
書名（副題等） 著者名 出版社名
出版
年

請求
記号

ターニング・ポイント 円　より子 新潮社 1991 913.6ﾏ
ダイエット フランソワーズ・マレ・ジョリス 創元社 1998 953.7ﾏ
ダイエットってなんだろう 宮　淑子 岩崎書店 1992 498ﾐ
ダイエット破り 夏目　祭子 河出書房新社 1999 916ﾅ
大学生と語る性　インタビューから浮かび上がる現
代セクシュアリティ

田村　公江、細谷　実　編著 晃洋書房 2011 367.9ﾀﾞ

大学病院で母はなぜ死んだか 古森　義久 中央公論社 1998 916ｺ
大河の一滴 五木　寛之 幻冬舎 1998 914.6ｲ
タイからのたより　スナックママ殺害事件のその後 女性の人権カマラード  編著 バンドラ 1998 368.4ﾀ

体幹を鍛えれば腰痛は治せる 佐藤　秀樹、木場　克己
ＰＨＰエディター
ズ・グループ

2012 493.6ｻ

大還暦　60歳から本気で若返る１００の方法 南雲　吉則 大和書房 2015 498.38ﾅ
大恐慌の子どもたち　新装版　社会変動と人間発達 グレン・Ｈ．エルダー 明石書店 1997 367.6ｴ
太古、日本の王は世界を治めた！　神代文字が明
かす消された歴史の謎

高橋　良典 徳間書店 1995 209ﾀ

第三期の女性　ライフサイクルと学習 天野　正子 学文社 1979 367ｱ
大辞泉 小学館大辞泉編集部  編 小学館 1995 813.1ﾀﾞ
大事な服のお手入れおしゃれ帳　めんどくさがり屋
でも失敗しない、キレイの秘密

新ライフスタイル研究所  編 青春出版社 1996 593.5ﾀﾞ

体脂肪計タニタの社員食堂　500kcalのまんぷく定食 タニタ 大和書房 2010 596ﾀ
体脂肪計タニタの社員食堂　続　もっとおいしい
500kcalのまんぷく食堂

タニタ 大和書房 2010 596ﾀ2

大出産傾向と対策 清水　ちなみ 扶桑社 1997 598.2ｼ
大正期の家族問題　自由と抑圧に生きた人びと 湯沢　雍彦 ミネルヴァ書房 2010 367.3ﾕ
大正期の職業婦人 村上　信彦 ドメス出版 1983 366.38ﾑ
大正期の女性雑誌 近代女性文化史研究会  編 大空社 1996 051ﾀ
だいじょうぶ、きっとうまくいく　新装　自分を許して愛
する方法

金盛　浦子 大和出版 1998 159.6ｶ

だいじょうぶだよ登校拒否　登校拒否で苦しんでい 北澤　康吉、北澤　美裟子 近代文藝社 1997 371.42ｷ

大正野球娘。
神楽坂　淳　著　　小池　定
路　イラスト

徳間書店 2007 913.6ｶ

退職後の人生を愉しむアメリカ人の知恵 松岡　陽子マックレイン 海竜社 1997 367.7ﾏ
鯛女のお姉ちゃん 波乃　久理子 ザ・マサダ 1996 775.1ﾅ
対人恐怖・醜形恐怖　他者を恐れ・自らを嫌悪する
病いの心理と病理

鍋田　恭孝 金剛出版 1997 493.74ﾅ

大震災一年　報道写真全記録 朝日新聞社　編
朝日新聞社出版
局

1995 453.21ﾀﾞ

大好きを伝えあう子育て　抱っこ法の考え方とその 阿部　秀雄 中央法規出版 1996 599.9ｱ
大切なことはすべて食卓で学んだ ルース・ライクル ＴＢＳブリタニカ 1999 936ﾗ
大切なのは、愛を感じること　癒されるヒント 金盛　浦子 大和出版 1998 146.8ｶ
太一×ケンタロウ　男子ごはんの本 国分　太一、　ケンタロウ Ｍ．Ｃｏ． 2009 596ｺ
大地の息づかいがきこえる スザンナ・タマーロ 草思社 1997 973ﾀ
大地の子と私 山崎　豊子 文藝春秋 1996 913.6ﾔ
タイ天使の国から　新装版　性を売る女たち 大内　治 マルジュ社 1997 368.4ｵ
台東区男女平等推進行動計画はばたきプラン２１
（概要版つき）

台東区　編 台東区 2015 FW367ﾀ

台所がラクになる圧力鍋の本 有元　葉子 グラフ社 1995 596ｱ

台所から戦後が見える 朝日新聞学芸部　編
朝日新聞社出版
局

1995 383.9ﾀﾞ

第二の性　１　（決定版）　事実と神話 シモーヌ・ド・ボーヴォワール 新潮社 1997 367.1ﾎﾞ1
第二の性　２　（決定版）　体験 シモーヌ・ド・ボーヴォワール 新潮社 1997 367.1ﾎﾞ2
たいのおかしら さくら　ももこ 集英社 1993 914.6ｻ
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（連携
型）報告書　（文部科学省科学技術人材育成費補助

ＤＤユニット事業推進室　編
ＤＤユニット事業
推進室

2016 FW367ﾀﾞ

ダイバーシティと女性活躍の推進　グローバル化時
代の人材戦略

経済産業省　編 経済産業調査会 2012 336.4ﾀﾞ

太平洋戦争下の学校生活 岡野  薫子 平凡社 2000 372.10ｵ
太陽の神殿　（タンタンの冒険旅行７） エルジェ　作、川口　恵子　訳 福音館書店 1985 993ｴ
太陽のように　輝く明日へエンパワーメント 井上　美代 本の泉社 1998 367ｲ
大離婚 清水　ちなみ 扶桑社 1998 367.4ｼ
代理母　ベビーＭ事件の教訓 フィリス・チェスラー 平凡社 1993 936ﾁ
対話する家族 河合　隼雄 潮出版社 1997 914.6ｶ
台湾先住民・山の女たちの「聖戦」 柳本  道彦 現代書館 2000 929.22ﾔ

たかがお茶されどお茶　職場のお茶くみを考える
日本秘書クラブ能力向上研
究会  編

時事通信社 1992 366.38ﾀ



高野優の育児ハピネス百科　エッセイマンガ 高野  優 講談社 2001 599.04ﾀ
高野優のミラクル育児図鑑　キレる笑う泣く　子育
て、ぶっつけ本番

高野　優 婦人生活社 1998 599.04ﾀ

高橋三千世の風まかせ育児出たとこ勝負　爆笑子
育て、ますますパワーアップ

高橋　三千世 婦人生活社 1998 599.04ﾀ

高群逸枝 鹿野　政直（他） 朝日新聞社 1985 281ｶ
だから、あなたも生きぬいて 大平  光代 講談社 2000 289ｵ
だから、女は男をあてにしない 田嶋  陽子 講談社 2001 367.1ﾀ
だから女は面白い　女の常識女の視点 大宅　映子 海竜社 1993 159ｵ

たから島　（こども世界名作童話２６）
スティーブンソン　作、竹崎
有斐　文、田中　槇子　絵

ポプラ社 1988 933ｽ

だから、なんなのさ 田嶋　陽子
テレビ朝日事業
局出版部

1995 367.21ﾀ

だから読まずにいられない　５つのキーワードで読
む児童文学の現在新セレクト５３

上原  里佳（他） 原書房 2000 028.09ﾀﾞ

だから、別れた　４０代、離婚のノンフィクション・ドラ 寺田　伸子 実業之日本社 1998 367.4ﾃ
多型倒錯　つるつる対談 上野　千鶴子、宮迫  千鶴 創元社 1985 361.5ｳ
岳史（たけし）よ、生命あるかぎり 加東　康一 講談社 1990 916ｶ
多項目心理学辞典 金子　隆芳（他）  監修 教育出版 1996 140ﾀ
太宰治との愛と死のノート　雨の玉川心中とその真
実

山崎　富栄  著、 長篠　康一
郎  編

学陽書房 1995 910.26ﾔ

多重人格とは何か 朝日新聞社　編
朝日新聞社出版
局

1997 145.8ﾀ

助けて　いじめ・登校拒否・自殺中学生１０６０６人の
真実の声

学習研究社　編 学習研究社 1998 371.42ﾀ

タスマニア最期の女王トルカニニ 松島  駿二郎 草思社 2000 289ﾏ

たたいていいのたたいちゃダメなの たまひよこっこクラブ  編
ベネッセコーポ
レーション

1999 379.91ﾀ

ただいま子育て中につき本日休診 山崎　利彦 草思社 1995 599.04ﾔ
たたかいに生きて　戦前婦人労働運動への証言 渡辺　悦次  編、鈴木  裕子 ドメス出版 1980 366.62ﾜ
戦いの中の青春　１９５４年日本女子大卒業生の手
記

日本女子大四十三回生文集
委員会

勁草書房 1976 916ﾀ

戦う家族たち　嫁と姑のふりかえ 木島　輝美 白梅出版 1998 367.3ｷ
闘う女性の二〇世紀　地域社会と生き方の視点か 伊藤　康子 吉川弘文館 1998 367.21ｲ
たたかう性　英米文学のヒロインたちに見る反近代 英米文化学会　編 一葉社 1997 930.27ﾀ
叩かれる女たち　テクスチュアル・ハラスメントとは 長谷川　清美 廣済堂出版 2002 367.1ﾊ
たたかわないダイエット　正しく食べて、しっかり痩せ 丸元　淑生 マガジンハウス 1997 498.58ﾏ

正しい契約書の作り方　はじめの一冊！ 法律事務所オーセンス
日本能率協会マ
ネジメントセン

2010 324.52ﾀ

立ち上がる地球市民　ＮＧＯと政治をつなぐ 堂本　暁子 河出書房新社 1995 304ﾄﾞ
立川市男女平等参画推進計画　第6次 立川市　編 立川市 2015 FW367ﾀ
立花隆の同時代ノート 立花　隆 講談社 1997 304ﾀ
立原正秋 高井　有一 新潮社 1992 910.2ﾀ
だっこはきもちいい　ぼくの育児絵日記 横山　文靖 ユック舎 1997 599.04ﾖ
脱産後うつ　私はこうして克服した ミィ 講談社 2018 495.8ﾐ
脱・専業ママ宣言 みさき　のあ フレーベル館 1997 726ﾐ
脱ダイエットジプシー　ダイエット法完全保存 エージー出版　編 エージー出版 1999 498.58ﾀﾞ
たった一分で愛される人の話し方８０のスイッチ 小俣　雅子 集英社 2011 809.4ｵ
たったこれだけのことで！仕事力が３倍アップする
時間活用法　やるべきタスクをらくらくこなすシンプ

水口　和彦 実務教育出版 2008 336.04ﾐ

たった一人の老い支度　実践編 岡田　信子 主婦の友社 1998 914.6ｵ
脱男性の時代　アンドロジナスをめざす文明学 渡辺　恒夫 勁草書房 1986 367.9ﾜ

だって更年期なんだもーん　続（治療編）
善方　裕美　著、高田真弓
イラスト＆コミック

主婦の友社 2012 493.18ﾖ

タッパーを１１倍使いこなす本　改訂版 薮田　雅子 三水社 1995 596.9ﾔ
脱・不機嫌な女　　夫・職場・子どもを変えて笑顔に
なる三七の方法

武部　純子 柏書房 2013 366.38ﾀ

脱メタボの簡単レシピ　3．5.10分でできる！ 大沼　奈保子 家の光協会 2009 493.12ｵ
たとえば旅の文学はこんなふうにして書く　旅の感
動・記録をどう書くか、どう伝えるか

関　朝之 同文書院 1999 901.5ｾ

田中寿美子の足跡　（井上輝子監修）　２０世紀を駆
け抜けたフェミニスト

田中寿美子さんの足跡をた
どる会　編

Ｉ女性会議 2015 367.1ﾀ

田中寿美子の足跡に学ぶ記録集
田中寿美子さんの足跡をた
どる会　編

Ｉ女性会議 2015 367.1ﾀ

他人を平気でいじめる人困らせる人　身近にいるト
ラブル人間の撃退法教えます

ジョセフ・ダン 日本文芸社 1998 493.7ﾀﾞ

他人同士で暮らす老後　高齢者専用マンションの四 杉原　美津子 文藝春秋 1999 369.26ｽ



他人に聞けないマナーの本　おとなの女性に必要な
常識とお作法

近藤　珠実 婦人画報社 1995 385.9ｺ

たぬき先生の子育てライブ相談室 毛利　子来 徳間書店 1998 599ﾓ
たぬき先生の人生相談 毛利　子来 岩波書店 1995 914.6ﾓ
タネナシ。 ダイアモンド✡ユカイ 講談社 2011 767.8ﾀﾞ

楽しいＯＬ物語　我が愛すべきヤング・デイズ 花井　愛子
ベネッセコーポ
レーション

1997 914.6ﾊ

楽しい生活設計 水島　照子 ミネルヴァ書房 1984 159.6ﾐ
楽しい体験してみたい欲ばり旅散歩 マガジントップ  企画編集 東京美術 2000 291.09ﾀ

たのしいな
はちのへウィメンズアクション
編

はちのへウィメン
ズアクション

2000 367ﾀ

楽しいファミリーキャンプ入門　山や海で親子で遊ぶ 武蔵野ビリケン堂  編著 山と渓谷社 2000 786.3ﾀ
楽しく生きるほうが成功する 加藤　諦三 三笠書房 1997 159ｶ
楽しく子育てアイデア・ブック エリザベス・クレアリ 築地書館 1999 379.9ｸ
楽しくやろう国際結婚 国際結婚を考える会  編 明石書店 1990 916ﾀ
楽しくやろう夫婦別姓　これからの結婚必携 福島　瑞穂（他） 明石書店 1989 367.4ﾀ
楽しみの日々 大庭　みな子 講談社 1999 915.6ｵ
楽しんでます、共働き　弁護士子育て日記 松尾　道子 創元社 1983 320.4ﾏ
旅でみつめた戦争と平和 重田　敞弘 草の根出版会 1999 319ｼ
旅に出たくなる地図　世界編　５訂版 帝国書院 帝国書院 1995 290.38ﾀ
旅に出たくなる地図　日本編　６訂版 帝国書院編集部 帝国書院 1996 291.03ﾀ
旅のマント Ｄ．Ｍ．Ｍ．クレイク（他） 青土社 1999 933.68ﾀ
タフラブという快刀　「関係」の息苦しさから自由にな
るために

信田　さよ子 梧桐書院 2009 367.3ﾉ

ダブルハッピネス 杉山　文野 講談社 2006 916ｽ
食べすぎてしまう女たち　愛の依存症 ジェニーン・ロス 講談社 1996 493.74ﾛ
食べ過ぎることの意味　過食症からの解放 ジェニーン・ロス 誠信書房 2000 493.74ﾛ
食べられる女 マーガレット・アトウッド 新潮社 1996 933ｱ

多摩エコパークガイドブック 自然型公園研究会　編
東京市町村自治
調査会

1996 291.36ﾀ

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル記録集
２０１４　（事務局：多摩市立ＴＡＭＡ女性センター)

ＴＡＭＡ女と男がともに生きる
フェスティバル実行委員会２
０１４　編

ＴＡＭＡ女と男が
ともに生きるフェ
スティバル実行
委員会２０１４

2014 FW367ﾀ

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル記録集
２０１５　（事務局：多摩市立ＴＡＭＡ女性センター）

ＴＡＭＡ女と男がともに生きる
フェスティバル実行委員会２
０１５　編

ＴＡＭＡ女と男が
ともに生きるフェ
スティバル実行
委員会２０１５

2015 FW367ﾀ

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル記録集
２０１６

ＴＡＭＡ女と男がともに生きる
フェスティバル実行委員会２
０１６　編

ＴＡＭＡ女と男が
ともに生きるフェ
スティバル実行
委員会２０１６

2016 FW367ﾀ

多摩川 佐藤　秀明 山と渓谷社 1993 748ｻ

多摩高齢者白書　ニューシルバーへの応援歌
東京市町村自治調査会  編
著

東京市町村自治
調査会

1998 367.7ﾀ

多摩３市男女共同参画推進共同研究会実施結果報
告書平成２７年度　「子育て」における男女共同参画
のあり方について）（国立市、狛江市、小金井市）

多摩３市男女共同参画推進
共同研究会

多摩３市男女共
同参画推進共同
研究会

2016 FW367ﾀ

多摩3市男女共同参画推進共同研究会実施結果報
告書 平成29年度　（「私たちに身近な男女共同参
画」）

多摩3市男女共同参画推進
共同研究会

多摩3市男女共
同参画推進共同
研究会

2018 FW367ﾀ

魂にふれるアジア 松井　やより
朝日新聞社出版
局

1992 302.2ﾏ

魂の家族を求めて　私のセルフヘルプ・グループ論 斎藤　学 日本評論社 1995 146.8ｻ
魂の殺人　親は子どもに何をしたか アリス・ミラー 新曜社 1993 371.4ﾐ
魂まで奪われた少女たち　女子体操とフィギュアス
ケートの真実

ジョーン・ライアン 時事通信社 1997 781.5ﾗ

多摩市女と男がともに生きる行動計画　平成２８年
度～平成３２年度（中間見直し版）　(中間見直し版）
男女平等と自立にささえられた男女共同参画社会

多摩市 多摩市 2016 FW367ﾀ

多摩市女と男がともに生きる行動計画推進状況評
価報告書　平成２４年度

多摩市　編 多摩市 2013 FW367ﾀ

多摩市女と男がともに生きる行動計画推進状況評
価報告書(平成２５年度）

多摩市　編 多摩市 2015 FW367ﾀ

多摩市女と男がともに生きる行動計画推進状況評
価報告書(平成28年度）

多摩市 編 多摩市 2017 FW367ﾀ

多摩市女と男が共に生きる行動計画推進状況評価
報告書(平成30年度)

多摩市 編 多摩市 2019 FW367ﾀ



ＴＡＭＡ女性センター事業概要　平成25年度
多摩市ＴＡＭＡ女性センター
編

多摩市ＴＡＭＡ女
性センター

2014 FW367ﾀ

ＴＡＭＡ女性センター事業概要　平成２６年度（２０１
４年度）

多摩市ＴＡＭＡ女性センター
編

多摩市ＴＡＭＡ女
性センター

2015 FW367ﾀ

ＴＡＭＡ女性センター事業概要　平成２７年度(２０１５
年度）

多摩市ＴＡＭＡ女性センター
編

多摩市ＴＡＭＡ女
性センター

2016 FW367ﾀ

ＴＡＭＡ女性センター事業概要  平成28年度(2016年
度)

多摩市ＴＡＭＡ女性センター
編

多摩市ＴＡＭＡ女
性センター

2017 FW367ﾀ

ＴＡＭＡ女性センター事業概要 平成２９年度(2017年
度)

多摩市ＴＡＭＡ女性センター
編

多摩市ＴＡＭＡ女
性センター  編

2018 FW367ﾀ

ＴＡＭＡ女性センター事業概要 平成30年度(2018年
度)

多摩市ＴＡＭＡ女性センター
編

多摩市ＴＡＭＡ女
性センター

2019 FW367ﾀ

タマタマ女 里中　満智子 実業之日本社 1996 914.6ｻ

多摩地域における男女共同参画推進に向けた共同
研究実施報告書

多摩３市男女共同参画推進
共同研究会

多摩３市男女共
同参画推進共同
研究会

2013 FW367ﾀ

多摩地域における男女共同参画推進に向けた共同
研究　実施報告書　（小金井市、国立市、狛江市）

多摩3市男女共同参画推進
共同研究会

多摩3市男女共
同参画推進共同
研究会

2015 FW367ﾀ

多摩ニュータウン発市民ベンチャーＮＰＯぽんぽこ 富永  一夫
日本放送出版協
会

2000 335.8ﾄ

多摩のおんな　手づくりの現代史 多摩の女を綴る会 三省堂 1973 367.2ﾀ
多摩の子育てハンドブック　行政サービス早わかり 子持ちＳＯＨＯネットワーク けやき出版 2000 599ﾀ
たまミュージアムコレクション　多摩の博物館・美術
館・資料館ガイド

のんぶる舎　編 のんぶる舎 1998 069.02ﾀ

魂萌え！の女たち　　祝祭の季節を生きる 本岡　典子 岩波書店 2006 367.3ﾓ

多摩ら・び　№２２（２００２）　（特集　府中） けやき出版　編
多摩情報メディ
ア多摩らいふ倶
楽部事務局

2002 291.36ﾀ

たまらん坂　＊武蔵野短篇集 黒井　千次 福武書店 1988 913.6ｸ
田村俊子とわたし 丸岡　秀子 ドメス出版 1983 910.2ﾏ
ダメな女 村上  龍 光文社 2001 914.6ﾑ
ダメなママでもいいじゃない　元気で育児の薬箱 子育てネット 学習研究社 1995 599ﾀﾞ

ダメ母に苦しめられて 中国新聞文化部　編
ネスコ（日本映像
出版）

1999 367.3ﾀﾞ

ダメよ、ダメよが子どもをだめにする 金盛　浦子 ＰＨＰ研究所 1997 371ｶ
多様な性と人権に関する市民意識調査報告書 国立市 国立市 2019 FW367ﾀ
足りないくらいがおもしろい　山本さんの愉快な家事
手帖　４（オレンジページブックス）

山本　ふみ子 オレンジページ 2011 590ﾔ

誰かと「いい人間関係」をつくるには？　人がわかり
合える「魔法の距離」があります

和田　秀樹 新講社 2014 361.4ﾜ

誰からも好かれようとする女たち　モナリザ・シンド
ローム、微笑みの心理

ウーテ・エーアハルト 講談社 1998 143.5ｴ

誰だってワーキングマザーになれるんだ！　百瀬い
づみとご意見隊が考えるもっと自分らしい生き方

百瀬　いづみ 海竜社 2002 366.38ﾓ

だれでも成功する会議の開き方・進め方 千名  貴志  監修 実業之日本社 2001 809.6ﾀﾞ
だれでもできるフラワーデザイン教室 欧風花インスティテュート 誠文堂新光社 1996 627.9ﾀﾞ
だれでもわかる自己破産の基礎知識　改訂版　カー
ド破産・借金地獄からの脱出法

宇都宮　健児 花伝社 1996 327.36ｳ

誰でもわかる労働法　（超図解ビジネスｍｉｎｉ） 岩本　充史、梅木　佳則 エクスメディア 2006 366.14ｲ
誰にでもできる簡単な簿記と帳簿のつけ方  新版 大掛　勝之 日本実業出版社 1997 336.91ｵ
誰にも言えなかった　子ども時代に性暴力を受けた
女性たちの体験記

エレン・バス、ルイー・ソートン 築地書館 1996 367.9ﾊﾞ

誰のために子どもを産むか　性と性殖のフィロソ 青木　やよひ　編 オリジン出版セ 1990 367.9ｱ
誰も教えてくれなかった整理・収納１０８のヒント 飯田　久恵 講談社 1997 597.5ｲ
誰もがその人らしく男女共同参画 21世紀男女平等を進める会 岩波書店 2003 367.1ﾀﾞ
誰も知らないあした　新装版　ガン病棟の手記 中島　みち 時事通信社 1991 916ﾅ

誰も知らない円形脱毛症
ひどりがもの会  編、阿部  更
織  編

同時代社 2001 494.8ﾀﾞ

誰も見なかった夢を見たい　女一人のヨーロッパ三 岬　えり子 創栄出版 1996 934ﾐ
ダロウェイ夫人 ヴァージニア・ウルフ 集英社 1998 933.7ｳ
男医にはわからないこと　ハートケア事始め 松井　律子 三五館 1997 498.14ﾏ
団塊世代・新論　関係的自立をひらく 天野  正子  編著 有信堂高文社 2001 361.64ｱ
団塊世代のライフコースと親子関係 （社会調査実習
報告書）

明星大学  編 明星大学 2001 367.3ﾀﾞ

団塊世代の老後準備　いちばん厳しい老後がまって 鈴木　由美子 主婦の友社 1998 367.7ｽ
団塊の世代わが責任と使命　戦後なるものの再建 寺島　実郎 ＰＨＰ研究所 1999 361.64ﾃ
短歌のジェンダー 阿木津　英　編著 本阿弥書店 2003 911.10ｱ



短歌の旅 俵　万智 文藝春秋 1992 914.6ﾀ
炭坑美人　闇を灯す女たち 田嶋  雅己 築地書館 2000 567.09ﾀ
男子家事　料理・選択・掃除の新メソッド 阿部　絢子　監修 マガジンハウス 2009 590ﾀﾞ
男女平等・共同参画ﾉ推進に関する年次報告書 平
成29年度

目黒区 編 目黒区 2018 FW367ﾀﾞ

男女平等参画社会実現のための板橋区行動計画
いたばしアクティブプラン実施状況報告書　第四次
（平成２６年度）

板橋区 板橋区 2015 FW367ﾀﾞ

「断捨離したいナンバーワン、それは夫です」 やました　ひでひこ 悟空出版 2019 367.3ﾔ
誕生花Ｂｉｒｔｈｄａｙ　Ｆｌｏｗｅｒｓ 井上　恵子 保育社 1990 627ｲ
誕生日を知らない女の子　　虐待ーその後の子ども 黒川　祥子 集英社 2013 367.6ｸ

誕生前の死　小児ガンを追う女たちの目
綿貫　礼子  編、チェルノイブ
リ被害調査・救助女性ネット
ワーク  編

藤原書店 1992 539.68ﾜ

男女が共に生きるまち八王子プラン（第３次） 八王子市　編 八王子市 2014 FW367ﾀﾞ
男女が共に生きるまち八王子プラン　一部改定版
第３次　（平成２９年度～平成３５年度）

