編

明石書店 2013 407ｼﾞ

女子労働と労働市場構造の分析 ホーン・川嶋　瑶子 日本経済評論社 1985 366ﾎ

女子労働の新時代　キャッチ・アップを超えて
雇用促進事業団雇用職業総
合研究所  編

東京大学出版会 1987 366.38ｼﾞ

女子労働法制　現代労働法学の課題 山本　吉人 一粒社 1987 366.1ﾔ
女性アーティストの肖像 松本　路子 河出書房新社 1995 702.8ﾏ

女性・怒りが開く未来
メアリー・ヴァレンティス、ア
ン・ディヴェイン

現代書館 1996 141.6ﾊﾞ

女性生き生き事典　かしこく生きる法律案内 渥美　雅子　編著 東京書籍 1997 324ｱ
女性映画がおもしろい　2006年版　別冊女性情報
（シネマライブラリーＶｏｌ.4）

後藤田　千栄子（他）
パド・ウィメンズ・
オフィス

2006 778.2ｼﾞ



女性への十七の手紙　　＊文庫版 犬養　道子 中央公論社 1998 914.6ｲ
女性への十七の手紙 犬養　道子 中央公論社 1991 914.6ｲ
女性への暴力　アメリカの文化人類学者がみた日
本の家庭内暴力と人身売買

シャーマン・Ｌ．バビオー 明石書店 1996 367.21ﾊﾞ

女性への暴力　妻や恋人への暴力は犯罪 いのうえ  せつこ 新評論 2001 367.3ｲ

「女性を活かす」会社の法則 植田　寿乃
日本経済新聞出
版社

2007 336.4ｳ

女性を活かす職場の法律Ｑ＆Ａ　雇用機会均等・
コース別人事・育児休業・パート・派遣

石井　妙子（他） 三協法規出版 1995 366.38ｲ

女性を活用する国、しない国　（岩波ブックレット７９ 竹信　美恵子 岩波書店 2010 367.21ﾀ
女性を活用できない会社に未来はない！ 角　直紀、銅伝　由香 講談社 2008 336.4ｽ

女性を消去する文化 越智　和弘
鳥影社・ロゴス
企画部

2005 367.23ｵ

女性を捏造した男たち　ヴィクトリア時代の性差の科 シンシア・イーグル・ラセット 工作舎 1994 491.35ﾗ
女性をめぐる職場の法律　＊事典 込田　晶代 中央経済社 1997 366.38ｺ
女性をめぐる暴力　フォーラム記録集　生き延びる
ためのプログラム

アミティを学ぶ会　編 かりん舎 2004 367.2ｼﾞ

女性が生きる、女性を生きる　早稲田大学人権講座 岡村　遼司　編 明石書店 1998 367.21ｵ
女性解放運動のさきがけ新婦人協会の研究（第2
号）　女性の歴史研究会会誌第2号

女性の歴史研究会
女性の歴史研究
会

2001 FW367ｼﾞ

女性解放思想史 水田　珠枝 筑摩書房 1994 367.2ﾐ
女性解放という思想 江原　由美子 勁草書房 1985 367.2ｴ
女性解放の構図と展開　自分史からの探究 一番ケ瀬　康子 ドメス出版 1989 367.2ｲ
女性解放の思想家たち 山田　洸 青木書店 1987 367ﾔ
女性解放の思想と行動　戦後編 田中　寿美子　編 時事通信社 1975 367.2ﾀ

女性が映画をつくるということ 高野  悦子
朝日新聞社出版
局

2000 778.04ﾀ

女性が会社をつくるとき　私たちにも翔べた 今野　由梨、大河原  愛子 東洋経済新報社 1995 335.13ｺ
女性が変える生活と法　男女共同参画社会をめざし 佐々木  静子  編著 ミネルヴァ書房 2000 367.21ｼﾞ
女性が輝く東京　誰もが自分らしく暮らせる社会を築
くために

東京都生活文化局　編
東京都生活文化
局

2017 FW367ｼﾞ

女性が輝く東京　誰もが自分らしく暮らせる社会を築
くために

東京都生活文化局　編
東京都生活文化
局

2017 FW367ｼﾞ

女性科学者２１世紀へのメッセージ 湯浅　明  編、猿橋  勝子  編 ドメス出版 1996 404ﾕ

女性学　＊日本女性学会誌創刊号
日本女性学会学会誌編集委
員会  編

日本女性学会 1992 367.1ｼﾞ

女性学　Ｖｏｌ．４
日本女性学会学会誌編集委
員会  編

日本女性学会 1996 367.1ｼﾞ

女性学　改訂版　人間らしく生きるために 佐藤　延子（他） 尚学社 1999 367.1ｼﾞ
女性学への招待　新版　変わる／変わらない女の 井上　輝子 有斐閣 1997 367.1ｲ
女性学へのプレリュード　女性・人間・社会 佐瀬　一男（他） 北樹出版 1995 367.2ｼﾞ
女性学概論 山口　真  編、山手  茂  編 亜紀書房 1987 367.2ﾔ
女性学キーナンバー 犬伏  由子（他）  編 有斐閣 2000 367.21ｼﾞ
女性学教育／学習ハンドブック　新版　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・ジェ
ンダー研究会  編著

有斐閣 1999 367.1ｼﾞ

女性学教育の挑戦　理論と実践 渡辺  和子（他）  編著 明石書店 2000 367.1ｼﾞ
女性学研究　第１号 　ジェンダーと性差別 女性学研究会　編 勁草書房 1990 367.1ｼﾞ1
女性学研究　第４号 　女性がつくる家族 女性学研究会　編 勁草書房 1996 367.1ｼﾞ4
女性学男性学　ジェンダー論入門 伊藤　公雄 有斐閣 2002 367.1ｼﾞ
女性学という異文化体験　ウーマン・カレッジｉｎ新潟 金井　淑子　編 明石書店 1992 367.2ｶ
女性学とその周辺 井上　輝子 勁草書房 1980 367.1ｲ
女性学入門　女性研究の新しい夜明け 冨士谷　あつ子　編 サイマル出版会 1986 367.2ﾌ
女性学年報  第２２号　渡辺和子追悼集  ネットワー
キングの２０年

日本女性学研究会  編 松香堂 2001 367ｼﾞ22

女性学のエチカ　心が心に語る 川中  なほ子、伊藤  春樹 南窓社 2001 367.1ｶ
女性学の挑戦　家父長制・ジェンダー・身体性へ 金井　淑子 明石書店 1997 367.1ｶ
女性学ブックガイド　青鞜からフェミニズムまで 女性学研究所　編 至文堂 1988 367.2ｼﾞ
女性が５年働いたら読む本　悩みをふっきり自分を
生かす１５０のアドバイス

野原　蓉子 実務教育出版 1999 159.4ﾉ

女性が知っておくべきビジネスのオキテ
パット・ハイム、スーザン・K・
ゴラント（著）　坂東　智子

ディスカバー・
トゥエンティワン

2014 336.49ﾊ

女性が自分の会社をつくるとき　女性のための企業
家支援システム小さな会社のつくり方

ＷＷB／ジャパン、安藤  起
子

オーエス出版 1993 159ｱ

女性がストレスを感じたとき読む本　２０代にどんな
自分をつくるのか

鴨下　一郎 大和書房 1990 159ｶ

女性化する福祉社会 杉本　貴代栄 勁草書房 1997 369.25ｽ
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 1996 367.2ｼ



女性活躍及びワーク・ライフ・バランスに関する墨田
区内事業所調査報告書　概要版

墨田区 墨田区 2017
FW366.7
ｼﾞ

女性がのむクスリ　ライフサイクルと気になる症状 小尾　俊一　編 講談社 1996 495ｵ
女性が働く社会 篠塚　英子 勁草書房 1995 366.38ｼ
女性が働くとき　保護と平等と 大羽　綾子（他）　編 未来社 1984 366.3ｵ
女性が学ぶ社会心理学 宗方　比佐子（他）  編著 福村出版 1996 361.4ｼﾞ
女性が憂鬱から立ち直るためのヒント集 竹田　まゆみ 汐文社 1997 159.6ﾀ
女性管理職のＦＡＱ（エフエーキュー） 森本　千賀子 朝日新聞出版 2013 336.3ﾓ
女性関連施設に関する調査研究　平成２７年度　地
域における女性の活躍推進実践ガイドブック

国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2016 FW367ｼﾞ

「女性関連施設に関する調査研究」報告書　女性関
連施設の災害関連事業に関する調査報告書・事例

国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2013 FW367ｼﾞ

女性関連法データブック　条約・勧告・宣言から国内
法まで

国際女性の地位協会  編 有斐閣 1998 367.1ｼﾞ

女性起業家
山崎　康弘　著　木越　由美
子　写真

アップフロント
ブックス

2002 335.35ﾔ

女性起業家たち　ビジネス社会を変えるニューパ 田村　真理子 日本経済新聞社 1995 335.13ﾀ
女性起業の完璧マニュアル 横浜市女性協会　編 日経事業出版 1995 335.4ｼﾞ

女性記者　新聞に生きた女たち 春原　昭彦（他）  編著
世界思想社教学
社

1993 070.28ｼﾞ

女性技術者の現場 中川　靖造 学習研究社 1996 366.38ﾅ

女性経営者に学ぶ　企業経営の新たな視点
国民金融公庫総合研究所
編

中小企業リサー
チセンター

1997 335ｼﾞ

女性経営者の時代 小松　満貴子　編著 ミネルヴァ書房 1988 335.13ｺ
女性研究者の可能性をさぐる ＪＡＩＣＯＷＳ　編 ドメス出版 1996 404ｼﾞ

女性研究の展望と期待
沖縄国際大学公開講座委員
会  編集

那覇出版社 1996 360ｼﾞ

女性検診がよくわかる本　かわいい体は自分で守 対馬　ルリ子 小学館 2006 495..2ﾂ
女性語辞典 真下　三郎　編 東京堂出版 1994 813ﾏ
女性作家シリーズ　１ （野上彌生子／円地文子／幸
田文）　海神丸、女坂、黒い裾

野上　彌生子（他） 角川書店 1998 913.68ｼﾞ1

女性作家シリーズ　１０　（曽野綾子／津村節子）
賛美する旅人、白百合の崖

曽野　綾子、津村　節子 角川書店 1999 913.68ｼﾞ

女性作家シリーズ　２３　現代秀作集　遅い目覚めな
がらも,百円の会,オンリー達 （他）

阿部　光子（他） 角川書店 1999 913.68ｼﾞ

女性作家シリーズー  ２４  現代詩歌集　俳句・短
歌・詩

中村  苑子（他）  撰 角川書店 1999
913.68ｼﾞ
24

女性雑誌を解読する　日・米・メキシコ比較研究 井上　輝子、女性雑誌研究 垣内出版 1989 050ｲ
女性雑誌に住まいづくりを学ぶ　大正デモクラシー
期を中心に

久保　加津代 ドメス出版 2002 383.9ｸ

女性差別をなくすために　女性の目で判決・グリム
童話・女偏漢字を読む

小寺  初世子 明石書店 2000 367.1ｺ

女性差別の社会思想史　増補・民主主義と差別の
ダイナミズム

安川　寿之輔、安川  悦子 明石書店 1993 372.21ﾔ

女性差別はなぜ存続するのか　差別論入門 安川　寿之輔 明石書房 1996 367.2ﾔ

女性参政関係資料集 （参議院５０周年記念） 市川房枝記念会出版部  編
市川房枝記念会
出版部

1997 FW314ｼﾞ

女性参政資料集　２０１５年版　全地方議会女性議
員の現状

市川房枝記念会女性と政治
センター出版部　編

市川房枝記念会
女性と政治セン
ター出版部

2015 314.82ｼﾞ

女性史を拓く　３　（女と戦後５０年）　＊国立市公民
館女性問題講座

鈴木　裕子 未来社 1995 367.21ｽ3

女性史を拓く　４　（慰安婦問題と戦後責任）　＊国
立市公民館女性問題講座

鈴木　裕子 未来社 1996 367.21ｽ4

女性史を拓く　５  （なぜ、女性史を学ぶか）　＊国立
市公民館女性問題講座

なぜ、女性史を学ぶか編集
委員会  編

未来社 1999 367.21ｼﾞ5

女性史研究入門 歴史科学協議会　編 三省堂 1991 367.2ｼﾞ
女性自身の文学　ブロンテからレッシングまで Ｅ．ショウォールター みすず書房 1993 930.27ｼ
女性施設ジャーナル　２ 横浜市女性協会　編 学陽書房 1996 367.21ｼﾞ
女性施設ジャーナル　３ 横浜市女性協会　編 学陽書房 1997 367.21ｼﾞ
女性施設ジャーナル　４　 １９９８年版 横浜市女性協会　編 学陽書房 1998 367.21ｼﾞ
女性施設ジャーナル  ６   ２００１年版 横浜市女性協会  編 学陽書房 2001 367.21ｼﾞ6
女性施設ジャーナル　１ 横浜市女性協会　編 学陽書房 1995 367.21ｼﾞ
女性史としての近世 薮田　貫 校倉書房 1996 367.21ﾔ
女性史としての自伝 新藤　謙 ミネルヴァ書房 1988 367.21ｼ
女性史と出会う 総合女性史研究会　編 吉川弘文館 2001 367.21ｼﾞ
女性史入門 伊藤　康子 ドメス出版 1992 367.21ｲ
女性社長が日本を救う！ 横田　響子 マガジンハウス 2011 673ﾖ



女性就業と生活空間　仕事・子育て・ライフコース 由井　義通［他］編著 明石書店 2012 366.38ｼﾞ

女性昇格時代　大輪の花咲かせた女たち
支払基金の昇格裁判を記録
する会  編

大月書店 1992 366.38ｼﾞ

女性情報シソーラス 国立女性教育会館
国立女性教育会
館

2002 FW367ｼﾞ

女性情報年鑑　１９９２年版 女性情報年鑑編集部  編
バド・ウィメンズ・
オフィス

1992 031ｼﾞ

女性情報年鑑　１９９１年版 女性情報年鑑編集部  編
バド・ウィメンズ・
オフィス

1991 031ｼﾞ

女性情報年鑑　１９９６年版 女性情報年鑑編集部  編
バド・ウィメンズ・
オフィス

1996 031ｼﾞ

女性情報年鑑　１９９７年版 女性情報年鑑編集部  編
バド・ウィメンズ・
オフィス

1997 031ｼﾞ

女性情報年鑑　１９９３年版 女性情報年鑑編集部  編
バド・ウィメンズ・
オフィス

1993 031ｼﾞ

女性情報年鑑　１９９４年版 女性情報年鑑編集部  編
バド・ウィメンズ・
オフィス

1994 031ｼﾞ

女性情報年鑑　１９９５年版 女性情報年鑑編集部  編
バド・ウィメンズ・
オフィス

1995 031ｼﾞ

女性進出の影で　オーストラリアのジェンダー事情 臼田　明子 新風舎 2003 367.27ｳ
女性心理学入門 村山　久美子 誠信書房 1987 143.5ﾑ

女性心理療法を学ぶ　フェミニスト・セラピィ
ルイーズ・アイケンバウム、
スージー・オーバック

新水社 2002 146.8ｱ

女性スポーツの医学 目崎　登 文光堂 1997 780.19ﾒ

女性・戦争・人権　　創刊号
女性・戦争・人権学会学会誌
編集委員会  編

三一書房 1998 367.21ｼﾞ

女性センターを問う　「協働」と「学習」の検証 下村　美恵子(他）著 新水社 2005 379.46ｼﾞ

女性・その性の神話 青木　やよひ
オリジン出版セ
ンター

1982 367.04ｱ

女性だけの便利屋繁盛記　心の隙間を埋める女た 安倍　真紀 ポプラ社 2012 673.9ｱ
女性たちとイエス　相互行為的視点からマルコ福音
書を読み直す

絹川　久子
日本基督教団出
版局

1997 190ｷ

女性たちのあらたなる心の旅立ち 橋本　泰子 双文社 1998 143.5ﾊ

女性たちの医療革命
日米メディカルシンポジウム
事務局　編

東京顕微鏡院 2002 495ｼﾞ

女性たちの心の癒し 橋本　泰子　編 双文社 1996 146.8ﾊ
女性たちの十八世紀　イギリスの場合 ブリジェット・ヒル みすず書房 1990 367.23ﾋ
女性たちの生活者運動　生活クラブを支える人びと 佐藤　慶幸（他）  編著 マルジュ社 1995 335.66ｼﾞ
女性たちの貧困　“新たな連鎖”の衝撃 ＮＨＫ「女性の貧困」取材班 幻冬舎 2014 367.21ｼﾞ
女性たちよ 橋本　治 河出書房新社 1995 914.6ﾊ
女性たちよ、アメリカへ行ってどうするの　仕事・恋
愛・生活、女の幸せ大作戦

樹田　翠 ＰＨＰ研究所 1998 914.6ｷ

女性同士の争いはなぜ起こるのか　主婦論争の誕
生と終焉

妙木　忍 青土社 2009 367.3ﾐ

女生とエイズ ダイアン・リチャードソン 新水社 1987 493.1ﾘ
女性と学問と生活　婦人研究者のライフサイクル 坂東　昌子 勁草書房 1981 366.38ﾊﾞ

女性と家族の変容
城西大学国際文化教育セン
ター  編

学陽書房 1990 367.3ｼﾞ

女性ドキュメンタリストの回想 厚木　たか ドメス出版 1991 289ｱ
女性と教育 池木　清 ぎょうせい 1988 371ｲ
女性と教団　日本宗教オモテとウラ 国際宗教研究所　編 ハーベスト社 1996 162.1ｼﾞ
女性と攻撃性　男女の攻撃本能の精神分析 マルガレーテ・ミッチャーリヒ 思索社 1989 146.1ﾐ
女性と戸籍　夫婦別性時代に向けて 榊原　富士子 明石書店 1992 324.87ｻ
女性としごと２０１０　No.50　特集①女たちの過去、
いま、これから　特集②結婚とは

『女性と仕事』編集部　編
労働大学出版セ
ンター

2010
366.38ｼﾞ
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女性と思春期 中村  留貴子（他）  編 岩崎学術出版社 2000 371.47ｼﾞ
女性として今どう生きたらよいか　元日航国際線ス
チュワーデスの体験記  夢、仕事、結婚

大坪　志保枝 日新報道 1997 159.6ｵ

女性と社会　女性エンパワメントを求めて 山田　昇  編、江刺　正吾  編
世界思想社教学
社

1999 367.1ﾔ

女性と社会変動　キブツの女たち Ｌ．タイガー 思索社 1981 367.22ﾀ
女性と社会保障 社会保障研究所　編 東京大学出版会 1993 364ｼﾞ
女性と宗教　叢書現代の宗教　１１ 大越　愛子 岩波書店 1997 160.8ｵ11
女性と人権　歴史と理論から学ぶ 辻村　みよ子 日本評論社 1997 367.2ﾂ
女性と天皇制 加納　実紀代　編 思想の科学社 1979 313.6ｶ
女性と東西思想 大越　愛子、源　淳子 勁草書房 1985 102ｵ
女性と法　新版 大久保　一徳、後藤  安子 法律文化社 1998 367.1ｵ
女性と法学 小川　晴子 第一法規出版 1996 320ｵ