八王子市　編 八王子市 2017 FW367ﾀﾞ

男女が共に生きるまち八王子プラン改訂版 第3次
2019　（平成31年度（2019年度）～平成35年度

八王子市 編 八王子市 2019 367ﾀﾞ

男女が共に生きるまち八王子プラン評価報告書　第
２次（平成２５年度）

八王子市男女共同参画セン
ター　編

八王子市 2014 FW367ﾀﾞ

男女が共に生きるまち八王子プラン評価報告書　第
３次（平成２６年度）

八王子市　編 八王子市 2015 FW367ﾀﾞ

男女が共に生きるまち八王子プラン評価報告書　第
３次（平成２７年度）

八王子市　編 八王子市 2016 FW367ﾀﾞﾞ

男女が共に生きるまち八王子プラン評価報告書 第
3次(平成29年度)

八王子市 編 八王子市 2018 FW367ﾀﾞ

男女が共に生きるまち八王子プラン評価報告書 第
3次(平成28年度)

八王子市 編 八王子市 2017 FW367ﾀﾞ

男女が共に生きるまち八王子プラン評価報告書第
三次 平成30年度(2018年度)

八王子市 編 八王子市 2019 FW367ﾀﾞ

男女間における暴力に関する調査報告書　(概要版
つき）

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2015
FW367.3
ﾀﾞ

男女間における暴力に関する調査報告書 内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2015
FW367.3
ﾀﾞ

男女間における暴力に関する調査報告書　（概要版
つき）

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2018 FW367ﾀﾞ

男女共学論 小泉　郁子 日本図書セン 1984 376ｺ
男女共生社会のワークシェアリング　労働と生活の 鎌田　とし子 サイエンス社 1995 366ｶ
男女共生と見えない格差　世界人口白書２０００ 黒田  俊夫  監修 世界の動き社 2000 358ﾀﾞ
男女共生の神話は誰が作った 中原　悌二 近代文藝社 1996 367.2ﾅ

男女共同参画をすすめる市民フォーラム報告書　第
１１回　（後援：大津市教育委員会）

男女共同参画をすすめる市
民フォーラム実行委員会　編

男女共同参画を
すすめる市民
フォーラム実行
委員会　２０１５

2015 FW367ﾀﾞ

男女共同参画をすすめる市民フォーラム報告書　第
１３回　（後援：滋賀県、大津市教育委員会）

男女共同参画をすすめる市
民フォーラム実行委員会　編

男女共同参画を
すすめる市民
フォーラム実行

2017 FW367ﾀﾞﾞ

「男女共同参画」が問いかけるもの　現代日本社会
とジェンダー・ポリティクス

伊藤　公雄 インパクト出版会 2003 367.21ｲ

男女共同参画基本計画 総理府 総理府 2000 FW367ﾀﾞ

男女共同参画基本計画　第４次 内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2015 FW367ﾀﾞ

男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な
考え方（素案）　第４次

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2015 FW367ﾀﾞ

男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な
考え方（答申）第４次

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2015 FW367ﾀﾞ

男女共同参画ＣＯＴＯプラン　誰もが尊重されるまち
をめざして（概要版つき）

江東区　編 江東区 2011 FW367ﾀﾞ

男女共同参画時代の法律常識　第２版 三谷　忠之 三恵社 2003 320.98ﾐ
男女共同参画社会　資料集 世界・日本の動き、そし
て新たな課題へ

関  哲夫  編 ミネルヴァ書房 2001 367.1ﾀﾞ

男女共同参画社会を描くイラスト表現集 岩清水　高尚　[他]
川崎市男女共同
参画センター

2003 FW367ﾀﾞ

男女共同参画社会をつくる　ＮＨＫブックス950 大沢真理
日本放送出版協
会

2002 367.1ｵ

男女共同参画推進条例のつくり方 山下  泰子（他） ぎょうせい 2001 318.1ﾀﾞ



男女共同参画推進についての市民意識・実態調査
報告書　第三次　（調査主体：小平市）　小平市男女
共同参画推進計画の策定にむけて

〔小平市〕 小平市 2015 FW367ﾀﾞ

男女共同参画推進のためのワールド・カフェ実践手
引書（改訂版）

文部科学省生涯学習政策局
文部科学省生涯
学習政策局

2017 FW367ﾀﾞ

男女共同参画推進のためのワールド・カフェ実践手
引書（改訂版）

文部科学省生涯学習政策局
文部科学省生涯
学習政策局

2017 FW367ﾀﾞ

男女共同参画推進フォーラム　平成２９年度　（ＮＷ
ＥＣ）

国立女性教育会館
国立女性教育会
館

2017 FW367ﾀﾞ

男女共同参画推進フォーラム　しぇいくはんず記録
集　２０１４　（屁性26年度市民参加事業）

調布市男女共同参画推進ｾﾝ
ﾀｰ

調布市男女共同
参画推進セン

2014 FW367ﾀﾞ

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず記録集
２０１５

調布市男女共同参画推進セ
ンター

調布市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ

2015 FW367ﾀﾞ

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず記録集
２０１６

調布市男女共同参画推進セ
ンター

調布市男女共同
参画推進セン

2016 FW367ﾀﾞ

男女共同参画センターえーる事業概要　平成25年 練馬区 練馬区 2015 FW367ﾀﾞ
男女共同参画センターえーる事業概要（平成26年
度事業実績）

練馬区 練馬区 2015 FW367ﾀﾞ

男女共同参画センターえーる事業概要　平成２７年
度事業実績

練馬区 練馬区 2016 FW367ﾀﾞ

男女共同参画センターえーる事業概要(事業実績
平成２８年度)

練馬区 練馬区 2017 FW367ﾀﾞ

男女共同参画センターえーる事業概要  (事業実績
平成29年度)

練馬区 練馬区 2018 FW367ﾀﾞ

男女共同参画センターえーる事業概要(事業実績平
成30年度)

練馬区 練馬区 2019 FW367ﾀﾞ

｢男女共同参画センター等との関わりについての調
査｣報告書

リソース・エンパワメント・ネッ
トワークＲＥＮ

リソース・エンパ
ワメント・ネット
ワークＲＥＮ

2017 FW367ﾀﾞ

男女共同参画・多様性配慮の視点で学ぶ防災ワー
クブック　（地域・支援団体で使える！ワークショップ

減災と男女共同参画研修推
進ｾﾝﾀｰ　編

減災と男女共同
参画研修推進ｾ

2015
FW369.3
ﾀﾞ

男女共同参画統計データブック　２００９　日本の女
性と男性

国立女性教育会館　編、伊
藤　陽一　編

ぎようせい 2009 367.21ﾀﾞ

男女共同参画統計データブック　日本の女性と男性
２０１２

国立女性教育会館、伊藤
陽一　編

ぎょうせい 2012
367.21ﾀﾞ
2012

男女共同参画と女性労働　新しい働き方の実現を
めざして

赤岡  功（他） ミネルヴァ書房 2000 366.38ﾀﾞ

男女共同参画と男性・男児の役割 原　ひろ子　（他） 明石書店 2008 367.2ﾀﾞ
男女共同参画に関する意識と生活実態調査報告書
（概要版つき）

杉並区　編 杉並区 2017 FW367ﾀﾞ

男女共同参画に関する区民意識実態調査報告書
（概要版つき）

世田谷区 世田谷区 2015 FW367ﾀﾞ

男女共同参画に関する区民意識･実態調査報告書
（概要版つき）

世田谷区 世田谷区 2020 FW367ﾀﾞ

男女共同参画に関する実態調査結果報告書 稲城市　編 稲城市 2014 FW367ﾀﾞ
男女共同参画に関する市民意識・実態調査報告書
平成２７年度（２０１５年度）

吹田市 吹田市 2016 FW367ﾀﾞ

男女共同参画に関する市民意識調査報告書　一人
ひとりが生き生きと暮らせる社会を目指して

東村山市 東村山市 2016 FW367ﾀﾞ

男女共同参画に関する市民意識調査報告書　平成
２８年度

川口市 川口市 2017 FW367ﾀﾞ

男女共同参画に関するデータブック 2016 吹田市 吹田市 2017 FW367ﾀﾞ
男女共同参画による日本社会の経済・経営・地域活
性化戦略

吉田　浩　編
河北新報出版セ
ンター

2013 367.1ﾀﾞ

男女共同参画の時代　岩波新書　新赤版867 鹿嶋　敬 岩波書店 2003 367.1ｶ
男女共同参画の視点で実践する災害対策テキスト
災害とジェンダー＜基礎編＞

東日本大震災女性支援ネッ
トワーク研修プロジェクト担当

東日本大震災女
性支援ネット

2013
FW369.3
ﾀﾞ

男女共同参画のための品川区行動計画の推進に
向けて　第４次　品川区行動計画推進会議報告書

品川区 品川区 2014 FW367ﾀﾞ

男女共同参画のための品川区行動計画の推進に
向けて　第４次　（品川区行動計画推進会議報告書

品川区 品川区 2016 FW367ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成１０年版　男女共同参画の
現状と

総理府　編 大蔵省印刷局 1998 FW367ﾀﾞ

男女共同参画白書  平成１１年度版　男女共同参画
２０００年プランに関する報告書(第3回）

総理府  編 大蔵省印刷局 1999
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書  平成１２年版 総理府  編 大蔵省印刷局 2000 FW367.2

男女共同参画白書　平成１４年版　CD-ROM付 内閣府　編 財務省印刷局 2002
FW367.21
ﾀﾞ



男女共同参画白書　平成１５年度　暮らしと社会シ
リーズ

内閣府 内閣府 2003
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成16年版　暮らしと社会シ
リーズ　CD-ROM付

内閣府　編 内閣府 2004 FW367.21

男女共同参画白書　平成17年版　暮らしと社会シ
リーズ

内閣府　編 国立印刷局 2005
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成18年版　（「暮らしと社会」
シリーズ）

内閣府 内閣府 2006
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成19年版　概要版付 内閣府 内閣府 2007
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成２０年版 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2008
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成21年版 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2009
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成21年版 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2009
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成22年版 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2010
FW367･21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成22年版 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2010
FW367･21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成２３年版　（概要つき） 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2011
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成２３年版　（概要つき） 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2011
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成２４年版　概要つき 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2012
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成２４年版　概要つき 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2012
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成２５年版　（概要版つき） 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2013
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成26年版　（概要つき） 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2014
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成26年版　（概要つき） 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2014
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成２７年版　（概要版つき） 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2015 FW367ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成２７年版　（概要版つき） 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2015 FW367ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成２８年版　（概要版つき） 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2016 FW367ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成２８年版　(概要版つき） 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2016 FW367ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成29年版　(概要版つき） 内閣府男女共同参画局　編
内閣府男女共同
参画局

2017
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書　平成30年版　（概要つき） 内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2018 FW367.21

男女共同参画白書　平成30年版　（概要つき） 内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2018 FW367.21

男女共同参画白書 令和元年版 ﾀﾞﾝｼﾞﾖｷﾖｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾊｸｼﾖ
内閣府男女共同
参画局

2019
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書 令和元年版 ﾀﾞﾝｼﾞﾖｷﾖｳﾄﾞｳｻﾝｶｸﾊｸｼﾖ
内閣府男女共同
参画局

2019
FW367.21
ﾀﾞ

男女共同参画白書のあらまし　平成１０年版 大蔵省印刷局　編 大蔵省印刷局 1998 FW367ﾀﾞ

男女共同参画フォーラム報告書　２０１５　（武蔵野
市男女共同参画週間事業）

武蔵野市男女共同参画週間
事業実行委員会、武蔵野市

武蔵野市男女共
同参画週間事業
実行委員会、武
蔵野市

2015 FW367ﾀﾞ

男女共同参画フォーラム報告書　２０１６
武蔵野市男女共同参画週間
事業実行委員会、武蔵野市

武蔵野市男女共
同参画週間事業
実行委員会、武
蔵野市

2016 FW367ﾀﾞﾞ

男女共同参画フォーラム報告書 2017　（武蔵野市
男女共同参画週間事業）

武蔵野市男女共同参画週間
事業実行委員会､武蔵野市

武蔵野市 2018 FW367ﾀﾞ

男女共同参画フォーラム報告書 2018　（武蔵野市
男女共同参画週間事業）

武蔵野市 武蔵野市 2018 FW367ﾀﾞ

男女共同参画フォーラム報告書 2019　（武蔵野市
男女共同参画週間事業）

武蔵野市 武蔵野市 2019 FW367ﾀﾞ

男女協働社会の創造　２１世紀の地方自治戦略  １ 金子　輝子　編 ぎょうせい 1993 318ﾀﾞ



男女共同参画白書　平成１３年度版　ＣＤ－ＲOM付 内閣府編 財務省印刷局 2001
FW367.21
ﾀﾞ

男女雇用機会均等法　＊芳賀  由香 画 すずき　清志 一橋出版 1998 366.14ｽ
男女雇用機会均等法前史　戦後婦人労働史ノート 大羽　綾子 未来社 1988 366.3ｵ

男女雇用機会均等法のあらまし 厚生労働省都道府県労働局
厚生労働省都道
府県等同局

2015
FW366.3
ﾀﾞ

男女雇用機会均等法　労働基準法（女性関係等）
育児・介護休業法　パートタイム労働法　解釈便覧

労働省婦人局　監修
２１世紀職業財
団

2002 366.3ﾀﾞ

男女雇用平等法論　イギリスと日本 浅倉　むつ子 ドメス出版 1991 366.14ｱ
男女の生み分け方　二人の希望に応える 原　利夫 池田書店 1999 598.2ﾊ
男女の魂の心理学　ふたりの魂を目覚めさせる愛 ジョン・ウェルウッド 日本文教社 2000 143.1ｳ
男女平等への道 古舘  真 明窓出版 2000 367.1ﾌ
男女平等・共同参画の推進に関する年次報告書
平成２５年度

目黒区 目黒区 2014 FW367ﾀﾞ

男女平等・共同参画の推進に関する年次報告書
平成２６年度

目黒区 目黒区 2015 FW367ﾀﾞ

男女平等・共同参画の推進に関する年次報告書
平成２７年度

目黒区 目黒区 2016 367ﾀﾞ

男女平等・共同参画の推進に関する年次報告書
平成28年度

目黒区 目黒区 2017 FW367ﾀﾞ

男女平等・共同参画に関する年次報告書 平成30年 目黒区 編 目黒区 2019 FW367ﾀﾞ
男女平等参画社会実現のための板橋区行動計画
いたばしアクションプラン　２０２０　(概要版つき）

板橋区　編 板橋区 2016 FW367ﾀﾞ

男女平等参画社会実現のための板橋区行動計画
いたばしアクティブプラン実施状況報告書　第四次
（平成２５年度）

板橋区 板橋区 2014 FW367ﾀﾞ

男女平等参画社会実現のための板橋区行動計画
いたばしアクティブプラン実施状況報告書　第四次
(平成２７年度）

板橋区 板橋区 2016 FW367ﾀﾞ

男女平等参画社会実現のための板橋区行動計画
いたばしアクティブプラン　中間期の見直し　第四次

板橋区 板橋区 2013 FW367ﾀﾞ

男女平等参画社会実現のための板橋区行動計画
いたばしアクティブプラン2020実施状況報告書　平

板橋区 板橋区 2017 FW367ﾀﾞ

男女平等参画に関する市民意識･実態調査報告書 八王子市 編 八王子市 2018 FW367ﾀﾞ

男女平等参画に関する西東京市民意識実態調査
報告書　（概要版つき）

西東京市男女平等推進セン
ターパリテ

西東京市男女平
等推進センター
パリテ

2018 FW367ﾀﾞ

男女平等参画のための東京都行動計画　概要つき 東京都生活文化局　編
東京都生活文化
局

2010 FW367ﾀﾞﾞ

男女平等参画のための三鷹市行動計画２０２２ 三鷹市 三鷹市 2012 FW367ﾀﾞﾞ
男女平等推進いなぎプラン推進状況調査報告書
平成２５年度事業実績に対する評価

稲城市 稲城市 2015 FW367ﾀﾞ

男女平等推進いなぎプラン推進状況調査報告書
平成２６年度事業実績に対する評価

稲城市 稲城市 2016 FW367ﾀﾞ

男女平等推進いなぎプラン推進状況調査報告書
平成２７年度事業実績に対する評価（稲城市男女共
同参画計画（平成１８年度～平成２７年度）

稲城市 稲城市 2017 FW367ﾀﾞ

男女平等推進いなぎプラン推進状況調査報告書 平
成28年度事業実績に対する評価　第四次稲城市男
女共同参画計画（平成２８年度～３７年度））

稲城市 稲城市 2018 FW367ﾀﾞ

男女平等推進いなぎプラン推進状況調査報告書 平
成29年度事業実績に対する評価　（稲城市男女共
同参画計画第4次（平成28年度～37年度）

稲城市 稲城市 2019 367ﾀﾞ

男女平等・男女共同参画に関する多摩市民意識及
び実態調査報告書　２０１５

多摩市 多摩市 2015 FW367ﾀﾞ

男女平等ー地域からの発信　ＧＥＭ10年の記録 Ｍａｋｉｔａ　Ｍ　編
男女平等参画推
進みなと

2016 FW367ﾀﾞ

男女平等の社会へ　　世界のいまと日本の女性 広井　暢子 新日本出版社 2013 367.1ﾋ
男女平等の本　＊８冊に分冊　＊８分冊でケース入
り

インゲル・ヨハンネ・アルネセ
ン、アウド・ランボー

男女平等の本を
出版する会

1998 367.1ｱ

男女摩擦 鹿嶋  敬 岩波書店 2000 367.21ｶ
男性改造講座　男たちの明日へ 足立区女性総合センター  編 ドメス出版 1993 367ﾀﾞ
男性学入門 伊藤　公雄 作品社 1996 367.5ｲ
男性学の新展開 田中　俊之 青弓社 2009 367ﾀ
男性原理と女性原理　仏教は性差別の宗教か 植木　雅俊 中外日報社 1996 181ｳ
男性更年期の謎 マルコム・カラザース 人間と歴史社 1998 493.18ｶ
男性支配の起源と歴史 ゲルダ・ラーナー 三一書房 1996 367.2ﾗ
男性神話 彦坂　諦 径書房 1991 367.9ﾋ



男性と女性　上　移りゆく世界における両性の研究 Ｍ．ミード 創元社 1986 361.5ﾐ1
男性と女性　下　移りゆく世界における両性の研究 Ｍ．ミード 創元社 1986 361.5ﾐ2

男性にとっての男女共同参画　（幹事市　清瀬市）
沿線３市男女共同参画連携
事業実行委員会　編

沿線３市男女共
同参画連携事業
実行委員会

2015 FW367ﾀﾞ

男性のセルフ・フィットネス　現代的男らしさとは 中村　延江 誠信書房 1992 146.8ﾅ
男性の誕生　黄金のろばの深層 Ｍ．Ｌ．フォン・フランツ 紀伊國屋書店 1988 146.1ﾌ

男性論　共同研究
西川  祐子  編、荻野  美穂
編  トム・ギル（他）著

人文書院 1999 367.5ﾀﾞ

短大はどこへ行く　ジェンダーと教育 松井　真知子 勁草書房 1997 377.3ﾏ

タンタンタンゴはパパふたり
ジャスティン・リチャードソン
、ピーター・パーネル　文　ヘ
ンリー・コール　絵

ポット出版 2008 933ﾘ

タンタンチベットをゆく　（タンタンの冒険旅行５） エルジェ　作、川口　恵子　訳 福音館書店 1983 993ｴ
丹野セツ　革命運動に生きる 山代　巴  編、牧瀬  菊枝  編 勁草書房 1986 289ﾔ
断片を越えて　フェミニズムと社会主義 Ｓ．ローバトム（他） 勁草書房 1989 309.02ﾀﾞ
田んぼ野っぱら農が好き 布施のり子 光陽出版社 1994 611.98ﾌ
男流文学論 上野　千鶴子（他） 筑摩書房 1992 910.26ﾀﾞ
地域女性史入門 折居  美耶子 ドメス出版 2001 367.2ｵ
地域女性史文献目録 折井　美耶子、山辺　恵巳子 ドメス出版 2003 367.21ｵ
地域政策と市民参加　「市民参加」への多面的アプ 佐藤　徹　（他）編 ぎょうせい 2006 318ﾁ
地域で生きる　精神障害者の生活と意見 谷中　輝雄　編 やどかり出版 1997 369.28ﾔ
地域で看るみんなで看とる　女性が進める介護の社 樋口　恵子　編 ミネルヴァ書房 1996 369.26ﾋ
｢地域と学校の協働｣を推進する方策について(中間
のまとめ)

東京都生涯学習審議会  編 東京都教育庁 2018 379ﾁ

「地域と教育機関の連携による女性の学びを支援す
る保育環境の在り方の検討」事業報告書

文部科学省生涯学習政策局
文部科学省生涯
学習政策局

2017 FW367ﾁ

「地域を教育機関の連携による女性の学びを支援
する保育環境の在り方の検討」事業報告書

文部科学省生涯学習政策局
文部科学省生涯
学習政策局

2017 FW368ﾁ

小さいことにくよくよするな　しょせん、すべては小さ リチャード・カールソン サンマーク出版 1998 159ｶ
小さな貝殻　母・森瑶子と私 マリア・ブラッキン 新潮社 1995 910.26ﾌﾞ
小さな会社の労働基準法と就業規則がわかる本 荒川  岩雄（他）  監修 成美堂出版 2000 366.15ﾁ
小さな会社の労働契約と解雇のルール 石井　孝治 日本実業出版社 2009 366.51ｲ
小さな空間を美しく飾るガーデニングのアイデア１２
７　新・週末主義

講談社　編 講談社 1999 629.75ﾁ

小さな芸術家のための工作ブック ローリー・カールソン ブロンズ新社 1995 754ｶ
小さな小さなあなたを産んで 唐木　幸子（他） 読売新聞社 1999 916ﾁ

小さなトラブル１１０番　Ｑ＆Ａ
東京弁護士会あっせん・仲裁
センター  編

民事法研究会 1995 320.4ﾁ

小さな花のアレンジメント 藤田　宏子 グラフ社 1997 627.9ﾌ
小さな姫の勇気の教え　自分の元気の見つけ方 深井　せつ子 ベストセラーズ 1998 914.6ﾌ
小さなフラワーアレンジメント 市村　美佳子 雄鶏社 1997 627.9ｲ
小さなマンションのインテリア大図鑑 牧野　保子　編 主婦の友社 1997 597ﾏ
小さな山神スズナ姫 富安　陽子 偕成社 1996 913ﾄ
ちいさなわたしをだきしめて 椎名　篤子 集英社 1998 367.6ｼ
地位と羞恥　社会的不平等の象徴的再生産 ジークハルト・ネッケル 法政大学出版局 1999 361.3ﾈ
チェーザレ・ボルジアあるいは優雅なる冷酷 塩野　七生 新潮社 1994 913.6ｼ

チェブラーシュカとなかまたち　新版
ウスペンスキー　作、いじゅう
いん　としたか　訳

新読書社 2001 933ｳ

チェルノブイリから学んだお母さんのための放射能
対策BOOK

野呂　美加 学陽書房 2011 539.6ﾉ

チェルノブイリの祈り　未来の物語 スベトラーナ・アレクシエー 岩波書店 1998 543.5ｱ
違いがわかると面白い！オトコとオンナの説明書 米山　公啓 成美堂出版 2014 143.1ｲ
地価公示　平成26年　禁帯出 国土交通省 国土交通省 2014 334.6
地価公示　禁帯出 国土交通省 国土交通省 2015 334.6ﾁ
地価公示　平成２８年 国土交通省 国土交通省 2016 334.6ﾁ
地価公示　平成２９年 国土交通省 国土交通省 2017 334.6ﾁ
地価公示　平成３０年 国土交通省 国土交通省 2018 334.6ﾁ
地価公示 平成31年度　禁帯出 国土交通省 国土交通省 2019 334.6ﾁ
地球を救うかんたんな５０の方法 竹内　均　監修 講談社 1992 519ﾀ
地球環境問題がよくわかる本 浦野　紘平、浦野　真弥 オーム社 2017 519.ｳ
地球の一角から 住井　すゑ 人文書院 1986 914ｽ1
地球の一角から　続 住井　すゑ 人文書院 1990 914ｽ2
地球のうえの女性　男女平等のススメ 小寺　初世子 東信堂 1997 367.1ｺ

地球のおんなたち　女から女へ、女を語る
大阪外国語大学女性研究者
ネットワーク

嵯峨野書院 1996 367.2ﾁ

地球の再生　発言する女たち
レオニー・カルディコット、ステ
ファニー・ルランド

三一書房 1989 304ｶ



地球の雑学事典　おもしろくてためになる 大浜　一之 日本実業出版社 1990 404ｵ
逐条解説男女共同参画社会基本法 内閣府男女共同参画局　編 ぎょうせい 2004 367.1ﾁ

地図で見る世界の女性
ジョニー・シーガー　著　原
民子、木村くに子　訳

明石書店 2005 367.2ｼ

地図でみる世界の女性 ジョニー・シーガー 明石書店 2005 367.2ｼ
地図で見る日本の女性 武田　祐子（他）　編著 明石書店 2007 367.21ﾁ
父親が語る登校拒否　増補新版 東京シューレ父母会  編 現代企画室 1997 371.42ﾁ
父親殺し　孤独な家族の精神鑑定 福島　章 講談社 1998 498.99ﾌ
父親であることは哀しくも面白い 広岡  守穂 講談社 2001 367.3ﾋ

父親と家族　父性を問う 黒柳　晴夫（他）　編
早稲田大学出版
部

1998 361.63ﾁ

父親と家族療法 柴田　長生（他） ミネルヴァ書房 1995 367.3ﾁ
父親になるということ 辻井　正 同朋舎 1998 367.3ﾂ
父親になるということ 野本　三吉 海竜社 1999 367.3ﾉ
父親の研究 木原　武一 新潮社 1999 367.3ｷ
父親の発達心理学　父親の現在とその周辺 柏木　恵子　編著 川島書店 1993 367.3ｶ
父親崩壊 妙木　浩之 新書館 1997 367.3ﾐ
父親はなぜ必要なのか クリスティアーヌ・オリヴィエ 小学館 2001 367.3ｵ
父・こんなこと 幸田　文 新潮社 1991 913.6ｺ
父という病 岡田　尊司 ポプラ社 2014 367.3ｵ
父と子のフィ-ルド・ノート　歴史人類学的考察 天沼  香 東京堂出版 2000 367.3ｱ
父と娘心のダンス　葛藤を乗り越えるために Ｂ．ゴールター、Ｊ．ミニン 誠信書房 1997 367.3ｺﾞ
父と娘の秘密の法則 エリザベス・フィシェル 朝日新聞社 1998 367.3ﾌ
父・丹羽文雄介護の日々 本田　桂子 中央公論社 1997 916ﾎ
父のいる食卓 本間　千枝子 文藝春秋 1987 914.6ﾎ
父の国の母たち　上　女を軸にナチズムを読む クローディア・クーンズ 時事通信社 1990 234.07ｸ1
父の国の母たち　下　女を軸にナチズムを読む クローディア・クーンズ 時事通信社 1990 234.07ｸ2
父の殺意　金属バット事件を追って 前田　剛夫 毎日新聞社 1998 916ﾏ
父の娘たち　森茉莉とアナイス・ニン 矢川　澄子 新潮社 1997 910.26ﾔ
父よ母よ　ルポルタージュ 斎藤　茂男 講談社 1996 368.7ｻ
窒息する母親たち　春奈ちゃん事件の心理ファイル 矢幡  洋 毎日新聞社 2000 326.34ﾔ
知的快適ブックだんだん自分になっていく 落合　恵子 講談社 1998 914.6ｵ
知的熟年ライフの作り方 小山  慶太 講談社 2000 159.79ｺ
知的生活をめざす女性へ 加藤　恭子 リクルート出版 1990 367.3ｶ
知能を高める育児プログラム ジェネヴィエーブ・ペインター 一光社 1993 376.1ｻ
知の虚構　アカデミック・ハラスメントのゆくえ 坂奈　玲 三一書房 1997 913.6ｻ
地のはてから　上 乃南　アサ 講談社 2010 913.6ﾉ1
地のはてから　下 乃南　アサ 講談社 2010 913.6ﾉ2
地方公共団体における男女共同参画社会の形成又
は女性に関する施策の推進状況　（概要）（平成２９

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2017 FW367ﾁ

地方公共団体における男女共同参画社会の形成又
は女性に関する施策の推進状況　（概要）（平成２９
年度）（ＣＤ-ＲＯＭ２種つき）

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2017 FW367ﾁ

地方公共団体における男女共同参画社会の形成又
は女性に関する施策の推進状況（都道府県・政令
指定都市編）　平成２５年度

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2013 FW367ﾁ

地方公共団体における男女共同参画社会の形成又
は女性に関する施策の推進状況 (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ﾁ

地方公共団体における男女共同参画社会の形成又
は女性に関する施策の推進状況 (平成30年)　（ＣＤ
－Ｒ１枚つき）

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2019 367ﾁ

地方公共団体における男女共同参画社会の形成又
は女性に関する施策の推進状況（概要）（平成27年

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2015 FW367ﾁ

地方公共団体における男女共同参画社会の形成又
は女性に関する施策の推進状況（概要）（平成27年
度）　（ＣＤ－Ｒ２枚つき）

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2015 FW367ﾁ

地方公共団体における男女共同参画社会の形成又
は女性に関する施策の推進状況（概要）（平成28年
度）　（ＣＤ-ＲＯＭ２種付き）

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2017 FW367ﾁ

地方公共団体における男女共同参画社会の形成又
は女性に関する施策の推進状況（概要）（平成28年

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2017 FW367ﾁ

地方自治が抱える当面の課題　＊講演シリーズ 第
５３号

森　繁一
地方行財政調査
会

1993 318ﾓ

地方自治の現代用語  新版第１次改訂版 阿部  齊（他）  編著 学陽書房 2000 318.03ﾁ
地方版エンゼルプランと私たちの保育 村山　祐一、田中　章史 自治体研究社 1996 369.4ﾑ
地方分権でなければ日本はダメになる　高福祉社
会への道

岩本　久人 ダイヤモンド社 1996 318ｲ



地方分権なんでも質問室
大森  彌  編著、神野  直彦
編著

ぎょうせい 1999 318ｵ

チャールズリバーのほとりで　家族留学１０００日 早川　与志子 大月書店 1991 916ﾊ
チャクラビューティ　女性の潜在的な美しさを色で引
き出す新美容メソッド

西川　眞知子
ブルーロータス
パブリッシング

2012 147ﾆ

茶の間で語り合う新ガイドライン 浅井　基文　編 かもがわ出版 1998 319.8ﾁ
茶の湯の文化史　近世の茶人たち 谷端  昭夫 吉川弘文館 1999 791.2ﾀ
チャペックの犬と猫のお話 カレル・チャペック 河出書房新社 1996 989.54ﾁ
チャリンコ日本一周記　女ひとり２年７カ月 川西　文 連合出版 1995 291.09ｶ
チャレンジミッケ！　８　おもちゃとっきゅう ウォルター・ウィック 小学館 2011 933ｳ8
チャレンジはおもしろい 金森　トシエ ドメス出版 1992 367.21ｶ
ちゃんと子育てできる親・できない親　モタ先生の育
児指南

斎藤  茂太 ＰＨＰ研究所 2000 379.91ｻ

中央区女性史　<聞き書き集>　いくつもの橋を渡っ
て　（全２冊）

中央区、中央区女性史編纂
委員会　編

ドメス出版 2007 367.21ﾁ

中央区女性史　<通史>　いくつもの橋を渡って　（全 中央区 ドメス出版 2007 367.21ﾁ
中央区男女共同参画行動計画2018　（平成30（2018
年度～平成34（2022）年度、概要版つき）

中央区 編 中央区 2018 FW367ﾁ

中央省庁再編ガイドブック　新旧両引き 中央省庁改革研究会  編 ぎょうせい 2000 317.20ﾁ
中学英語で日本の行事が紹介できる 藤井  亮蔵、大原  正幸 エール出版社 2000 837.7ﾌ
中学教師の胸のうち　徹底討論 ＮＨＫ少年少女プロジェクト 岩波書店 1998 374.13ﾁ
中学生とモモを読む　生きるヒントとして 西村　敦雄 近代文藝社 1996 375.85ﾆ
中期親子関係と世代間扶養意識に関するコーホー
ト比較研究　＊研究成果報告書

岩上  真珠 明星大学 1999 367.3ｲ

中・高校生のための法律ガイド　夢と希望と生活の 喜成　清重 民事法研究会 1995 320.4ｷ
中高年から山歩きを楽しむ本　中高年からのステッ
プアップ講座 ３

小出  正一 旬報社 2000 786.1ｺ

中高年・管理職働き方のルール　これだけは知って
おきたい労働法

山内  一浩 旬報社 2001 366.3ｻ

中高年の体の疲れをとる本　たちまち気分爽快 五味　雅吉 青春出版社 1998 492.79ｺﾞ
中高年の結婚ストレス　その危機を乗り越えるため
の心の医学

清田　一民
ワールドプランニ
ング

1996 367.3ｷ

中高年のための海外ホームステイ 清水　祺子 水魂社 1999 377.6ｼ
中国女性事情　インタビュー 張　辛欣（他） 草風館 1987 367.2ﾁ

中国に連行された朝鮮人慰安婦
韓国挺身隊問題対策協議会
挺身隊研究会  編

三一書房 1996 929.16ﾁ

中国の女性学　平等幻想に挑む 秋山　洋子（他）  編訳 勁草書房 1998 367.22ﾁ
中国見たもの聞いたこと 西野　広洋 新潮社 1991 222ﾆ
中国四千年の女たち 飯塚　朗 時事通信社 1983 282ｲ
忠臣蔵を生きた女　内蔵助の妻理玖とその周辺 瀬戸谷　晧 北星社 2005 210.52ｾ
中性脂肪値が高いとき　初心者でも簡単　ヘルシー
メニュー・システム

宗像　伸子 法研 1998 498.58ﾑ

中性脂肪とコレステロール　気になる常識のウソ・ホ 塩谷　浩　監修 日東書院 1995 498.55ｼ
中世娼婦の社会史 ジャック・ロシオ 筑摩書房 1992 368.4ﾛ
中世の女の一生 保立　道久 洋泉社 1999 367.21ﾎ
中世の女の一生　新装版　貴族・領主・百姓・下人
の女たちの運命と人生（新装版）

保立　道久 洋泉社 2010 210.4ﾎ

中絶　生命をどう考えるか ロジャー・ローゼンブラット 晶文社 1996 498.2ﾛ
中絶論争とアメリカ社会　身体をめぐる戦争 荻野  美穂 岩波書店 2001 367.25ｵ
中年以後 曽野　綾子 光文社 1999 914.6ｿ
中年期うつを治す 町沢　静夫 講談社 1997 493.76ﾏ

中年期とこころの危機 高橋  祥友
日本放送出版協
会

2000 143.6ﾀ

中年って何　団塊の世代はこれからどう生きるか 三田  誠広 光文社 2000 367.7ﾐ
超かんたん子育てのツボ　保育ママが楽しい子育て
のアドバイス

浜名　紹代 草土文化 1997 599ﾊ

超カンタン・自分でできるヘアアレンジ 日本ヴォーグ社　編 日本ヴォーグ社 1995 595.4ﾁ
超高齢時代　豊かな人生をデザインする 読売新聞社編集局解説部 日本医療企画 1997 367.7ﾁ
長寿時代の住まいの選択　働く女性２５００人のメッ 生涯居住環境研究会  編 中央法規出版 1995 365.3ﾁ
長寿のおかず    ＊白井  操  料理           　身近な
素材と作りやすさで選んだ

家森  幸男  監修 ＮＨＫ出版 1999 596.4ﾁ

長女が読む本　長女の魅力・長女の弱点・長女のホ 神津　カンナ 三笠書房 1990 367.3ｺ
超初心者の元気山歩き みなみ  らんぼう  監修 主婦と生活社 2000 786.1ﾁ
朝鮮人慰安婦と日本人　元下関労報動員部長の手 吉田　清治 新人物往来社 1986 916ﾖ
朝鮮人軍隊慰安婦　韓国女性からの啓発 金　文淑 明石出版 1992 916ｷ
長男・長女の育て方　子どもの性格はお母さんの接
し方しだい ＢＡＢＹ ＣＡＲＥ

榊原　洋一 講談社 1995 599ｻ

長男の妻として嫁としての生き方計画 野末　陳平 講談社 1992 367.3ﾉ



長男の嫁　夫は長男でひとりっ子のおいしい話、苦 三浦  暁子 三笠書房 2000 367.3ﾐ

長男物語　イエ、ハハ、ヨメに縛られて 中国新聞文化部　編
ネスコ（日本映像
出版）

1998 367.3ﾁ

調布市男女共同参画プラン実施状況報告書　第４
次　（平成２６年度）

調布市男女共同参画推進セ
ンター　編

調布市 2015 FW367ﾁ

調布市男女共同参画推進プラン改訂版実施状況報
告書　第4次（平成29年度）

調布市男女共同参画推進セ
ンター　編

調布市 2018 FW367ﾁ

調布市男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず
記録集  2017　（前年度までの書名は、男女共同参
画推進フォーラムしぇいくはんず記録集）

調布市男女共同参画推進セ
ンター

調布市男女共同
参画推進セン
ター

2017 FW367ﾁ

調布市男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず
記録集　２０１８

調布市男女共同参画推進セ
ンター

調布市男女共同
参画推進セン

2018 FW367ﾁ

調布市男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず
記録集 2019

調布市 調布市 2019 FW367ﾁ

調布市男女共同参画推進プラン（第４次）改定版
（平成２９年度～平成３３年度）

調布市男女共同参画推進セ
ンター　編

調布市 2017 FW367ﾁ

調布市男女共同参画推進プラン改訂版実施状況報
告書　第4次（平成30年度）

調布市男女共同参画推進セ
ンター 編

調布市 2019 FW367ﾁ

調布市男女共同参画推進プラン実施状況報告書
（第４次）（平成２５年度）

調布市男女共同参画推進ｾﾝ
ﾀｰ　編

調布市 2014 FW367ﾁ

調布市男女共同参画推進プラン実施状況報告書
第４次（平成２７年度）

調布市男女共同参画推進セ
ンター　編

調布市 2016 FW367ﾁ

調布市男女共同参画推進プラン実施状況報告書
第４次（平成28年度）

調布市男女共同参画推進セ
ンター  編

調布市 2017 FW367ﾁ

調布の里ものがたり（平成９年度女性課講座）　女
たちの明治・大正・昭和聞き書き集

聞き書き集編集委員会  編 調布市 1999 FW367.2ﾁ

調布の里ものがたり  続（平成１１年度女性課講座）
女たちの明治・大正･昭和研究レポート･資料・聞き

調布の里ものがたり編集委
員会  編

調布市 2000 FW367.2ﾁ

諜報員マリータ
マリータ・ローレンツ、テツド・
シュワルツ

新潮社 1997 289ﾛ

超訳六法全書  憲法・刑法  新訂版　全文ふりがな
＆メモ解説付

尾崎  哲夫 三修社 2002 320.91ｵ

超訳六法全書  民法／総則・物権編  新訂版　全文
ふりがな＆メモ解説付

尾崎  哲夫 三修社 2002 320.91ｵ

朝陽門外の虹　崇貞女学校の人びと 山崎　朋子 岩波書店 2003 916ﾔ
チョコレート革命 俵　万智 河出書房新社 1997 911ﾀ

千代田区女性史  第一巻
千代田区、千代田区女性史
編集委員会  編

ドメス出版 2000 367.2ﾁ1

千代田区女性史  第二巻
千代田区、千代田区女性史
編集委員会  編

ドメス出版 2000 367.2ﾁ2

千代田区女性史  第三巻
千代田区、千代田区女性史
編集委員会  編

ドメス出版 2000 367.2ﾁ3

千代田区男女共同参画センター事業概要　平成２５ 千代田区　編 千代田区 2014 FW367ﾁ
千代田区男女共同参画センター事業概要　平成２７ 千代田区　編 千代田区 2016 FW367ﾁ
千代田区男女共同参画センター事業概要 平成28 千代田区　編 千代田区 2017 FW367ﾁ
千代田区男女共同参画センター事業概要 平成29 千代田区　編 千代田区 2018 FW367ﾁ
千代田区男女共同参画センター事業概要 平成30 千代田区　編 千代田区 2019 FW367ﾁ
千代田区男女平等推進行動計画　第4次　（概要版 千代田区　編 千代田区 2012 FW367ﾁ
ちょっと憧れ、こんな暮らし方　想いが叶う暮らしの
ひらめき５０章

西村　玲子 講談社 1997 590.49ﾆ

ちょっといいかげんがいい　子供を峻別しない教育 荒井　毅 東洋館出版社 1996 370.49ｱ
ちょっと気になる子どもと子育て　子どものサインに
気づいて

池添　素 かもがわ出版 1998 379.91ｲ

ちょっとコハレタひと 石坂　啓 読売新聞社 1998 914.6ｲ
ちょっとだけ凹んでいるあなたへ　希望の言葉をあり
がとう

岸本洋子WithHOPEプロジェ
クト　編著

清流出版 2007 917ﾁ

ちょっと変じゃない　女らしさ男らしさってなんだろう 青木　やよひ 小峰書店 1992 367ｱ
ちょっと待って早期教育 保坂　展人 学陽書房 1996 379.9ﾎ

ちょっとまって夫婦別姓　家族が元気の素になる
日本の教育を考える母親の
会（他）  編

日本教育新聞社
出版局

1997 324.87ﾁ

チロルの山を歩いてみませんか　オーストリアアル 和田　肇 ラ・テール 1999 293.46ﾜ
ちんちんとおっぱいとだっこ　日本中のネットママの
育児の悩みがわかる、解決する

松田　ようこ　著　田島　みる
く　画

小学館 2002 379.91ﾏ

ちんちんのないお父さん 川崎　和真 文芸社 2017 598.4ｶ
沈黙をやぶった女たち　映画中絶ー北と南の女たち
をめぐって

女の人権と性シンポジウム
有志  編

ミネルヴァ書房 1988 367.9ﾁ

沈黙をやぶって　子ども時代に性暴力を受けた女性
たちの証言 心を癒す教本

森田　ゆり　編著 築地書館 1992 369.4ﾁ



沈黙の壁を打ち砕く　子どもの魂を殺さないために アリス・ミラー 新曜社 1994 146.1ﾐ
沈黙の春の世界　レイチェル・カーソンを語り継ぐ 原　強 かもがわ出版 1994 519.79ﾊ
追憶 西　清子 ドメス出版 1988 289ﾆ
つい頑張りすぎる女性のための本　あるがままの自
分と向き合う３６６日

アン・ウィルソン・シェフ 大和書房 1999 159.6ｼ

通信制高校レポート　全国版　’９６年度　総ガイド
ブック

通信制高校レポート編集委
員会  編

学術企画 1995 376.8ﾂ

使いこなそうドメスティック・バイオレンス防止法 福島  瑞穂 明石書店 2001 367.3ﾌ
つぎの日曜日のおひるごはん 堀井　和子 マガジンハウス 1995 596ﾎ
次は女に生まれたい 田勢  康弘 中央公論新社 2000 914.6ﾀ
月は東に　蕪村の夢漱石の幻 森本　哲郎 新潮社 1992 911.34ﾓ
作りおきおかず　あしたは外出、遅くなる 扶桑社　編 扶桑社 1997 596ﾂ
作りおき・使いまわしおかず３６５日 植野　美枝子 講談社 2011 596ｳ
津田梅子 山崎　孝子 吉川弘文館 1988 289ﾔ
津田梅子 吉川　利一 中央公論社 1990 289ﾖ
津田梅子を支えた人びと 飯野  正子（他）  編 津田塾大学 2000 377.2ﾂ
伝える力　「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を変え 池上　彰 ＰＨＰ研究所 2007 336.4ｲ
伝わらなかった真実　女が振り返る昭和の歴史 上坂　冬子 中央公論社 1996 210.7ｶ
勤めないという生き方 森　健 メディアファクト 2011 366.29ﾓ
椿姫とは誰か　オペラでたどる高級娼婦の文化史 永竹  由幸 丸善 2001 384.7ﾅ
妻への詫び状　老いれば頑固に生きるがいい 三浦　朱門 光文社 1995 914.6ﾐ
妻を喪う時　遺されし者の心のケア 花塚　辰生 南雲堂 1996 914.6ﾊ
妻をダマす夫夫をダマす妻　それでもやっぱり夫婦 夫婦問題研究会  編 あ・うん 2001 367.3ﾂ
妻が夫にイライラする本当の理由 渡辺  ミサ 学陽書房 1999 367.3ﾜ
妻から夫へ、夫から妻への手紙 本の泉社編集部　編 本の泉社 1997 914.68ﾂ
妻から自立する男の基本料理２５ 白井  操 講談社 2001 596ｼ
妻からの三くだり半　男イズム解体新書 新潟日報社  編 新潟日報事業社 2000 367.3ﾂ
妻業夫業 近藤　裕 社会思想社 1987 367.3ｺ
妻だけがひとりぼっち　誰にも言えない１２の憂うつ 慶応ＯＢ精神医療研究グ 芸神出版社 1997 493.7ﾂ
妻たちが別れを告げるとき　熟年離婚の七つのケー 鈴木　喜久子 河出書房新社 1996 367.4ｽ
妻たちの財産相続　弁護士が教えるトクする知恵 吉田　杉明 河出書房新社 1997 324.7ﾖ
妻たちの思秋期　ルポルタージュ日本の幸福 斎藤　茂男　編著 共同通信社 1982 916ｻ
妻たちの生活ストレスとサポート関係  復刻版　家
族・職業・ネットワーク

石原  邦雄  編
東京都立大学出
版会

2001 367.2ﾂ

妻たちの定年宣言　現代しあわせ探し 古屋　和雄 講談社 1989 367.3ﾌ
妻たちの二・二六事件　新装版　（中公文庫　さ２７ 澤地　久枝 中央公論新社 2017 210.7ｻ
妻たちのホワイトハウス　愛して泣いて闘った夫婦 ムルハーン　千栄子 集英社 1999 285.3ﾑ
妻と夫が定年後を楽しく暮らす本 グループわいふ　編著 河出書房新社 1997 367.7ﾂ
妻と夫の定年塾　１ 西田　小夜子 中日新聞社 2007 367.3ﾆ1
妻と夫の定年塾　２ 西田　小夜子 中日新聞社 2009 367.3ﾆ2
妻と夫の定年塾　３ 西田　小夜子 中日新聞社 2011 367.3ﾆ3
妻と夫の定年塾　４ 西田　小夜子 中日新聞社 2013 367.3ﾆ
妻と共に生きる 三浦　光世 主婦の友社 1995 914.6ﾐ
妻との人生に悩む夫のための本　男として夫として
スッキリ解決するための知恵

塩田　丸男 中経出版 1998 367.3ｼ

妻と私 江藤　淳 文藝春秋 1999 916ｴ
妻に異義あり　男の離婚 アンカップリング研究会  編 青木書店 1996 367.4ﾂ
妻についた三つの大ウソ 柳田　邦男 アルトマン出版 1990 914.6ﾔ
妻の言い分・夫の言い分 築地書館編集部　編 築地書館 1994 367.4ﾂ

妻の王国　家庭内校則に縛られる夫たち 中国新聞文化部　編
ネスコ（日本映像
出版）

1997 367.3ﾂ

妻の妊娠中夫が考えていること 兼坂　頼介
情報センター出
版局

2002 598.2ｶ

〈妻〉の歴史
マリリン・ヤーロム　著　林
ゆう子　訳

慶應義塾大学出
版会

2006 367.3ﾔ

妻はストーカーに殺された 藤田  博 ウェーブ出版 2000 916ﾌ
妻は、ただ今フライト中 桜井　俊彰 集英社 1989 914.6ｻ
罪深い姫のおとぎ話 松本　侑子 角川書店 1996 913.6ﾏ
つむぎやの男子弁当部　フライパンひとつあればい つむぎや 河出書房新社 2009 596.4ﾂ
つむじ先生の処方箋 なだ　いなだ 五月書房 1999 914.6ﾅ
艶　究極のおしゃれ 酒井　美意子 潮文社 1998 159.6ｻ
つらい心への処方箋　楽しく生きるための知恵 宮子  あずさ ポプラ社 2001 498.1ﾐ
連れ添う人々　離婚裁判を越えて 大田　純子 日本図書刊行会 1997 367.4ｵ
ツレはパパ２年生 細川　貂々 朝日新聞出版 2009 599ﾎ
出会いに学び、老いに成長する 日野原　重明 講談社 1996 490.49ﾋ
出会った相手がわるかった！？　札つきのフェミニ
ストを妻にして

宮本  博文 かもがわ出版 2000 367.3ﾐ



ＤＩＹ素材＆道具百貨　ホームセンターにある素材と
道具がすべてわかる

鈴木　昌子　編
学研パブリッシン
グ

2009 592.7ﾃﾞ

ＴＡ人生脚本を書き直す方法 佐藤　雅幸 ベストセラーズ 1997 146.1ｻ

ＤＳＭ－ＩＶ－ＴＲケースブック　治療編
ロバートＬ・スピッツアー
（他）編、高橋　三郎　（他）

医学書院 2006 493.72ﾃﾞ

ディートリッヒ　上 マリア・ライヴァ 新潮社 1997 778.23ﾗ1
ディートリッヒ　下 マリア・ライヴァ 新潮社 1997 778.23ﾗ2
ＤＶ加害者が変わる　解決志向グループ・セラピー
実践マニュアル

モー・イー・リー［他］ 金剛出版 2012 367.3ﾃﾞ

ＤＶ・虐待加害者の実体を知る　あなた自身の人生
を取り戻すためのガイド

ランディ・バンクロフト　著、
高橋睦子（他）　訳

明石書店 2008 367.2ﾊﾞ

ＤＶ・ストーカー対策の法と実務 小島　妙子 民事法研究会 2014 367.3ｺ
DVってなんだろう？　DVをしてしまった男性たちか
らのメッセージ

アウェア　監修・編集 アウェア 2008 367ｱ

DVと虐待　家族の暴力に援助者ができること 信田　さよ子 医学書院 2002 367.3ﾉ
DV被害親子のための心理教育ワークブック開発の
ための調査研究　（児童関連サービス調査研究等
事業平成20年度）