女性と暴力　世界の女たちは告発する ミシェル・デイラス  監修 未来社 2000 367.2ｼﾞ

女性とメディア
加藤　春恵子  編、津金沢
聡広  編

世界思想社教学
社

1992 361.45ｶ

女性なら誰でも母親になれるのか 斎藤　茂太 講談社 1997 367.3ｻ
女性２４歳からの自分学　シングル感覚でしなやか
に生きる法

下重　暁子 大和出版 1994 159ｼ

女性２４歳からのライフ学　女が上手に自立する方 下重　暁子 大和出版 1994 159.6ｼ

女性に対する暴力　フェミニズムからの告発 森田　ゆり（他）
ウイメンズブック
ストア松香堂

1998 326ｼﾞ

女性に対する暴力　国連人権委員会特別報告書 ラディカ・クマラスワミ 明石書店 2000 367.2ｸ
女性に対する暴力ーその原因と結果ー予備報告書
＊予備報告書

ラディカ・クマラスワミ
女性のためのア
ジア平和国民基

1998 367.1ﾗ

女性に対する暴力をめぐる１０年　国連人権委員会
特別報告者クマラスワミ最終報告書

ラディカ・クマラスワミ 明石書店 2003 367.2ｸ

女性に対する暴力　調査のあらまし 府中市女性センター  編
府中市女性セン
ター

1998 FW367ｼﾞ

女性に対する暴力　調査報告書　＊女子差別撤廃
条約つ

府中市女性センター  編
府中市女性セン
ター

1998 FW367ｼﾞ

女性に対する暴力に関する基本的方策について
（答申）　＊答申

男女共同参画審議会 2000 FW367ｼﾞ

女性に対する暴力に関するシンポジウム報告書 内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2005 FW367ｼﾞ

女性に天国はあるのか ナワル・エル・サーダウィ 未来社 1996 929.76ｻ
女性に必要な12の力　｢声に出してほめたい」人と話
してわかった

齋藤　孝
アシェット婦人画
報社

2005 772.1ｻ

女性にやさしい靴選び 福原　一郎 三一書房 1997 589.25ﾌ
女性にやさしい日本になれたのか　終わらない「ア
グネス子育て論争」

アグネス・チャン 潮出版社 2014 367.21ﾁ

女性にやさしい病院ガイド　上手におつきあいして、
からだも心もキレイになる！

対馬　ルリ子　監修
日本テレビ放送
網

2004 498.16ｼﾞ

女性ニューワーク論 金森　トシエ（他） 有斐閣 1989 366.3ｼﾞ
女性・ネイテイヴ・他者　ポストコロニアリズムとフェミ
ニズム

トリン・Ｔ．ミンハ 岩波書店 1995 367.2ﾐ

女性の医学全書　女性特有の病気と気になるトラブ
ルもこれで安心

陳　瑞東 日本文芸社 1997 495ﾁ

女性の医学百科　自分の体のことがよくわかる 主婦の友社  編 主婦の友社 2003 495ｼﾞ
女性の医学ＢＯＯＫ　自分で知るあなた自身のから
だと病気

松峯　寿美 長岡書店 2005 495ﾏ

女性の怒りと憂うつ　セルフ・エンバワメントのすす ルイス・Ｐ．フランケル 現代書館 1995 146.8ﾌ
女性のうつがわかる　もしかして「うつ」？と思ったら
読む本

姫野　友美　監修 大泉書店 2006 493.76ｼﾞ

女性の美しさについて アーニョロ・フィレンツオーラ ありな書房 2000 702.05ﾌ
女性のうつ病　新版　つらい症状を癒し、楽にする最
新治療法

野田　順子 主婦の友社 2008 493.76ﾉ

女性の英会話　日常会話からテーブルマナーまで 南　和子 三笠書房 1989 837ﾐ
女性の解放社会の解放 水田　珠枝（他） ユニテ 1993 367.21ｼﾞ
女性の体と健康　更年期を乗り越えて 高田　由美子 静岡新聞社 1997 495ﾀ
女性のからだと心をスレスから守る本 中村　理英子 ベストセラーズ 1994 495.04ﾅ
女性のからだと心理 河野　貴代美　編 新水社 1999 495ｶ
女性のからだと性 大川  玲子  監修 小学館 2000 495ｼﾞ
女性のカルシウム健康法　知ってトクする１００Ｑ＆ 藤田　拓男 毎日新聞社 1995 498.55ﾌ
女性の気になる症状 池下　育子　監修 七賢出版 1995 495ｲ
女性のキャリアデザイン　働き方・生き方の選択 青島  祐子 学文社 2001 366.38ｱ

女性の禁煙プログラム　心も体もきれいになる 足立　淑子
女子栄養大学出
版部

1998 498.32ｱ

女性の暮らしと生活意識データ集　２００４年版 生活情報センター編集部　編 生活情報セン 2003 365.5ｼﾞ
女性の健康とドメスティック・バイオレンス　ＷＨＯ国
際調査／日本調査結果報告書

吉浜　美惠子　、釜野　さおり
編著

新水社 2007 367.3ﾖ

女性の現状と施策　平成４年版　新国内行動計画
第２回報告書

総理府　編 ぎょうせい 1993
FW367.21
ｼﾞ

女性の現状と施策　平成７年版　新国内行動計画に
関する報告書（第5回）

総理内閣官房男女共同参画
室

大蔵省印刷局 1996
FW367.21
ｼﾞ

女性の現状と施策　平成６年版　世界の中の日本
の女性

総理府　編 大蔵省印刷局 1994
FW367.21
ｼﾞ

女性の権利の擁護　政治および道徳問題の批判を メアリ・ウルストンクラフト 未来社 1980 367ｳ
女性のこころ女性のからだ　健康チェック８８ 道新オントナ編集部  編 北海道新聞社 1996 493.1ｼﾞ
女性の心の影 三木　アヤ 山王出版 1999 143.5ﾐ
女性の心の成熟 玉谷　直実 創元社 1985 143.5ﾀ



女性の再就職 原田  静枝 毎日新聞社 2000 366.29ﾊ

女性の仕事かたろぐ天職版　１　流通・サービス  編
ウーマンズトレンド・プロジェ
クト  編著

早稲田教育出版 1991 366.38ｼﾞ

女性の仕事かたろぐ天職版　２　マスコミ・広報   編
ウーマンズトレンド・プロジェ
クト  編著

早稲田教育出版 1991 366.38ｼﾞ

女性の仕事かたろぐ天職版　３　工芸・テクニック
編

ウーマンズトレンド・プロジェ
クト  編著

早稲田教育出版 1992 366.38ｼﾞ

女性の自己表現術　ノーと言える自分づくり パメラ・バトラー 創元社 1996 367.1ﾊﾞ
女性の自己表現と文化 水田　宗子　編 田畑書店 1993 367.2ｼﾞ
女性の就業と富の分配　家計の経済学 松浦　克己、滋野　由紀子 日本評論社 1996 365.4ﾏ

女性の生涯学習 志熊　敦子　編
全日本社会教育
連合会

1990 379ｼﾞ

女性の職業のすべて　2017年版 女性の職業研究会　編 啓明書房 2015 366.29ｼﾞ

女性の自立と科学教育　津田塾理科の歴史
津田塾理科の歴史を記録す
る会  編

ドメス出版 1987 377.3ｼﾞ

女性の自立とライフ・サイクル
森　主一  編著、村尾  勇之
編著

家政教育社 1986 367.2ﾓ

女性の進化論　新装版 サラ・ブラッファー・フルディ 思索社 1989 367.2ﾌ

「女性の人権」とアジア女性基金
女性のためのアジア平和国
民基金（アジア女性基金）

女性のためのア
ジア平和国民基
金（アジア女性

2007 FW367ｼﾞ

女性の人権と現代社会
上智大学社会正義研究所・
国際基督教大学社会科学研

明石書店 1996 367.1ｼﾞ

女性の人権とジェンダー　地球規模の視座に立って マージョリー・アゴシン　編著 明石書店 2007 367.1ｱ
女性の素敵発見 藤本　義一 同朋舎 2002 914.6ﾌ
女性のストレス革命　即効心の悩みにさようなら 鴨下　一郎 竹書房 1996 493.79ｶ
女性のスポーツ事典 武藤　芳照　編 三省堂 1989 780ﾑ

女性の政策・方針決定参画状況調べ 内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2017 FW367ｼﾞ

女性の政策・方針決定参画状況調べ 内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2018 FW367ｼﾞ

女性の政策･方針決定参画状況調べ　(平成３０年
度)

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2019 367ｼﾞ

女性の政策･方針決定参画状況調べ(令和元年度) 内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2020 FW367ｼﾞ

女性の成長と心の悩み　女子大生の自分史を通し 人見　一彦 創元社 1987 143.5ﾋ
女性のセルフ・フィットネス　自分らしさと心の調和 中村　延江 誠信書房 1990 493.4ﾅ
女性の選択　フェミニズムを考える Ｍ．ミッジリー、Ｊ．ヒューズ 勁草書房 1990 367.2ﾐ
女性の選択と家計貯蓄 松浦  克己、滋野  由紀子 日本評論社 2001 365.4ﾏ

女性のためのアロマテラピー　改訂新版 マギー・ティスランド
フレグランス
ジャーナル社

1996 492.5ﾃ

女性のためのウォーキング入門 ジェームス・リッペ（他） 朝日新聞社 1989 786ｼﾞ
女性のための漢方全科　これで安心漢方で治す女
性の病気と症状

石野　尚吾 池田書店 1996 495.2ｲ

女性のための起業・独立ガイド 石渡　秋 実務教育出版 1998 366.29ｲ
女性のためのギリシア神話 三枝　和子 角川書店 1995 164.31ｻ
女性のための草の根まちづくり　ノルウェーの地域
計画における女性参画プロゼェクト

ノルウェー環境省　編 かもがわ出版 1999 318.93ｼﾞ

女性のためのグループ・トレーニング　出会いと回復
のレッスン

河野　貴代美 学陽書房 1995 146.8ｶ

女性のための心とからだカウンセリングブック 池下　育子 新星出版社 1996 495ｲ
女性のための裁判員ファーストレッスン　怖くない！
難しくない！

長谷川　露美子
幻冬舎ルネッサ
ンス

2009 327.6ﾊ

女性のための支援ガイド　ＤＶ当事者を含めたすべ
ての女性のために

女性の暮らしやすさを考える
ソーシャルワーク研究会　編

女性の暮らしや
すさを考えるソー
シャルワーク研

2013 367.3ｼﾞ

女性のための自己実現講座　自分を生きる女性と
自分をあきらめる女性

トニー・スカリア 大和書房 1990 159.6ｽ

女性のための自己発見学　自立と自律へのアプ 河野　貴代美 学陽書房 1987 367.2ｶ
女性のための睡眠バイブル 渋井　佳代、遠藤　拓郎 主婦と生活社 2008 498.36ｼ
女性のための生命科学 中村　桂子 中央公論社 1987 461ﾅ
女性のための相続遺言　マンガでわかる 川村　常雄 総合法令出版 2010 324.7ｶ
女性のための損をしない離婚の本　改訂版　離婚の
しくみと手続きをストーリー形式でやさしく解説

石原　豊昭 自由国民社 2011 324.62ｲ

女性のための中年学　４０代からの出会いなおしの 今泉  岳雄 桐書房 1999 143.7ｲ

女性のための転職相談室 渡邉　嘉子
日本経済新聞社
出版局

1997 366.29ﾜ

女性のための人間学セミナー 栗原　淑江　編 第三文明社 1997 367.1ｸ



女性のための人間関係講座
リンダ・アダムス、エリーナ・
レンズ

大和書房 1986 379.46ｱ

女性のためのハッピー転職バイブル 山下　さすが 中経出版 2007 366.29ﾔ
女性のためのヘルシーレシピ　（新今日から使える
シリーズ）

中村　丁次　監修 講談社 2012 596ｼﾞ

女性のための防犯マニュアル　クイズでわかる　盗
撮･スキミング･ストーカー・泥棒をシャットアウト！

造事務所　編 ＰＨＰ研究所 2005 368.6ｼﾞ

女性のための法律相談ガイド　新版　こんなときどう
する？

東京弁護士会　編、両性の
平等に関する委員会　編

ぎょうせい 2009 320ｼﾞ

女性のためのマンション選びとお金の本　「自分らし
さ」をかなえる！

大石　泉 平凡社 2012 365.35ｵ

女性のためのライフサイクル心理学
岡本　祐子  編、松下  美知
子  編

福村出版 1994 143.5ｵ

女性のための離婚講座　改訂新版’９８年版　離婚
の法律がわかり上手に離婚するために

石原　豊昭 自由国民社 1998 324.62ｲ

女性のための老後の幸せ・安心ガイド　あなたを守
る年金・税金・法律の知識

市吉　澄枝（他） 生活思想社 1996 364ｼﾞ

女性の知性の磨き方　お手本のない時代を生きる 坂東　眞理子 ＫＫベストセラー 2015 159.6ﾊﾞ
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  編  江原  由美
子  編

有斐閣 1999 367.2ｼﾞ

女性の転職・再就職のための資格・ノウハウ教えま
す　収入が必ずＵＰする！

ハギワラ　アキコ 主婦と生活者 2003 366.29ﾊ

女性のパソコン利用と情報社会の展望 村松　泰子（他）  編著
富士通経営研修
所

1997 007.3ｼﾞ

女性の働き方ガイドブック 大石  友子 経済産業調査会 2001 366ｵ
女性の美と徳について フェデリコ・ルイジーニ ありな書房 2000 367.23ﾙ
女性のひとり旅まるごとガイド オフィスＲ＆Ｒ　編著 金園社 1996 291.09ｼﾞ
女性の品格　装いから生き方まで（ＰＨＰ新書） 坂東　眞理子 ＰＨＰ研究所 2006 159.6ﾊﾞ
女性の不安　ウーマン・パワーとしての不安エネル
ギー活用法

ヘレン・Ａ．ドゥローシス 誠信書房 1983 146.8ﾄﾞ

女性の二つの役割　家庭と仕事 Ａ．ミュルダール（他） ミネルヴァ書房 1985 367ﾐ
女性の不調解消バイブル名医・病院ガイド１７７ 日経ヘルス編集部　編 日経ＢＰ社 2011 498.3ｼﾞ
女性の「平均値」がわかる本　給料貯金仕事恋 雑学データバンク　編 青春出版社 2005 367.21ｼﾞ
女性のヘルス・トラブル１００　症例と東洋医学によ
る日常ケアブック

猪越　恭也 日本ヴォーグ社 1993 598ｲ

女性の短いスピーチ　披露宴・二次会 中村　照子 大泉書店 1997 809.4ﾅ
女性の短い手紙・はがき・返事の事典　すぐ使える
実例と書き方

植松　直美 成美堂出版 1997 816.6ｳ

女性の目から見た現代医療 谷　みゆき 勁草書房 1985 490ﾀ
女性のメンタルヘルス 藤本　修（他） 創元社 1996 367.1ｼﾞ
女性のメンタルヘルスの地平　新たな支援システム
とジェンダー心理学

河野  貴代美　編著 コモンズ 2005 367.1ｶ

女性の山　もっと素敵に
岩崎  元郎  編著、堀川  虎
男  編著

かもがわ出版 2000 786.1ｲ

女性のヤル気が出る会社　女性がもっと輝く男女共
生の環境をめざして

藤井　則彦 日本文芸社 1999 366.3ﾌ

女性の夢　こころの叡知を読み解く カレン　Ａ．シグネル 誠信書房 1997 145.2ｼ
女性の良き作法について　＊ルネサンスの女性論 アレッサンドロ・ピッコローミニ ありな書房 2000 367.23ﾋﾟ
女性の呼び方大研究　ギャルからオバさんまで 遠藤　織枝　編 三省堂 1992 367.21ｴ
女性のライフサイクルと就業行動 大淵　寛　編 大蔵省印刷局 1995 366.38ｵ
女性のライフサイクルと法　家庭・職場・社会 佐々木　静子　編著 ミネルヴァ書房 1987 367ｻ
女性のライフデザインの心理  １　自分らしい生き方
を考える

柏木  惠子  編、伊藤  美奈
子 編

大日本図書 2001 143.5ｼﾞ1

女性のライフデザインの心理  2　自分らしい家族を
設計する

柏木  惠子  編、伊藤  美奈
子 編

大日本図書 2001 143.5ｼﾞ2

女性の理系能力を生かす　専攻分野のジェンダー
分析と提言

村松　泰子  編著、中山  庸
子（他）  著

日本評論社 1996 367.21ｼﾞ

女性の労働・生活時間　フルタイムで働く女性1万人
に聞く

連合女性局　編
労働科学研究所
出版部

1995 366.38ｼﾞ

女性俳句の世界 上野　さち子 岩波書店 1989 911.3ｳ
女性白書  ２０００　平等・開発・平和ー２１世紀への 日本婦人団体連合会  編 ほるぷ出版 2000 367.21ｼﾞ
女性白書  ２００１　女性が動かす新世紀 日本婦人団体連合会  編 ほるぷ出版 2001 367.21ｼﾞ
女性白書  ２００２ 日本婦人団体連合会　編 ほるぷ出版 2002 367.21ｼﾞ
女性白書  ２００３　男女平等＝前進と逆流 日本婦人団体連合会　編 ほるぷ出版 2003 367.21ｼﾞ
女性白書　２００４　世界の流れと日本の女性 日本婦人団体連合会　編 ほるぷ出版 2004 367.21ｼﾞ
女性白書　２０１０　女性の貧困－変わる世界と日本
の遅れ

日本婦人団体連合会　編 ほるぷ出版 2010 367.21ｼﾞ

女性白書　２０１１　日本社会の再生にジェンダーの 日本婦人団体連合会　編 ほるぷ出版 2011 367.21ｼﾞ



女性泌尿器科専門医が教える自分で治す！尿トラ
ブル　（主婦の友パワフルＢＯＯＫＳ）

関口　由紀 主婦の友社 2009 495.47ｾ

女性表現の明治史　樋口一葉以前 平田　由美 岩波書店 1999 910.26ﾋ
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 1996 369.25ﾊ
女性福祉とは何か　その必要性と提言 林　千代　編著 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2004 369.25ﾊ
女性・婦人問題の本全情報  ４５／９４ 日外アソシエーツ  編 日外アソシエー 1997 367.1ｼﾞ
女性・婦人問題の本全情報  ９５／９８ 日外アソシエーツ  編 日外アソシエー 1999 367.1ｼﾞ

女性文学を学ぶ人のために 渡邊  澄子  編
世界思想社教学
社

2000 910.26ｼﾞ

女性法学（増補版） 金城　清子（他） 尚学社 1988 320ｼﾞ
女性ホルモンで世界一幸せになれる日本女性 対馬　ルリ子 マガジンハウス 2015 495ﾂ
女性も自分名義の財産をもつべきだ　男性にも読ん
でもらいたい

太田　孝昭 リヨン社 1990 324ｵ

女性問題を学ぶ　ある自治体のこころみから 下村  美恵子 新水社 2000 367.21ｼ
女性問題学習の視点　国立市公民館の実践から 伊藤　雅子 未来社 1993 379.46ｲ
女性問題入門　人間観・平等観に立って 高橋　保 第三文明社 1998 367.1ﾀ
女性やこどもが安全に安心して暮らせる地域づくり
講演会報告書　（2015年度大田区地域応援基金ス
テップアップ助成事業）

女のサポートライン　編
女のサポートラ
イン

2016 FW367ｼﾞ

女性や子どもが安全に安心して暮らせる地域づくり
連続講座　報告書　（大田区地域力応援基金ステッ
プアップ助成事業２０１４年度）

女のサポートライン　編
女のサポートラ
イン

2015 FW367ｼﾞ

女性よ、もっと貴女を演出しなさい　新装版 酒井　美意子 潮文社 1998 159.6ｻ
女性４０代からの北欧留学　フォルケホイスコーレを
知っていますか いってらっしゃい

遥　ゆう　編 ビネバル出版 1994 377.6ﾊ

女性リーダーのキャリア形成 篠塚　英子　編著 勁草書房 2004 366.38ｼ
女性労働と企業社会 熊沢  誠 岩波書店 2000 366.38ｸ
女性労働と保育　母と子の同時保障のために 橋本　宏子 ドメス出版 1992 366.38ﾊ
女性労働とマネジメント 木本　喜美子 勁草書房 2003 366.38ｷ
女性労働白書　平成１０年版　働く女性の実情 労働省女性局　編 ２１世紀職業財 1999 FW367.2
女性労働白書  平成１１年版　働く女性の実情 労働省女性局  編 ２１世紀職業財 1999 FW367.2

女性労働白書  平成１２年版　働く女性の実情
厚生労働省雇用均等・児童
家庭局  編

２１世紀職業財
団

2001
FW367.2
ｼﾞ

女性労働白書　平成１３年版　平成13年版　働く女
性の実情

労働省女性局　編
２１世紀職業財
団

2002
FW367.2
ｼﾞ

女性労働白書　平成１４年版　働く女性の実情
厚生労働省雇用均等・児童
家庭局　編

２１世紀職業財
団

2003
FW366.38
ｼﾞ

女性労働白書　平成１５年度　働く女性の実情
厚生労働省雇用均等・児童
家庭局　編

２１世紀職業財
団

2004 366.38ｼﾞ

女性労働白書　平成16年版　働く女性の実情
厚生労働省雇用均等・児童
家庭局　編

２１世紀職業財
団

2005 366.38ｼﾞ

女性労働判例ガイド 浅倉　むつ子、今野  久子 有斐閣 1997 366.38ｱ
女性六法　増補第３版　重要資料付 高橋　保　編 法学書院 1996 367.2ﾀ
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 教育史料出版会 1997 367.25ｼﾞ

女性は自立する　自己実現と社会参加をもとめて
若林　満  編著、伊藤  雅子
編著

福村出版 1985 367.21ﾜ

女性は地球をまもる　対談 住井　すゑ、斎藤　公子 創風社 1993 519ｽ
女性はなぜ長生きか　長寿に学ぶ健康のコツ 宮城　重二 講談社 1996 498.38ﾐ
女性をめぐる法と政策　改訂版　原理・体系・課題 高橋　保 ミネルヴァ書房 2008 367.2ﾀ
女装して、一年間暮らしてみました。 クリスチャン・ザイデル サンマーク出版 2015 946ｻﾞ
「初対面の３分」で誰とでも仲良くなれる本 新田　龍 中経出版 2011 361.4ﾆ

ジョディ　JodieFoster　1962-1996
ルイス・チュノヴィック　著　原
美奈子　訳

パンドラ 1997 778.25ﾁ

女帝が愛した男たち テア・ライトナー 花風社 1999 288.49ﾗ
女帝で天皇制はどうなる 反天皇制運動連絡会  編 社会評論社 1996 313.61ｼﾞ
女帝と詩人 北山  茂夫 岩波書店 2000 210.34ｷ
ジョニーになった父 谷村　志穂 集英社 1995 913.6ﾀ
ジョルジュ・サンドからの手紙　スペイン・マヨルカ
島、ショパンとの旅と生活

ジョルジュ・サンド 藤原書店 1996 955ｻ

地雷手帳　（文春文庫　い９２－１） 犬山　紙子 文藝春秋 2015 367.21ｲ
地雷ではなく花をください 柳瀬　房子 自由国民社 1996 319ﾔ1
地雷ではなく花をください　続　サニーカンボジアへ 柳瀬　房子 自由国民社 1997 319ﾔ2
地雷ではなく花をください　続々　サニーボスニア・
ヘルツェゴビナへ

柳瀬　房子 自由国民社 1998 319ﾔ3

知らず知らずに九十五歳　元女医の人生ひとり歩き 石田  文枝
川喜多コーポ
レーション

2001 289ｲ

知らず知らずのうちに朝型人間になれる方法　誰で
も１００日間で自分を変えられる

税所　弘 講談社 1997 498.36ｻ



知らずに子どもを傷つける親たち　チャイルド・トリー
トメントの恐怖

伊藤  芳朗 河出書房新社 2000 367.3ｲ

白洲正子  総特集　＊文藝別冊 河出書房新社  編 河出書房新社 2000 289.1ｼ
白洲正子自伝 白洲　正子 新潮社 1999 914.6ｼ
白洲正子の生き方 馬場  啓一 講談社 2000 910.26ﾊﾞ
白洲正子の世界 白洲　正子 平凡社 1997 910.26ｼ

白洲正子の旅　＊別冊太陽
高橋  洋二  編集、青柳  恵
介  構成

平凡社 2000 910.26ｼ

シーラという子　虐待されたある少女の物語 トリイ・Ｌ・ヘイデン 早川書房 1996 936ﾍ

知らないと大変会社のセクハラ防止ＡＢＣ
アクト・セクハラ問題研究グ
ループ  編

税務経理協会 1999 366.3ｼ

知らないと恥をかく敬語 浅田　秀子 講談社 1999 815.8ｱ
知らなきゃ損する主婦の収入術 佐藤　亜弥子 日本図書刊行会 1997 591ｻ
調べ学習激動２０世紀の真実と２１世紀への課題
２　女性の権利

ケイ・ステアマン 星の環会 2000 307ｽ2

白雪姫コンプレックス　新版　コロサレヤ・チャイルド
の心の中は

佐藤　紀子 金子書房 1995 146.1ｻ

知られざる芸能史娘義太夫　スキャンダルと文化の 水野　悠子 中央公論社 1998 768.5ﾐ
知られざる日本写真開拓史 東京都写真美術館　編 山川出版社 2016 740.21ｼ
シリーズ・いまを生きる　　１　女・三十一歳 ユック舎　編 ユック舎 1986 367.08ｼ1
シリーズ・いまを生きる　　２　女・うたう・かたる ユック舎　編 ユック舎 1986 367.08ｼ2
シリーズ・いまを生きる　　３　女・あらわれた性 ユック舎　編 ユック舎 1986 367.08ｼ3
シリーズ・いまを生きる　　５　女・母と娘 ユック舎　編 ユック舎 1986 367.08ｼ5
シリーズ・いまを生きる　　７　女・家族 ユック舎　編 ユック舎 1986 367.08ｼ7
シリーズ・いまを生きる　　８　女・男たちへ ユック舎　編 ユック舎 1983 367.08ｼ8
シリーズ・いまを生きる　　９　女・妊娠中絶 ユック舎　編 ユック舎 1984 367.08ｼ9
シリーズ・いまを生きる　１０　女・離婚その後 ユック舎　編 ユック舎 1985 367.08ｼ
シリーズ・いまを生きる　１１　大人・子ども ユック舎　編 ユック舎 1987 367.08ｼ
シリーズ・いまを生きる　１２　結婚の午後 ユック舎　編 ユック舎 1990 367.08ｼ
シリーズ・いまを生きる　１３　女の本の現在 ユック舎　編 ユック舎 1991 367.08ｼ
シリーズ・いまを生きる　１４　５１歳 ユック舎　編 ユック舎 1992 367.08ｼ
シリーズ国際協力　１　飢えー食べものをつくり不公
平をなくそう

蔵元　幸二 リブリオ出版 1997 329ｼ1

シリーズ国際協力　２　保健衛生ー健康をはぐくみ
病気をなくそうー

久松　英保（他） リブリオ出版 1997 329ｼ2

シリーズ国際協力　３　教育ーともに学び知識をひろ
げようー

池田　稔 リブリオ出版 1997 329ｼ3

シリーズ国際協力　４　難民ーくらしをささえ文化をと
りもどそうー

半田　博 リブリオ出版 1997 329ｼ4

シリーズ国際協力　５　地球環境ー環境をまもり未
来へわたそうー

安井　司 リブリオ出版 1997 329ｼ5

シリーズ国際協力　６　国際協力のいま―たすけあ
う世界、わたしたちにできること―

半田　博、蔵元　幸二 リブリオ出版 1997 329ｼ6

シリーズ性を問う　２　性差 大庭　健（他）　編 専修大学出版局 1997 367.9ｼ2
シリーズ性を問う　５　ゆらぎ 大庭　健（他）　編 専修大学出版局 1998 367.9ｼ5
シリーズ２１世紀の政治学　６　女性と政治 御巫　由美子 新評論 1999 311.08ﾐ6
シリーズ・身をまもる　１　暴力や虐待から身をまもる 安藤　由紀 ポプラ社 2002 368ｱ
知りたいことがすぐわかる育児Ｑ＆Ａ 大澤  真木子 法研 2000 599ｵ
知りたいことがすぐわかる図解　遺族年金　障害年
金　離婚時の年金Q＆A（平成１９年度版）　受給年
金別◆相談シリーズ３

田中　章二 清文社 2007 364.6ﾀ

知りたいことだけ箇条書き実用労働法 佐々木  力 中央経済社 2000 366.14ｻ
知りたい果て知らない終わり 中川　哲雄 文芸社 2003 913.6ﾅ
自立をねがう性のしつけ　働く母親から娘たちへ 小野　清美 教育史料出版会 1990 367.9ｵ
自立家族　個の時代のライフ・イメージ 四方　洋（他） 有斐閣 1988 367ｼﾞ
自立した子に育てる　「子育て迷路」から脱出できる
15人の話

中山　み登り ＰＨＰ研究所 2011 379.9ﾅ

自律神経失調症がわかる本　気になる症状もこれで
安心 女性の体とライフステージ

池下　育子 日本文芸社 1997 493.73ｲ

自律神経失調症防ぎ方・治し方 河野　友信　監修 家の光協会 1996 493.73ｶ
自立神話を超えて　女たちの性と生 天野　正子 有信堂高文社 1987 367.2ｱ

自立する女ジョルジュ・サンド 小坂　裕子
日本放送出版協
会

1998 950.26ｺ

自立する老後のために 高見澤　たか子 晶文社 1998 367.7ﾀ

自立と甘えの社会学 畠中　宗一
世界思想社教学
社

2002 361.4ｼﾞ

自立と生活文化の教育 村田　泰彦 労働教育セン 1992 375.5ﾑ
自立に向かう女の子の育て方 吉武　輝子、宮子　あずさ 明治図書出版 1998 379.91ﾖ



自立の開拓者丸岡秀子　わたしの女性史学習ノート 成澤　むつ子 創風社 1999 289ﾅ
自立の女性学　なぜ自信がもてないかー一人立ち
への心理と行動

河野　貴代美 学陽書房 1983 143.5ｶ

自立の、夢をかたちに　女ひとりで創る塾 高橋　ますみ 学陽書房 1991 916ﾀ
資料集成現代日本女性の主体形成　１　激動の十
年ー一九四〇年代ー

千野　陽一　編 ドメス出版 1996 367.21ﾁ1

資料集成現代日本女性の主体形成　２　逆コースに
直面してー一九五〇年代前期ー

千野　陽一　編 ドメス出版 1996 367.21ﾁ2

資料集成現代日本女性の主体形成　３　発言しはじ
めた女性たちー一九五〇年代後期ー

千野　陽一　編 ドメス出版 1996 367.21ﾁ3

資料集成現代日本女性の主体形成　４　婦人政策
本格化のなかでー一九六〇年代前期ー

千野　陽一　編 ドメス出版 1996 367.21ﾁ4

資料集成現代日本女性の主体形成　５　高度成長
のひずみに抗してー一九六〇年代後期ー

千野　陽一　編 ドメス出版 1996 367.21ﾁ5

資料集成現代日本女性の主体形成　６　生活に根
ざす運動の広まりー一九七〇年代前期ー

千野　陽一　編 ドメス出版 1996 367.21ﾁ6

資料集成現代日本女性の主体形成　７　国連婦人
の１０年に向けてー一九七〇年代後期ー

千野　陽一　編 ドメス出版 1996 367.21ﾁ7

資料集成現代日本女性の主体形成　８　西暦２０００
年を視座にー一九八〇年代ー

千野　陽一　編 ドメス出版 1996 367.21ﾁ8

資料集成現代日本女性の主体形成　９　現代日本
女性の主体形成史ー年表・索引ー

千野　陽一　編 ドメス出版 1996 367.21ﾁ9

資料女性史論争 古庄　ゆき子　編 ドメス出版 1987 367.2ｺ
資料性と愛をめぐる論争 折井　美耶子　編 ドメス出版 1991 367.9ｵ
資料戦後母性の行方 鈴木　尚子　編 ドメス出版 1985 367.21ｽ
資料で読む女性・家族と法 白石　玲子　編著 フォーラム・Ａ 1997 324.6ｼ
資料日本ウーマン・リブ史　１　１９６９～１９７２ 溝口　明代（他）　編 松香堂書店 1992 367.21ｼ1
資料日本ウーマン・リブ史　２　１９７３～１９７４ 溝口　明代（他）　編 松香堂書店 1994 367.21ｼ2
資料日本ウーマン・リブ史　３　１９７５～１９８２ 溝口　明代（他）　編 松香堂書店 1995 367.21ｼ3
史料にみる日本女性のあゆみ 総合女性史研究会  編 吉川弘文館 2000 367.21ｼ
資料平民社の女たち 鈴木　裕子　編 不二出版 1986 309.02ｽ
資料母性保護論争 香内　信子　編 ドメス出版 1984 369.41ｺ
資料明治啓蒙期の婦人問題論争の周辺 山口　美代子　編 ドメス出版 1989 367.21ﾔ
シルバー世代の健康管理とらくらく介護　看護婦さ
んが教える

小谷　洋子　編 主婦の友社 1997 369.26ｺ

シルバーハラスメント　長寿社会の見えない現実 安藤　明夫 労働旬報社 1995 367.7ｱ
シルヴィア・プラス　沈黙の女 ジャネット・マルカム 青土社 1997 931.7ﾏ
事例集高齢者のケア　５　幻覚妄想／うつ／拒食 木内　清  編、そね田  俊邦 中央法規出版 1996 369.26ｷ5
事例にみる女性の市民活動と生活 藤原　千賀 弘学出版 1998 318.8ﾌ
事例・判例でみるセクハラ対策 金子　雅臣 築地書館 1999 366.3ｶ
素人ガーデニアの園芸１２カ月　小さい庭とベランダ
向け 庭植え鉢植え

原田　龍志 泰光堂 1998 627ﾊ

新・あなたにあった漢方薬がわかる本 藤平　健、勝田　正泰
社会保険法規研
究会

1992 499.8ﾌ

新・映像の世紀大全　（ＮＨＫスペシャル）
ＮＨＫ「新・映像の世紀」プロ
ジェクト（編著）

ＮＨＫ出版 2017 209.7ｼ

新英和中辞典　第６版 竹林　滋（他）　編 研究社 1995 833ｼ
新おつきあい事典　増補 吉沢　久子（他）　編 朝日新聞社 1987 385.9ﾖ
新解説子どもの権利条約 永井  憲一（他）  編 日本評論社 2000 316.1ｺ
新・輝く女性は営業感覚　対外的業務力を磨くノウ 白沢  節子 ぎょうせい 1998 336.4ｼ
新・家族の時代 菅原　眞理子 中央公論社 1987 367.3ｽ

新・からだノート 中山　千夏
ネスコ（日本映像
出版）

1997 367.99ﾅ

新川和江詩集 新川　和江 思潮社 1987 911.56ｼ

新・屈せざる者たち 辺見　庸
朝日新聞社出版
局

1998 304ﾍ

シングルアゲイン　時にはひとりでダンスを エディス・マッコール ディーエイチシー 1996 934ﾏ
シングル・カルチャー　ポスト家族のゆくえ 青木　やよひ　編著 有斐閣 1987 367.4ｱ
シングル生活マニュアル　オトナの女を１０倍楽しむ 造事務所　編著 サンマーク出版 1996 590.49ｼ

シングル単位の社会論　ジェンダー・フリーな社会へ 伊田　広行
世界思想社教学
社

1998 367ｲ

シングル単位の恋愛・家族論　ジェンダー・フリーな
関係へ

伊田　広行
世界思想社教学
社

1998 367ｲ

シングルマザーを選ぶとき ジェーン・マテス 草思社 1996 367.3ﾏ
非婚の母志願　＊書名文字は「非婚の母志願」と
なっている

水上　洋子 角川書店 1996 367.3ﾐ

シングルマザーに乾杯　離婚・非婚を子どもとともに
しんぐるまざぁず・ふぉーらむ
編著

現代書簡 2001 367.3ｼ



シングルマザーのあなたに　暮らしを乗り切る53の
方法

しんぐるまざあず・ふぉーらむ
編著

現代書館 2008 369.41ｼ

シングルマザーの暮しと福祉政策　日本・アメリカ・
デンマーク・韓国の比較調査

杉本　貴代栄　　、　森田　明
美　編著

ミネルヴァ書房 2009 369.1ｽ

シングるママ　こんな家族もあるんです
浅川　順子、シングル向上委
員会

笠倉出版社 1997 367.4ｱ

シングル・ライフ　女と男の解放学 海老坂　武 中央公論社 1986 367.4ｴ
シングルライフを生きる　愛する人をなくしたときの 大原　健士郎 ＰＨＰ研究所 1998 914.6ｵ
神経衰弱ギリギリの妊婦たちへ 生駒　芳子 筑摩書房 1996 598.2ｲ
人権確立を求めつづけて　愛知女性のあゆみ・第４
集

愛知女性史研究会
愛知女性史研究
会

2003 367.2ｼﾞ

人権事典 デイビッド・ロバートソン 明石書店 1999 316.1ﾛ
新・現代家族 村松　基之亮 ミネルヴァ書房 1984 367.3ﾑ

新・現代女性の意識と生活 神田　道子（他）  編著
日本放送出版協
会

1992 367.21ｼ

人権の絵本  ３　それって人権 喜多  明人 大月書店 2000 316ｷ3
人権のオモテとウラ　不利な立場の人々の視点 内野　正幸 明石書店 1992 316.1ｳ

人権の授業をつくる
奈良県同和教育研究会（他）
編

解放出版社 1996 371.56ｼﾞ

人権問題とは何か　偏見と差別の所在を探る 岡村　遼司（他）　編 明石書店 1997 316.1ｼﾞ
人権は国境を越えて　（岩波ジュニア新書　７５６） 伊藤　和子 岩波書店 2014 329ｲ
新興宗教ブームと女性 いのうえ　せつこ 新評論 1993 169.1ｲ
深呼吸して、お母さん　ゆっくり子育てのすすめ 宇佐美　宣子、磯前  睦子 学陽書房 1998 376.1ｳ
新骨粗しょう症はこうして防ぐ　原因から予防まで、
骨のある話を満載