こども未来財団 こども未来財団 2011
FW369.4
ﾃﾞ

ＤＶ防止とこれからの被害当事者支援 戒能　民江　編著 ミネルヴァ書房 2006 367.3ｶ
ＤＶはいま　協働による個人と環境への支援　（新・
ｍｉｎｅｒｕｖａ福祉ライブラリー１５）

高畠　克子　編著 ミネルヴァ書房 2013 367.3ﾀ

ディープ・ブルーにこんがらがって ジェニファー・ジェームズ エフエム東京 1997 159.6ｼﾞ
ティーンズ・ボディＱ＆Ａ　体の悩みにお答えします 河野　美代子 学陽書房 1998 367.99ｺ
ディエゴとフリーダ ル・クレジオ 新潮社 1997 704ﾙ
低塩・低カロリーのおかず７５　おいしく食べて病気
を防ぐ

竹内　冨貴子　監修、講談社
編

講談社 2011 596ﾃ

低温関係 亀山　早苗 ウェーブ出版 1998 141.62ｶ
低カロリーレシピ　生活習慣病を予防撃退 竹内　冨貴子 グラフ社 1999 596ﾀ
ティギーおばさんのおはなし　（ピーターラビットの絵
本１６）

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

定期借家のかしこい貸し方・借り方　そのしくみの解
説と注意点 定期賃貸住宅標準契約書付

阿部  泰隆 信山社出版 2000 324.81ｱ

低血圧で悩む人に　改訂版　自分の体を知ることか 筒井　末春 潮文社 1997 493.25ﾂ
ディズニー批判序説　望むディズニー訴えるディズ かぶと木  励悟 データ・ハウス 2001 778ｶ
低糖・低脂肪・低カロリーのお菓子　おいしさそのま 竹内　冨貴子 グラフ社 1998 596.65ﾀ
定年オヤジのしつけ方 小川　有里 講談社 2007 367.7ｵ
定年からの家族元年 加藤　仁 文藝春秋 1996 367.7ｶ
定年からの人生　日本とアメリカ 袖井　孝子 朝日新聞社 1982 367.7ｿ
定年からはじめる男の料理 北　連一 有楽出版社 2007 596ｷ
定年後を快適に暮らす　役に立つ年金、税金、各種
保険、再就職の基礎知識

ダイヤモンド社  編 ダイヤモンド社 2000 366.46ﾃ

定年後とこれからの時代　ますます意気盛んな人生
の愉しみ方とは

長谷川  慶太郎、中村  嘉人 青春出版社 1999 367.7ﾊ

定年後の夫の生き方妻の生き方 吉武　輝子 海竜社 1997 367.7ﾖ
定年後の人生 佐高　信、吉武　輝子 岩波書店 1997 114ｻ
定年後の２０年を夫婦とも元気に暮らす知恵 並木　智彬 明日香出版社 1996 367.7ﾅ
定年後、夫婦で楽しく生きるコツ　今日を充実させる
ための知恵

南　和子 大和書房 1997 367.7ﾐ

定年後は夫婦でこだわりの海外旅行をしよう 釜本　美佐子 亜紀書房 1999 290.9ｶ
定年準備のマネー計画がわかる本 山本　達也 実務教育出版 1997 366.46ﾔ
定年女子　これからの仕事、生活、やりたいこと 岸本　裕紀子 集英社 2015 366.38ｷ
定年、人生これからが本番 大迫　輝通 近代文藝社 1997 914.6ｵ
定年前後の自立事始め 加藤　仁 文藝春秋 1997 367.7ｶ
定年族の時間割 大谷　健 主婦の友社 1998 367.7ｵ
定年で男は終わりなのか 諸井　薫 主婦の友社 1999 914.6ﾓ
定本伊藤野枝全集  第2巻　評論・随筆・書簡１ ー
青踏の時代

伊藤  野枝  著、井手  文子
編、堀切  利高  編

学芸書林 2000 918.68ｲ2

定本伊藤野枝全集  第３巻   評論・随筆・書簡２－
文明　彼女の真実ー中條百合子氏を論ずー妙なお

伊藤  野枝  著  井手  文子
編  堀切  利高  編

学芸書林 2000 918.68ｲ3

定本伊藤野枝全集  第４巻   翻訳 （婦人解放の悲
劇、ボルシエヴイキの暴政、ウォーレン夫人の職業
に就いて、科学の不思議）

伊藤  野枝  著  井手  文子
編  堀切  利高  編

学芸書林 2000 918.68ｲ4

デイリーコンサイス国語・漢字辞典 三省堂編修所　編 三省堂 1995 813.1ﾃﾞ
データベースってなんですか？これからAccessで
データベースを始めたい人のための本　２０１３

E－Trainer.jp 秀和システム 2014 007.63ﾃﾞ

デートＤＶ・ストーカー対策のネクストステージ　被害
者支援／加害者対応のコツとポイント

伊田　広行 解放出版社 2015 367.1ｲ

デートＤＶと恋愛 伊田　広行 大月書店 2010 367.2ｲ



デートＤＶ防止プログラム実施者向けワークブック
相手を尊重する関係をつくるために

山口　のり子 梨の木舎 2003 367.1ﾔ

デートＤＶ予防講座報告書　（大田区地域応援基金
ステップアップ助成事業２０１５年度）

女のサポートライン　編
女のサポートラ
イン

2016 FW367ﾃﾞ

デートＤＶ予防講座報告書 女性や子どもが安全に
安心して暮らせる地域づくり　（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ﾃﾞ

デートＤＶってなに？Ｑ＆Ａ　理解・支援・解決のため
に

日本ＤＶ防止・情報センター
編著

解放出版社 2007 367.2ﾃﾞ

手を洗うのが止められない　強迫性障害 ジュディス・ラパポート 晶文社 1996 493.74ﾗ
「出遅れた女」 太田  ルカ 海拓舎 1999 914.6ｵ
手紙の書き方事典　困ったときの 中川　越 ナツメ社 1997 816.6ﾅ
手紙は恐い　あて名の書き方ひとつで、大恥をかく 宇野　義方 ごま書房 1989 385.9ｳ
デカルト、コルネーユ、スウェーデン女王クリスティナ
一七世紀の英雄的精神と至高善の探求

エルンスト・カッシーラー 工作舎 2000 135.23ｶ

手軽に楽しめる気分転換法 日本経済新聞社　編
日本経済新聞社
出版局

1998 498.39ﾃ

できちゃったらどうするマニュアル 福島　瑞穂　監修 新潮社 1996 324.63ﾌ
できない男からできる男へ 伊藤　公雄 小学館 2002 367.5ｲ
できるExcel2007　WindowsVista対応　（できるシリー 尾崎　裕子（他） インプレス 2007 007.63ﾃﾞ
できる男の活力マネジメント　男のアンチエイジング
58の最新常識

朝倉　匠子
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2009 498.3ｱ

できる男は家事も上手い　住まいの修理から、掃
除・洗濯・裁縫まで

中高年の暮らし向上委員会
編

旬報社 1999 590ﾃﾞ

できることから始めよう　こころの習慣365日 アンソニー･ロビンズ ＰＨＰ研究所 1998 159ﾛ
できる！シングルマザー生活便利帳　ひとり親家庭
サポートＢＯＯＫ

新川　てるえ、田中　涼子 山海堂 2006 369.41ｼ

できるゾ離婚やるゾ年金分割　女性のみなさまお待
たせしました！

味岡　康子、音川　敏枝 日本法令 2007 324.62ｱ

できる大辞典Excel関数２００７/２００３/２００２/２００
０対応

羽山　博　（他）
インプレスジャパ
ン

2008 007.63ﾃﾞ

できるWord&Excel2007　WindowsVista対応　（できる
シリーズ）

田中　亘（他） インプレス 2007 007.63ﾃﾞ

デザイン基礎演習 浅野　英二、千代田  憲子 海鳥社 1994 757ｱ
デジタルネットワーク社会の未来　社会学からみた
その光と影

熊谷　文枝 ミネルヴァ書房 1999 007.3ｸ

デジデリオ・ラビリンス　１４６４、フィレンツェの遺言 森下　典子 集英社 1995 916ﾓ
手づくりのおせち 清水  信子 家の光協会 2000 596.4ｼ
手づくり木工事典　Ｎｏ．２２　木工の基本から応用ま
で手づくり作品がいっぱい

婦人生活社　編 婦人生活社 1995 754.3ﾃ22

手づくり木工事典　Ｎｏ．３４　ウッドワーキング 婦人生活社　編 婦人生活社 1998 754.3ﾃ34
手づくり木工事典　Ｎｏ．３９　木工の基本から応用ま
で、手づくり作品がいっぱい

婦人生活社  編 婦人生活社 1998 754.3ﾃ39

手づくり木工事典  Ｎｏ．４２ 婦人生活社  編 婦人生活社 2000 754.3ﾃ42
手づくり木工事典  Ｎｏ．４５ 婦人生活社  編 婦人生活社 2000 754.3ﾃ45
手づくり木工事典  Ｎｏ．４６ 婦人生活社  編 婦人生活社 2001 754.3ﾃ46
手づくり木工事典  Ｎｏ．４８　特集 道具・工具の使い
方ＡＢＣ

小田桐  充  編 婦人生活社 2002 754.3ﾃ48

哲学が好きになる本　’９６年版　私たちが生きてゆ
く上でなぜ哲学が必要なのか

御厨　良一 エール出版社 1996 100ﾐ

哲学の歩き方 竹内　均 ごま書房 1995 104ﾀ
哲学のしずく 池田　香代子 河出書房新社 1997 104.9ｲ
哲学のすすめ　生きること、学ぶこと 鯵坂　真 学習の友社 1998 104ｱ
鉄幹と晶子詩の革命 永畑　道子 筑摩書房 1996 911.16ﾅ
手づくりする木のカトラリー　自分好みの美しい形を
さがす、けずる、つかう

西川　栄明 誠文堂新光社 2009 754ﾆ

鉄の女帝持統　（日本の女帝） 小石　房子 作品社 2002 913.6ｺ
出船の笛　（囚われた女たち　第３部） 山代　巴 径書房 1990 913.6ﾔ
デブラ・ウィンガーを探して　ハリウッド女優34人の ロザンナ・アークエット　編著 河出書房新社 2003 778.25ｱ
でも女 群　ようこ 集英社 1994 913.6ﾑ
デュラス愛の生涯 アラン・ヴィルコンドレ 河出書房新社 1998 950.27ﾋﾞ
テレジン収容所の小さな画家たち詩人たち　アウ
シュビッツに消えた15000人の小さな生命

野村　路子　編著 ルック 1997 234ﾉ

テレビを消してみませんか　シュタイナー幼児教育
の遊ばせ方

カーリン・ノイシュツ 学陽書房 2001 379.9ﾉ

テレビ報道の正しい見方 草野  厚 ＰＨＰ研究所 2000 699.64ｸ
テロリストと呼ばれた女たち　金賢姫、ライラ・カリド、
革命戦士たち

アイリーン・マクドナルド 新潮社 1994 316.5ﾏ



天涯の花 宮尾　登美子 集英社 1998 913.6ﾐ
転換期の女性と職業　共生社会への展望 天野　正子 学文社 1982 366.38ｱ
転機に立つ女性労働　男性との関係を問う 鎌田　とし子　編著 学文社 1987 366.38ｶ
転機の春　（囚われた女たち　第５部） 山代　巴 径書房 1987 913.6ﾔ
転勤族の妻たち 沖藤　典子 創元社 1986 367.3ｵ
天国なんか待たせておけ　わたしの乳がん日記 エリザ・セグレイヴ 三田出版会 1997 936ｾ
電子決済システムのしくみ　入門ｅビジネス 井上  能行 日本実業出版社 2000 338ｲ
天使たちの恋愛術 井上　一馬 河出書房新社 1995 280.4ｲ

転職への挑戦　人材紹介会社活用法
ケンブリッジ・リサーチ研究所
編著

ダイヤモンド・
ビッグ社

1998 366.29ﾃ

転職・再就職のための公的支援のすべて 依田  薫 実業之日本社 2000 364.7ﾖ
転職したくなったら読む本　納得できる人生を生きる 志摩　龍彦 すばる舎 1998 366.29ｼ
天職適齢 宮沢  あゆみ 人間と歴史社 2000 289ﾐ
転職に満足している６割に確実に入る方法 谷所　健一郎 ＰＨＰ研究所 2008 366.29ﾔ
電子レンジこつの科学　使い方の疑問に答える 肥後　温子 柴田書店 1989 596ﾋ
電子レンジ使い上手　人気メニューとハヤワザ・ウラ アンテナハウス　編 同文書院 1991 596ﾃﾞ
電子レンジ料理のコツ 千葉　真知子（他） 学習研究社 1996 596ﾃﾞ
転身　キャリアウーマン１０人の人生ファイル 高橋  文子 サンクエスト 2000 366.29ﾀ

纏足をほどいた女たち 夏　暁虹
朝日新聞社出版
局

1998 383.7ｼ

天皇制とジェンダー 加納　実紀代 インパクト出版会 2002 313.61ｶ
天板ひとつで作るケーキ＆クッキー　思いたったら
すぐできる

祐成　二葉 雄鶏社 1995 596.6ｽ

テンプレートで時間短縮！パワポ＆エクセルで簡単
カタログ・チラシ･資料デザイン　2010-2002対応

渡辺　克之 ソーテック社 2011 674.7ﾜ

電話相談の実際 佐藤　誠（他） 双文社 1999 146.8ﾃﾞ
電話の中の思春期　語り合う性 安達　倭雅子 ユック社 1984 367.9ｱ
ドイツからの報告 川口　マ－ン恵美 草思社 1993 302.34ｶ
ドイツの家族　古代ゲルマンから現代 Ｉ．ヴェーバー・ケラーマン 勁草書房 1991 361.6ﾍﾞ
ドイツのまちづくり　人と街を大切にする 春日井　道彦 学芸出版社 1999 518.8ｶ
ドイツ流シンプル家事学 沖  幸子 ＰＨＰ研究所 2000 590.4ｵ
どういう子に育てたいですか　今日から笑顔親と子
の向き合方

円　より子 主婦と生活社 1998 379.91ﾏ

統一ドイツと女たち　家族・労働・ネットワーク 姫岡　とし子 時事通信社 1992 367.23ﾋ
ドゥーイング・ファミリー　家族愛をどう取り戻すか 小此木  啓吾 ＰＨＰ研究所 2001 367.3ｵ
倒壊　大震災で住宅ローンはどうなったか 島本　慈子 筑摩書房 1998 365.3ｼ
どう輝いて生きるか　女の自分育て自分づくり、私の 大宅　映子 海竜社 1990 159ｵ
東京ウィメンズプラザ所蔵資料目録　女性情報ガイ
ドⅦ　行政資料編

東京ウィメンズプラザ
東京ウィメンズプ
ラザ

2002 FW318.9ﾄ

東京ウィメンズプラザＤＶ防止等民間活動助成事業
年次報告書　平成２６年度

東京都生活文化局東京ウィ
メンズプラザ　編

東京都生活文化
局東京ウィメンズ
プラザ

2016 FW367ﾄ

東京ウィメンズプラザＤＶ防止等民間活動助成事業
年次報告書　平成２７年度

東京都生活文化局東京ウィ
メンズプラザ　編

東京都生活文化
局東京ウィメンズ
プラザ

2017 FW367ﾄ

東京ウィメンズプラザＤＶ防止等民間活動助成事業
年次報告書　平成２７年度

東京都生活文化局東京ウィ
メンズプラザ　編

東京都生活文化
局東京ウィメンズ
プラザ

2017 FW367ﾄ

東京ウィメンズプラザＤＶ防止等民間活動助成事業
年次報告書　平成２８年度

東京都生活文化局東京ウィ
ンメンズプラザ　編

東京都生活文化
局東京ウィメンズ
プラザ

2018 FW367ﾄ

東京ウィメンズプラザＤＶ防止等民間活動助成事業
年次報告書　平成２９年度

東京都生活文化局東京ウィ
ンメンズプラザ　編

東京都生活文化
局東京ウィメンズ
プラザ

2019 FW368ﾄ

東京ウィメンズプラザＤＶ防止等民間活動助成事業
年次報告書

東京都生活文化局東京ウィ
メンズプラザ 編

東京都生活文化
局東京ウィメンズ
プラザ

2019 367ﾄ

東京ウィメンズプラザＤＶ防止等民間活動助成事業
年次報告書

東京都生活文化局東京ウィ
メンズプラザ 編

東京都生活文化
局東京ウィメンズ
プラザ

2019 367ﾄ

東京ウィメンズプラザ配偶者暴力防止等民間活動
助成事業年次報告書 平成30年度

東京都生活文化局東京ウィ
メンズプラザ  編

東京都生活文化
局東京ウィメンズ
プラザ

2020 FW367ﾄ

東京くらし防災　(協力「女性視点の防災ブック」編集
検討委員会）

東京都総務部局　編 東京都総務部局 2018 FW369.3ﾄ

東京くらし防災　(協力「女性視点の防災ブック」編集
検討委員会）

東京都総務部局　編 東京都総務部局 2018 FW369.3ﾄ

東京市役所の青春　東京市政婦人会に集った女性 片倉　比佐子　編 片倉　比佐子 2005 367ﾄ



東京女学館物語　もうひとつの女性史
東京女学館１１０周年実行委
員会  編

東京女学館 1998 374.6ﾄ

東京タワーがピンクに染まった日　今を生きる アグネス・チャン 現代人文社 2008 916ﾁ
東京タワーに恋して・・・　年下男(ペット君）と年上女
(飼い主）のゆる～い関係

さらだ　たまこ　著　あやせ
理子　画

日本文芸社 2005 914.6ｻ

東京都ウィメンズプラザDV防止等民間活動助成事
業年次報告書　平成２５年度

東京都生活文化局東京ウィ
メンズプラザ　編

東京都生活文化
局東京ウィメンズ
プラザ

2014 FW367ﾄ

東京都基準値価格　平成２６年　（ＣＤ－ＲＯＭつき） 東京都財務局　編 東京都財務局 2014 334.6ﾄ
東京都基準地価格　平成２７年　（ＣＤ－ＲＯＭつき） 東京都財務局　編 東京都財務局 2015 334.6ﾄ
東京都基準地価格　平成２８年 東京都財務局　編 東京都財務局 2016 334.6ﾄ
東京都基準値価格　平成２９年 東京都財務局  編 東京都財務局 2017 334.6ﾄ
東京都基準地価格 平成３０年 東京都財務局 編 東京都財務局 2018 334.6ﾄ
東京都基準地価格 令和元年 東京都財務局 編 東京都財務局 2019 334.6ﾄ

東京としとうけい　第53号（平成25年度版） 西東京市
東京都市統計協
議会

2014 351ﾄ

東京都女性活躍推進計画の策定に当たっての基本
的考え方について　答申　（概要版つき）

東京都男女平等参画審議会
編

東京都生活文化
局

2017 FW367ﾄ

東京都女性活躍推進白書　(概要版つき） 東京都生活文化局　編
東京都生活文化
局

2016 FW367ﾄ

東京都女性活躍推進白書　(概要版つき） 東京都生活文化局　編
東京都生活文化
局

2016 FW367ﾄ

東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書　平
成３０年度　（調査の概要とポイントつき）

東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2019 367ﾄ

東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書　平
成３１年度　（調査の概要とポイントつき）

東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2020 367ﾄ

東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書
（職場のハラスメントへの取組等　企業における男
女雇用管理に関する調査）

東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2015 FW367ﾄ

東京都男女雇用平等参画調査結果報告書　（職場
のハラスメントへの取組等　企業における男女雇用
管理に関する調査）

東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2015 FW367ﾄ

東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書　平
成２７年度

東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2016 FW367ﾄ

東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書　平
成２７年度

東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2016 FW367ﾄ

東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書　平
成２８年　（調査の概要とポイントつき）

東京都産業労働局
東京都産業労働
局

2017 FW367ﾄ

東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書　平
成２８年　（調査の概要とポイントつき）

東京都産業労働局
東京都産業労働
局

2017 FW367ﾄ

東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書
（調査の概要とポイントつき）

東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2018 FW367ﾄ

東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書 東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2018 FW367ﾄ

東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書 令
和元年度　（調査の概要とポイントつき）

東京都産業労働局 編
東京都産業労働
局

2020 FW367ﾄ

東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書 令
和元年度

東京都産業労働局 編
東京都産業労働
局

2020 FW367ﾄ

東京都男女平等参画推進総合計画　東京都女性活
躍推進計画Ⅰ

東京都生活文化局　編
東京都生活文化
局

2017 FW367ﾄ

東京都男女平等参画推進総合計画  東京都女性活
躍推進計画Ⅰ

東京都生活文化局 編
東京都生活文化
局

2017 FW367ﾄ

東京都男女平等参画推進総合計画　東京都配偶者
暴力対策基本計画Ⅱ

東京都生活文化局　編
東京都生活文化
局

2017 FW367ﾄ

東京都男女平等参画推進総合計画　東京都配偶者
暴力対策基本計画Ⅱ

東京都生活文化局　編
東京都生活文化
局

2017 FW367ﾄ

東京都配偶者暴力対策基本計画　概要つき 東京都生活文化局　編
東京都生活文化
局

2011 FW367.3ﾄ

東京都配偶者暴力対策き本計画 東京都生活文化局　編
東京都生活文化
局

2012 FW367.3ﾄ

東京都配偶者暴力対策基本計画の改定に当たって
の基本的考え方について　答申

東京都男女平等参画審議会
編

東京都生活文化
局

2012 FW367ﾄ

東京都配偶者暴力対策基本計画の改定に当たって
の基本的考え方について　答申

東京都男女平等参画審議会
編

東京都生活文化
局

2012 FW367ﾄ

東京都配偶者暴力対策基本計画の改定に当たって
の基本的考え方について　答申　（概要版つき）

東京都男女平等参画審議会
編

東京都生活文化
局

2017 FW367ﾄ

東京都民生委員・児童委員活動実績とその事例
－第３２集ー

東京都民生児童委員連合会
編

東京都民生児童
委員連合会

2015 369ﾄ



東京都民生委員・児童委員活動実績とその事例
第３３集

東京都民生児童委員連合会
編

東京都民生児童
委員連合会

2016 369ﾄ

東京ＹＷＣA１１０周年記念誌
東京YWCA110周年記念誌プ
ロジェクト編

東京YWCA 2016 FW190.6ﾄ

桃紅　私というひとり 篠田  桃紅 世界文化社 2000 914.6ｼ
登校拒否を生きる　「脱落」から「脱出」へ 高垣　忠一郎 新日本出版社 2014 371.42ﾀ
統合される男女の職場 首藤　若菜 勁草書房 2003 366.31ｼ
父さんは自転車にのって　男の育児時間ストてんま たじり　けんじ ユック舎 1990 916ﾀ
同時代ノンフィクション選集　第４巻　女たちの証言 柳田　邦男　編 文藝春秋 1992 081ﾄﾞ4
同室同床・異室異床　寝室からみた夫婦のライフス 沖藤　典子（他） フォ－・ユ－ 1990 367.4ﾄ
動詞で行く海外旅行　とどまり、ふれあう手づくり旅
の12ヶ月

風の旅人の会　編 七賢出版 1995 290.9ﾄﾞ

どうして、いつも男が先なの　男女混合名簿の試み 男女平等教育をすすめる会 新評論 1997 371ﾄﾞ

どうしても心が満たされない人たち
ローリー・アシュナー、ミッチ・
マイヤーソン

大和書房 1998 141.6ｱ

どうしても人の気持ちがわからない男たち　自己愛
男の見分け方

矢幡　洋 草思社 2009 145.7ﾔ

どうしてもやせたい貴方に　もうダイエットはやめなさ 植森　美緒 三一書房 1997 595.6ｳ
どうして私、片づけられないの？　毎日が気持ちい
い！「ADHDハッピーマニュアル」

櫻井　公子 大和出版 2004 493.74ｻ

どうしますあなたと私の老後　名古屋の女性がとりく
む介護の社会化

児嶋　美都子  編、地域福祉
を考える会  編

ミネルヴァ書房 1997 369.26ｺ

童女のごとく　母円地文子のあしあと 冨家　素子 海竜社 1989 910.2ﾌ

どうするあなたなら家族 朝日新聞社会部　編
朝日新聞社出版
局

1999 367.3ﾄﾞ

どうする更年期　２９５３人の体験から 女のからだと医療を考える会 日本婦人会議 1997 495.13ﾄﾞ

同性愛者と人権教育のための国連１０年
動くゲイとレスビアンの会（ア
カー）

動くゲイとレスビ
アンの会

1998 367.97ﾄﾞ

どうせ死ぬなら上手に死のう　死ぬのに必要な手続
きのすべて

田中　喜美子 集英社 1996 367.7ﾀ

燈台へ ヴァージニア・ウルフ みすず書房 1999 933.7ｳ
東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ 遙  洋子 筑摩書房 2000 914.6ﾊ
どうなる日本の人権「人権擁護施策推進法」 丹波　正史 部落問題研究所 1997 361.86ﾀ
東南アジアの風に吹かれて　国連難民保護官サチ
コの青春記録

石川　幸子 サイマル出版会 1989 329.34ｲ

どうにもとまらない歌謡曲　七〇年代のジェンダー 舌津　智之 晶文社 2002 761.13ｾﾞ
動物園へ行きたくなる本 矢野　稔　編著 リバティ書房 1991 480ﾄﾞ
動物が好きだから 増井　光子 どうぶつ社 1991 480ﾏ
動物行動学　上 コンラート・ローレンツ 筑摩書房 1997 481.78ﾛ1
動物行動学　下 コンラート・ローレンツ 筑摩書房 1997 481.78ﾛ2
どうぶつたち アンドレア・デュエ社  編 福音館書店 2000 702ﾄﾞ
動物たちの戦略　現代動物行動学入門 日高　敏隆 読売新聞社 1992 480ﾋ
動物の親は子をどう育てるか 増井　光子 どうぶつ社 1991 480ﾏ
堂本暁子のDV施策最前線 堂本　暁子 新水社 2003 367.1ﾄﾞ