藤原　奈佳子（他）  監修 みずうみ書房 1996 493.6ﾌ

人材派遣の働き方　自分を生かす会社を伸ばす 浦  とき、三浦  和夫 東洋経済新報社 2000 366.8ｳ
新・さわやか性教育　小中学生のお母さんお父さん
に贈る４７のメッセージ

村瀬　幸浩 十月舎 1999 367.99ﾑ

新時代の女子労働　男女雇用機会均等法の軌跡 高橋　久子　編著 学陽書房 1989 366.3ﾀ
紳士たちに挑んだ女　メアリー・ウルストンクラフトの フランシス・シャーウッド 新潮社 1995 933ｼ
真実 パトリシア・ニール 新潮社 1990 778ﾆ
ジンジャーとピクルズやのおはなし　（ピーターラビッ
トの絵本１２）

ビアトリクス・ポター　作・絵、
いしい　ももこ　訳

福音館書店 1988 933ﾎﾟ

新・住居学　生活視点からの９章 渡辺　光雄（他） ミネルヴァ書房 1989 597ﾜ
新宿区男女共同参画推進計画第三次　（概要版つ 新宿区 編 新宿区 2018 FW367ｼ
新宿区男女共同参画に関する区民および中学生の
意識・実態調査報告書

新宿区男女共同参画推進セ
ンター  編

新宿区男女共同
参画推進セン

2017 FW367ｼ

新宿区ワーク・ライフ・バランスに関する企業及およ
び従業員の意識・実態調査報告書

新宿区男女共同参画推進セ
ンター　編

新宿区男女共同
参画推進セン

2019 FW336.4ｼ

新宿リトルバンコク 岩本　宣明 労働旬報社 1996 916ｲ
新・主人在宅ストレス症候群 黒川　順夫 双葉社 2005 493.09ｸ
新症状から知る女性の病気　改訂新版　わかりやす
い自己診断と対策

雨森　良彦　監 みずうみ書房 1995 495ｼ

新・女子労働論 竹中　恵美子　編 有斐閣 1991 366.38ﾀ
新・女性学への招待　（有斐閣選書）　変わる/変わ
らない　女の一生

井上　輝子 有斐閣 2011 367.1ｲ

信じることと、疑うことと なだ　いなだ 筑摩書房 1996 914.6ﾅ
人身取引問題に関する国際シンポジウム報告書
人身取引の根絶に向けて

国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2006
FW326.24
ｼﾞ

人身売買をなくすために　受入大国日本の課題
吉田　容子　監修　　JNATIP
（人身売買禁止ネットワーク）

明石書店 2004 368.4ｼﾞ

人身売買と受入大国ニッポン　その実態と法的課題 京都ＹＷＣＡ・ＡＰＴ  編 明石書店 2001 368.4ｼﾞ
新人類、親になる 三浦　展 小学館 1997 361.64ﾐ
新スタンダード仏和辞典 鈴木　信太郎、中山  解 大修館書店 1992 853ｽ
人生雨の日の過ごし方晴れの日の愉しみ方　心が
洗われることばの贈り物

木原　武一 大和書房 1997 159.8ｷ

人生案内うちあけばなし 金森　トシエ
ネスコ（日本映像
出版）

1999 159ｶ

人生を切りひらいた女性たち１　なりたい自分になろ 池内　了（監修） 教育画劇 2016 280.4ｼﾞ1
人生を切り拓くマネー術　やがら純子の「お金を増や
すサ・シ・ス・セ・ソ」

やがら　純子 産経新聞出版 2009 338.12ﾔ

人生を三度生きた女　魂のブルースアルバータ・ハ
ンターの生涯

フランク・Ｃ．テイラ 筑摩書房 1993 767.8ﾃ

人生を二倍に楽しむ女の日常生活学 深尾　凱子 三笠書房 1988 159.6ﾌ
人生を拓く思考革命　考え方で人生は変わる 国分　康孝 広池学園出版部 1997 159ｺ
人生き・ら・ら　３０人の仕事女性が語る私の生き方
メッセージ

並木　きょう子 オリジン社 1995 367.21ﾅ

人生儀礼事典 倉石  あつ子（他）  編 小学館 2000 385ｼﾞ



人生、自分づくりの旅　Ｐａｒｔ１　愛と幸福の宇宙へ 秋葉　英則 フォーラムＡ企画 1996 914.6ｱ1
人生、だから面白い　魅力ある大人になる１００の逆
転発想

川北　義則 ＰＨＰ研究所 1997 159ｶ

人生でいちばん大事なこと ボー・バウマン　編 アリアドネ企画 1995 159ﾊﾞ
人生で２番目に高い買い物の本 マネーライフ編集部  編 主婦の友社 2001 339.4ｼﾞ
人生に余生はない　ひとり暮らしの快老学 石垣　綾子 海竜社 1992 914.6ｲ
人生には何ひとつ無駄なものはない　幸せのための
４７５の断章

遠藤　周作 海竜社 1998 914.6ｴ

人生のエッセイ  １    宇野 千代　何でも一度してみ 宇野  千代 日本図書セン 2000 914.6ｳ
人生のエッセイ  ４    神谷 美恵子　いのちのよろこ 神谷  美恵子 日本図書セン 2000 914.6ｶ
人生のエッセイ  ５　住井すゑー生きるとは創造する 住井  すゑ 日本図書セン 2000 914.68ｽ5
人生のエッセイ  ８　ダンスで甦った生きる喜び 萩原  葉子 日本図書セン 2000 914.68ﾊ8
人生の贈り物 スペンサー・ジョンソン ダイヤモンド社 1995 159ｼﾞ
人生の贈り物 森　瑶子 集英社 1996 914.6ﾓ
人生の重荷をプラスにする人、マイナスにする人 加藤　諦三 ＰＨＰ研究所 1998 159ｶ
人生の午後へ男も女も今が変わりどき 沖藤　典子 労働旬報社 1996 367.3ｵ
人生の宝物はあなたの心を掃除したとき見つかる コリン・ターナー ＰＨＰ研究所 2000 159ﾀ
人生の目的 五木  寛之 幻冬舎 1999 914.6ｲ
人生８０年時代を考える　変化するライフ・スタイルと
地域社会

阿部　志郎（他）  監修 ぎょうせい 1986 367.7ｼﾞ

人生１００歳時代　６５歳からの「賢い老後」　シニア
時代を生きる知識＆常識

治田　秀夫 ごま書房新社 2018 367.7ﾊ

人生はいつもこれから　４５歳の主婦留学 阿部　美幸 近代文藝社 1995 916ｱ
人生は今日が始まり　自分を思い通りに変える発想 田中　真澄 ＰＨＰ研究所 1996 159ﾀ
人生は失敗から始まる　ヤル気と生きがいの脳科学 千葉　康則 ＰＨＰ研究所 1996 159ﾁ
人生は１００回でもやり直しがきく　幸せの道の選び アレクサンドラ・ストッダード ＰＨＰ研究所 1999 159ｽ
人生は廻る輪のように エリザベス・キューブラー・ロ 角川書店 1998 934ｷ
人生は六十過ぎが面白い 石垣　綾子 海竜社 1986 914.6ｲ
新・世界の女たちはいま　女と仕事の静かな革命 柴山　恵美子　編著 学陽書房 1993 367.2ｼ
親族と婚姻　社会人類学入門 ロビン・フォックス 思索社 1977 389ﾌ
身体が分かれば身体は治る　東洋医学の癒しの法 中山　隆嗣 河出書房新社 1998 490.9ﾅ
身体のエシックス／ポリティクス　叢書倫理学のフロ
ンティア１０　倫理学とフェミニズムの交叉

金井　淑子、細谷　実　編 ナカニシヤ出版 2002 367.1ｼ

新・田中千代服飾事典 田中　千代 同文書院 1991 593ﾀ
新潮世界美術辞典 秋山　光和（他）　編 新潮社 1992 703ｼ
新潮世界文学辞典 江川 卓（他）編 新潮社 1993 903ｴ
新・長男の嫁の本 斎藤　茂太 フットワーク出版 1997 367.3ｻ
新潮日本文学辞典 磯田　光一（他）　編 新潮社 1993 903ｼ
心的外傷と回復 ジュディス・Ｌ．ハーマン みすず書房 1996 493.76ﾊ
シンデレ王子の物語 パベット・コール 松香堂 1995 933ｺ
シンデレラあるいは母親の霊魂　新たな政策創造と アンジェラ・カーター 筑摩書房 2000 933.7ｶ
シンデレラ・コンプレックス　新装版 コレット・ダウリング 三笠書房 1990 159.6ﾀﾞ
親展子どもたちへ　５０人の親たちの５０の親ゴコロ セサミ　編 婦人生活社 1995 367.3ｼ
シンドバッドの冒険　（こども世界名作童話２５） 吉本　直志郎　文、若菜　等 ポプラ社 1988 929ｼ
新日本大歳時記　秋  カラー版 講談社　編 講談社 1999 911.30ｼ4
新日本大歳時記　冬  カラー版 講談社  編 講談社 1999 911.30ｼ5
新日本大歳時記  春  カラー版 講談社  編 講談社 2000 911.30ｼ1
新日本大歳時記  新年  カラー版 講談社  編 講談社 2000 911.30ｼ3
新日本大歳時記  夏  カラー版 講談社  編 講談社 2000 911.30ｼ2
新日本の女性史　新版 伊藤　康子 学習の友社 1998 367.21ｲ
侵入思考　雑念はどのように病理へと発展するのか デイビッド　Ａ．クラーク 星和書店 2006 493.74ｸ
心配するな、なんとかなる　学校・職場に背を向ける 無能　唱元 東洋経済新聞社 1999 371.42ﾑ
新・働く女性のキッチンライフ　新装版　手早く、うる
おいのある食卓を作る方法

小林　カツ代 大和書房 1995 596.4ｺ

新・働く女性の味方です！ 杉山  明子（他） ぎょうせい 1999 367ｼ

新版府中市の歴史　武蔵国府のまち
府中市教育委員会生涯学習
部障害学習課文化財担当

府中市 2006 213.65ｼ

新版　武蔵府中くらやみ祭
府中郷土の森博物館 府中
文化振興財団　編

府中市郷土の森
博物館府 中文
化振興財団

2018 386ｼ

新・引きこもりからの旅立ち  増補改訂版　不登校そ
の後・就職拒否に悩む親子との関わりの記録

富田  富士也 ハート出版 2000 371.47ﾄ

新フェミニズム批評　女性・文学・理論 エレイン・ショーウォーター 岩波書店 1990 367.1ｼ

新婦人協会の研究
折井　美耶子、女性の歴史
研究会　編著

ドメス出版 2006 367.2ｵ

新府中市史近現代資料編 上 府中市 編 府中市 2019 213ｼ

新府中市史研究 武蔵府中を考える 第１号 府中市史編集委員会 編
府中市史編集委
員会

2019 213.65ｼ



新府中市史研究 武蔵府中を考える 第２号 府中市史編集委員会 編 府中市 2020 213.65ｼ
新府中市史 原始・古代 資料編1 考古資料1 府中市 編 府中市 2019 213ｼ1
新府中市史 原始・古代 資料編2 文献資料 府中市 編 府中市 2019 213ｼ2
新府中市史民俗分野報告書　ライフヒストリーふ 府中市 府中市 2018 213.65ｼ
人物婦人運動史　明治・大正・昭和のあゆみ 金森　トシエ 労働教育セン 1986 367.21ｶ
シンプルでおしゃれな焼くだけのケーキ 島津　睦子、金子　峰雪 グラフ社 1998 596.65ｼ
新聞記者を取材した 斎藤　茂男 岩波書店 1992 070.16ｻ
新聞にみる東京都女子挺身隊の記録 齊藤　勉 のんぶる舎 1997 210.7ｼ

新編女性のための法学 中川　淳
世界思想社教学
社

1996 320ﾅ

新編　日本のフェミニズム　８　ジェンダーと教育 天野　正子（他） 岩波書店 2009 367.2ｼ8
新編　日本のフェミニズム　１０　女性史・ジェンダー 加納　実紀代（他） 岩波書店 2009 367.2ｼ10

新編　日本のフェミニズム　１　リブとフェミニズム
天野　正子　（他）編、上野
千鶴子　解説

岩波書店 2009 367.2ｼ1

新編　日本のフェミニズム　２　フェミニズム理論
天野　正子　（他）編、江原
由美子　解説

岩波書店 2009 367.2ｼ2

新編　日本のフェミニズム　３　性役割
天野　正子　（他）編、井上
輝子　解説

岩波書店 2009 367.2ｼ3

新編　日本のフェミニズム　４　権力と労働
天野　正子　（他）編、大沢
真理　解説

岩波書店 2009 367.2ｼ4

新編　日本のフェミニズム　５　母性
天野　正子　（他）編、江原
由美子　解説

岩波書店 2009 367.2ｼ5

新編　日本のフェミニズム　６　セクシュアリティ
天野　正子　（他）編、上野
千鶴子　解説

岩波書店 2009 367.2ｼ6

新編　日本のフェミニズム　７　表現とメディア
天野　正子　（他）編、井上
輝子　解説

岩波書店 2009 367.2ｼ7

新編　日本のフェミニズム　９　グローバリゼーション
天野　正子　（他）編、伊藤
るり　解説

岩波書店 2009 367.2ｼ9

新編　日本のフェミニズム　１１　フェミニズム文学批
評

天野　正子　（他）編、斉藤
美奈子　解説

岩波書店 2009 367.2ｼ11

新編　日本のフェミニズム　１２　男性学
天野　正子　（他）編、伊藤
公雄　解説

岩波書店 2009 367.2ｼ12

新・母原病　親子関係に悩むすべての人のために 久徳　重盛 サンマーク出版 1990 367.3ｷ
シンポジウム「女性の自立とは？」 大学女性協会 大学女性協会 2015 FW367ｼ

シンポジウム「地域とつながって研究者の研究力を
育てよう」報告集

東京医科歯科大学 学生支
援・保険管理機構 学生・女
性支援センター 男女協同・
キャリア支援部　編

東京医科歯科大
学 学生支援･保
健管理機構 学
生･女性支援セ
ンター 男女協
働･キャリア支援

2015 FW367ｼ

新米パパに読ませたいふたりでする子育て 金盛  浦子 三天書房 2000 599ｶ
新米ママのおっぱい学入門 阿久沢　悦子、松尾  慈子 かもがわ出版 1997 599.3ｱ
新・ママ，気をつけて　子どもの誤飲事故・中毒事故
防止マニュアル

工藤　三恵子
メディカルアシス
ト

1997 598.3ｸ

親密さのダンス　身近な人間関係を変える Ｈ．Ｇ．レーナー 誠信書房 1994 146ﾚ4
親密なパートナーからの暴力（ＩＰＶ）関係を終結する
か継続するかの決定に関する研究

武蔵野大学人間科学部
武蔵野大学人間
科学部

2018 FW367.3ｼ

新約聖書　新改訳　詩編付 新改訳聖書刊行会　（翻訳） 日本聖書刊行会 2015 193.5ｼ
新遺言ノート　My last words　遺言ノートをじょうずに
書くために　（箱付）

井上　治代　編著
ＫＫベストセラー
ズ

2002 324.77ｲ

心理カウンセラーの仕事がわかる本 法学書院編集部　編 法学書院 1998 146.89ｼ
心理学者が亀に恋した理由 中村　陽吉 毎日新聞社 1999 487.95ﾅ
心理学は子どもの味方か　教育の解放へ 小沢　牧子 ウイ書房 1992 371.4ｵ

心理療法のできることできないこと
鍋田　恭孝  編著、福島　哲
夫  編著

日本評論社 1999 146.8ﾅ

新・レポート不妊　不妊治療の実態と生殖技術につ
いての意識調査報告

フィンレージの会  編 フィンレージの会 2000 495.48ｼ

新・ワーママ入門　自分らしい働き方・育て方が見つ
かる

堀江　敦子
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2019 366.38ﾎ

推古天皇　斑鳩に桃李咲く 三枝　和子 ケイエスエス 1999 913.6ｻ
吹田市立男女共同参画センター調査研究報告 平
成29年度(2017年度)　若年層を取り巻く性暴力の現
状とは

吹田市立男女共同参画セン
ターデュオ　編

吹田市立男女共
同参画センター
デュオ

2018 FW367ｽ

吹田市立男女共同参画センターにおける女性相談
の考察　平成27年（2015年）度

吹田市立男女共同参画セン
ターデュオ

吹田市立男女共
同参画センター
デュオ

2017 FW367ｽ

すいた男女共同参画プラン第4次（２０１８～２０２２） 吹田市 吹田市 2018 FW367ｽ
水平へのあこがれ 岡部　伊都子 明石書店 1998 914.6ｵ



水平社宣言を読む 住井　すゑ（他） 解放出版社 1997 361.86ｽ
水平線をめざす女たち　婦人水平運動史 鈴木　裕子 ドメス出版 1987 361.86ｽ
スイングの冒険　もっと遠くに、もっと近くに 福嶋　晃子 ＰＨＰ研究所 1998 783.8ﾌ
スウェーデン女性史　１ （女、仲間を見つけるー古
代から十八世紀までー）　古代から十八世紀まで

アリス・リュツキンス 学芸書林 1994 367.23ﾘ1

スウェーデン女性史　２ （女、目覚めはじめるー十八
世紀からフレドリカ・ブレーマーまでー）　十八世紀か
らフレドリカ・ブレーマーまで

アリス・リュツキンス 学芸書林 1994 367.23ﾘ2

スウェーデン女性史　３ （女、自分の道を探すー自
由主義から現代までー）　自由主義から現代まで

アリス・リュツキンス 学芸書林 1994 367.23ﾘ3

スウェーデンにおける施設解体 ヤンネ・ラーション（他） 現代書館 2000 369.28ｽ
スウェーデンにおける自立生活とパーソナル・アシ アドルフ・Ｄ．ラッカ 現代書館 1997 369ﾗ
スウェーデンにみる「超高齢社会」の行方　義母の
看取りからみえてきた福祉

ビヤネール　多美子 ミネルヴァ書房 2011 369.26ﾋﾞ

スウェーデンの家族・福祉・国家 高島　昌二 ミネルヴァ書房 1997 369.02ﾀ
スウェーデンの社会サービス法ＬＳＳ法 馬場　寛（他）  訳編 樹芸書房 1997 369ｽ
スウェーデンはなぜ生活大国になれたのか 竹崎　孜 あけび書房 1999 362.38ﾀ
数学史のなかの女性たち  新装版 リン Ｍ．オーセン 法政大学出版局 2000 410.28ｵ

須恵村の女たち　暮らしの民族誌
ロバート　Ｊ．スミス、エラ・
ルーリィ・ウィスウェル

御茶の水書房 1987 382.19ｽ

スカートをはいた少年　こうして私はボクになった 安藤　大将 ブックマン社 2003 788.8ｱ
スカートの下の劇場　ひとはどうしてパンティにこだ
わるのか

上野　千鶴子 河出書房新社 1989 593ｳ

スカートはかなきゃダメですか？　～ジャージで学校
～（世界をカエル１０代からの羅針盤）

名取　寛人 理論社 2017 367.9ﾅ

図解 Ｉ Ｔ革命が面白いほどわかる本　2時間でわか
る 産業革命に匹敵する大変革が起きている

富士総合研究所 中経出版 2000 007.3ｽﾞ

図解インターネットハンドブック
Ｄｏｒｌｉｎｇ　Ｋｉｎｄｅｒｓｌｅｙ  編、
ジャストシステム出版部  編

ジャストシステム 1997 547.48ｽﾞ

図解ゲノムビジネスが見る見るわかる　ヒトゲノムを
読み解きビジネスチャンスをつかむ７０項

室伏  哲郎  監修 サンマーク出版 2000 579.9ｽﾞ

図解女性だから気になる病気　セルフチェックでから
だのＳＯＳに気づく！

井尾　裕子　監修 ＰＨＰ研究所 2007 495ｽﾞ

図解セクハラ早わかり　２時間でわかる セクハラ問題研究会 中経出版 1999 366.3ｽﾞ
図解ミリオネーゼの手帖術 佐々木　かをり ディスカバリー 2005 007.5ｻ
図解　めまい・耳鳴り・頭痛の正しい治し方と最新治
療　ひとりで悩まなくてもいい！

清水　俊彦 日東書院本社 2010 496.6ｼ

図解よくわかる大人のＡＤＨＤ　発達障害を考える・
心をつなぐ　注意欠陥多動性障害

榊原　洋一、高山　恵子 ナツメ社 2013 493.73ｻ

図解離婚のための準備と手続き　これだけは知って
おきたい

鈴木　幸子　監修 新星出版社 2012 324.62ｽﾞ

好かれる患者、嫌われる患者　川柳で学ぶ病院の
裏側、医者の本音、ナースの実態

福田　千晶 マキノ出版 1998 498.14ﾌ

過越しの祭 米谷　ふみ子 新潮社 1986 913.6ｺ
過ぎてしまえば短い一生　人生八十年いろはがるた 樋口　恵子 文化出版局 1994 367.7ﾋ
好きな人に愛される人、愛されない人 バーバラ・アンジェリス 三笠書房 1998 143.1ｱ
杉並区男女共同参画関連団体活動記録　Ｎｏ.３５
（２０１３年）　（すぎなみのじょせい）

杉並区・杉並女性団体連絡
会　編

杉並区 2014 FW367ｽ

杉並区男女共同参画関連団体活動記録　Ｎｏ.３６
（２０１４年）　（すぎなみの女性）

杉並区・杉並女性団体連絡
会　編

杉並区 2015 FW367ｽ

杉並区男女共同参画関連団体活動記録Ｎｏ．３７（２
０１５年）　（すぎなみの女性）

杉並区・杉並女性団体連絡
会　編

杉並区 2016 FW367ｽ

杉並区女性団体活動記録　Ｎｏ.38（2016年度）　（す
ぎなみの女性）

杉並区、杉並女性団体連絡
会　編

杉並区 2017 FW367ｽ

杉並区男女共同参画関連団体活動記録 第39号
2017年度 　（すぎなみの女性）

杉並区､杉並女性団体連絡
会　編

杉並区､杉並女
性団体連絡会

2018 FW367ｽ

杉並区男女共同参画行動計画 平成30～33年度
（概要版つき）

杉並区 編 杉並区 2018 FW367ｽ

杉並区男女共同参画行動計画進捗状況調査報告
書(平成25年度実績）

杉並区 杉並区 2015 FW367ｽ

杉並区男女共同参画行動計画進捗状況調査報告
書　（平成26年度実績）

杉並区 杉並区 2016 FW367ｽ

杉並区男女共同参画行動計画進捗状況調査報告
書　平成２７年度実績

杉並区 杉並区 2017 FW367ｽ

杉並区男女共同参画行動計画進捗状況調査報告
書　平成28年度実績

杉並区 杉並区 2018 FW367ｽ

杉並区男女共同参画行動計画進捗状況調査報告
書 (平成29年度実績)

杉並区 杉並区 2019 367ｽ



杉並の女性史　明日への水脈 杉並区女性史編さんの会 ぎょうせい 2002 367.21ｽ
杉並区男女共同参画行動計画進捗状況調査報告
書(平静30年度実績)

杉並区 杉並区 2020 FW367ｽ

すぐウマごはん　30秒から作れて、毎日食べたくな 今泉　マユ子 ＳＢクリエイティ 2017 596ｲ
スクール・セクハラ防止マニュアル 田中  早苗 明石書店 2001 374.1ﾀ
すぐ使える手話　日常会話編　オール図解 谷　千春 大泉書店 1997 378.28ﾀ
すぐできるおかず　ベターホームの先生たちが忙し
いときに作っている

財団法人ベターホーム協会
編

ベターホーム出
版局

1999 596ｽ

すぐできる９０分の本格パン 田辺　由布子 文化出版局 1998 596.63ﾀ
すぐに使える！Ａｃｃｅｓｓ2007基本テクニック 日花　弘子 技術評論社 2008 007.63ﾋ
すぐに役立つ財産分与・慰謝料・養育費・親権離婚
トラブル解決ﾏﾆｭｱﾙ　改訂新版

高橋　裕次郎　監修 三修社 2010 324.62ｽ

スクランブル家族 吉廣　喜代子 三省堂 1989 367.3ﾖ

すぐ忘れる男　けして忘れない女
マリアン・レガト　著　下村満
子　監修

朝日新聞社 2007 491.37ﾚ

寿司屋のかみさんのちょっと箸休め　とびっきり旨い
つまみひと工夫

佐川  芳枝 青春出版社 2000 596.21ｻ

鈴木光司と１３人の父父親業は愉快だ！ 鈴木　光司 新潮社 2002 379.9ｽ
涼しい脳味噌 養老　孟司 文藝春秋 1995 914.6ﾖ
ススメ専業主婦 愛甲  知子 愛生社 2001 367.3ｱ

図説家族問題の現在 湯沢　雍彦
日本放送出版協
会

1995 367.3ﾕ

図説国際情勢早わかり  2000年版　世界の動きが
スラスラわかる！

橋本  光平 ＰＨＰ研究所 2000 319ﾊ

図説世界の紛争がよくわかる本 毎日新聞社外信部  編著 東京書籍 2000 391ｽﾞ
図説ルネサンスに生きた女性たち 佐藤  幸三 河出書房新社 2000 283.7ｻ
酢大豆で健康になる　高血圧、肥満、便秘にこの
びっくりする効果

主婦の友社　編 主婦の友社 1989 498.5ｽ

スタイリストの原ですが 原　由美子 新潮社 1996 914.6ﾊ
Ｓｔｕｄｙ　Ｇｕｉｄｅメディア・リテラシー　ジェンダー編 鈴木　みどり　編 リベルタ 2003 361.45ｽ2
Ｓｔｕｄｙ　Ｇｕｉｄｅメディアリテラシー　入門編 鈴木　みどり　編 リベルタ 2004 361.45ｽ1
スタディセックス　からだのこと、よく知りたい 井尾　裕子 武蔵野から編集 1997 367.99ｲ
スタンダード和佛辞典 朝倉　季雄（他） 大修館書店 1994 853ｽ

ＳＴＡＮＤ　立ち上がる選択 大藪　順子
いのちのことば
社フォレストブッ

2007 916ｵ

頭痛・不定愁訴がみるみる軽くなる１００のコツ 主婦の友社　編 主婦の友社 2006 493.74ｽﾞ
ずっと働きますか　女性の仕事学 森松　信夫（他） 風水社 1994 366.38ｽﾞ
すっぴん魂 室井　滋 文藝春秋 1997 914.6ﾑ
ステキな英語のカードを書きましょう 西森　マリー ジャパンタイムズ 1997 836ﾆ
すてきなおかあさん学　ＮＨＫおかあさんの勉強室
制作体験から

藤井　チズ子 学陽書房 1991 379.9ﾌ

すてきな奥さんの憂鬱 上田　美穂 講談社 1993 914.6ｳ
素敵な女と男のめぐり逢い　未婚のあなたへのメッ 角張　英吉 はなぶさ文化企 1996 367ｶ
素敵な女のしまつな暮らし方 吉沢　久子 海竜社 1989 590ﾖ
素敵な暮らしのダイエット　シンプルライフのすすめ エレイン・Ｓ．ジェイムズ ダイヤモンド社 1997 590.49ｼﾞ
すてきな雑貨　リサイクル＆リフォーム ムダなく作る
生活小物

石塚　ひさえ
パッチワーク通
信社

1995 750ｲ

素敵な死にじたく　いつか夫も子供も去っていくその
後の生き方アドバイス

井上　治代 ベストセラーズ 1995 367.7ｲ

素敵な自分を発見する本 中村　延江 三笠書房 1996 159.6ﾅ
素敵な自分づくり８３の方法　もう誰かをうらやましい
と思わない

菅原　明美 大和書房 1995 159.6ｽ

素敵な自分の探しかた 佐藤　悦子 三笠書房 1998 159ｻ
素敵な女性の自分を磨く一日２４時間 井上　和子 三笠書房 1997 159.6ｲ
素敵な女性のセルフ・コントロール　心が疲れたとき
読む本

鴨下　一郎 三笠書房 1995 146.8ｶ

素敵に生きる女の母親学 森本　邦子 海竜社 1992 379.9ﾓ
ステキに家庭教育 君和田　和一 法政出版 1991 379.9ｷ
素敵にサイエンス　企業編　かがやき続ける女性
キャリアを目指して　女性のための理系進路選択

中村　立子　編著 近代科学社 2008 502.1ﾅ

素敵にサイエンス　研究者編　かがやき続ける女性
キャリアを目指して　女性のための理系進路選択

鳥養　映子　、　横山　広美
編著

近代科学社 2008 402.8ﾄ

素敵にサイエンス　先生編　かがやき続ける女性
キャリアを目指して

田中　若代　編著 近代科学社 2009 374.3ﾀ

すてきに過ごす更年期　イライラ・クヨクヨしたくない 小滝　周曹 日東書院 1995 493.18ｺ
素敵にパートナーシップ　４０歳からの性と生 村瀬　敦子、村瀬　幸浩 大月書店 1997 367.9ﾑ
素敵にやせたいあなたのシステム・ダイエット　太ら
ない体をつくる簡単食べ方＆エクササイズ

井上　和子 ＰＨＰ研究所 1996 595ｲ



ステップファミリー　幸せな再婚家族になるために
エミリー・ヴィッシャー、ジョ
ン・ヴィッシャー

ウェーブ出版 2001 367.4ﾋﾞ

ステップファミリーのきほんをまなぶ　離婚・再婚と子
どもたち

野沢　慎司（他著）　ＳＡＪ編 金剛出版 2018 367.3ｽ

ストーカー　被害に悩むあなたにできること　リスクと
法的対処

長谷川　京子、山脇　絵里子 日本加除出版 2014 368.6ﾊ

ストーカー　（中公新書ラクレ６０６）「普通の人」がな
ぜ豹変するのか

小早川　明子 中央公論新社 2017 368.64ｺ

ストーカー完全撃退ハンドブック　ストーカーから身
を守る究極のマニュアル  実例３７

山田  秀雄、安冨  潔 扶桑社 2000 368.64ﾔ

ストーカー完全対策ファイル オークラ出版　編 オークラ出版 1997 368.64ｽ
ストーカー・ＤＶ被害にあっていませんか？ 馬場・澤田法律事務所　編 中央経済社 2011 326.8ｽ
ストーカーと闘い続けた女　恐怖に打ち勝った勇気
ある16年

ラヴォン・スカリアス、バーバ
ラ・デイビス

扶桑社 1998 368.64ｽ

ストーカーとの七〇〇日戦争 内澤　旬子 文藝春秋 2019 368.64ｳ
ストーカーの恐怖 宮元　純 中央書院 1996 368.64ﾐ
ストーカーの心理 荒木  創造 講談社 2001 368.6ｱ
ストーカー犯罪　新装版　被害者が語る実態と対策 秋岡　史 青木書店 2003 368.64ｱ
「ストーカー」は何を考えているか　（新潮新書；５６ 小早川　明子 新潮社 2014 368.64ｺ
ストレス・癒しの病理学 海原　純子 丸善 1996 493.79ｳ
ストレスを癒す　人に頼らず、逃げず、自らの力で予
防・克服する

アリックス・キースタ 産調出版 1996 493.49ｷ

ストレスを味方にする心のヒント　前向きに生きるた グレン・ウィルソン  編著 同朋舎 1998 493.49ｳ
ストレス解消法　すこやな心とからだをつくる 長谷川　和夫（他） 講談社 1991 493.4ﾊ
「ストレス免疫力」を高める　こころヨガ スタジオ・ヨギー　監修 青春出版社 2011 498.3ｽ
砂の家 森　瑶子 新潮社 1991 913.6ﾓ
スニーカーを洗いながら 落合　恵子 毎日新聞社 1994 914.6ｵ
図表でみる女の現在　男女共生への指標 フォーラム女性の生活と展望 ミネルヴァ書房 1994 367.2ｽﾞ
スペイン宮廷画物語　王女マルガリータへの旅 西川　和子 彩流社 1998 723.36ﾆ
スペイン語小辞典 渡辺　通訓　編 大学書林 1996 863ｽ
スベリエ手帖 小川　信子 ドメス出版 1991 369.02ｵ
スポンジケーキレッスン基礎の基礎 井田　和子 ひかりのくに 1995 596.6ｲ

スマート・エイジング　美しく年をとるために
ジャネット・チャンプ、シャー
ロット・ムーア

ブルース・イン
ターアクションズ

2007 159.6ﾁ

住まい手入れのコツとアイデア　ＮＨＫくらしの電話 石川　松太郎 日本放送協会 1991 597ｲ
住まいと家族をめぐる物語　男の家、女の家、性別
のない部屋

西川　裕子 集英社 2004 365.3ﾆ

住まいの簡単メンテナンス＆小修理　自分でできる
快適住まい術 ほんのひと手間で、あなた

油田  加寿子 主婦と生活社 2001 597.9ﾕ

住まいの修理とメンテナンス　私にもできる 小方　早苗 梧桐書院 1998 592.7ｵ
住まいの庭とガーデニング１１０選　おしゃれに緑で
演出する

ニューハウス出版　編
ニューハウス出
版

1999 629.75ｽ

住井すゑと永六輔の人間宣言　死があればこそ生 住井　すゑ、永　六輔 光文社 1995 914.6ｽ
住井すゑペンの生涯 増田　れい子 労働旬報社 1996 910.26ﾏ
炭これは便利だ１０２の使い方 知的生活研究所 青春出版社 2000 658.2ｽ
スミス夫人たちの戦争　第二次世界大戦下のイギリ
ス女性

コリン・タウンゼンド、アイリー
ン・タウンゼント  共編

近代文藝社 1993 946ﾀ

墨田区男女共同参画推進プラン進捗状況報告書
（平成30年度実施状況）

墨田区 墨田区 2019 FW367ｽ

墨田区男女共同参画推進プラン第５次 (2019(平成
31)年度～2023（平成35）年度）　（概要版つき）

墨田区 墨田区 2019 367ｽ

墨田区男女共同参画推進プラン進捗状況報告書 墨田区 墨田区 2014 FW367ｽ
墨田区男女共同参画推進プラン進捗状況報告書
（平成２６年度実施事業）

墨田区 墨田区 2015 FW367ｽ

墨田区男女共同参画推進プラン進捗状況報告書
（平成２７年度実施事業）

墨田区 墨田区 2016 FW367ｽ

墨田区男女共同参画推進プラン進捗状況報告書
（平成28年度実施事業）

墨田区 墨田区 2017 FW367ｽ

墨田区男女共同参画推進プラン進捗状況報告書
（平成29年度実施事業）

墨田区 墨田区 2018 FW367ｽ

墨田区男女共同参画に関する調査結果報告書 墨田区 墨田区 2018 FW367ｽ
スラスラわかる！自治体財政健全化法のしくみ　増 月刊「地方財政」編集局　編 ぎょうせい 2008 349ｽ
スランプ・サーフィン 光野  桃 文藝春秋 2001 914.6ﾐ
ずるいねこのおはなし　（ピーターラビットの絵本２
０）

ビアトリクス・ポター　作・絵、
いしい　ももこ　訳

福音館書店 1988 933ﾎﾟ

スワンソング　死が語りかけるもの
日本看護協会出版会雑誌編
集部  編

日本看護協会出
版会

1999 492.91ｽ

住んでみた老人ホーム　上手な選び方暮らし方 安宅　温 ミネルヴァ書房 1998 369.26ｱ



性愛　わたしを知らないあなたへ 手塚　千砂子　編著 学陽書房 1991 367.9ﾃ
性愛対話 渥美  雅子、村瀬  幸浩 柏書房 1999 152.1ｱ
性を買う男 谷口　和憲 バンドラ 1997 368.4ﾀ
性格は変えられる 町沢　静夫 ベストセラーズ 1996 141.93ﾏ
生活学を学ぶ　ウィメンズ・ライフロング・カレッジの
実践

日本女子大学女子教育研究
所  編

ドメス出版 1993 379.4ｾ

生活雑貨を修理する本　（ＴＨＥ修理なんでも自分で
直す本　ｖｏｌ.　2)

ロム・インターナショナル　編 地球丸 2005 590ｾ

生活者としての人間発達 金田　利子（他）  編著 家政教育社 1995 367ｾ
生活習慣病とのつきあい方　最新医学から見た 阿部　正、本宮　ひろ志 有楽出版社 1998 493.18ｵ

生活のデザイン　女性編　つくる人
スペースデザイインカレッジ
出版局　編

学芸出版社 2007 757ｾ

生活のデザイン　男性編　つくる人
スペースデザイインカレッジ
出版局　編

学芸出版社 2007 757ｾ

生活ファイナンスの基礎知識　生涯マネー設計のす 上田　昭三　編著 東洋経済新報社 1995 338.7ｳ
生活福祉の成立 一番ケ瀬　康子 ドメス出版 1998 369ｲ

正義・ジェンダー・家族
スーザン・Ｍ，オーキン（著）
山根　純佳、内藤　準　久保
田　裕之（訳）

岩波書店 2013 367.1ｵ

世紀末家族　ちちははの海はどこへ 永畑　道子 国土社 1992 367.3ﾅ
世紀末新マンザイ　バンク右翼・・・サヨク青二才 福田　和也、島田　雅彦 文藝春秋 1998 914.6ﾌ
世紀末のフェミニズム　四つの国の女たち スーザン・バスネット 田畑書店 1993 367.2ﾊﾞ
性虐待の父に育てられた少女　蘇生への道 川平　那木 解放出版社 2005 916ｶ
性教育が深まる本　小・中・高校ビギナーのための２
０の講話と１つの対話

村瀬　幸浩 十月舎 1999 367.99ﾑ

性現象論　差異とセクシュアリティの社会学 加藤　秀一 勁草書房 1998 367.9ｶ
性幻想　ベットの中の戦場へ 河野　貴代美 学陽書房 1990 145.7ｶ
成功する女性の七つの秘密　ごく普通のあなたのた ドナ・ブルックス、リン・ブルッ ダイヤモンド社 1998 336.47ﾌﾞ
成功する人の自己表現術　パフォーマンス力をどう 佐藤　綾子 ダイヤモンド社 1996 361.4ｻ
性差を越えて　働く女と男のための栄養剤 匠　雅音 新泉社 1992 143.1ﾀ
性差と文化 有馬　朗人（他） 東京大学出版会 1993 041ｾ