東洋医学のきほん　勉強したい人のための
後藤　修司　監修、田中　康
夫　著

日本実業出版社 2009 490.9ﾀ

討論セクシュアル・ハラスメント 金井　美智子（他） 学際図書 1998 367.93ﾄ
どえらいでぇミヤちゃん 三津  麻子 福音館書店 2001 913ﾐ
遠い朝の本たち 須賀　敦子 筑摩書房 1998 019.9ｽ
とおいとおいアフリカの ビジョー・ル・トール アリス館 1996 953ﾄ
遠い日への哀歌　金城英子短歌集 金城　英子 北斗社 2014 911.1ｶ
どーすんの？私 細川　貂々 小学館 2008 726.1ﾎ
ドールハウス１０人のスタイル　それぞれのアイディ 文化出版局　編 文化出版局 1996 759ﾄﾞ
トールペインティングの世界　実物大図案つき 上瀧　節子（他） 雄鶏社 1996 724ﾄ

時代を駆ける　第２号
千代田区女性史サークル
編

千代田区女性史
サークル

2003 367.2ﾄ

時を飛翔する女 マージ・ピアシー 学芸書林 1997 933.7ﾋﾟ
時のいろどり　夫中村真一郎との日々によせて 佐岐　えりぬ 里文出版 1999 914.6ｻ
時のほとりで 澤地　久枝 講談社 1994 914.6ｻ
時の迷い子たち　アルツハイマー病、希望と忘却の パトリック・マティアセン 早川書房 1998 493.75ﾏ
解き放たれる魂　子供時代の呪縛からの解放 性虐
待の後遺症をいきぬいて

穂積　純 高文研 1999 367.9ﾎ

ドキュメント介護　明日のあなたの物語
樋口　恵子  監修、堀田  力
監修

法研 1998 369.26ﾋ

ドキュメント自殺過労死裁判　２４歳夏アドマンの訣 藤本　正 ダイヤモンド社 1996 916ﾌ
ドキュメント若年認知症　あなたならどうする 藤本　美郷 三省堂 2010 493.75ﾌ
ドキュメントセクハラ 茶野　晶 鹿砦社 1995 367.1ｻ



ドキュメント離婚事件　１２の困難事件から調停・裁
判実務を学ぶ

杉井　静子（他編著） 新日本法規出版 2017 324.62ﾄﾞ

毒を入れない、ためない方法　キレイと健康をつくる
８つの習慣

神藤　多喜子 PHP研究所 2012 498.3ｼ

徳川三代と女房たち 中島　道子 立風書房 1999 210.52ﾅ
読者と歩んだ一世紀展　（婦人之友社建業１００周
年記念）

婦人之友社 婦人之友社 2003 365.6ﾄﾞ

読書の心理学 村田　夏子 サイエンス社 1999 019ﾑ
独身王子は早く死ぬ？　早婚、晩婚、未婚、どれが
一番”トク”をする？！

牛窪　恵 プレジデント社 2008 367.4ｳ

独身女性２００人に聞くモテるおカネのつかい方 牛窪　恵 アスペクト 2009 159ｳ

得する女の時間活用術　スーパー
アーバンクラブＯＬ生活向上
委員会

ベストセラーズ 1996 361.4ﾄ

特性のない女 アニー・アンジュー 言叢社 1996 916ｱ

特別展　江戸の粋　柄鏡
府中文化振興財団　府中市
郷土の森　編

府中文化振興財
団　府中市郷土
の森

1996 756.5ﾄ

特別養護老人ホームの夜　介護経験のない著者
が、一年半の夜勤専門寮母として見た、ひとりひとり
の人生のゆくえ

石川　奈津子 築地書館 1995 369.26ｲ

徳光ゆかりの写真入門教室　こころ優先モードでウ
デをあげよう

徳光　ゆかり
日本交通公社出
版事業局

1995 743ﾄ

特養ホーム入居者のホンネ・家族のホンネ 本間　郁子 あけび書房 1997 369.26ﾎ
独楽抄 白洲　正子 世界文化社 1998 914.6ｼ
独立行政法人国立女性教育会館開館４０周年記念
誌ダイジェスト版

国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2018 FW367ﾄﾞ

独和辞典　木村・相良 相良　守峯　編 博友社 1994 843ｻ
溶ける家族と子どもたち 小川　信夫 玉川大学出版部 1998 367.3ｵ
とことん！部落問題 角岡　伸彦 講談社 2009 361.86ｶ

どこまで進んだ男女共同参画 日本学術会議事務局　編
日本学術協力財
団

2006 367.1ﾆ

どこゆく？団塊男どうする！団塊女 吉永　みち子 日本経済新聞社 2006 367.7ﾖ
閉ざされた心との対話　心理療法の現場から  上 河合　隼雄 講談社 1999 146.8ｶ
老親の心理 長谷川　和夫 ごま書房 1996 369.26ﾊ
年を重ねるのもわるくない 式田　和子 三笠書房 1997 367.7ｼ
年を取っても楽しく生きなくっちゃ 吉沢　久子 労働旬報社 1995 159ﾖ
年をとるのも悪くない 藤田　まこと 小池書院 1997 778.21ﾌ
としをとるのは素敵なこと　（コミックエッセイの森） 有我　すずな イースト・プレス 2018 491.35ｱ

都市開発を考える　アメリカと日本
大野　輝之、レイコ・ハベ・エ
バンス

岩波書店 1992 318.7ｵ

年下の男　より、はばの広い選択の可能性 ウルズラ・リヒター 三元社 1995 367.4ﾘ
図書館をつくる 岩田  雅洋 アルメディア 2000 016.21ｲ

図書館活動と著作権Ｑ＆Ａ
日本図書館協会著作権問題
委員会  編著

日本図書館協会 2000 021.2ﾄ

図書館読本 本の雑誌編集部  編 本の雑誌社 2000 050ﾄ
図書館のある暮らし 竹内　紀吉 未来社 1990 010ﾀ
図書雑誌文献目録女性と社会 日外アソシエーツ  編 日外アソシエー 2001 367.1ﾄ
怒っかーん 土田　よしこ 集英社 1993 914.6ﾂ
嫁ぐ娘、嫁がぬ娘へ 山田　太一　編 筑摩書房 1997 914.68ﾔ
突撃ごみ取材　ごみから日本が見えてきた 荻原　弘子 日報 1998 518.52ｵ
とっさの護身術　女性でもできる暴漢撃退のテクニッ 柘植　久慶 ＰＨＰ研究所 1997 789.9ﾂ
とっさのトラベル英会話　買い物・病院・レストラン、
どんな場面もこれで無敵

釜本　美佐子 経済界 1997 837.8ｶ

突然、会社を辞めざるを得なくなったとき読む本 奥村  禮司、宮内  惠子 アスカ 2000 336.42ｵ
突然入院マニュアル　平均入院日数５０日時代の
ザ・入院体験

末藤　浩一郎（他） アスベクト 1996 498.16ﾄ

突然の死とグリーフケア
アルフォンス・デーケン  編、
柳田  邦男  編

春秋社 1997 114.2ﾃﾞ

トットちゃんが出会った子どもたち　田沼武能写真集 田沼　武能 岩崎書店 1996 369.38ﾀ
トットちゃんとトットちゃんたち 黒柳　徹子 講談社 1997 369.4ｸ
トットの欠落帖 黒柳　徹子 新潮社 1990 914.6ｸ
届出・申請・手続き事典　いざというときに役立つ 原　秀男　監修 小学館 1996 324.03ﾊ
隣の国の女たち　現代韓国庶民事情 川村　亜子 三交社 1988 367.2ｶ
隣りの夫婦 斎藤　茂太　編著 三笠書房 1996 367.4ｻ
ドナルド・キーン　知の巨人、日本美を語る！（和樂 小学館 小学館 2017 930.278ﾄﾞ
とにかくさけんでにげるんだ　わるい人から身をまも ベティー・ボガホールド 岩崎書店 1999 368ﾎﾞ
土・日でマスターインターネットメール　Ｏｆｆｉｃｅ ２００
０対応版

高作　義明、荻原　洋子 新星出版社 1999 547.48ﾀ



どの子もみんな素晴らしい　母親教室の実践から 西村　倭子 佼成出版社 1994 371.4ﾆ

扉をひらいて　20周年記念誌
北区男女共同参画推進ネッ
トワーク　編

北区男女共同参
画推進ネット

2015 FW367ﾄ

飛べないトンボの心理療法　引きこもりいらだつ若
者たちへ

町沢　静夫 ＰＨＰ研究所 1996 146.8ﾏ

富澤商店の料理だより　おうちで食べたい乾物レシ 富澤商店　監修 実業之日本社 2012 596.3ﾄ
都民女性の戦後５０年　年表 東京女性財団　編著 東京女性財団 1995 367.2ﾄ
都民女性の戦後５０年　通史 東京女性財団　編著 東京女性財団 1997 367.2ﾄ
ドメステイック・バイオレンス　在米日本女性のたた
かいの記録

日本ＤＶ防止・情報センター
編

かもがわ出版 1999 367.2ﾄﾞ

ドメスティック・バイオレンス　男性加害者の暴力克
服の試み

草柳  和之 岩波書店 1999 367.2ｸ

ドメスティック・バイオレンス 原田  恵理子  編著 明石書店 2000 367.3ﾊ
ドメスティック・バイオレンス 小西  聖子 白水社 2001 367.3ｺ

ドメスティック・バイオレンス　新版
夫恋人からの暴力調査研究
会  編

有斐閣 2002 367.3ﾄﾞ

ドメスティック・バイオレンス　夫婦ゲンカが犯罪にな 戒能　民江 主婦の友社 2002 367.3ｶ
ドメスティック・バイオレンス　援助とは何か援助者は
どう考え行動すべきか

鈴木　隆文、麻鳥　澄江 教育史料出版会 2003 367.3ｽ

ドメスティック・バイオレンス　新版　男性加害者の暴
力克服の試み

草柳  和之 岩波書店 2004 367.3ｸ

DV（ドメスティック・バイオレンス）　殴らずにはいられ
ない男たち

豊田　正義 光文社 2001 367.2ﾄ

ドメスティック・バイオレンス（援助者のためのワーク
ショップ）　家庭内における女性と子どもへの影響

女性のためのアジア平和国
民基金  編

女性のためのア
ジア平和国民基

2001 367.2ﾄﾞ

ＤＶあなた自身を抱きしめて　アメリカの被害者・加
害者プログラム

山口  のり子 梨の木舎 2001 367.3ﾔ

ドメスティック・バイオレンスへの視点　夫・恋人から
の暴力根絶のために

日本ＤＶ防止・情報センター
編

朱鷺書房 1999 367.2ﾄﾞ

ドメスティック・バイオレンスを乗り越えて 鈴木　隆文、後藤　麻里 日本評論社 1999 367.2ｽ
ＤＶを乗りこえて　ここは私たちのレストラン 野本　律子 文芸社 2002 367.3ﾉ
ドメスティック・バイオレンス加害者のための教育プ
ログラム（日本語版）　＊「ＡＣＲＳのＤＶ加害者対応
マニュアル」日本語版

メンズサポートルーム
女性のためのア
ジア平和国民基
金

2001 367.5ﾄﾞ

ＤＶサバイバー　二次被害ともたたかって 北村　朋子 解放出版社 2005 367.3ｷ
ＤＶ～女性たちのＳＯＳ 人権文化を育てる会　編 ぎょうせい 2002 367.3ﾄﾞ
ドメスティック・バイオレンス女性１５０人の証言　痛
み・葛藤そして自由へ

原田　恵理子　柴田　弘子
編著

明石書店 2003 367.3ﾊ

ドメスティック・バイオレンスとジェンダー　適正手続
と被害者保護

吉川　真美子 世織書房 2010 367.2ﾖ

ドメスティック・バイオレンスとジェンダー 吉川　真美子 世織書房 2007 367.3ﾖ
ドメスティック・バイオレンスにおける援助のあり方
（研究会報告3）　ＤＶ加害者への取り組み アメリカ
での手法を参考にして

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
金

2001 367.2ﾄﾞ

DVよさようなら 桜川あゆみ 文芸社 2003 367.3ｻ
友へ　樺美智子の手紙 樺　美智子 三一書房 1986 289ｶ
共喰い 田中　慎弥 集英社 2012 913.6ﾀ
共倒れから共立ち社会へ　前進させよう介護の社会
化

高齢化社会をよくする女性の
会  編

明石書店 1998 369.26ﾄ

友達ができにくい子どもたち　社会性の発達と援助 石崎　朝世　編著 すずき出版 1996 371.45ｲ
共立夫婦　ＤＩＮＫＳから共立夫婦へ 読売広告社、ハイライフ研究 日科技連出版社 2001 367.3ﾄ
ともだちは海のにおい 工藤　直子 理論社 1989 913ｸ
ともに生きる未来　障害者理解へのガイド ほんの木　編著 ほんの木 1998 369.27ﾄ
共働き家族 袖井　孝子（他） 家政教育社 1993 367.3ﾄ
共働きごはん　夕食を作りながら、作りおきもでき 上田　淳子 主婦の友社 2014 596ｳ
共働き生活がもっとうまくいく発想法　あなたの時間
とパワーをどう使うか

ステヴァーン・Ｅ．ホブフォ
ル、イヴォンヌ・Ｈ．ホブフォ

実務教育出版 1997 367.3ﾎ

共働きで家を選ぶということ　妻が仕事を辞める家、
辞めない家

杉山  由美子 ウェーブ出版 2000 365.3ｽ

共働きの税金早わかり　知らないと損する 福島　千幸 主婦の友社 1997 345.1ﾌ
共働き・離婚・友だち 佐藤　洋子（他） 教育史科出版会 1982 367.2ﾄ
土曜日のめざまし時計　国連と私 久保田　真苗 労働教育セン 1983 367.04ｸ
ドライフラワーを楽しむ ブティック社　編 ブティック社 1996 594.4ﾄﾞ
トラウマ　心の後遺症を治す デイビッド・マス 講談社 1996 493.7ﾏ
トラウマ  下 ジョナサン・ケラーマン 新潮社 2000 933.7ｹ2
トラウマ  上 ジョナサン・ケラーマン 新潮社 2000 933.7ｹ1
トラウマ　心の痛手の精神医学 藤沢  敏雄  編 批評社 2002 493.76ト



トラウマをかかえた子どもたち　心の流れに沿った
心理療法

Ｄ．Ｍ．ドノヴァン、Ｄ．マッキ
ンタイア

誠信書房 2000 146.82ﾄﾞ

トラウマから回復するために 諸澤　英道　編著 講談社 1999 493.76ﾓ
トラウマとジェンダー 宮地　尚子　編 金剛出版 2004 493.76ﾄ
トラジの歌　（囚われた女たち　第４部） 山代　巴 径書房 1990 913.6ﾔ
ドラッグを知ろう  １　ドラッグ中毒日記 こどものいのちを守る会  編 リブリオ出版 1998 368ﾄﾞ1
ドラッグを知ろう  2　ドラッグはキミをドレイにする こどものいのちを守る会  編 リブリオ出版 1998 368ﾄﾞ2
ドラッグを知ろう  3　ドラッグ、なぜワルい こどものいのちを守る会  編 リブリオ出版 1998 368ﾄﾞ3
ドラッグを知ろう  4　ドラッグ中毒から抜け出せ こどものいのちを守る会  編 リブリオ出版 1999 368ﾄﾞ4
ドラッグを知ろう  5　ドラッグの恐怖Ｑ＆Ａ こどものいのちを守る会  編 リブリオ出版 1999 368ﾄﾞ5
ドラッグ使用前に読む本　読まずに死ぬな アイカワ　タケシ（他） アスベクト 1997 368.8ﾄ
薬物（ドラッグ）の害がわかる本　シンナー・覚せい
剤・アルコール・タバコ

クレア・レイナー アーニ出版 1997 493ﾚ

とら猫タムの月祭り
千田　ふみ子　著　はまだよ
うこ　絵

日本出版政策セ
ンター

2008 913ｾ

ドラマを愛した女のドラマ 小林　由紀子 草思社 1995 778.8ｺ
囚われた天使 中平　まみ ＫＩＢＡ　ＢＯＯ 1999 916ﾅ
とらわれる生き方、あるがままの生き方 大原　健士郎 講談社 1996 493.7ｵ
トランスジェンダリズム性別の彼岸　性を越境する人 松尾　寿子 世織書房 1997 367ﾏ
トランタン白書 トランタン委員会 世界文化社 1993 367.21ﾄ
とりあえずの魔法　幸せな気分になれる５０の方法 中山　庸子 光文社 1998 159.6ﾅ
とりあえず人前で３分間話せる法　話せる自分に変
身できる本

福島　一雄 明日香出版社 1996 809.4ﾌ

トリエステの坂道 須賀　敦子 みすず書房 1995 914.6ｽ
とりかへばや，男と女 河合　隼雄 新潮社 1991 913.38ｶ

ドリトル先生物語　（こども世界名作童話３８）
ロフティング　作、神鳥　統夫
文、景山　ひとみ　絵

ポプラ社 1989 933ﾛ

トロッコ　（日本の童話名作選）
芥川　龍之介　作、宮本　順
子　絵

偕成社 1993 913ｱ

永遠に美しく更年期マジック　もうつくらない！キレイ
と元気を引き寄せる魔法のプログラム

斉藤　美恵子 ＷＡＶＥ出版 2009 493.18ｻ

問われる女性の人権 日本弁護士連合会　編 こうち書房 1996 367.2ﾄ
とんでもない母親と情けない男の国日本 マークス　寿子 草思社 1999 361.42ﾏ
トンデレラ姫物語 パベット・コール 松香堂 1995 933ｺ
どんなことがあっても自分をみじめにしないために
は　論理療法のすすめ

アルバート・エリス 川島書店 1996 146.8ｴ

どんな時代にも輝く主体的な働き方　ワーカーズ・コ
レクティブ法の実現を

ワーカーズ・コレクティブネッ
トワークジャ  編

同時代社 2001 335.6ﾄﾞ

どんな時にも人生を前向きに生きるコツ　プラス発想
が心も体も強くする

斎藤　茂太 大和書房 1996 159ｻ

どんな時も、人生にＹＥＳと言う　フランクル心理学の
絶対的人生肯定法

諸富　祥彦 大和出版 1999 146.1ﾓ

ナースがまま　３　母さん、元気ですか 小林　光恵 ベストセラーズ 1998 913.6ｺ3
ナースキャップはききみみずきん　看護の現場から 宮内　美沙子 未来社 1988 492.9ﾐ
ナースコール　だから看護婦はやめられない 宮子　あずさ 講談社 1997 498.14ﾐ
なぁんでもないよ　ブッタとシッタカブッタ ３ 小泉　吉広 メディアファクト 1999 726ｺ
内向型人間の心がラクになる生き方　うまくより、自
分らしく生きるコツ

本多　信一 大和出版 1997 159ﾎ

泣いていいんだよ　母と子の封印された感情 青木　悦 けやき出版 2004 367.6ｱ
泣いてもいいからね 花井　愛子 大和書房 1996 914.6ﾊ
ナイル自転車大旅行記　女ひとりアフリカ砂漠を行く ベッティナ・セルビー 新宿書房 1996 294.2ｾ
ながい二人の道　乙羽信子とともに 新藤　兼人 東京新聞出版局 1996 778.21ｼ
長いものに巻かれるな！　苦労を楽しみに変える働 渥美　由喜 文藝春秋 2015 366.7ｱ

長くつしたのピッピ　（こども世界名作童話４０）
リンドグレーン　作、木村　由
利子　文、上野　紀子　絵

ポプラ社 1989 949ﾘ

中島誠之助先生、日本の美について教えてくださ 中島　誠之助 祥伝社 2017 702.1ﾅ
長すぎたトンネル　＊ＮＨＫ中学生日記 関　功 ポプラ社 1995 913ｾ
中野区男女共同参画基本計画 第4次 中野区 中野区 2018 FW367ﾅ
中野区男女共同参画センター事業概要　２０１４年
度(平成２６年度)事業概要　２０１３年度(平成２５年
度）事業実績

中野区男女共同参画セン
ター　アンサンブル

中野区男女共同
参画センター　ア
ンサンブル

2014 FW367ﾅ

中野区男女共同参画センター事業概要　２０１５年
度（平成２７年度）事業概要　２０１４年度（平成２６年
度）事業実績

中野区男女共同参画セン
ターアンサンブル

中野区男女共同
参画センターア
ンサンブル

2015 FW367ﾅ

中野区男女共同参画センター事業概要　２０１６年
度（平成２８年度）事業概要　２０１５年度（平成２７年
度）事業実績

中野区男女共同参画セン
ターアンサンブル

中野区男女共同
参画センターア
ンサンブル

2017 FW367ﾅ



中野区男女共同参画センター事業概要  2017年度
(平成29年度)事業概要　2016年度(平成28年度）事
業実績

中野区男女共同参画セン
ターアンサンブル

中野区男女共同
参画センターア
ンサンブル

2018 FW367ﾅ

中野区男女共同参画センター事業概要  ２０１８年
度(平成３０年度)事業概要  ２０１７年度(平成２９年
度)事業実績

中野区男女共同参画セン
ターアンサンブル

中野区男女共同
参画センターア
ンサンブル

2018 FW367ﾅ

中野区男女共同参画センター事業概要 2019年度
(平成31年度)事業概要 2018年度(平成3０年度)事業
実績

中野区男女共同参画セン
ターアンサンブル

中野区男女共同
参画センターア
ンサンブル

2019 FW367ﾅ

中野区・福祉都市への挑戦　２１世紀にむけての地
域型福祉サービス

一番ケ瀬　康子（他）  編著 あけび書房 1993 369.1ﾅ

流れゆく今 岡部　伊都子 河原書店 1996 914.6ｵ
流れる 幸田　文 新潮社 1993 913.6ｺ
泣き寝入りするな少額訴訟 桝井　信吾 明日香出版社 1999 327.2ﾏ
なぐられる女たち　世界女性人権白書 アメリカ合衆国国務省  編著 東信堂 1999 367.2ﾅ
なぐる夫逃げられない妻 吉廣  紀代子 青木書店 1997 367.3ﾖ

ナショナリズムと慰安婦問題　シンポジウム
日本の戦争責任資料セン
ター  編

青木書店 1998 210.75ﾅ

ナショナリズムとジェンダー 上野　千鶴子 青土社 1998 367.21ｳ
何故いい人をやめられないの 富田　隆 講談社 1998 141.93ﾄ
なぜいい人は心を病むのか 町沢　静夫 ＰＨＰ研究所 1999 493.7ﾏ
なぜ今、日米安保か 都留　重人 岩波書店 1996 319.8ﾂ
なぜ、今までのやり方を変えられないのか　変化の
時代に取り残されない６つのメタスキル

スーザン　Ｍ．キャンベル 実務教育出版 1998 336.2ｷ

なぜ夫は、愛する妻を殴るのか？　バタラーの心理
学

ドナルド・G,　ダットン、スーザ
ン・K,　ゴラント

作品社 2001 367.2ﾀﾞ

なぜ男と女は、恋におちるのか 藤田　徳人 文香社 1998 367.9ﾌ
なぜ男はギャンブルに走り、女は占いにハマるのか
最新の精神分析学で解く、性差のメカニズム

和田  秀樹 青春出版社 2001 143.1ﾜ

なぜ男は暴力を選ぶのか　ドメスティック・バイオレ
ンス理解の初歩（かもがわブックレット　143）

沼崎　一郎 かもがわ出版 2002 367.2ﾇ

なぜ女は男をみると痴漢だと思うのかなぜ男は女の
不快感がわからないのか　痴漢大論争！

蔦森　樹　（他） ビーケイシー 2003 326.23ﾂ

なぜ女は女が嫌いなのか　もっと上手につきあう知 シェア・ハイト 祥伝社 1999 367.1ﾊ
なぜ女は昇進を拒むのか スーザン・ピンカー 早川書房 2009 491.35ｽ
なぜキレる　深く考える習慣が大きな人生を育てて 岡田　永治 産能大出版部 1998 371.43ｵ
なぜ心が病むのか　ストレスが喜びに変わるとき 町沢　静夫 ＰＨＰ研究所 1995 493.79ﾏ
なぜ子どもは登校しなくなるのか 北林　正 明治図書出版 1999 371.42ｷ
なぜ仕事するの？ 松永　真理 講談社 1994 366.3ﾏ
なぜ自分らしく生きられないのか 秋山　さと子 ガイア 1989 159ｱ
なぜ従軍慰安婦を記憶にきざむのか　十代のあな
たへのメッセージ

西野　留美子 明石書店 1997 210.75ﾆ

なぜ小学生が荒れるのか　学校解体の危機を超え 今泉　博、山崎　隆夫 太郎次郎社 1998 371.42ｲ
なぜ日本人はいつも不安なのか　寄る辺なき時代
の精神分析