性差の科学
坂東　昌子  編著、功刀  由
紀子  編著

ドメス出版 1997 490ﾊﾞ

性差の発達心理 東　清和、小倉　千加子 大日本図書 1982 143.1ｱ
性差別をなくす英語表現辞典　使えない言葉・避け
たい表現

ロザリー・マッジオ  編著 ジャパンタイムズ 1991 833ﾏ

性差別主義と戦争システム ベティ・リアドン 勁草書房 1988 367.2ﾘ
性差別する仏教　フェミニズムからの告発 大越　愛子（他） 法蔵館 1990 180.4ｾ
性差別と暴力　続・性の法律学 角田  由紀子 有斐閣 2001 367.9ﾂ

政治的に正しいおとぎ話
ジェームズ・フィン・ガーナ、
デーブ・スペクター

ディーエイチシー 1995 909.3ｶﾞ

政治的にもっと正しいおとぎ話
ジェームズ・フィン・ガーナ、
デーブ・スペクター

ディーエイチシー 1995 909.3ｶﾞ

政治と台所　秋田県女子参政権運動史 グレゴリー・Ｍ．フルーグフェ ドメス出版 1986 367.21ﾌ
成熟のための心理童話　上　喜びと力をとりもどす１
５の物語

アラン・Ｂ・チネン 早川書房 1996 904ﾁ1

成熟のための心理童話　下　喜びと力をとりもどす１
５の物語

アラン・Ｂ・チネン 早川書房 1996 904ﾁ2

青春こころ模様　青年心理の周辺 大森　与利子 東洋館出版社 1997 371.47ｵ
聖娼　永遠なる女性の姿 Ｎ．クォールズ・コルベット 日本評論社 1998 367.1ｸ
＜正常＞を救え　精神医学を混乱させるＤＳＭ－５
への警告

アレン・フランセス（著）　青木
創（訳）

講談社 2014 493.7ﾌ

青少年白書  平成１７年度版 内閣府　編 国立印刷局 2005 367.61ｾ
青少年白書  平成18年度版　（青少年の現状と施策
-社会的自立にむけて～可能性への挑戦～-）

内閣府　編 国立印刷局 2006 367.61ｾ

聖書を旅する　４　女性と聖書 犬養　道子 中央公論社 1997 193.02ｲ4
聖書を旅する　２　約と約の間 犬養　道子 中央公論社 1995 193.02ｲ2
聖書を旅する　３　福音と福音書 犬養　道子 中央公論社 1996 193.02ｲ3
聖書を旅する　１　古代史の流れ・旧約聖 犬養　道子 中央公論社 1995 193.02ｲ1
聖書を旅する　５　和のためにーロマ書・ルッター・第
二公会議ー

犬養　道子 中央公論社 1998 193.02ｲ5

聖書を旅する　６　美術工芸と聖書 犬養　道子 中央公論新社 1999 193.02ｲ6
聖書を旅する  ７　現代問題と聖書 犬養  道子 中央公論新社 2000 193.02ｲ7
聖書を旅する  ８　日本的心情と聖書 犬養  道子 中央公論新社 2001 193.02ｲ8
聖書を旅する　９　歌う人、祈る人 犬養　道子 中央公論新社 2002 193.02ｲ9
聖書を旅する　１０ 犬養　道子 中央公論新社 2003 193.02ｲ
聖書女たちの物語　人は、どうすれば救われるのか 田中　澄江 青春出版社 1998 193.1ﾀ



生殖革命　問われる生命倫理
マリ・アンジュ・ダドレール、マ
ンセル・トゥラード

中央公論社 1987 495.48ﾀﾞ

生殖革命 石原　理 筑摩書房 1998 491.35ｲ
生殖革命と人権　産むことに自由はあるのか 金城　清子 中央公論社 1996 491.35ｷ

生殖神話が崩れる　フェミニズム社会生物学入門
エヴリン・ショー、ジョーン・
ダーリング

有斐閣 1989 481.35ｼ

生殖と世代継承 ロビン・フォックス 法政大学出版局 2000 361.63ﾌ
聖書の森の女たち 佐伯  晴郎 創元社 2000 193.04ｻ
聖書物語　（こども世界名作童話３２） 谷　真介　文、　村井　香葉 ポプラ社 1988 953ﾒ
精神医学ソーシャル・ワーク 柏木　昭　編著 岩崎学術出版社 1996 369.28ｶ
精神医学とナチズム　裁かれるユング、ハイデガー 小俣　和一郎 講談社 1997 493.7ｵ
精神医学ハンドブック  第3版　医学・保健・福祉の
基礎知識

山下  格 日本評論社 2000 493.7ﾔ

精神科医という生活 大平　健 講談社 1997 914.6ｵ
精神科医町沢静夫の心がラクになる本　不安が希
望に変わる時

町沢　静夫 海竜社 1999 493.72ﾏ

精神科医療の法と人権 大谷　實 弘文堂 1995 493.7ｵ
精神科養生のコツ 神田橋　篠治 岩崎学術出版社 1999 493.72ｶ

精神障害者福祉相談の手引 藤野　邦夫、早川　俊一
全国社会福祉協
議会

1996 369ﾌ

精神の迷宮心はなぜ壊れるのか　臨床の現場か
ら、すべての大人たちにおくる１５章

尾久　裕紀 青春出版社 1997 146.1ｵ

精神病棟からの（への）訴状　私の闘病記　精神分
裂症発症から回復までの記録

佐治　正昭 近代文藝社 1996 916ｻ

精神病理と心理療法　病例の統合的理解とアプ
ローチ

Ｌ．スペリー、Ｊ．カールソン
編著

北大路書房 1997 493.74ｽ

精神保健リハビリテーション　医療・保健・福祉の統
合をめざして

Ｃ．ヒューム（他）  編著 岩崎学術出版社 1997 369.28ﾋ

聖戦ヴァンデ　上 藤本　ひとみ 角川書店 1997 913.6ﾌ1
聖戦ヴァンデ　下 藤本　ひとみ 角川書店 1997 913.6ﾌ2
性体験 ナオミ・ウルフ 文藝春秋 1998 367.9ｳ

贅沢に、美しく大人の女 安井　かずみ
ベネッセコーポ
レーション

1997 159.6ﾔ

贅沢貧乏のマリア 群　ようこ 角川書店 1996 910.26ﾑ
性的虐待から子どもを守る  １ （沈黙の叫び）　性的
虐待とは何か。カナダのあるサバイバーの講演録

リンダ・ハリディ・サムナー
テナー・ネット
ワーク

2001 367.3ﾊ1

性的虐待から子どもを守る  2 （うちなる光）　親に向
けた性的虐待の予防と実態の情報

リンダ・ハリディ・サムナー
テナー・ネット
ワーク

2001 367.3ﾊ2

性的虐待から子どもを守る  3 （開かれる心）　教師
や警察官、専門官に求められる対応

リンダ・ハリディ・サムナー
テナー・ネット
ワーク

2001 367.3ﾊ3

性的自由について・学生への手紙 リチャード・ヘトリンガー 勁草書房 1983 367.9ﾍ
性と愛の交流分析 エリック・バーン 金子書房 1999 141.74ﾊﾞ
性というつくりごと　遺伝子から思想まで 伊奈　正人（他）　編 勁草書房 1992 367.9ｾ
青鞜　第１巻第　  １号　（復刻版　以下同じ）　明治４
４年９月

青鞜社　編 不二出版 1911 905ｾ1

青鞜　第１巻第　  ２号　明治４４年１０月 青鞜社　編 不二出版 1911 905ｾ2
青鞜　第１巻第　  ３号　明治４４年１１月 青鞜社　編 不二出版 1911 905ｾ3
青鞜　第１巻第　  ４号　明治４４年１２月 青鞜社　編 不二出版 1911 905ｾ4
青鞜　第２巻第　  １号　明治４５年１月 青鞜社　編 不二出版 1912 905ｾ1
青鞜　第２巻第　  ２号　明治４５年２月 青鞜社　編 不二出版 1912 905ｾ2
青鞜　第２巻第　  ３号　明治４５年３月 青鞜社　編 不二出版 1912 905ｾ3
青鞜　第２巻第　  ４号　明治４５年４月 青鞜社　編 不二出版 1912 905ｾ4
青鞜　第２巻第　  ５号　明治４５年５月 青鞜社　編 不二出版 1912 905ｾ5
青鞜　第２巻第　  ６号　明治４５年６月 青鞜社　編 不二出版 1912 905ｾ6
青鞜　第２巻第　  ７号　明治４５年７月 青鞜社　編 不二出版 1912 905ｾ7
青鞜　第２巻第　  ８号　明治４５年８月 青鞜社　編 不二出版 1912 905ｾ8
青鞜　第２巻第　  ９号　大正元年９月 青鞜社　編 不二出版 1912 905ｾ9
青鞜　第２巻第　１０号　復刻版大正元年１０月 青鞜社　編 不二出版 1912 905ｾ10
青鞜　第２巻第  １１号　大正元年１１月 青鞜社　編 不二出版 1912 905ｾ11
青鞜　第２巻第  １２号　大正元年１２月 青鞜社　編 不二出版 1912 905ｾ12
青鞜　第３巻第　  １号　大正２年１月 青鞜社　編 不二出版 1913 905ｾ1
青鞜　第３巻第　  ２号　大正２年２月 青鞜社　編 不二出版 1913 905ｾ2
青鞜　第３巻第　  ３号　大正２年３月 青鞜社　編 不二出版 1913 905ｾ3
青鞜　第３巻第　  ４号　大正２年４月 青鞜社　編 不二出版 1913 905ｾ4
青鞜・第３巻第　  ５号　大正２年５月 青鞜社　編 不二出版 1913 905ｾ5
青鞜　第３巻第　  ６号　大正２年６月 青鞜社　編 不二出版 1913 905ｾ6
青鞜　第３巻第　  ７号　大正２年７月 青鞜社　編 不二出版 1913 905ｾ7
青鞜　第３巻第　  ８号　大正２年８月 青鞜社　編 不二出版 1913 905ｾ8



青鞜　第３巻第　  ９号　大正２年９月 青鞜社　編 不二出版 1913 905ｾ9
青鞜　第３巻第  １０号　大正２年１０月 青鞜社　編 不二出版 1913 905ｾ10
青鞜　第３巻第  １１号　大正２年１１月 青鞜社　編 不二出版 1913 905ｾ11
青鞜　第３巻第  １２号　大正２年１２月 青鞜社　編 不二出版 1913 905ｾ12
青鞜　第４巻第　  １号　大正３年１月 青鞜社　編 不二出版 1914 905ｾ1
青鞜　第４巻第　  ２号　大正３年２月 青鞜社　編 不二出版 1914 905ｾ2
青鞜　第４巻第　  ３号　大正３年３月 青鞜社　編 不二出版 1914 905ｾ3
青鞜　第４巻第　  ４号　大正３年４月 青鞜社　編 不二出版 1914 905ｾ4
青鞜　第４巻第　  ５号　大正３年５月 青鞜社　編 不二出版 1914 905ｾ5
青鞜　第４巻第　  ６号　大正３年６月 青鞜社　編 不二出版 1914 905ｾ6
青鞜　第４巻第　  ７号　大正３年７月 青鞜社　編 不二出版 1914 905ｾ7
青鞜　第４巻第　  ８号　大正３年８月 青鞜社　編 不二出版 1914 905ｾ8
青鞜　第４巻第　  ９号　大正３年１０月 青鞜社　編 不二出版 1914 905ｾ9
青鞜　第４巻第  １０号　大正３年１１月 青鞜社　編 不二出版 1914 905ｾ10
青鞜　第４巻第  １１号　大正３年１２月 青鞜社　編 不二出版 1914 905ｾ11
青鞜　第５巻第　  １号　大正４年１月 青鞜社　編 不二出版 1915 905ｾ1
青鞜　第５巻第　  ２号　大正４年２月 青鞜社　編 不二出版 1915 905ｾ2
青鞜　第５巻第　  ３号　大正４年３月 青鞜社　編 不二出版 1915 905ｾ3
青鞜　第５巻第　  ４号　大正４年４月 青鞜社　編 不二出版 1915 905ｾ4
青鞜　第５巻第　  ５号　大正４年５月 青鞜社　編 不二出版 1915 905ｾ5
青鞜　第５巻第　  ６号　大正４年６月 青鞜社　編 不二出版 1915 905ｾ6
青鞜　第５巻第　  ７号　大正４年７月 青鞜社　編 不二出版 1915 905ｾ7
青鞜　第５巻第　  ８号　大正４年９月 青鞜社　編 不二出版 1915 905ｾ8
青鞜　第５巻第　  ９号　大正４年１０月 青鞜社　編 不二出版 1915 905ｾ9
青鞜　第５巻第  １０号　大正４年１１月 青鞜社　編 不二出版 1915 905ｾ10
青鞜　第５巻第  １１号　大正４年１２月 青鞜社　編 不二出版 1915 905ｾ11
青鞜　第６巻第　  １号　大正５年１月 青鞜社　編 不二出版 1916 905ｾ1
青鞜　第６巻第　  ２号　大正５年２月 青鞜社　編 不二出版 1916 905ｾ2
性同一性障害　性転換の朝 吉永  みち子 集英社 2000 491.35ﾖ
性同一性障害って何？　一人一人の性のありようを
大切にするために

野宮　亜紀　（他） 緑風出版 2003 367.9ｾ

性同一性障害と法 大島　俊之 日本評論者 2002 367.9ｵ
性同一性障害はオモシロイ　性別って変えられるん 佐倉　智美 現代書館 1999 491.35ｻ

青踏を学ぶ人のために
米田  佐代子  編、池田  恵
美子  編

世界思想社教学
社

1999 367.21ｾ

青踏を読む
日本文学協会新フェミニズム
批評の会

学芸書林 1998 910.5ｾ

青鞜解説・総目次・索引　明治４４年～大正５年 井手　文子 不二出版 1987 905ｲ
性ｔｏ生　ジェンダーのはざまから 竹下　小夜子 沖縄タイムス社 1998 367.04ﾀ
「青踏」の女たち 井手　文子 海燕書房 1975 367.2ｲ
生と死を考える　五木寛之対話集 五木　寛之 潮出版社 1995 914.6ｲ
生と死が創るもの 柳澤　桂子 草思社 1998 914.6ﾔ
生と死の歳時記　美しく生きるためのヒント 瀬戸内  寂聴、齋藤  慎爾 法研 1999 911.30ｾ
生と死の十字路　ルポ医療技術最前線 信濃毎日新聞社　編 紀伊国屋書店 1998 490.4ｾ
性と生をどう教えるか 尾藤　りつ子　編著 解放出版社 1997 367.99ﾋﾞ
性と生殖に関する権利　リプロダクティヴ・ライツの
推進

リード・ボーランド、アニカ・
ラーマン

明石書店 1997 367.1ﾎﾞ

性と暴力の文化史　文明化の過程の神話 ハンス・ベーター・デﾕル 法政大学出版局 1997 384.7ﾃﾞ
聖なる女　斎宮・女神・中将姫 田中　貴子 人文書院 1996 910.2ﾀ
聖なる男女　深層への旅 秋山　さと子 青土社 1982 152ｱ
性のあり方の多様性　一人ひとりのセクシャリティが
大切にされる社会を目指して

二宮　周平　編 日本評論社 2017 367.9ｾ

性の絵本　１　生きるってどういうこと 山本　直英 大月書店 1992 367ﾔ1
性の絵本　２　子どもからおとなへ生きる 高柳　美知子 大月書店 1992 367ﾀ2
性の絵本　３　女と男ともに生きる 山本　直英 大月書店 1992 367ﾔ3
性の絵本　４　なぜ、こんなことして生きているの 高柳　美知子 大月書店 1992 367ﾀ4
性の絵本　５　生きていくから聞きたいこと 安達　倭雅子 大月書店 1992 367ｱ5
性の脅威　職場のセクシャル・ハラスメント ニニ・ハーグマン 学陽書房 1990 367.23ﾊ
性の誤解　性転換ー男の体を持った女 河添　恵子 恒友出版 1997 367.9ｶ
性の国家管理　買売春の近現代史 藤野  豊 不二出版 2001 368.4ﾌ
性の自己決定原論　援助交際・売買春・子どもの性 宮台　真司（他） 紀伊国屋書店 1998 367.9ｾ
性の植民地　女の性は奪われている キャスリン・バリー 時事通信社 1984 367.2ﾊﾞ
性の人権教育論　２１世紀を拓くアクティビティー 山本　直英 明石書店 1998 367.99ﾔ
性の政治学 ケイト・ミレット ドメス出版 1993 367.9ﾐ
性の政治学 シルヴィアンヌ・アガサンス 産業図書 2008 367.2ｱ
性の奴隷従軍慰安婦 ジョージ・ヒックス 三一書房 1995 210.75ﾋ
性の貧困と希望としての性教育　その現実とこれか
らの課題

浅井　春夫（他）　編著 十月舎 2009 367.9ｾ



性のプリズム　解放された知を求めて Ｊ．シャーマン  編、Ｅ．ベック 勁草書房 1987 367.2ｼ
性の弁証法　女性解放革命の場合 Ｓ．ファイアストーン 評論社 1986 367.2ﾌ
性の崩壊　男と女の性差がなくなる時 上村　くにこ フォー・ユー 1988 367.9ｳ
性の法律学 角田　由紀子 有斐閣 1993 367.9ﾂ
性のミステリー　越境する心とからだ 伏見　憲明 講談社 1997 367.9ﾌ
性のゆらぎを見つめる　＊フェミニズム１９９２（3号） 池田　祥子（他）　編 ユック舎 1992 367.7ｾ
性の歴史 Ｊ．Ｌ．フランドラン 藤原書店 1992 384ﾌ
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 2010 368.6ｺ
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 2017 368.64ｺ
性犯罪被害にあうということ 小林  美佳 朝日新聞出版 2008 368.6ｺ
制服を着たインモラル 神楽坂　あお 角川書店 2009 913.6ｶ
性別秩序の世界　ジェンダー／セクシュアリティと主 細谷　実 マルジュ社 1994 367.2ﾎ
性暴力 読売新聞大阪本社社会部 中央公論新社 2011 368.6ｾ
性暴力被害者への支援　臨床実践の現場から 小西　聖子、上田　鼓　編 誠信書房 2016 368.64ｾ
生命科学から生命誌へ 中村　桂子 小学館 1991 461ﾅ
生命とフェミニズム　言語・ジェンダー・科学 エヴリン・Ｆ・ケラー 勁草書房 1996 404ｹ
生命の尊厳とはなにか アーサー・カプラン 青土社 1999 490.15ｶ
生命保険で損をしたくないならこの一冊　見直し方・
選び方　はじめの一歩

三田村　京 自由国民社 2010 339.4ﾐ

生命保険１１０番　Ｑ＆Ａ　トラブルを未然に防ぐ必 後藤・日浅法律事務所  編 民事法研究会 1997 339.4ｺﾞ
性役割をのりこえて　和田典子先生のあゆみと家庭
科の歴史