岸田  秀、町沢  静夫 ＰＨＰ研究所 2000 146.1ｷ

なぜ日本にはいい男がいないのか２１の理由　ディ
スカヴァー携書002

森川　友義 ディスカバー２１ 2007 152.1ﾓ

なぜ、人は宗教にすがりたくなるのか　心理分析 小田  晋 三笠書房 2000 161.4ｵ
なぜ人はニセ科学を信じるのか　ＵＦＯ、カルト、心
霊、超能力のウソ

マイクル・シャーマー 早川書房 1999 404ｼ

なぜふつうの子供達が犯罪少年になっていくのか 作田　明 アドア出版 2002 368.7ｻ
なぜ、ぼくはがん治療医になったのか 近藤　誠 新潮社 1998 494.5ｺ
なぜ、私たちの哀しみは食に向かうのか 斎藤　学、冨田　香里 講談社 1998 493.74ｻ
謎解き心理読本　あの人の心をもっと知りたい 渋谷　昌三　編 同文書院 1992 140.4ｼ
なぞのユニコーン号　（タンタンの冒険旅行３） エルジェ　作、川口　恵子　訳 福音館書店 1983 993ｴ

ナチ将校の妻　あるユダヤ人女性：55年目の告白
エーディト・ハーン・ベア、
スーザン・ドゥオーキン

光文社 2000 289ﾍﾞ

ナチズム下の女たち　第三帝国の日常生活 カール・シュッデコブフ  編 未来社 1987 946ｼ
ナチズムと強制売春　強制収容所特別棟の女性た クリスタ・パウル 明石書店 1996 234.07ﾊﾟ
夏の約束 藤野  千夜 講談社 2000 913.6ﾌ
７行はがきならスラスラ書ける　時間がなくても苦手
でも あらゆるビジネスシーンでそのまま使える文例

安田　賀計 ＰＨＰ研究所 1995 816.6ﾔ

七歳までは夢の中　親だからできる幼児期のシュタ
イナー教育

松井　るり子 学陽書房 1998 371.5ﾏ

ななつの水晶球　（タンタンの冒険旅行６） エルジェ　作、川口　恵子　訳 福音館書店 1985 993ｴ
７つのレベルでつかむ！コミュニケーション・バイブ うどにし　つとむ ＰＨＰ研究所 2006 361.45ｳ
７人の女の物語　バングラデッシュの農村から ロキア・ラーマン・カビール 連合出版 2000 367.22ｶ



ＮＡＮＡ恋愛勝利学 香山　リカ
集英社インター
ナショナル

2005 141.42ｶ

何を怖れる　フェミニズムを生きた女たち 松井　久子 岩波書店 2014 367.1ﾅ

なにを遺せますか 中野　孝次
日本経済新聞社
出版局

1999 914.6ﾅ

「何をやっても長続きしない」が変わる本 鴨下　一郎 新講社 2009 159ｶ
何があっても大丈夫　（新潮文庫　さー４１－９） 櫻井　よしこ 新潮社 2014 289.1ｻ
なにが女性の主要な敵なのか　ラディカル・唯物論 クリスティーヌ・デルフィ 勁草書房 1996 367.1ﾃﾞ
何がまちがっていたの　愛で支配するひと・イネイブ アンジェリン・ミラー ヘルスワーク協 1999 146.8ﾐ
なにしてあそぶ？保育園で人気のおにごっこいろい ちいさいなかま編集部  編 草土文化 1997 376.15ﾅ
何もかも嫌になって泣きたいときに読む本 鴨下  一郎 青春出版社 2001 159ｶ
ナヌムの家のハルモニたち　元日本軍慰安婦の
日々の生活

慧　眞 人文書院 1998 929.16ﾍ

７日間でマスターする配色基礎講座
視覚デザイン研究所編集室
編

視覚デザイン研
究所

2000 757.3ﾅ

那覇市男女共同参画計画　なは男女平等推進プラ
ン　第3次　（ダイジェスト版付）

那覇市・なは女性センター
編

那覇市・なは女
性センター

2009 FW367ﾅ

ナブラチロワ エイドリアン・ブルー 近代文藝社 1996 783.5ﾌﾞ
涙と勇気が出る話　上　（家族のきずな）　現代を生
きる主婦たちの頑張り記録 私の昨日･今日

主婦の友社　編 主婦の友社 1997 916ﾅ1

なめとこ山の熊　（日本の童話名作選） 宮沢　賢治　作、中村　道雄 偕成社 1986 913ﾐ
悩まないで子どものアトピー　わが子に合った薬の
使い方と治療法

造事務所  編著 大泉書店 1999 493.93ﾅ

悩みはイバラのようにふりそそぐ　山田かまち詩画
集

山田　かまち  著、なだ  いな
だ  編

筑摩書房 1996 911.56ﾔ

悩む心　トンネルを抜けた１５人の物語 石村　博子 情報センター出 1998 146.8ｲ

習志野の女性たち　（二〇世紀から二一世紀へ） 習志野女性史聞き書きの会
習志野女性史聞
き書きの会

2001 367.2ﾅ

奈良女性史研究会　Ｖｏｌ．６（２００２）　（今、戦争を
語ろう！）

細野　智恵〔他〕
奈良女性史研究
会

2003 367.2ﾅ

成川式文章の書き方　ちょっとした技術でだれでも
上達できる

成川　豊彦 ＰＨＰ研究所 1996 816ﾅ

なりたいカラーコーディネーター 大栄出版編集部　編 大栄出版 1996 757.3ﾅ
なりたい自分になれる 宝彩　有菜 大和書房 1996 159.6ﾎ
「なりたい自分」になれる中山式「いいこと日記」をつ
けよう　（マガジンハウス文庫）

中山　庸子 マガジンハウス 2008 159.6ﾅ

なりたい自分になれる働き方　「分解思考」で自信が 小川　真由美 扶桑社 2017 159.4ｺ
なりたい私になるために　５人の女性が語る仕事と 小原　由紀子（他） 経済法令研究会 1999 366.29ﾅ
成田発 Ｏ Ｌ便　キャリア留学相談室レポート 平田　十二 三省堂 1992 377.6ﾋ
なるほど家事の面白ブック 風間　茂子 鎌倉書房 1989 590ｶ
なれるできる働くママ　子どもを生んでも仕事がした 日経事業出版社  編 日経事業出版社 1999 366.38ﾅ
ナンギやけれど　わたしの震災記 田辺　聖子 集英社 1996 914.6ﾀ
南極に暮らす　日本女性初の越冬体験 阪野井  和代、東野  陽子 岩波書店 2000 297.90ｻ
何歳で産むか何歳まで産めるか 伊藤　博之　監修 毎日新聞社 1998 495.5ｲ
なんでこうなるの　我が老後 佐藤　愛子 文藝春秋 1995 914.6ｻ
なんてったって男社会なのだ　コネ差別セクハラ無
視の四大掟

天野　龍一、Ｇユニット 講談社 1995 377.9ｱ

何でもわかることばの知識百科 三省堂編修所　編 三省堂 1995 810.36ﾅ
なんとかせい 山口　洋子 双葉社 1995 914.6ﾔ
なんどでもやり直せ！ぼくの体験的子育て論 汐見  稔幸 ブロンズ新社 1999 598.2ｼ
№１キャバ嬢が教える男の本音を知る技術　幸せな
結婚ができる女性　なぜかできない女性

髙野　麗子 大和書房 2018 159.6ﾀ

南米移住に賭けた夢 渡部　章子 文芸社 2002 916ﾜ
難民つくらぬ世界へ 緒方　貞子 岩波書店 1996 369.38ｵ

ニキーチン夫妻と七人の子ども
レーナ・アレクセエヴナ・ニ
キーチナ、ボリス・パーブロ
ヴィチ・ニキーチン

暮しの手帖社 1985 599ﾆ

にぎにぎしい女たち　新装版　フランス史に現れた 岩瀬　孝 朝文社 1998 367.23ｲ
にく　村上祥子の食べ力えほん　はじめての食育 村上　祥子 金の星社 2008 596ﾑ
憎しみの残らないきょうだいゲンカの対処法　こども
を育てる心理学

アデル・フェイバ、エレイン・マ
ズリッシュ

騎虎書房 1998 367.3ﾌ

逃げ腰症候群
ソーニャ・ロウズ、マーリン
Ｓ．ポタッシュ

新水社 1990 367ﾛ

にげましょう　災害でいのちをなくさないために 河田　惠昭　編著、GK京都 共同通信社 2012 369.3ｶ
ニコラスの贈りもの　わが子の臓器提供を決意した
父親の手記

ﾚｸﾞ･ｸﾞﾘｰﾝ
オライリージャパ
ン，オーム社

1999 491.68ｸﾞ

にごりえ　他　＊伊藤比呂美　訳 樋口　一葉 河出書房新社 1996 913.6ﾋ
二歳で本が読める　わが子を優秀児にする早期読 公文　公 講談社 1991 379.9ｸ



西多摩ぐらし女のキ・モ・チ
西多摩メディアに係わる女性
の会  編

筑波書房 1997 367.21ﾆ

二十世紀を変えた女たち　キュリー夫人、シャネル、
ボーヴァワール、シモーヌ・ヴェイユ

安達  正勝 白水社 2000 283.5ｱ

二〇世紀をまるごと生きて 櫛田　ふき 日本評論社 1998 289ｸ
２０世紀初頭女性へのメッセージ　婦人之友にみる
生活・家庭観

山室　徳子　編 ドメス出版 1991 367.21ﾔ

２０分献立スピードおかず　手早く作っておいしさ保 主婦の友社　編 主婦の友社 1995 596ﾆ
西東京市男女平等参画推進計画　第4次　（概要版 西東京市　編 西東京市 2019 FW367ﾆ

西府土地区画整理事業事業誌 西府土地区画整理組合
西府都市区画整
理組合

2014 318.6ﾆ

２１歳のロードマップ 宮子　あずさ 教育史科出版会 1985 916ﾐ
２１世紀へ託す　橋のない川断想 住井　すゑ 開放出版社 1995 914ｽ
２１世紀親子法へ 二宮　周平、榊原　富士子 有斐閣 1996 324.6ﾆ
２１世紀家族へ　家族の戦後体制の見かた・超えか 落合　恵美子 有斐閣 1994 367.04ｵ

２１世紀のお母さんお父さんに贈るお産サイドブック
あんふぁんて・お産本グルー
プ　編

あんふぁんて出
版部

2002 495ﾆ

２１世紀のお墓はこう変わる　少子・高齢社会の中で 長江　曜子 朝日ソノラマ 1998 385.6ﾅ

２１世紀の家族像 生命保険文化センター  編
日本放送出版協
会

1986 367.3ﾆ

２１世紀のジェンダー論 池内　靖子（他）　編 晃洋書房 1999 367.1ﾆ

２１世紀の女性市場～見られるサイト、見られない
サイト　Ｗ－ＳＯＨＯリーダースリンク調書白書

ジュンコ  ハシモト  編
Ｗ－ＳＯＨＯリー
ダースリンク事
務局

2001 050ﾆ

２１世紀の女性政策と男女共同参画社会基本法 大沢  真理  編 ぎょうせい 2000 367.21ﾆ
２１世紀の女性政策と男女共同参画社会基本法 大沢　真理（他）　編 ぎょうせい 2002 367.1ﾆ
２１世紀の女性と仕事　キャリアも子どもも 金谷　千慧子　編著 啓文社 1997 366.38ｶ
２１世紀の男女平等法 大脇　雅子（他）　編 有斐閣 1996 366.38ﾆ
２１世紀の男女平等法　新版 大脇　雅子（他）　編 有斐閣 1998 366.31ﾆ
２１世紀労働論　規制緩和へのジェンダー的対抗 伊田　広行 青木書店 1998 366ｲ
21世紀・ローカルからグローバルへ　女たちがめざ
す新時代

北京ＪＡＣ第四回全国シンポ
ジウム実行委員  編

松香堂 2000 367.1ﾆ

２９歳はキャリアの転機　留学か、転機か、そろそろ
次のことを考えてみようか

小杉　俊哉 ダイヤモンド社 1998 366.29ｺ

２９歳と３０歳のあいだには 酒井　順子 新潮社 1998 914.6ｻ
二重国籍 国際結婚を考える会  編 時事通信社 1991 329.91ﾆ

２３人のつくったやさしい雑貨たち ＮＨＫ出版　編
日本放送出版協
会

1995 750.21ﾆ

二重洗脳　依存症の謎を解く 磯村　毅 東洋経済新報社 2009 493.7ｲ
２０代からの女性ホルモンバイブル 中村　裕恵　監修 河出書房新社 2004 495ﾆ
２０代未婚者の仕事・結婚・親子関係　１９９１年調
査との比較

明星大学人文学部社会学科
岩上研究室　編

明星大学 2002 367.3ﾆ

２０代夢のカンヅメ　逆風がなんだ
大谷　由里子  編、２０代サ
ミット  編

ザ・マサダ 1998 366.29ｵ

２２歳の頭の中　孤独が僕を大きくした 大人たちよ
聞いてくれ

柳田　浩治 たま出版 1996 914.6ﾔ

２４時間３６５日在宅ケアに挑戦して　これからの
ホームヘルプサービスを考える

安岡　厚子 自治体研究社 1996 369.26ﾔ

二重らせんの私　生命科学者の生まれるまで 柳澤　桂子 早川書房 1995 289ﾔ
偽隠居どっきり日記 中野　翠 毎日新聞社 1995 914.6ﾅ
２０２０年からの警鐘　２　怠慢な日本人 日本経済新聞社　編 日本経済新聞社 1997 304ﾆ2
日常生活の法律全集  改定新版 自由国民法律書編集部  編 自由国民社 2001 320ﾆ
日米のシングルファーザーたち　父子世帯が抱える
ジェンダー問題

中田  照子（他）  編著 ミネルヴァ書房 2001 369.4ﾆ

日米のシングルマザーたち　生活と福祉のフェミニ
スト調査報告

中田　照子（他） ミネルヴァ書房 1997 367.3ﾆ

日米の新聞よみくらべ　ニュース報道のズレ大解剖 ロバートソン　黎子 大和出版 1998 070.2ﾛ
日米のセクシュアルハラスメント　現状レポートと対 日本太平洋資料ネットワーク 新水社 1992 367.2ﾆ
日米の働く母親たち　子育て最前線レポート 杉本　貴代栄（他）  編著 ミネルヴァ書房 1991 366.38ﾆ

日曜日の読書 阿刀田  高
富士通経営研修
所

1996 910.26ｱ

日韓子育て戦争　虹と星が架ける橋 平井　久志 徳間書店 1995 599.04ﾋ
日韓・市民の時代をどうつくるか　2005　日韓学生の
フォーラム

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

2006 FW367ﾆ

ニッポンのＯ Ｌ たち ニッポンのＯＬ研究会  編 ダイヤモンド社 1995 366.38ﾆ
ニッポンの主婦１００年の食卓　主婦の友１００周年 主婦の友社  編 主婦の友社 2016 367.3ﾆ
ニッポンの薬物依存　「ダメ。ゼッタイ。」では絶対だ デーブ　スペクター、近藤　恒 生活文化出版 2011 368.8ｽ
ニッポン・ビューティ　本物の女たちの美しい生き方 白江　亜古 講談社 2009 281ｼ



二人称の死　最愛の人の死をどうとらえるか 棚橋　實（他） 研成社 1999 367ﾆ
２ひきのわるいねずみのおはなし　（ピーターラビット
の絵本７）

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

２１３の教訓でつづるたった一人、老後を生きる 岡田　信子 主婦の友社 1996 914.6ｵ
２４０万家族のいま・未来　働きながら子育てする 全国学童保育連絡協議会 一声社 1997 367.3ﾆ
日本一心のこもった恋文 秋田県二ツ井町  編 集英社 2000 914.68ﾆ
日本一短い愛の手紙　一筆啓上 福井県丸岡町　編 大巧社 1996 914.68ﾆ
日本一短い家族への手紙　一筆啓上 福井県丸岡町　編 大巧社 1995 914.68ﾆ
日本一短い手紙母への想い　一筆啓上 福井県丸岡町　編 大巧社 1998 914.68ﾆ

日本をジェンダー平等社会に　講演録　林陽子女性
差別撤廃委員会委員

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

2018 FW367ﾆ

日本をつくった女たち　52人のリレー日本史 仙堂　弘 水曜社 2004 281.04ｾ
日本絵画の女性像　ジェンダー美術史の視点から 池田　忍 筑摩書房 1998 721ｲ
日本型企業社会と女性労働　職業と家庭の両立を
めざして

藤井　治枝 ミネルヴァ書房 1995 366.38ﾌ

日本企業の働く女性たち　取り巻く現状と未来展望
藤井　治枝  編著、渡辺  峻
編著

ミネルヴァ書房 1998 366.38ﾆ

日本近代女性文学論　闇を拓く 渡邊　澄子
世界思想社教学
社

1998 910.26ﾜ

日本軍性奴隷制を裁く2000年女性国際戦犯法廷の
記録　戦争裁判と性暴力

ＶＡＷＷ－ＮＥＴ Ｊａｐａｎ  編 緑風出版 2000 329.67ﾆ1

日本軍性奴隷制を裁く2000年女性国際戦犯法廷の
記録　加害の精神構造と戦後責任

ＶＡＷＷ－ＮＥＴ Ｊａｐａｎ  編 緑風出版 2000 329.67ﾆ2

日本語がわかれば英語がわかる二刀流英語上達 藤澤　光治、藤澤　多嘉子 八朔社 2005 830.1ﾆ
日本語とジェンダー 日本語ジェンダー学会　編 ひつじ書房 2006 814.9ﾆ
日本語なるほど事典 柴田　武 ごま書房 1992 813ｼ
日本語なんでも博士　正しい読み書き何問できる？ 木村　正男 アドア出版 1992 814ｷ
日本語根ほり葉ほり 森本　哲郎 新潮社 1991 914.6ﾓ
日本語の使い方　話し方と書き方の常識 西田　直敏（他） 創元社 1991 810ﾆ
日本語の乱れ 清水  義範 集英社 2000 913.6ｼ
日本語百科大事典　縮刷版 金田一　春彦（他）  編 大修館書店 1995 810.3ﾆ

日本語は女をどう表現してきたか キトレッジ・チェリー
ベネッセコーポ
レーション

1992 367.21ﾁ

日本語は女をどう表現してきたか　＊文庫版 キトレッジ・チェリー
ベネッセコーポ
レーション

1995 367.21ﾁ

日本桜名所百選　見られる限りは見てみたい 日本さくらの会　編 講談社 1992 291ﾆ
日本史人物女たちの物語　上　古代～戦国の舞台 加来　耕三、馬場　千枝 講談社 1998 281.04ｶ1
日本史人物女たちの物語　下　江戸・近代の事件の 加来　耕三、馬場　千枝 講談社 1998 281.04ｶ2

日本十進分類法　新訂10版
もり　きよし　（原編）　日本図
書館協会分類委員会（改定）

日本図書館協会 2015 014.45ﾆ

日本シネマの女たち 今泉　容子 筑摩書房 1997 778.21ｲ
日本史の中の女性と仏教 吉田  一彦（他） 法蔵館 1999 182ﾆ
日本女性運動資料集成　第　４巻  生活・労働 １
女性労働者の組織化

鈴木　裕子　編 不二出版 1994 367.21ｽ4

日本女性運動資料集成　第　５巻  生活・労働 ２
無産婦人運動と労働運動の昂揚

鈴木　裕子　編 不二出版 1993 367.21ｽ5

日本女性運動資料集成　第　６巻  生活・労働 ３
十五年戦争と女性労働者・無産婦人運動

鈴木　裕子　編 不二出版 1994 367.21ｽ6

日本女性運動資料集成　第　７巻  生活・労働 ４
生活・労働の現場での女性運動

鈴木　裕子　編 不二出版 1995 367.21ｽ7

日本女性運動資料集成　第１０巻  戦争　官製婦人
団体による運動と戦争体制への動員

鈴木　裕子　編 不二出版 1995 367.21ｽ

日本女性運動資料集成　第　１巻  思想・政治 １
女性解放思想の展開と婦人参政権運動

鈴木　裕子　編 不二出版 1996 367.21ｽ1

日本女性運動資料集成　第　２巻  思想・政治 ２
婦人運動の「方向転換」

鈴木　裕子　編 不二出版 1996 367.21ｽ2

日本女性運動資料集成　第　３巻  思想・政治 ３
帝国主義への抵抗運動

鈴木　裕子　編 不二出版 1997 367.21ｽ3

日本女性運動資料集成　第　８巻  人権・廃娼 １
自由廃業運動と廃娼連盟の創立

鈴木　裕子　編 不二出版 1997 367.21ｽ8

日本女性運動資料集成　第　９巻  人権・廃娼 ２
廃娼運動の昂揚と純潔運動への転化

鈴木　裕子　編 不二出版 1998 367.21ｽ9

日本女性運動資料集成　別巻　事項・人名・団体
名・執筆者名索引／日本女性運動史人名事典

鈴木　裕子　編 不二出版 1998 367.21ｽ

日本女性会議さかい　２００９　山の動く日きたる～
ジェンダー平等の宇宙へ～

日本女性会議さかい実行委
員会２００９　編

日本女性会議さ
かい実行委員会
２００９・堺市

2010 FW367ﾆ



日本女性会議しものせきＭＥＭＯＲＩＡＬＢＯＯＫ2006
日本女性会議下関実行委員
会2006　編

日本女性会議し
ものせき実行委
員会2006

2006 FW367ﾆ

日本女性会議仙台報告書２０１２
日本女性会議仙台実行委員
会２０１２　編

日本女性会議
（２０１２）仙台実
行委員会

2013 FW367ﾆ

日本女性会議とやま　ＭＥＭＯＲＩＡＬ　ＢＯＯＫ　２００
８　　煌く人とひと、連なる峰々へ

日本女性会議とやま実行委
員会２００８　編

日本女性会議と
やま実行委員会
２００８　編

2009 FW367ﾆ

日本女性会議ふくい報告書2005
日本女性会議ふくい実行委
員会2005　編

日本女性会議ふ
くい実行委員会
2005

2006 FW367ﾆ

日本女性開放思想の起源　ポストフェミニズム試論 山下　悦子 海鳴社 1989 367.21ﾔ
「日本女性学習財団賞」受賞レポート集　学びがひ
らく　vol .４ ２０１４年度

日本女性学習財団　編
日本女性学習財
団

2015 FW367ﾆ

「日本女性学習財団賞」受賞レポート集　学びがひ
らく　ｖｏｌ.５（２０１５年度）

日本女性学習財団　編
日本女性学習財
団

2016 FW367ﾆ

日本女性史　第２巻　中世 女性史総合研究会　編 東京大学出版会 1987 367.2ﾆ2
日本女性史　第４巻　近代 女性史総合研究会　編 東京大学出版会 1987 367.2ﾆ4
日本女性史　第５巻　現代 女性史総合研究会　編 東京大学出版会 1985 367.2ﾆ5
日本女性史 脇田　晴子（他）　編 吉川弘文館 1987 367.2ﾆ
日本女性史　第１巻　原始・古代 女性史総合研究会　編 東京大学出版会 1987 367.2ﾆ1
日本女性史　第３巻　近世 女性史総合研究会　編 東京大学出版会 1989 367.2ﾆ3
日本女性史　新版 井上　清 三一書房 1967 367.2ｲ
日本女性史研究文献目録　１  １９６８ー１９８１ 女性史総合研究会　編 東京大学出版会 1983 367.21ﾆ1
日本女性史研究文献目録　２  １９８２－１９８６ 女性史総合研究会　編 東京大学出版会 1988 367.21ﾆ2
日本女性史事典 女性史事典編集委員会  編 新人物往来社 1994 367.21ﾆ
日本女性史大辞典 金子　幸子　（他編） 吉川弘文館 2007 367.21ﾆ
日本女性肖像大事典 永原　和子　監修 日本図書セン 1995 281.03ﾅ
日本女性史論集　　１　女性史の視座 総合女性史研究会　編 吉川弘文館 1997 367.21ﾆ1
日本女性史論集　　２　政治と女性 総合女性史研究会　編 吉川弘文館 1997 367.21ﾆ2
日本女性史論集　　３　家と女性 総合女性史研究会　編 吉川弘文館 1997 367.21ﾆ3
日本女性史論集　　４　婚姻と女性 総合女性史研究会　編 吉川弘文館 1998 367.21ﾆ4
日本女性史論集　　５　女性と宗教 総合女性史研究会　編 吉川弘文館 1998 367.21ﾆ5
日本女性史論集　　６　女性の暮らしと労働 総合女性史研究会　編 吉川弘文館 1998 367.21ﾆ6
日本女性史論集　　７　文化と女性 総合女性史研究会　編 吉川弘文館 1998 367.21ﾆ7
日本女性史論集　　８　教育と思想 総合女性史研究会　編 吉川弘文館 1998 367.21ﾆ8
日本女性史論集　　９　性と身体 総合女性史研究会　編 吉川弘文館 1998 367.21ﾆ9
日本女性史論集　１０　女性と運動 総合女性史研究会　編 吉川弘文館 1998 367.21ﾆ
日本女性人名辞典 芳賀　登（他）　監修 日本図書セン 1993 281.03ﾆ
日本女性生活史　第３巻　近世 女性史総合研究会　編 東京大学出版会 1990 367.21ﾆ3
日本女性生活史　第５巻　現代 女性史総合研究会　編 東京大学出版会 1990 367.21ﾆ5
日本女性生活史　第１巻　原始・古代 女性史総合研究会　編 東京大学出版会 1990 367.21ﾆ1
日本女性生活史　第２巻　中世 女性史総合研究会　編 東京大学出版会 1990 367.21ﾆ2
日本女性生活史　第４巻　近代 女性史総合研究会　編 東京大学出版会 1990 367.21ﾆ4
日本女性の歴史女のはたらき 総合女性史研究会　編 角川書店 1993 367.21ﾆ
日本女性の歴史性・愛・家族 総合女性史研究会　編 角川書店 1992 367.21ﾆ
日本女性の歴史文化と思想 総合女性史研究会　編 角川書店 1993 367.21ﾆ
日本女性文学大辞典 一古　夏生、菅　聡子　編 日本図書セン 2006 910.33ﾆ
日本人女性の死因　30歳から知るべし 生活と経済 生活と経済 2010 491.35ｽ
日本人という病 河合　隼雄 潮出版社 1998 140.4ｶ
日本人なら、一度は見ておきたい国宝　保存版　（エ
イムック３８２７　Ｄｉｓｃｏｖｅｒ　Ｊａｐａｎ　ＣＵＬＴＵＲＥ）

枻出版社（発行） 枻出版社 2017 709.1ﾆ

日本人の愛と性 暉峻　康隆 岩波書店 1989 384ﾃ
日本人のあの世観 梅原　猛 中央公論社 1993 160ｳ
日本人の子産み・子育て　いま・むかし 鎌田　久子（他） 勁草書房 1990 385ﾆ
日本人の心のゆくえ 河合　隼雄 岩波書店 1998 914.6ｶ

日本人の足跡  １　世紀を超えた絆求めて
産経新聞日本人の足跡取材
班

産経新聞ニュー
スサービス

2001 281ﾆ1

日本人花嫁の戦後　新版　韓国・慶州ナザレ園から
の証言

伊藤　孝司 ＬＹＵ工房 1996 916ｲ

日本地図帳 昭文社　編 昭文社 1997 290.38ﾆ
日本中世女性史の研究　性別役割分担と母性・家
政・性愛

脇田　晴子 東京大学出版会 1992 367.21ﾜ

日本中世の女性 田端　泰子 吉川弘文館 1987 367.21ﾀ
日本的セクシュアリティ　フェミニズムからの性風土 山下　明子　編 法蔵館 1991 367.9ﾔ
日本２０世紀館 五十嵐　仁（他）  編 小学館 1999 210.6ﾆ
日本の女は、１００年たっても面白い 深澤　真紀 ベストセラーズ 2014 367.21ﾌ



日本の家族を考える　女・男・家族のゆくえ
吉武　輝子　編、福島  瑞穂
（他）

ミネルヴァ書房 1994 367.3ﾖ

日本の危機 櫻井　よしこ 新潮社 1998 304ｻ
日本の古代　１２　　　女性の力 森　浩一　編 中央公論社 1996 210.3ﾓ12
日本の子ども虐待　戦後日本の「子どもの危機的状
況」に関する心理社会的分析（第2版）

子どもの虹情報研修センター
企画、保坂　亨　編著

福村出版 2011 369.4ﾎ

日本の詩歌　その骨組みと素肌 大岡　信 講談社 1995 911ｵ
日本のシゴトロジー　近代職業文化史 松田　良一 東京書籍 1991 366.2ﾏ
日本の自治・分権 松下　圭一 岩波書店 1996 318ﾏ
日本の女性がグローバル社会で戦う方法 谷本　真由美 大和書房 2014 367.21ﾀ
日本の女性活動家 スーザン・Ｊ．ファー 勁草書房 1989 367.21ﾌ

日本の女性と人権　世界からみた日本の男女平等
富岡　恵美子  編、吉岡  睦
子  編

明石書店 1995 367.21ﾄ

日本の女優 四方田  犬彦 岩波書店 2000 778.21ﾖ
日本の正しい調味料　全部取り寄せ情報付き 陸田  幸枝 小学館 2000 588.6ﾘ
日本の男女共同参画政策　国と地方公共団体の現
状と課題

辻村　みよ子、稲葉　馨 東北大学出版会 2005 367.21ﾆ

日本の男性の人権 山本　弘之
ブイツーソリュー
ション

2009 367ﾔ

日本の男性の心理学　もう１つのジェンダー問題 柏木　惠子　、高橋　惠子 有斐閣 2008 143.1ﾆ

日本の伝統行事
村上　龍（著）　はまの　ゆか
（絵）　ラルフ・マッカーシー

講談社 2016 386.1ﾑ

日本の美風 木村　尚三郎 潮出版社 2007 914ｷ
日本の風景・西欧の景観　そして造景の時代 オギュスタン・ベルク 講談社 1990 290ﾍﾞ
日本の夫婦　パートナーとやっていく幸せと葛藤 柏木　惠子、平木　典子　編 金子書房 2014 367.3ｶ
日本のフェニミズム　１　リブとフェミニズム 井上　輝子（他）　編 岩波書店 1994 367.21ﾆ1
日本のフェミニズム　２　フエミニズム理論 井上　輝子（他）　編 岩波書店 1994 367.21ﾆ2
日本のフェミニズム　４　権力と労働 井上　輝子（他）　編 岩波書店 1994 367.21ﾆ4
日本のフェミニズム　３　性役割 井上　輝子（他）　編 岩波書店 1995 367.21ﾆ3
日本のフェミニズム　６　セクシュアリティ 井上　輝子（他）　編 岩波書店 1995 367.21ﾆ6
日本のフェミニズム　５　母性 井上　輝子（他）　編 岩波書店 1995 367.21ﾆ5
日本のフェミニズム　７　表現とメディア 井上　輝子（他）　編 岩波書店 1995 367.21ﾆ7
日本のフェミニズム　源流としての晶子、らいてう、
菊栄、かの子

島田　あき子 北樹出版 1996 367.21ｼ

日本のフェミニズム　別冊　男性学 井上　輝子（他）　編 岩波書店 1995 367.21ﾆ8
日本の婦人雑誌　解説 中嶌　邦　監修 大空社 1986 367ﾅ
日本の文学論 竹西　寛子 講談社 1995 910.23ﾀ
日本の母神信仰 山上　伊豆母 大和書房 1998 164.1ﾔ
日本の民族　７　男と女の民族誌（日本の民族　７） 八木　透（他） 吉川弘文館 2008 382.1ﾔ
日本の名城 五味　文彦（監修） 山川出版社 2016 521.82ﾆ
日本の名随筆　別巻８４　女心 落合　恵子　編 作品社 1998 914.6ﾆ84
日本の最も美しい町 美しい町研究会 エクスナレッジ 2017 521.86ﾆ
日本の論点  ２０００　のるか、そるか新世紀の助走 文藝春秋  編 文藝春秋 1999 304ﾆ
日本百名山　新装版 深田　久弥 新潮社 1991 291ﾌ
日本ファザコン文学史 田中　貴子 紀伊國屋書店 1998 910.23ﾀ
日本婦人問題資料集成　　第　１巻　人権 市川　房枝　編 ドメス出版 1990 367.2ﾆ1
日本婦人問題資料集成　　第　２巻　政治 市川　房枝　編 ドメス出版 1988 367.2ﾆ2
日本婦人問題資料集成　　第　３巻　労働 赤松　良子　編 ドメス出版 1994 367.2ﾆ3
日本婦人問題資料集成　　第　４巻　教育 三井　為友　編 ドメス出版 1990 367.2ﾆ4
日本婦人問題資料集成　　第　５巻　家族制度 湯沢　雍彦　編 ドメス出版 1988 367.2ﾆ5
日本婦人問題資料集成　　第　６巻　保健・福祉 一番ケ瀬　康子　編 ドメス出版 1990 367.2ﾆ6
日本婦人問題資料集成　　第　７巻　生活 丸岡　秀子　編 ドメス出版 1991 367.2ﾆ7
日本婦人問題資料集成　　第　８巻　思潮　上 丸岡　秀子　編 ドメス出版 1991 367.2ﾆ8
日本婦人問題資料集成　　第　９巻　思潮　下 丸岡　秀子　編 ドメス出版 1985 367.2ﾆ9
日本婦人問題資料集成　　第１０巻　近代日本婦人
問題年表

丸岡　秀子（他）　編 ドメス出版 1992 367.2ﾆ10

日本婦人有権者同盟年表　参政権と歩んだ55年
1995年～2000年

日本婦人有権者同盟創立５
５周年記念事業実行委員会

日本婦人有権者
同盟

2000 FW367.2ﾆ

日本婦人有権者同盟年表　参政権と歩んだ40年
（1945年～1985年）

日本婦人有権者同盟
日本婦人有権者
同盟

1985 FW314.8ﾆ

日本婦人有権者同盟年表　参政権と歩んだ45年
（1985年～1990年）

日本婦人有権者同盟
日本婦人有権者
同盟

1990 FW314.8ﾆ

日本婦人有権者同盟年表　参政権と歩んだ50年
(1990年～1995年)

日本婦人有権者同盟創立50
周年記念事業実行委員会

日本婦人有権者
同盟創立50周年
記念事業実行委
員会

1995 FW314.8ﾆ



日本婦人有権者同盟年表　参政権と歩んだ60年
(2000年～2005年)

日本婦人有権者同盟創立60
周年記念事業実行委員会

日本婦人有権者
同盟創立60周年
記念事業実行委
員会

2005 FW314.8ﾆ

日本文学の「女性性」　（二松学舎大学学術叢書） 増田　裕美子、佐伯　順子 思文閣出版 2011 910.26ﾆ
日本冒険　　第１巻　世界の旅へ 梅原　猛 角川書店 1988 104ｳ1
日本冒険　　第２巻　太陽の輪廻 梅原　猛 角川書店 1989 104ｳ2
日本冒険　　第３巻　預言者の翼 梅原　猛 角川書店 1989 104ｳ3
日本丸・２１世紀の航海図 ２１世紀社会研究会  編 ぎょうせい 1991 304ﾆ

日本列島女たちの５０年　ＮＨＫラジオ深夜便
ＮＨＫ女性アナウンサー戦後
50年プロジエクト  編

ドメス出版 1996 281ﾆ

日本労働婦人問題 帯刀　貞代 ドメス出版 1980 366.62ﾀ
日本論の視座　列島の社会と国家 網野　善彦 小学館 1992 210.4ｱ
ニュー・アクティブ・バース ジャネット・バラスカス 現代書館 1993 495.7ﾊﾞ
乳がんからあなたを守る食事とライフスタイル　約
317万人の女性の調査結果から導き出された乳が

大藪　友利子 パレード 2008 495.46ｵ

乳がん患者ケアガイド 阿部　恭子、矢形　寛　編 学習研究社 2006 495.46ﾆ
乳がん治療・日本の医療イデアフォー講演録 イデアフォー  編 イデアフォー 1999 495.46ﾆ

乳がん治療・日本の医療　イデアフォー講演録２ イデアフォー　編
幻冬社ルネッサ
ンス

2008 495.46ﾆ

ニューハーフが決めた私らしい生き方　なりたい自
分になるヒント

小松  杏里 ロングセラーズ 2000 367.97ｺ

ニュー・パッセージ新たなる航路　上　人生は４５歳
からが面白い

ゲイル・シーヒィ 徳間書店 1997 367.7ｼ1

ニュー・パッセージ新たなる航路　下　人生は４５歳
からが面白い

ゲイル・シーヒィ 徳間書店 1997 367.7ｼ2

ニュー・フェミニズム・レビュー　１　恋愛テクノロジー 上野　千鶴子　編 学陽書房 1990 367.2ﾆ1
ニュー・フェミニズム・レビュー　２　女と表現～フェミ
ニズ批評の現在～

水田　宗子　編 学陽書房 1991 367.2ﾆ2

ニュー・フェミニズム・レビユー　３　ポルノグラフィー
～揺れる視線の政治学

白藤　花夜子　編 学陽書房 1992 367.2ﾆ3

ニュー・フェミニズム・レビュー　４　エイジズム～お
ばあさんの逆襲～

樋口　恵子　編 学陽書房 1992 367.2ﾆ4

ニュー・フェミニズム・レビュー　５ 上野　千鶴子　編 学陽書房 1994 367.2ﾆ5
ニュー・フェミニズム・レビュー　６　母性ファシズム・
母なる自然の誘惑

加納　実紀代　編 学陽書房 1995 367.2ﾆ6

乳房再建 三島　英子 小学館 1995 916ﾐ

入門気功術　新版 赤　松子
ベースボール・マ
ガジン社

1996 498.3ｾ

入門職業とジェンダー　これからの女と男の働き方 岡村　清子  編、亀田  温子 日本評論社 1998 366.38ｵ
ニューヨーク’６９ 草間　彌生 作品社 1999 913.6ｸ
ニューヨークは好きですか 田中　弘子 ＰＨＰ研究所 1991 302.5ﾀ
紐育マサオ うつみ　宮土理 文藝春秋 1995 913.6ｳ
女房が宇宙を飛んだ 向井　万起男 講談社 1998 914.6ﾑ
女房の不満、亭主の不安　Ｆｏｒ Ｙｏｕｒ Ｌｉｆ 斎藤　茂太 家の光協会 1996 367.4ｻ
尿もれ・尿失禁　意外に多い女性の悩みを解消する 中田　真木 主婦の友社 1997 494.95ﾅ
女人芸術の世界　長谷川時雨とその周辺 尾形　明子 ドメス出版 1980 910.26ｵ
女人芸術の人びと 尾形　明子 ドメス出版 1988 910.26ｵ
女人源氏物語　第２巻 瀬戸内　寂聴 小学館 1989 913.6ｾ2
女人源氏物語　第３巻 瀬戸内　寂聴 小学館 1989 913.6ｾ3
女人源氏物語　第４巻　＊文庫版 瀬戸内　寂聴 集英社 1992 913.6ｾ4
女人源氏物語　第５巻　＊文庫版 瀬戸内　寂聴 集英社 1992 913.6ｾ5
女人源氏物語　第１巻  ＊文庫版 瀬戸内　寂聴 集英社 1992 913.6ｾ1
女人創造 与謝野　晶子 大空社 1996 367ﾖ
庭づくりを楽しむ　定年前から始める男の自由時間
ベストセレクション（ベストセレクションシリーズ）

じゅわ樹 技術評論社 2008 629.75ﾆ

妊活に疲れたら、開く本　妊活ストレスに悩むあなた 平山　史朗 主婦の友社 2017 495.48ﾋ
人気職業残酷物語　苦あれば苦あり魅力の職業表 末光　真由美 ジャパンネイチャ 1998 366.29ﾆ
人気の押し花アレンジ 服部　さち子 世界文化社 1996 627.9ﾊ
人形の家を出た女たち　２０世紀イギリス女性の生
活と文化

アンジェラ・ホールズワース 新宿書房 1992 367.23ﾎ

人間アレルギー　なぜ「あの人」を嫌いになるのか 岡田　尊司 新潮社 2015 361.4ｵ
人間関係愛のコツ心のコツ　親業実践から得た１０
０のヒント  親と子･夫と妻・教師と生徒・職場

近藤　千恵　編著 海竜社 1996 379.9ｺ

人間関係を育てるものの言い方　女性のための人
間関係講座･実践編  あなたも私も大切にする自己

近藤　千恵 大和書房 1995 379.46ｺ

人間関係がラクになる本　苦手を克服する疲れない 谷川　須佐雄 ＰＨＰ研究所 1998 336.49ﾀ



人間関係力をつける 西山　昭彦
日本経済新聞社
出版局

1997 336.49ﾆ

にんげんごみばこ のぶみ　作 えほんの社 2008 913ﾉ
にんげんだもの 相田　みつを 文化出版局 1994 728.21ｱ
人間として女性として　新版 羽仁　説子 三省堂 1986 159ﾊ
人間ドック医の報告男の更年期に警告反応 矢野　方夫 双葉社 1997 493.18ﾔ

人間と人間たち
ヴォッコ・ニスカネン、アンナ・
タウリアラ

群羊社 1985 949ﾆ

人間に光あれ 森田　益子、もろさわ  ようこ 径書房 1991 367.21ﾓ
人間の数だけ生き方がある　学校・教育からアタリ
マエがすり込まれるおとなもこどもも考える「学校」

伊藤  悟 三天書房 2000 367.9ｲ

人間の記録　１９　（丸木　俊）　丸木俊ー女絵かき
の誕生ー

丸木　俊
日本図書セン
ター

1997 289ﾆ19

人間の記録　２７　（三浦　環）　三浦環ーお蝶夫 吉本　明光　編 日本図書セン 1997 289ﾆ27
人間の記録　３８　 （乙羽　信子）　乙羽信子ーどろ
んこ半生記ー

乙羽　信子、江森　陽弘
日本図書セン
ター

1997 289ﾆ38

人間の記録　４４　（羽仁　もと子）　羽仁もと子ー半
生を語るー

羽仁　もと子
日本図書セン
ター

1997 289ﾆ44

人間の記録　５１　（奥　むめお）　奥むめおー野火あ
かあかとー

奥　むめお
日本図書セン
ター

1997 289ﾆ51

人間の記録　９２　（丸岡　秀子）　丸岡秀子ーひとつ
の真実に生きてー

丸岡　秀子
日本図書セン
ター

1999 289ﾆ92

人間の記録　９０　（徳川　幹子）　徳川　幹子ーわた
しはロビンソン・クルーソーー

徳川　幹子
日本図書セン
ター

1999 289ﾆ90

人間の記録  104  （石牟礼  道子）　椿の海の記 石牟礼  道子 日本図書セン 1999 289ﾆ104
人間の記録  108  （岡田  嘉子）　悔いまき命を 岡田  嘉子 日本図書セン 1999 289ﾆ108
人間の記録  １１３  （沢村  貞子）　貝のうた 沢村  貞子 日本図書セン 1999 289ﾆ113
人間の記録  １１５  （高群逸枝） 高群  逸枝 日本図書セン 1999 289ﾆ115
人間の記録  1４０（赤松 良子） 　志しは高く 赤松  良子 日本図書セン 2001 289ﾆ140
人間の由来　上 河合　雅雄 小学館 1992 469ｶ1
人間の由来　下 河合　雅雄 小学館 1992 469ｶ2
人間みな平等 住井　すゑ 岩波書店 1994 316.1ｽ
人間らしい死をもとめて　ホスピス・安楽死・在宅死 生井　久美子 岩波書店 1999 492.91ｲ
妊娠中絶裁判　マリー・クレール事件の記録 ショワジール会　編 みすず書房 1987 367.23ﾆ
妊娠って楽しい　妊娠・出産・結婚・家事･育児･仕事
男は大変、女は楽

スプリングはるこ 近代文藝社 1996 599.04ｽ

妊娠と危険な薬　女性にあぶない薬の知識 待田　洋 三一書房 1990 598.2ﾏ
妊娠力を高める最新不妊治療２１４のポイント　（白
順社（発売））

水内　英充
ルネッサンス・ア
イ

2016 495.48ﾐ

認知行動療法入門　ＢＯＯＫ　１　ケアする人も楽に 伊藤　絵美 医学書院 2011 146.8ｲ1
認知行動療法入門　ＢＯＯＫ　２　ケアする人も楽に 伊藤　絵美 医学書院 2011 146.8ｲ2
認知症＆もの忘れはこれで９割防げる！ 浦上　克哉 三笠書房 2017 493.758ｳ
認知症かな？と思ったらすぐ読む本　正しい軽度認
知障害MCIの知識と対策（しっかりわかる新しい医

朝田　隆（監修） 技術評論社 2017 493.75ﾆ

認知症になった家族との暮らしかた　よくある「困り
ごと」への対応がわかる

認知症の人と家族の会（監
修）

ナツメ社 2018 493.75ﾆ

妊婦だって働くよ 佐々木　かをり ＷＡＶＥ出版 1995 366ｻ
ヌードのポリティクス　女性写真家の仕事 笠原　美智子 筑摩書房 1998 743.4ｶ

ＮＷＥＣ実践研究　第１号　（女性人材育成） 国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2011 FW367ﾇ

ＮＷＥＣ実践研究　第２号　（復号キャリア） 国立女性教育会館
国立女性教育会
館

2012 FW367ﾇ

ＮＷＥＣ実践研究　第３号　（課題解決型学習） 国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2013 FW367ﾇ

ＮＷＥＣ実践研究　第４号　（女性リーダー） 国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2014 FW367ﾇ

ＮＷＥＣ実践研究　第５号　（大学における男女共同
参画の推進）

国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2015 FW367ﾇ

ＮＷＥＣ実践研究　第６号　（女性のエンパワーメン
ト）

国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2016 FW367ﾇ

ＮＷＥＣ実践研究　第７号　（女性の初期キャリア） 国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2017 FW367ﾇ

NWEC実践研究　第8号　（女性活躍と地方創成） 国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2018 FW367ﾇ

ＮＷＥＣ実践研究 第９号　（ジェンダーに基づく暴力） 国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2019 FW367ﾇ

ＮＷＥＣ実践研究 第10号　（政治分野における男女
共同参画）

国立女性教育会館　編
国立女性教育会
館

2020 FW367ﾇ



ネーチャー・ブック　身近な自然の実物大入門ガイド 田中　耕太郎（他）  編 創隆社 1991 400ﾈ
ねえママ、どうして私のこと嫌いなの・・・　児童虐待
－ある少女の死の記録より

イブ・グルビンスキー、ダナ・
ウィーケル

ＰＨＰ研究所 2004 369.4ｸ

猫たちを救う犬
フィリップ・ゴンザレス、リア
ノー・フライシャー

草思社 1996 645.6ｺﾞ

猫たちの隠された生活 エリザベス・Ｍ・トーマス 草思社 1996 645.6ﾄ
ネコのあぶく 山根　基世 毎日新聞社 1995 914.6ﾔ
ネコの住所録 群　ようこ 文藝春秋 1996 914.6ﾑ
猫の紳士の物語 メイ・サートン みすず書房 1996 933.7ｻ
猫はなんでも知っている ニキ・アンダーソン 筑摩書房 1999 159ｱ
寝たきりをなくす 佐渡　豊 家の光協会 1998 369.26ｻ
寝たきり婆あ、たちあがる 門野　晴子 講談社 1997 367.7ｶ
寝たきり婆あ猛語録 門野　晴子 講談社 1996 367.7ｶ
寝たきり老人ゼロ作戦 山口　昇 家の光協会 1992 369.26ﾔ
寝たきり老人いる国いない国 大熊　由紀子 ぶどう社 1994 369ｵ
寝たふりしてる男たち 内館　牧子 幻冬舎 1998 913.6ｳ
ネットで始めるおうちショップ　ｖｏｌ．２　私たち、趣味
を生かしてショップオーナーになりました

高橋　薫　編 主婦と生活社 2010 673.36ﾀ

ネットワーキング　ヨコ型情報社会への潮流 Ｊ．リップナック（他） プレジデント社 1989 302.5ﾘ
寝盗る女  上 マーガレット・アトウッド 彩流社 2001 933.7ｱ1
寝盗る女  下 マーガレット・アトウッド 彩流社 2001 933.7ｱ2
ネパールの少女買春　女性ＮＧＯからのレポート ＡＢＣネパール　編 明石書店 1996 368.4ﾈ
眠らない女　昼はふつうの社会人、夜になると風俗 酒井　あゆみ 幻冬社 1998 368.4ｻ
眠りは百薬の長　なぜだろうよく寝る人は病気にな 高田　明和 講談社 1993 491.37ﾀ
眠れぬ親たちのためのベットタイム・ストーリー フィリス・セルー 中央公論社 1991 934ｾ
眠れぬ森の育児　「キレイごと」だけではすまされな
い壮絶育児サバイバル

奥山　佳恵 主婦の友社 2007 778.21ｵ

眠れぬ夜の壁 佳里　富美 さんが出版 1997 916ｶ
眠れる森の美女にさよならのキスを　メルヘンと女
性の社会神話

マドンナ・コルベンシュラーグ 柏書房 1997 909.3ｺ

練馬区男女共同参画計画　第４次　平成２８年度(２
０１６年度）～平成３１年度(２０１９年度）

練馬区 練馬区 2016 FW367ﾈ

練馬区男女共同参画計画 第5次 令和２年度(2020
年度)～令和６年度(2024年度)

練馬区 練馬区 2020 FW367ﾈ

寝る前10分人生を変えるココロノート　５年後、必要
とされる人材になる！

河合　薫 東洋経済新報社 2014 336.04ｶ

年金計算トレーニングＢｏｏｋ　平成２１年度 音川　敏枝
ビジネス教育出
版社

2009 364.6ｵ

年金の基礎知識　改訂新版　厚生年金　国民年金
共済年金

服部　営造　編著 自由国民社 1999 364.6ﾊ

年金のしくみがわかるＱ＆Ａ事典 アルタイ社　編著 アルタイ社 1997 364.6ﾈ
年金のすべてが面白いほどわかる本　２００９－２０
１０年新版　（知りたいことがすぐわかる）

田中　章二 中経出版 2009 364.6ﾀ

年表・女と男の日本史　女と男の時空ー日本女性史
再考 別巻

女と男の時空編纂委員会
編

藤原書店 1998 367.21ﾈ

年報・ファーラ　平成２５年度
山形市男女共同参画セン
ター　編

山形市男女共同
参画センター

2014 FW367ﾈ

年報・ファーラ　平成26年度
山形市男女共同参画セン
ター　編

山形市男女共同
参画センター

2015 FW367ﾈ

年報・ファーラ　平成２７年度
山形市男女共同参画セン
ター　編

山形市男女共同
参画センター

2016 FW367ﾈ

年報・ファーラ　平成２８年度
山形市男女共同参画セン
ター　編

山形市男女共同
参画センター

2017 FW367ﾈ

年報・ファーラ 平成29年度
山形市男女共同参画セン
ター　編

山形市男女共同
参画センター

2018 213.65ﾈ

年報・ファーラ 平成30年度版
山形市男女共同参画セン
ター　編

山形市男女共同
参画センター

2019 FW367ﾈ

脳死ドナーカードを書く前に読む本 水谷　弘 草思社 1999 490.15ﾐ

脳卒中　見逃さない、あきらめない 内山　真一郎　監修
日本放送出版協
会

2010 493.73ﾉ

脳内麻薬　人間を支配する快楽物質ドーパミンの正 中野　信子 幻冬舎 2014 491.371ﾅ
脳に組み込まれたセックス　なぜ男と女なのか デボラ・ブラム 白揚社 2000 491.35ﾌﾞ
能の女たち 杉本  苑子 文藝春秋 2000 773ｽ