朴木　佳緒留　編著 ドメス出版 1993 375.5ﾎ

性役割の心理 東　清和、小倉　千加子 大日本図書 1984 143.1ｱ
西洋中世の男と女　聖性の呪縛の下で 阿部　謹也 筑摩書房 1991 230.4ｱ
生理休暇の誕生 田口　亜紗 青弓社 2003 366.38ﾀ
税理士が見たジェンダー 山崎  久民 ユック舎 2000 336.98ﾔ
生理のことがよくわかる本　他人に聞けない性と生
理の悩み解消

黒島　淳子 小学館 1998 495.13ｸ

セイリの味方スーパームーン　生理なんでもハンド 高橋　由為子 偕成社 1998 495ﾀ
生理不順と生理痛　あなたの生理は大丈夫ですか 池下　育子 法研 1998 495.13ｲ
清冽　詩人茨木のり子の肖像 後藤　正治 中央公論新社 2010 911.52ｺﾞ

セーター人形となかまたち　作り方と型紙付 田中　周子
日本生活協同組
合

1993 594ﾀ

世界遺産の旅　地球紀行 小学館　編 小学館 1999 290.9ｾ

せかいいち大きな女の子のものがたり
アン・アイザックス、ポール
Ｏ．ゼリンスキー

冨山房 1996 933ｱ

世界を変えた女性たち　現代アメリカ・フェミニズム マーシア・コーエン 誠信書房 1996 367.25ｺ

世界を騒がせた女たち
マルコム・フォーブス、ジェフ・
ブロック

草思社 1993 280.4ﾌ

世界が称賛する国際派日本人 伊勢　雅臣 育鵬社 2016 281.04ｲ
世界がもし１００人の村だったら 池田  香代子 マガジンハウス 2001 726.6ｲ
世界児童・青少年文学情報大事典　第１巻　アー 藤野　幸雄　編訳 勉誠出版 2000 909ｾ1
世界児童・青少年文学情報大事典　第２巻　ウェー 藤野　幸雄　編訳 勉誠出版 2000 909ｾ2
世界児童・青少年文学情報大事典　第３巻　カーク 藤野　幸雄　編訳 勉誠出版 2001 909ｾ3
世界児童・青少年文学情報大事典　第４巻　クリー 藤野　幸雄　編訳 勉誠出版 2001 909ｾ4
世界児童・青少年文学情報大事典　第５巻　サース 藤野　幸雄　編訳 勉誠出版 2001 909ｾ5
世界児童・青少年文学情報大事典　第６巻　ストー 藤野　幸雄　編訳 勉誠出版 2002 909ｾ6
世界児童・青少年文学情報大事典　第７巻　トーハ 藤野　幸雄　編訳 勉誠出版 2002 909ｾ7
世界児童・青少年文学情報大事典　第８巻　ハシー 藤野　幸雄　編訳 勉誠出版 2002 909ｾ8
世界児童・青少年文学情報大事典　第９巻　フーフ 藤野　幸雄　編訳 勉誠出版 2003 909ｾ9
世界児童・青少年文学情報大事典　第１０巻　フ 藤野　幸雄　編訳 勉誠出版 2003 909ｾ10
世界児童・青少年文学情報大事典　第１１巻　ホー 藤野　幸雄　編訳 勉誠出版 2003 909ｾ11
世界児童・青少年文学情報大事典　第１２巻　マ 藤野　幸雄　編訳 勉誠出版 2004 909ｾ12
世界児童・青少年文学情報大事典　第１３巻　ラー 藤野　幸雄　編訳 勉誠出版 2004 909ｾ13
世界児童・青少年文学情報大事典　第１４巻　レー 藤野　幸雄　編訳 勉誠出版 2004 909ｾ14
世界児童・青少年文学情報大事典　第１５巻　補遺・ 藤野　幸雄　編訳 勉誠出版 2004 909ｾ15
世界児童・青少年文学情報大事典　第１６巻　欧文
作者・作品索引

藤野　幸雄　編訳 勉誠出版 2004 909ｾ16

世界中のひまわり姫へ  ー未来をひらく女性差別撤
廃条約ー　＊企画／北九州市立女性センター〝

小笠原  みどり ポプラ社 2000 367ｵ

世界女性史大事典 Ｌ．ブレイクマン　編 日外アソシエー 1999 367.2ｾ
世界地図帳 昭文社　編 昭文社 1997 290.38ｾ
世界で一番ゆるい王様の時間術　これで残業時間
もゼロになる

水口　和彦 ダイヤモンド社 2010 336.04ﾐ

世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカ日本人へ贈
る言葉

佐藤　美由紀 双葉社 2016 289.3ｻ

世界に一冊しかない自分史をつくる本　自分の本を
書いて歴史に残そう！

加藤　迪男
日本地域社会研
究所

2009 280.7ｶ



世界に通用する子どもの育て方 松村　亜里 ＷＡＶＥ出版 2019 379.9ｾ
世界の高齢者福祉　　体験ルポ 山井　和則 岩波書店 1990 369.2ﾔ
世界の高齢者文化　家族・住まい・ケアを通した国 菊池　幸子　編著 中央法規出版 1997 367.7ｷ
世界の女性　１９９５　その実態と統計 国際連合 日本統計協会 1995 367.2ｾ
世界の女性と人権　アムネスティ・レポート  紛争と
変革の中で

アムネスティ・インターナショ
ナル

明石書店 1995 367.2ｾ

世界の女性と暴力 ミランダ・デービス  編 明石書店 1998 367.2ﾃﾞ

世界の人権教育　理論と実践
ジョージ　Ｊ．アンドレオポー
ロス、リチャード・ピエール・ク

明石書店 1999 371.56ｱ

世界の人口  第２版 河野  稠果 東京大学出版会 2000 334.2ｺ
世界の旅から　わたしの出会った女性たち 早乙女　勝元 草の根出版会 1998 280ｻ
世界の特別な１日　未来に残したい１００の報道写
真

マルゲリータ・ジャコーザ[他]
日経ナショナル
ジオグラフィック

2017 209.6ｾ

世界の都市の物語　１　パリ 木村　尚三郎 文藝春秋 1993 293ｷ1
世界の都市の物語　２　ニューヨーク 猿谷　要 文藝春秋 1992 295ｻ2
世界の果てでダンス　新装版　ル＝グウィン評論集 アーシュラ・Ｋ．ル・グウィン 白水社 1997 934.7ﾙ
セカンド・シフト　（第二の勤務）　アメリカ共働き革命
のいま

アーリー・ホックシールド 朝日新聞社 1990 367.3ﾎ

セカンドチャンス離婚後の人生
ジュディス　Ｓ．ウォラースタ
イン、サンドラ・ブレイクスリー

草思社 1997 367.4ｳ

セカンドレイプ 落合　恵子 講談社 1997 913.6ｵ

セクハラ・パワハラ読本　職場のハラスメントを防ぐ 君嶋　護夫、北浦　正行
日本生産性本部
生産性労働情報
センター

2015 366.3ｷ

石斧の恋 吉田　信 七月堂 2010 913.6ﾖ

セクシーガールの起原 荒俣  宏
朝日新聞社出版
局

2000 367.2ｱ

セクシュアリティ　性のテロリズム Ｓ．ヒース 勁草書房 1988 367.9ﾋ
セクシュアリティ　新装坂　女と男の性と生 宮　淑子 現代書館 1991 367.9ﾐ
セクシュアリティ ジェフリー・ウィーク 河出書房新社 1996 367.9ｳ
セクシュアリティをめぐって 河野　貴代美　編 新水社 1998 367.1ｶ
セクシュアリティ・スタディーズ 宮　淑子 新水社 2010 367.9ﾐ
セクシュアリティの近代 川村　邦光 講談社 1996 384.7ｶ
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

現代人文社 2003 329.21ｾ

セクシュアル・ハラスメント　女たちの告発 宮　淑子 教育史料出版会 1989 367.2ﾐ
セクシュアル・ハラスメント　性はどう裁かれているか 中下　裕子（他）　編 有斐閣 1991 366.38ｾ
セクシュアル・ハラスメント　新版 福島　瑞穂　（他） 有斐閣 1998 366.3ｾ
セクシュアルハラスメント  新版 宮  淑子 朝日新聞社 2000 367.93ﾐ
セクシュアル・ハラスメント　欧米企業の実践実例：Ｉ
ＬＯ調査  セクハラ防止の具体的な手順と対策

アリアン・ラインハルト 日科技連出版社 2000 366.3ﾗ

セクシュアル　ハラスメントをしない、させないための
防止マニュアル　ホームロイヤーシリーズ

青木　孝　監修 小学館 2007 366.3ｱ

セクシュアル・ハラスメントの法理 山崎  文夫 総合労働研究所 2000 366.3ﾔ

セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック
第二東京弁護士会両性の平
等に関する委員会  編

明石書店 2001 366.3ｾ

セクシュアル・ライツ　人類最後の人権 山本　直英　編著 明石書店 1997 367.9ﾔ
セクシュアル・ライツ入門　子どもの性的人権と性教
育のための２０章

浅井  春夫 十月舎 2000 367.99ｱ

セクハラ救済ハンドブック２０問２０答　法制度を活
用して明るい社会に

水谷  英夫 信山社出版 2001 366.3ﾐ

セクハラ神話はもういらない　秋田セクシュアルハラ
スメント裁判 女たちのチャレンジ

秋田セクシュアルハラスメン
ト裁判Ａさんを支える会

教育史料出版会 2000 366.3ｾ

セクハラ・ＤＶの法律相談　改訂版　（新青林法律相 石井　妙子（他）　編 青林書院 2008 367.9ｾ
セクハラ・パワハラは解決できる！　民事調停という
選択肢

神坪　浩喜 労働調査会 2017 366.3ｶ

セクハラ防止ガイドブック
日本経営者団体連盟出版部
編

日本経営者団体
連盟出版部

1999 366.3ｾ

セシリ・パセリのわらべうた　（ピーターラビットの絵
本２３）

ビアトリクス・ポター　作・絵、
いしい　ももこ　訳

福音館書店 1993 933ﾎﾟ

世田谷区男女共同参画プラン 第二次( 平成29年度
～平成38年度)　（概要版つき）

世田谷区 編 世田谷区 2017 FW367ｾ

せたがや女性史　近世から近代まで 世田谷女性史編纂委員会 ドメス出版 1999 367.21ｾ
雪華の刻をきざむ　新潟近代の女たち 新潟女性史クラブ ユック舎 1989 367.21ｾ
接近遭遇　上野千鶴子対談集 上野　千鶴子 勁草書房 1988 367ｳ
セックスがこわい　精神科で語られる愛と性の話 香山　リカ 筑摩書房 2008 493.7ｶ
セックス神話解体新書 小倉　千加子 筑摩書房 1995 367.9ｵ
セックス・ルネサンス　女はもっと美しくなれる 池下　育子 マガジンハウス 1998 598.2ｲ



セックスレス・カウンセリング 阿部　輝夫 小学館 1997 367.9ｱ

セックス・ワーク　性産業に携る女性たちの声
フレデリック・デラコステ  編、
プリシラ・アレキサンダー  編

バンドラ 1993 368.4ﾃﾞ

セックスは自然な行為か？ レオノア・ティーファー 新水社 1998 367.9ﾃ
絶食系男子となでしこ姫　国際結婚の現在・過去・ 山田　昌弘、開内　文乃 東洋経済新報社 2012 367.4ﾔ
摂食障害ってなんだろう　それぞれの見方・生き方 グループ人魚のくつした  編 三一書房 1998 493.74ｾ
摂食障害の心理治療　愛情飢餓の克服 黒川　昭登、上田　三枝子 朱鷺書房 1998 493.74ｸ
絶対音感 最相　葉月 小学館 1998 761.12ｻ
ぜったいについていかないよ！　ゆうかい・つれさり
にあわない

嶋﨑　政男　監修　すみもと
ななみ　画

あかね書房 2006 368ｾﾞ

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 2001 367.3ｶ

摂津市立男女共同参画センター・ウィズせっつ事業
報告書　平成２５年度

摂津市立男女共同参画セン
ター・ウィズせっつ

摂津市立男女共
同参画センター・
ウィズせっつ

2014 FW367ｾ

摂津市立男女共同参画センター・ウィズせっつ事業
報告書　平成２６年度

摂津市立男女共同参画セン
ター・ウィズせっつ

摂津市立男女共
同参画センター・
ウィズ摂津

2015 FW367ｾ

摂津市立男女共同参画センター･ウイズせっつ事業
報告書　平成30年度

摂津市立男女共同参画セン
ター・ウィズせっつ

摂津市立男女共
同参画センター・
ウィズせっつ

2019 FW367ﾁ

絶望がやがて癒されるまで　精神科医が語るこころ
の処方箋

町沢　静夫 ＰＨＰ研究所 1998 493.7ﾏ

絶望からの出発 曽野　綾子 ＰＨＰ研究所 2011 370.4ｿ
節約子育ての方法　時間とお金を上手に生かす１０
５の知恵

ままとんきっず ＰＨＰ研究所 2000 379.91ｾ

節約生活のススメ 山崎　えり子 飛鳥新社 1998 591.8ﾔ
せのつくはなし生理とセックス　中学生のおんなのコ
のからだＢＯＯＫ

高橋  祥子 主婦の友社 2001 367.99ﾀ

背伸びしなければ楽しくなる　生き苦しさの心理 加藤　諦三 大和出版 1997 159ｶ

セバスチアンからの電話 イリーナ・コルシュノフ
ベネッセコーポ
レーション

1995 943ｺ

セピア色の言葉たち　昔乙女の死語ノート グループ万華鏡　編著 蝸牛社 1998 814.04ｾ
ゼミナール共生・衡平・自律　２１世紀の女の労働と
社会システム

関西女の労働問題研究会
編

ドメス出版 1998 366.38ｾﾞ

ゼミナール男女共生社会の社会保証ビジョン 関西女の労働問題研究会 ドメス出版 1996 364ｾﾞ
せめてあのとき一言でも　いじめ自殺した子どもの
親は訴える

鎌田　慧 草思社 1996 371.42ｶ

セルフ　ディフェンス　これならできるかんたん護身 山崎　隆史 自由国民社 2007 789.9ﾔ
セルフヘルプグループ　わかちあい・ひとりだち・とき
はなち

岡　知史 星和書店 1999 146.8ｵ

セルフヘルプという力　（当事者活動・セルフヘルプ
活動事例集）

東京ボランティア･市民活動
センター

東京ボランティ
ア･市民活動セン

2019 FW146.8ｾ

セレブ・モンスター　夫バラバラ殺人犯・三橋歌織の
事件に見る、反省しない犯罪者

橘　由歩 河出書房新社 2011 916ﾀ

ゼロからでも夢がかなう　起業の教科書　女性企業
家20人に学ぶ「自分らしく成功する生き方」

経沢　香保子　監修、女性起
業塾　編

ゴマブックス 2008 366.38ｾﾞ

０～６歳　赤ちゃんと子どもの病気事典　最新 武隈　孝治　監修 ナツメ社 2009 598.3ｾﾞ
ゼロから分かる！５０００円からの骨董入門 尾久　彰三（監修） 世界文化社 2017 756.8ｾﾞ
０－５歳児　生活習慣のスムーズ身につけガイド 塩谷　香（監修） 学研プラス 2017 376.1ｾﾞ
０－５歳児　病気とケガの救急＆予防カンペキマ 渋谷　紀子（監修） 学研プラス 2017 376.14ｾﾞ
０歳からの教育　知っておきたい１５のポイント 田中　喜美子 海鳴社 1998 370ﾀ

0歳からのジェンダー・フリー　男女共同参画・山梨
からの発信

山梨県立女子短期大学ジェ
ンダー研究プロジェクト、私ら
しく、あなたらしく、やまなし

生活思想社 2003 367.21ゼ

０歳児の保育　なにもかもはじめて 吉村  真理子 ミネルヴァ書房 2000 376.1ﾖ
ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。 辻村　深月 講談社 2009 913.6ﾂ
セロ弾きのゴーシュ　（日本の童話名作選） 宮沢　賢治　作、赤羽　末吉 偕成社 1989 913ﾐ
１０００円花のアレンジメント 女性自身　編 光文社 1997 627ｾ
戦禍の語部（かたりべ）　残された者の手記 伊藤　一男（他）　編 時事通信社 1978 210.7ｲ
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・ゴードーン 柏書房 1995 289ｼ

１９４５年・ベルリン解放の真実　戦争・強姦・子ども
ヘルケ・ザンダー  編著、
バーバラ・ヨール  編著

バンドラ 1996 234.07ｻﾞ

専業主婦が消える 末包　房子 同友館 1994 367.21ｽ
専業主婦の消える日　男女共生の時代 金森　トシエ（他） 有斐閣 1987 367.3ｾ
専業主婦のススメ　女らしい、そしてチョッピリ哲学
的な女性たちに

篠原  偲 晃洋書房 2000 367.21ｼ



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 2002 367.3ﾌ
専業女子 ゴマブッ子 ヴィレッジブック 2012 367.2ｺﾞ
全共闘からリブへ　＊戦後史ノート戦後編  ８ 女たちの現在を問う会  編 インパクト出版会 1996 367.21ｾ
専業マザー・迷いにさよなら 平田　圭子 あすなろ書房 1995 367.21ﾋ
先駆者たちの肖像　明日を拓いた女性たち 鈴木　裕子　監修 東京女性財団 1994 367.2ｾ
｢戦国時代」の夕焼けの中で　ポピュリズムとルサン
チマンの同時代を読む

諸橋　泰樹 現代書館 2009 070ﾓ

全国女性会館協議会全国大会IN富山　第５５回
（サンフォルテオープン15周年記念行事）

大会事務局富山県民共生セ
ンター第55回

大会事務局富山
県民センター

2011 FW367ｾﾞ

全国女性史研究交流のつどいｉｎにいがた　今、さら
なる可能性にむけて地域をつなぐ女性史を

全国女性史研究交流のつど
い実行委員会第9回　編

全国女性史研究
交流のつどい実
行委員会第9回

2003 367.2ｾﾞ

全国セミナー「女性の自立とは？女性の自立をはば
むものは何か」

大学女性協会 大学女性協会 2016 FW367ｾﾞ

全国セミナー 女性の自立とは　真のリーダーシップ
を発揮するために

大学女性協会 大学女性協会 2018 FW367ｾﾞ

全国組織女性団体名簿　２００２年版 市川房枝記念会出版部　編
市川房枝記念会
出版部

2002
FW367.06
ｾﾞ

全国体外受精実施施設完全ガイドブック　安心して
治療を受けていただくために

不妊治療情報センター・
funin.info編集部　制作

シオン 2012 495.48ｾﾞ

全国男女共同参画宣言都市サミットinいずも報告集
認め合い支え合いともに輝く未来へ

サミットinいずも実行委員会、
出雲市男女共同参画セン
ター　編

サミットinいずも
実行委員会、出
雲市男女共同参
画センター

2009 FW367ｾﾞ

全国男女共同参画宣言都市サミットinおおつ報告書
大津市、サミットinおおつ実行
委員会　編

大津市、サミット
inおおつ実行委

2008 FW367ｾﾞ

全国男女共同参画宣言都市サミットｉｎじょうえつ報
告集　2006

サミットｉｎじょうえつ実行委員
会、上越市　編

サミットｉｎじょうえ
つ実行委員会

2007 FW367ｾﾞ

全国男女共同参画宣言都市サミットｉｎ津報告書
津市、サミットｉｎ津実行委員
会　編

津市　サミットｉｎ
津実行委員会

2006 FW367ｾﾞ

全国男女共同参画宣言都市サミットinやまがた報告
書　響き合う心で創ろう参画社会2008～あなたとわ
たし力合わせてつくれ未来を～

全国男女共同参画宣言都市
サミットinやまがた実行委員
会　編

全国男女共同参
画宣言都市サ
ミットinやまがた
実行委員会

2009 FW367ｾﾞ

全国男女共同参画宣言都市サミット　記録集　（トリ
プル周年・男女共同参画宣言都市20周年記念事

宝塚市 宝塚市 2015 FW367ｾﾞ

全国男女共同参画宣言都市サミットinおおつ記念事
業　びわ湖クルーズ報告書

全国男女共同参画宣言都市
サミットinおおつ実行委員会、
大津市

全国男女共同参
画宣言都市サ
ミットinおおつ実
行委員会、大津

2008 FW367ｾﾞ

戦国の「いい男」「ダメ男」　（ＰＨＰ文庫） 中島　道子 ＰＨＰ研究所 2010 281.04ﾅ
戦国の風景　暮しと合戦 西ヶ谷　恭弘 東京堂出版 2015 210.47
全国・有料老人ホームランキング１００１　介護型、
自立型などタイプ別でみる