脳の神話が崩れるとき
マリオ　ボーリガード（著）　黒
澤　修司（訳）

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 491.371ﾎﾞ

能力主義の心理学 岡本　浩一 講談社 1999 336.4ｵ
ノーをいえる子どもに　ＣＡＰ／子どもが暴力から自
分を守るための教育プログラム

サリー・Ｊ．クーパー 童話館出版 1995 369.4ｸ



ノーキッズ・ウーマン　子どもを持たない女性たちへ
のインタビュー

山田　真奈美　編 ユック舎 1991 367.3ﾔ

ＮＯと言える子育て　子どもを蝕む２２の育児常識 田中　喜美子 飛鳥新社 1999 599ﾀ
ノーベル・フラウエン　素顔の女性科学者 ウラ・フェルシング 学会出版セン 1996 402.8ﾌ
野上彌生子 逆井　尚子 未来社 1992 910.26ｻ
遁れの家にて　村松きみの生涯 山室　徳子 ドメス出版 1985 198.98ﾔ
遺された親たち　ＰＡＲＴ６ 佐藤　光房 あすなろ社 1999 916ｻ6
野末悦子の女のからだクリニックＱ＆Ａ 野末　悦子 主婦の友社 1997 495ﾉ
野中の一本杉　市川房枝随想集２ 市川　房枝 新宿書房 1981 914.6ｲ
のねずみチュウチュウおくさんのおはなし　（ピー
ターラビットの絵本８）

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

野の女　明治女性生活史 永畑　道子 新評論 1980 367.2ﾅ
野の花と暮らす 麻生　玲子 海鳥社 2002 470.4ｱ
野の花に逢いたくて　フランス旅日記 高橋　永順 冬樹社 1989 293ﾀ
のはらひめ　おひめさま城のひみつ なかがわ　ちひろ 徳間書店 1995 913ﾅ
野火あかあかと　奥むめお自伝 奥　むめお ドメス出版 1988 289ｵ

野山の旬を味わう四季の田舎料理  秋冬編 松永  モモ江
農山漁村文化協
会

2000 596.4ﾏ

乗り換えの多い旅 田辺　聖子 暮しの手帖社 1992 914.6ﾀ
ノルウェーを変えた髭のノラ　男女平等社会はこうし
てできた

三井　マリ子 明石書店 2010 367.23ﾐ

のろとさにわ 伊藤　比呂美、上野  千鶴子 平凡社 1995 911.56ｲ
ｎｏｎ・ｎｏガーデニング基本大百科 集英社 集英社 2000 629.75ﾉ
ノンパラ　パラサイトしない女たちの本当 山本  貴代 マガジンハウス 2001 367.2ﾔ
バーガーの娘　１ ナディン・ゴーディマ みすず書房 1996 933ｺﾞ1
バーガーの娘　２ ナディン・ゴーディマ みすず書房 1996 933ｺﾞ2
ヴァージニア・ウルフ作家の一生 リンダル・ゴードン 平凡社 1998 930.27ｺﾞ
パート・アルバイトのトラブル対処術　いざという時の
ために

金子　雅臣、小川　浩一 緑風出版 1997 366.8ｶ

パートタイマーの法律知識とＱ＆Ａ 高橋　保 法学書院 1999 366.8ﾀ
パートナーシップ　キリスト教的女性学 長島　世津子 門土社総合出版 1999 367.1ﾅ
パートナーと考える出産妊活バイブル　今日からは
じめる妊娠活動

吉形　玲美 日東書院本社 2012 598.2ﾖ

パートナーと共働き年収３００万円＋２００万円で生
きていくお金のやり繰り術

五十嵐　さえ子 ぱる出版 2011 591ｲ

バーバーの肖像 早乙女　朋子 集英社 1996 913.6ｻ
ハーブ　楽しみ方・利用の仕方・育て方・基礎知識 高橋　章 西東社 1995 617.6ﾀ
ハーフ・ザ・スカイ　彼女たちが世界の希望に変わる
まで

ニコラスＤ・クリストフ、シェリ
ル・ウーダン

英治出版 2010 367.2ｸ

ハーブのある暮らし　育て方からクラフト・料理まで ファグ武蔵　編 山と渓谷社 1996 617.6ﾊ
ハーブの楽しみ方 田渕　義雄　（他） 新潮社 1996 617.6ﾊ
ハーブＢＯＯＫ 高橋　良孝　監修 新星出版社 1996 617.6ﾀ
パール・バック 鶴見　和子 岩波書店 1984 930ﾂ
パイオニアウーマン　女たちの西部開拓史 ジョアナ・ストラットン リブロリポート 1988 253ｽ
パイがふたつあったおはなし　（ピーターラビットの
絵本１９）

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

配偶者をうしなうということ　伴侶と死別した人への
心の処方箋

河合　千恵子（他）  編 日本文芸社 1996 367.4ｶ

配偶者からの暴力相談の手引　平成26年3月改訂
版

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2014 FW367.3ﾊ

配偶者からの暴力の防止及び被害者の支援に係わ
る官民連携事例集

内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同
参画局

2009
FW371.42
ﾊ

配偶者等からの暴力に関する事例調査 内閣府男女共同参画局 財務省印刷局 2002 367.21ﾊ
配偶者暴力対策ガイド 矢野　輝雄 緑風出版 2007 367.3ﾔ
俳句のたのしみ 中村　真一郎 新潮社 1992 911.3ﾅ
売春王国の女たち　娼婦と産婦による近代史 森崎　和江 宝島社 1993 368.4ﾓ

買春社会日本へ、タイ人女性からの手紙
下館事件タイ三女性を支える
会  編

明石書店 1995 368.4ﾊﾞ

買春する男たち いのうえ　せつこ 新評論 1996 368.4ｲ
売春－性労働の社会構造と国際経済 タン・ダム・トゥルン 明石書店 1993 368.4ﾀ

売春の社会史　古代オリエントから現代まで
バーン・ブーロー、ボニー・
ブーロー

筑摩書房 1991 368.4ﾌﾞ

廃娼　（第一号～第八号）　明治二三年四月～明治
二四年三月

不二出版　編 不二出版 1993 369.8ﾊ

配色イメージコレクション　タイプ別好感度カラーの
データ付き

視覚デザイン研究所  編
視覚デザイン研
究所

1996 757.3ﾊ

バイセクシュアルという生き方 フリッツ・クライン 現代書館 1997 367.97ｸ
パイナップルヘッド 吉本　ばなな 幻冬舎 1995 914.6ﾖ



バイバイ 鷺沢　萠 角川書店 1997 913.6ｻ
買売春解体新書　近代の性規範からいかに抜け出 上野　千鶴子（他） 柘植書房新社 1999 368.4ﾊﾞ
ＨＯＷ　ＴＯ　ドールハウス　楽しいミニチュアランド
への招待

村上　一昭
じゃこめてい出
版

1996 759ﾑ

パウンド型ひとつで！ケーク・サレ 信太　康代 河出書房新社 2010 596.6ｼ
破壊の女神　中国史の女たち 井波　律子 新書館 1996 282.2ｲ
墓をめぐる家族論　誰と入るか、誰が守るか 井上  治代 平凡社 2000 385.6ｲ
はかりのいらないお菓子作り　焼き菓子からゼリー 本谷  恵津子 文化出版局 2000 596.65ﾓ
博学教授のおもしろ読本　ちょっと粋な話 板坂　元 同文書院 1991 049ｲ
爆弾トーク　女たちの最前線 樋口　恵子、上野　千鶴子 松香堂書店 1990 367.21ﾋ
「幕末」に殺された女たち　（ちくま文庫　き26-2） 菊池　明 筑摩書房 2015 210.58ｷ
幕末・明治を生きた女性たち　鹿鳴館の華から経営
者・芸術家まで新時代を創ったヒロインたち

洋泉社 洋泉社 2015 281.ﾊﾞ

禿頭考 清水　ちなみ 中央公論社 1996 494.8ｼ
派遣法律カウンセリング　フリーで上手にはたらこう 筒井　具子（他） 有斐閣 1991 366.8ﾊ

恥をかかない日本語の常識 日本経済新聞社　編
日本経済新聞社
出版局

1998 810.4ﾊ

橋のない川　１ 住井　すゑ 新潮社 1992 913.6ｽ1
橋のない川　２ 住井　すゑ 新潮社 1992 913.6ｽ2
橋のない川　３ 住井　すゑ 新潮社 1992 913.6ｽ3
橋のない川　４ 住井　すゑ 新潮社 1992 913.6ｽ4
橋のない川　５ 住井　すゑ 新潮社 1992 913.6ｽ5
橋のない川　６ 住井　すゑ 新潮社 1992 913.6ｽ6
橋のない川　７ 住井　すゑ 新潮社 1994 913.6ｽ7
はじまりは赤ちゃんから　「ちょい待ち育児」のススメ 小西　行郎 赤ちゃんとママ 2014 599ｺ
はじめて語るメンズリブ批評 蔦森　樹　編 東京書籍 1999 367.5ﾊ
はじめて就職するあなたへ 残間　里江子 ＰＨＰ研究所 1995 377.9ｻﾞ

はじめて知る栄養バランスのよい食事入門
吉田　美香　監修、主婦の友
社　編

主婦の友社 2010 498.55ﾊ

はじめてつくる自炊ハンドブック　ビギナーのための
超簡単・親切メニュー

高城　順子　監修 実務教育出版 1991 596ﾀ

はじめて出会う育児の百科　0-6歳 汐見　稔幸　監修 小学館 2003 599ﾊ
はじめてであう小児科の本 山田　真 福音館書店 1992 598.3ﾔ
はじめてであう小児科の本　続 山田　真 福音館書店 1993 598.3ﾔ
はじめて出会う女性史 加美　芳子 はるか書房 1996 367.21ｶ
はじめてのAccessVBA 決定版
Windows7/Access2010完全対応（BASIC MASTER

岩田　宗之 秀和システム 2010 007.64ｲ

はじめてのアロマテラピー アロマテラピーアソシエーショ 双葉社 1996 492.5ﾊ
はじめてのアロマテラピー 佐々木　薫　監修 池田出版 2009 499.87ﾊ
初めての育児１２か月  イラスト版　赤ちゃんのお世
話がやさしくわかる

小滝  周曹  監修 成美堂出版 2000 599ﾊ

はじめてのカントリー木工　かんたんウッドクラフト＆
トールペインティング

日本ヴォーグ社　編 日本ヴォーグ社 1996 754.3ﾊ

はじめての漢方医学　漢方治療と漢方薬のはなし 入江　祥史 創元社 2008 490.9ｲ
はじめての古寺歩き　（角川文庫い１３－４０） 井沢　元彦[著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 185.91ｲ
はじめての子育てにこの本を　様ざまな戸惑いに確
かなヒントを与える110冊の絵本

下村　昇、岡田　真理子 自由国民社 1997 019.53ｼ

はじめての「女性外来」　こころと体の不安をなくそう 対馬　ルリ子 ＰＨＰ研究所 2004 495ﾂ
はじめての親族相続　法律をあなたのお友達 尾崎　哲夫 自由国民社 1998 324.6ｵ
はじめてのディベート 西部　直樹 あさ出版 1998 809.6ﾆ
はじめての電子メール  Ｗｉｎｄｏｗｓ版  最新カラー
Ｏｕｔｌｏｏｋ Ｅｘｐｒｅｓｓ５．５

森  健二 秀和システム 2000 547.48ﾓ

はじめての妊娠・出産・育児 安心百科 伊藤  仁  編 主婦と生活社 2000 598ﾊ
はじめてのハーブ作りＱ＆Ａ　こんなときどうしたら 主婦の友社　編 主婦の友社 1999 617.6ﾊ
はじめての人でもかんたんやさしい花づくり　育て方
がよくわかるプロセス写真解説

ブティック社　編 ブティック社 1998 627ﾊ

はじめての保育園　働くママ＆パパのための 保育園を考える親の会  編 主婦と生活社 2001 376.1ﾊ
はじめての野菜料理 萩原　悦子 グラフ社 1991 596ﾊ
はじめてのＲＩＫＯＮ　明るい離婚入門講座 スタジオ・ファイブ  編著 翔泳社 1996 367.4ﾊ
はじめて、フラワーアレンジメント 白石　新子 日本ヴォーグ社 1996 627.9ｼ
はじめて学ぶＬＧＢＴ　基礎からトレンドまで 石田　仁 ナツメ社 2019 367.9ｲ
はじめて学ぶグループワーク　援助のあり方とワー
カーの役割

野村　武夫 ミネルヴァ書房 1999 369.16ﾉ

はじめてママ＆パパの安心育児　育児のツボどころ
がよくわかる 0歳～6歳 乳幼児の発達・成長と親の

宮本　まき子 永岡書店 1997 599ﾐ

はじめよう　朝ごはん　栄養バランスばっちり　かん
たんレシピ満載！

食べもの文化編集部　編 芽ばえ社 2008 493.98ﾊ



はじめよう！ＳＯＧＩハラのない学校・職場づくり　正
の多様性に関するいじめ・はらすめんとをなくすため

「なくそう！ＳＯＧＩハラ」実行
委員会　編

大月書店 2019 367.9ﾊ

芭蕉にひらかれた俳諧の女性史　六十六人の小町
たち

別所　真紀子
オリジン出版セ
ンター

1990 911.3ﾍﾞ

パスタ・ノート シルビア・コスタ
ユーシープラン
ニング

1995 596.23ｺ

蓮村先生、おしえてください！　女子のお悩みＱ＆Ａ
ココロとカラダの“毒出し”相談室

蓮村　誠 マーブルトロン 2011 159.6ﾊ

はずんでます、共働き　弁護士子育て日記　その２ 松尾　道子 創元社 1983 320.4ﾏ
長谷川時雨　人と生涯 長谷川　仁（他）　編 ドメス出版 1982 289ﾊ
バタードウーマン　虐待される妻たち レノア・Ｅ．ウォーカ 金剛出版 1997 367.1ｳ
裸足の皇女 永井　路子 文藝春秋 1992 913.6ﾅ
二十歳の見た同時代　東京女子大現代史レポート 牟礼キャンパス有志  編 汐文社 1993 304ﾊ
波多野勤子三役女房一代記 波多野　完治 小学館 1990 289ﾊ
働いて輝いて　次世代へつなぐ働く母たちの50年 働く母の会　編 ドメス出版 2005 366.38ﾊ
「働き方改革法」の実務　改訂版 川嶋　英明 日本法令 2019 366.1ｶ
働きざかりは生きがいづくり　定年になってからでは 大下　勝巳（他） まつやま書房 1997 379.4ﾊ
働きたいママの就活マニュアル　働きたいけれど働
けないモヤモヤを解消！

毛利　優子 自由国民社 2015 366.29ﾓ

働きながら親を看る　女の自立と老人介護 沖藤　典子 学陽書房 1986 369ｵ
働きながら､子育て 今城  かおり 岩波書店 2001 366.3ｲ
働きながら子育てするお母さんの本 河合　洋（他） 読売新聞社 1989 599ｶ
働きながら妊娠出産　赤ちゃんを産むための心と体
と環境づくり

斎藤　知子　監修 法研 1998 598.2ｻ

働く女（あなた）を美しく魅せる大人のたしなみ３６の
心得　知らなくても不自由はないけれど、知っている
だけで心が豊かになる

岡田美穂 明日香出版 2014 385.9ｵ

働くお母さんからの６１通の手紙　なにを愛し、どう
生きるか

深谷　和子 ＰＨＰ研究所 1991 366.3ﾌ

働く親の子育てヘルプブック
スーザン・プライス、トム・プラ
イス

ベネッセコーポ
レーション

1997 366.38ﾌﾟ

働く女たちの裁判　募集・採用からセクシャル・ハラ
スメントまで

大脇　雅子（他） 学陽書房 1996 366.38ﾊ

働く女に福来たる 酒井　順子 角川書店 1996 914.6ｻ
働く女のストレス症候群　過労を防ぎ、いきいき働く
体力をつけるために

池下　育子 主婦の友社 1996 493.09ｲ

働く女の転機予報 小島　貴子 幻冬舎 2006 366.38ｺ
働く女の胸のウチ 香山　リカ 大和書房 2005 366.38ｶ

はたら区カエル野の仲間たち
小島　富美子　文、かたぎり
もとこ　絵

こども未来財団 2009 366ﾊ

働くこと、楽しむこと　おとなのメンタルヘルス・エッセ 菊池　武剋 日本文化科学社 1995 498.8ｷ
「働くこと」とｼﾞｪﾝﾀﾞｰ 金谷　千慧子 明石書店 2011 366.38ｶ
働くことの経済学 古郡　鞆子 有斐閣 1998 366ﾌ
はたらく女子の夜遅ごはん おおたわ歩美 大和書房 2014 596ｵ
働く女性と家族のいま　１　日本型企業社会と女性 基礎経済科学研究所  編 青木書店 1995 366.38ﾊ1
働く女性と家族のいま　２　日本型企業社会と家族 基礎経済科学研究所  編 青木書店 1995 366.38ﾊ2
働く女性とマタニティ・ハラスメント　「労働する身体」
と「産む身体」を生きる

杉浦　浩美 大月書店 2009 366.38ｽ

働く女性と労働法　２０１４年版 東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2014 FW366.3ﾊ

働く女性と労働法　２０１５年版 東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2015 FW366.3ﾊ

働く女性と労働法　２０１６年版 東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2016 FW371ﾊ

働く女性と労働法　２０１６年版 東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2016 FW371ﾊ

働く女性と労働法　2017版 東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2017 FW366.3ﾊ

働く女性と労働法　2017版 東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2017 FW366.3ﾊ

働く女性と労働法　2018年版 東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2018 FW366.3ﾊ

働く女性と労働法　２０１９年版 東京都産業労働局
東京都産業労働
局

2019 FW366.3ﾊ

働く女性に伝えたかったこと 芹沢  茂登子 大月書店 1999 367ｾ

働く女性のウエルネスブック 荒木　葉子
慶應義塾大学出
版会

2004 495ｱ

働く女性の英語術 光藤　京子 ジャパンタイムズ 2008 336.07ﾐ



働く女性のお助け本　職場のトラブル対処術 金子　雅臣、龍井　葉二 緑風出版 1996 366.38ｶ
はたらく女性のことば 堀井　令以知 明治書院 1992 810.13ﾎ
働く女性の出産・育児　ワーキングマザー宣告 前田　己治子（他） 双葉社 1993 366.38ﾊ
働く女性の心理学　第２版 馬場　房子 白桃書房 1996 366.38ﾊﾞ
働く女性の相談室　仕事を続けたい人たち 安西　美津子 生産性出版 1996 366.38ｱ

働く女性のためのココロ磨きのヒント 須藤　政子
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2013 159.6ｽ

はたらく女性のための「転機」をチャンスに変える本 菊入　みゆき 河出書房新社 2013 159.6ｷ
働く女性の２４時間　日経WOMANリアル白書　（日
経ビジネス人文庫ブルーの4-1）

野村　浩子 日本経済新聞社 2005 366.38ﾉ

働く女性のプレゼン演出術 村松　かすみ、稲垣　由紀 総合法令出版 2010 336.17ﾑ
働く女性の法律Q＆Ａ 中島  道子（他） 有斐閣 1999 366.38ﾊ
働く女性のメンタルヘルスがとことんわかる本 鈴木　安名 あけび書房 2005 498.8ｽ

働くパパのための「幸福な家族」のつくり方
あいはら　ひろゆき、読売広
告社ネオパパ研究プロジェク

日経ＢＰ社 2007 367.3ﾊ

働く人の権利　とってもやさしく労働基準法を解説し 外井　浩志 とりい書房 1996 366.15ﾄ
働く人のための法律相談 岩出　誠（他）　編 青林書院 1996 366.14ｲ
働くママ専業ママ　子どものためにどっちがいい 三沢　直子 緑書房 2009 367.3ﾐ
働くママで、よかった　仕事も、育児も、もっと楽しく 主婦の友社  編 主婦の友社 2000 599ﾊ
働くママとパパのためのはじめての小学校学童保育 保育園を考える親の会  編 学陽書房 2000 369.42ﾊ
働くママのこと、好き キャサリン・ワイズ・ゴールド ジャパンタイムズ 1997 367.3ｺﾞ
「働くママ」の時間術　仕事も子育ても自分もうまくい 馬場　じむこ 日本実業出版社 2012 366.38ﾊﾞ

働くママの仕事と育児　私は両立！
たまごクラブ　ひよこクラブ
編

ベネッセコーポ
レーション

2008 366.38ﾊ

働くママは天から花束をもらう 沖藤　典子 徳間書店 1993 599ｵ
働くものの権利が危ない　今なぜ、労働法制の規制
緩和か

高梨　晶（他） かもがわ出版 1998 366.1ﾊ

働く私に究極の花道はあるか 速水  由紀子 小学館 2001 366.3ﾊ
働けません　「働けません。」６つの“奥の手” 湯浅　誠　（他） 三五館 2007 369.2ﾊ
ハチ公の最後の恋人 吉本　ばなな 中央公論社 1998 913.6ﾖ
八十歳の夢　孫には負けていられません 三木　睦子 海竜社 1997 914.6ﾐ
８５％の肩こり・腰痛は自分で治せます　テキメン!腰
痛持ちの医者が考えた治療法

谷　諭 マガジンハウス 2010 493.6ﾀ

８２年生まれ、キム・ジョン
チョ・ナムジュ（著）　斉藤　真
理子（訳）

筑摩書房 2018 929.13ﾁ

８のテーマで読む水俣病 高峰　武（編著） 弦書房 2018 519.12ﾊ
鉢花１２カ月　ＮＥＷ　Ｍｙ　Ｇｒｅｅｎ 主婦の友社　編 主婦の友社 1998 627ﾊ
はちみつバイブレーション 北原　みのり 河出書房新社 1998 367.9ｷ
ハチャメチャ２歳児　イヤオちゃん、困ったちゃんとの
つき合い方のコツ

プチタンファン編集部  編 婦人生活社 1999 379.91ﾊ

バツイチ男の心のうち　彼らは、結婚になにを求め 平井　美帆 イースト・プレス 2007 367.4ﾋ
バツイチなんて言わせない　離婚女性たちのＱＯＬ
向上宣言

中村　久瑠美 ＰＨＰ研究所 2013 367.4ﾅ

発言力が面白いほど身につく本 檜谷  芳彦 中経出版 2000 329.5ﾋ
発情装置　エロスのシナリオ 上野　千鶴子 筑摩書房 1998 367.9ｳ
発達障害かもしれない大人たち 林　寧哲 ＰＨＰ研究所 2011 493.7ﾊ
発達障害に気づかない大人たち　（詳伝社新書190） 星野　仁彦 詳伝社 2010 493.7ﾎ
パッチワークのあるわたしのキッチン　キッチンテー
ブルのレシビつき

松浦　香苗 文化出版局 1995 594ﾏ

バッド・マザーの神話 Ｊ．スウィガート 誠信書房 1995 367.3ｽ
ハッブル宇宙望遠鏡厳選の宇宙６８　宇宙の謎を解
き明かす新重要ショット

水谷　仁〔他〕〔編〕 ニュートンプレス 2015 440.87ﾊ

パディントンとテレビ
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 1971 933ﾎﾞ

パディントンの一周年記念
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 1969 933ﾎﾞ

パディントンの煙突掃除
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 1977 933ﾎﾞ

パディントンのクリスマス
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 1968 933ﾎﾞ

パディントンフランスへ
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 1970 933ﾎﾞ



パディントン妙技公開
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 1989 933ﾎﾞ

はてしない物語 ミヒャエル・エンデ 岩波書店 1993 943ｴ
パートタイマーの詩　たかがパート、されどパート 浜田  充代 新風舎 2001 914.6ﾊ
花嵐　女たちの大正デモクラ 仙崎　章夫 近代文藝社 1995 367.2ｾ
花ある季節 安西　篤子 読売新聞社 1990 913.6ｱ
花いちもんめ　天までとどけ、私の気持ち 海老名　香葉子 大和書房 1995 914.6ｴ
花いっぱいの小さな庭 成美堂出版　編 成美堂出版 1998 627ﾊ
花を投げた女たち　その五人の愛と生涯 永畑　道子 文藝春秋 1990 281ﾅ
花かんむりの子どもたち 鳥海　昭子 ユック舎 1986 369.49ﾄ
花子のくにの歳時記 辺見  じゅん 小学館 1991 914.6ﾍ
花衣ぬぐやまつわる　わが愛の杉田久女 田辺  聖子 集英社 1987 914.6ﾀ
話しあえない親子たち　対立から体位へ 伊藤　友宣 ＰＨＰ研究所 1998 367.3ｲ
話を聞かない男、地図が読めない女　男脳・女脳が
謎を解く

アラン・ピーズ、バーバラ・
ピーズ

主