週刊ダイヤモンド編集部　編 ダイヤモンド社 2008 369.26ｾﾞ

戦後５０年今残しておきたい女の気持ち 松井　恵津子（他） 砂書房 1995 916ｾ
戦後史大事典　増補縮刷版　１９４５－１９９４ 佐々木　毅（他）　編 三省堂 1995 210.76ｾ
戦後70年にっぽんの記憶 読売新聞取材班 中央公論新社 2015 210.75ｾ
戦後史とジェンダー 加納　実紀代 インパクト出版会 2005 367.21ｶ
戦後日本女性史 伊藤　康子 大月書店 1976 367.2ｲ
戦後日本の女性政策 横山　文野 勁草書房 2002 367.21ﾖ
戦後婦人界の動向　婦人の民主化を中心として 市川　房枝　監修 婦選会館出版部 1986 367.21ｲ
戦後婦人問題史　共同討議 一番ケ瀬　康子　編著 ドメス出版 1986 367.21ｲ
戦後婦人労働・生活調査資料集　第　９巻　労働篇
９　 雇用管理 １

高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1992 366.3ﾀ9

戦後婦人労働・生活調査資料集　第１０巻　労働篇
１０ 雇用管理 ２

高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1992 366.3ﾀ10

戦後婦人労働・生活調査資料集　第１１巻　労働篇
１１ 雇用管理 ３

高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1992 366.3ﾀ11

戦後婦人労働・生活調査資料集　第１２巻　労働篇
１２ 雇用管理 ４

高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1992 366.3ﾀ12

戦後婦人労働・生活調査資料集　第１３巻　労働篇
１３ 女子保護の概況調査 １

高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1992 366.3ﾀ13

戦後婦人労働・生活調査資料集　第１４巻　労働篇
１４ 女子保護の概況調査 ２

高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1992 366.3ﾀ14

戦後婦人労働・生活調査資料集　第１５巻　労働篇
１５ 女子保護の概況調査 ３

高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1992 366.3ﾀ15

戦後婦人労働・生活調査資料集　第１６巻　労働篇
１６ 賃金家事使用人

高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1992 366.3ﾀ16



戦後婦人労働・生活調査資料集　第１７巻　労働篇
１７　内職 １

高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1992 366.3ﾀ17

戦後婦人労働・生活調査資料集　第１８巻　労働篇
１８　内職 ２

高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1992 366.3ﾀ18

戦後婦人労働・生活調査資料集　第　１巻　労働篇 高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1991 366.3ﾀ1
戦後婦人労働・生活調査資料集　第　２巻　労働篇 高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1991 366.3ﾀ2
戦後婦人労働・生活調査資料集　第　３巻　労働篇 高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1991 366.3ﾀ3
戦後婦人労働・生活調査資料集　第　４巻　労働篇 高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1991 366.3ﾀ4
戦後婦人労働・生活調査資料集　第　５巻　労働篇 高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1991 366.3ﾀ5
戦後婦人労働・生活調査資料集　第　６巻　労働篇 高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1991 366.3ﾀ6
戦後婦人労働・生活調査資料集　第　７巻　労働篇 高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1991 366.3ﾀ7
戦後婦人労働・生活調査資料集　第　８巻　労働篇 高橋　久子（他）  監修 クレス出版 1991 366.3ﾀ8
戦後婦人労働・生活調査資料集　第１９巻　生活篇 湯沢　雍彦（他）  監修 クレス出版 1991 366.3ﾕ19
戦後婦人労働・生活調査資料集　第２０巻　生活篇 湯沢　雍彦（他）  監修 クレス出版 1991 366.3ﾕ20
戦後婦人労働・生活調査資料集　第２１巻　生活篇 湯沢　雍彦（他）  監修 クレス出版 1991 366.3ﾕ21
戦後婦人労働・生活調査資料集　第２２巻　生活篇 湯沢　雍彦（他）  監修 クレス出版 1991 366.3ﾕ22
戦後婦人労働・生活調査資料集　第２３巻　生活篇 湯沢　雍彦（他）  監修 クレス出版 1991 366.3ﾕ23
戦後婦人労働・生活調査資料集　第２４巻　生活篇 湯沢　雍彦（他）  監修 クレス出版 1991 366.3ﾕ24
戦後婦人労働・生活調査資料集　第２５巻　生活篇 湯沢　雍彦（他）  監修 クレス出版 1991 366.3ﾕ25
戦後婦人労働・生活調査資料集　第２６巻　生活篇 湯沢　雍彦（他）  監修 クレス出版 1991 366.3ﾕ26
戦後婦人労働・生活調査資料集　別冊付録　座談
会「婦人の調査草分けのころ」

クレス出版 クレス出版 1991 366.3ｾ

戦後婦人労働・生活調査資料集　別冊付録　座談
会「婦人の調査草分けのころ」

クレス出版 クレス出版 1991 366.3ｾ

戦後保育所づくり運動史　「ポストの数ほど保育所
を」の時代

橋本　宏子 ひとなる書房 2006 369.42ﾊ

戦後民主主義の決算書 菅　孝行
農山漁村文化協
会

1985 302.1ｶ

先史時代の女性　ジェンダー考古学事始め マーガレット・エーレンバーグ 河出書房新社 1997 367.2ｴ
戦時・性暴力をどう裁くか　国連マクドゥーガル報告 ＶＡＷＷーＮＥＴ　Ｊａｐａｎ  翻 凱風社 1998 210.75ｾ
戦場のジャンヌ・ダルク 大谷　暢順 社会思想社 1999 289ｵ
全身ラクになる冷え症の特効術　たちまち足の先ま
で血がめぐる内分泌系の４大刺激

五十嵐　康彦 青春出版社 1997 493.2ｲ

センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン 新潮社 1996 934.7ｶ
先生を困らせた３２４の質問 マーチン・Ｍ．ゴールドウィン 三田出版会 1996 404ｺﾞ
先生、こっち向いて　子どもたちの不安を生きる力に 伊藤　和実 桐書房 1998 374.12ｲ

せんせい、ただいま　府中の学童保育のあゆみ
府中市学童保育連絡協議会
編

府中市学童保育
連絡協議会

1992 379.4ｾ

戦前期女子高等教育の量的拡大過程　政府・生徒・
学校のダイナミクス

佐々木  啓子 東京大学出版会 2002 377.21ｻ

戦争を生きぬいた女たち　３８人の真実の記録 サリー・ヘイトン・キーヴァ  編 新宿書房 1989 936ﾍ
戦争を語りつぐ　女たちの証言 早乙女　勝元 岩波書店 1998 210.75ｻ
戦争がつくる女性像　第二次世界大戦下の日本女
性動員の視覚的プロパガンダ

若桑　みどり 筑摩書房 1995 367.21ﾜ

戦争責任とジェンダー　自由主義史観と日本軍慰安
婦問題

鈴木　裕子 未来社 1997 367.21ｽ

戦争で涙した女たちのどうしても語りたかった話 千田　夏光 汐文社 1995 916ｾ
戦争とおんなの人権　従軍慰安婦の現在性 山下　明子 明石書店 1997 367.1ﾔ
戦争の翌朝　ポスト冷戦時代をジェンダーで読む シンシア・エンロー 緑風出版 1999 367.1ｴ
戦争花嫁　国境を越えた女たちの半世紀 林　かおり　（他）著 芙蓉書房出版 2002 334.51ｾ
戦争犯罪と人権　日本軍「慰安婦」問題を考える 前田　朗 明石書店 1998 368.4ﾏ

戦争は女の顔をしていない
スヴェトラーナ・アレクシェー
ヴィチ　著　三浦　みどり　訳

群像社 2009 986ｱ

戦争はどのように語られてきたか 川村　湊（他）
朝日新聞社出版
局

1999 910.26ｾ

選択・責任・連帯の教育改革 堤　清二、橋爪　大三郎 岩波書店 1999 373.1ﾂ
戦中戦後少女の日記　家庭や学校に昭和のよさが
あった頃

品川　洋子
中央公論事業出
版

2008 916ｼ

千人針 森　南海子
情報センター出
版局

1995 916ﾓ

専門医が教える血液がサラサラになる食事と生活 和田　高士、則岡　孝子 幻冬社 2001 498.5ﾜ
川柳贈る言葉　二十一世紀へ向けて二四八人の
メッセージ

今川　乱魚　編 葉文館出版 1997 911.4ｲ

占領下の日本婦人政策　その歴史と証言 西　清子　編著 ドメス出版 1985 367.21ﾆ

占領と性
恵泉女学園大学平和文化研
究所

インパクト出版会 2007 368.4ｾ

占領日記　草の根の女たち カルメン・ジョンソン ドメス出版 1986 210.76ｼﾞ
全力疾走した男たち　企業戦士の男性学 中村　彰 近代文藝社 1996 367.5ﾅ



そういうふうにできている さくら　ももこ 新潮社 1995 598.2ｻ
躁うつ病を生きる　わたしわこの残酷で魅惑的な病
気を愛せるか

ケイ・ジャミソン 新曜社 1998 493.76ｼﾞ

そうか！なるほど！キリスト教
荒瀬　牧彦、松本　敏之（監
修）

日本キリスト教
団出版局

2016 190ｿ

葬儀と供養事典　イザというときの 葬儀霊園文化研究会  編 日本文芸社 1999 385.6ｿ
葬儀のすべてがわかる本　喪主の心得から葬式費
用まで要点を徹底解説

八田　洋 日本文芸社 1998 385.6ﾊ

葬儀・法要あいさつ事典 岩下  宣子 日本文芸社 2000 809.4ｲ
双極性障害（躁うつ病）のことがよくわかる本　（講談
社　健康ライブラリー　イラスト版）

野村　総一郎　監修 講談社 2009 493.76ｿ

総決算のとき メイ・サートン みすず書房 1998 933.7ｻ
総合だからできる生と性の学習　みんなで見つめた
いのちからだこころ

岩辺  京子
農山漁村文化協
会

2000 375.49ｲ

葬式に坊主は不要と釈迦は言った　故人も成仏、遺
族も納得の葬式とは

北川　絋洋 はまの出版 1998 385.6ｷ

葬式も墓も戒名もいらない　自分の葬式を考える本 大島　正裕 エール出版社 1997 385.6ｵ

喪失と家族のきずな
日本家族研究・家族療法学
会  編、阪神・淡路大震災支
援委員会  編

金剛出版 1998 369.31ｿ

草食系男子の取扱説明書 牛窪　恵 ビジネス社 2009 367ｳ
草食系男子「お嬢マン」が日本を変える　（講談社＋
α新書　４２４－１Ｃ）

牛窪　恵 講談社 2008 367ｳ

叢書女性論　別巻（日本のフェミニズム）　日本女性
の発言の歴史

山崎　朋子　監修 大空社 1997
367.21ﾔ
44

相続税・消費税増税！勉強しないと資産はなくなり
ます。　経験豊富な専門家がやさしく教えます！や
やこしい税制もこれを知っていれば怖いものなし！

法律・税金・経営を学ぶ会
編

明日香出版社 2014 336.98ｿ

相続・贈与・遺言Ｑ＆Ａ１００問 井上  隆司 三省堂 1999 324.7ｲ
そうだったのか！発達障害の世界　子どもの育ちを
支えるヒント

石川　道子 中央法規出版 2015 378ｲ

相談対応マニュアルドメスティック・バイオレンスセク
シユアル・ハラスメント

東京弁護士会両性の平等に
関する委員会  編

商事法務研究会 2001 367.2ｿ

相談の力　男女共同参画社会と相談員の仕事
須藤　八千代、土井良　多江
子（編著）

明石書店 2016 367.1ｽ

雙蝶　透谷の自殺 永畑　道子 藤原書店 1994 913.6ﾅ
ゾウの時間ネズミの時間　サイズの生物学 本川　達雄 中央公論社 1992 481ﾓ
聡明な女は身体を磨く 桐島  洋子､桐島  ノエル フェリシモ出版 1999 914.6ｷ
聡明な女は媚びず、甘えず、諦めず。 永島  玉枝 河出書房新社 2000 687ﾅ
聡明な女性は仕事上手　職場での悩み、葛藤を乗り
越えて

働く女性の輪土曜会  編 ＰＨＰ研究所 1997 366.38ｿ

ソーシャルワーカーという生き方　15人のキャリアと
ライフヒストリー

鈴木　眞理子 中央法規出版 2010 369.1ｽ

ソーシャルワーク実践における家族エンパワーメン
ト　ハイリスク家族の保全を目指して

リーサ・カプラン、ジュディス
Ｌ．ジラルド

中央法規出版 2001 369.1ｶ

ＳＯＨＯへの道　転職・独立・ホームオフィスをめざす
あなたに

井上　以知子 海文堂出版 1997 336.57ｲ

ＳＯＨＯ初心者の簡単経理入門　開業の準備から初
決算まで

冨永  英里 かんき出版 1999 336.9ﾄ

続医学害論　日本の医療はご臨終 鈴木　三朗
講談社出版サー
ビスセンター

1999 490ｽ

続わが生涯　イサドラ・ダンカン
イマル・ダンカン  編著、Ａ・
Ｒ・マグドゥーガル

冨山房 1977 289ﾀﾞ

そこへ行くな 井上　荒野 集英社 2011 913.6ｲ

そこなし森の話　（日本の童話名作選）
佐藤　さとる　作、中村　道夫
絵

偕成社 1989 913ｻ

組織とジェンダー 高橋　正泰　（他） 同文館出版 1998 366.3ｿ
そして夫と姑が残った　子が巣立ち、試練が始まる 本間　千枝子 主婦と生活社 1994 367.3ﾎ
訴訟は本人で出来る　改訂新版 石原　豊昭（他） 自由国民社 1995 327.19ｿ
訴訟は本人で出来る　新版　自分で勝ち取る 石原　豊昭　（他） 自由国民社 2010 327.2ｿ
育ちあいの家庭をつくる 田中　恒子 かもがわ出版 1997 367.3ﾀ
育ちあう子と親の関係　新しい家庭共育 遠藤  盛男 本の森 2000 379ｴ
育つ育てるふれあいの育児　胎児期からの子育て 小林　登 ＰＨＰ研究所 1995 599ｺ
育てたように子は育つ　相田みつをいのちのことば 相田　みつを、佐々木  正美 小学館 1999 379.9ｱ
外に出ながら老人介護　人生八十年いろはがるた 樋口　恵子 文化出版局 1992 367.7ﾋ
その子を、ください。　特別養子縁組で枠絆をつむぐ
医師、17年の記録

鮫島　浩二 アスペクト 2006 367.3ｻ



その後の慶喜　大将まで生きた将軍（ちくま文庫　い
９０－１）

家近　良樹 筑摩書房 2017 289.1ｲ

その仕事、好きですか？ 南　ゆかり ワニブックス 2002 366.38ﾐ
そのまま使える女性の手紙・はがき 西東社編集部　編 西東社 1995 816.6ｿ
そのままのあなたが素晴らしい　前向き肯定的人生
のすすめ

田中　信生 ダイヤモンド社 1995 159ﾀ

そのままの自分を活かす心理学　内向性を強さに変
えるヒント

榎本　博明 ＰＨＰ研究所 1996 141.93ｴ

祖母・母・娘の時代 鹿野　政直、堀場　清子 岩波書店 1992 367.2ｶ
祖母力 樋口　恵子 新水社 2006 367.3ﾋ
ソムリエールになりたい　ワイン・サービスのプロ 酒巻　ひろ野 同文書院 1997 588.55ｻ
ソムリエが選ぶベスト・ワインカタログ　はじめての人
でも楽しめる世界のおすすめワイン２７６

仲田　勝男　監修 永岡書店 1996 588.55ﾅ

空飛び猫 アーシュラ・Ｋ．ル・グウィン 講談社 1993 933ﾙ
空とぶくじら　篠崎　三郎　画 みなみ　らんぼう 学習研究社 2002 913ﾐ

空飛ぶつけ毛　抱腹絶倒事件簿 小林　カツ代
ベネッセコーポ
レーション

1997 914.6ｺ

それぞれの人権　第2版　くらしの中の自由と平等 憲法教育研究会 法律文化社 2002 316.1ｿ
それって「大人の発達障害」かも？　正しい理解と上
手なつきあい方　（心のお医者さんに聞いてみよう）

星野　仁彦　監修 大和出版 2012 493.7ﾎ

それでも建てたい家 宮脇　檀 新潮社 1991 527ﾐ
それでも吐き続けた私　過食症を克服した２９歳の 冨田　香里 講談社 1997 493.74ﾄ

それでも別れなかった夫婦たち 金盛  浦子
日本放送出版協
会

1996 367.4ｶ

それにしても楽しいお産だったなぁ　自由なスタイル グループＳＵＮ　編 学陽書房 1993 495.7ｿ
それ行けちよさん９５歳！！そこ行く婆や、待った ちよ女 たま出版 2007 915ｿ
それ行けちよさん９３歳！！粗大ゴミからの脱出 ちよ女 たま出版 2006 915ｿ
それ行けちよさん９４歳！！私が小っちゃいだけな ちよ女 たま出版 2006 915ｿ
それ、恋愛じゃなくてＤＶです 瀧田　信之 ＷＡＶＥ出版 2009 367,2ﾀ
ソ連軍が満州に侵入した日　日本軍女子職員が見
たソ連兵士たち

大西　敦子 ＰＨＰ研究所 1990 210.7ｵ

ソ連人のアメリカ観 下村　満子 朝日新聞社 1986 319.3ｼ
ソング・オブ・サンデー 藤堂  志津子 文藝春秋 2000 913.6ﾄ
尊厳死を選んだ人びと ヘルガ・クーゼ　編 講談社 1996 490.15ｸ

存在の深き眠り ジェームス三木
日本放送出版協
会

1997 913.6ｼﾞ


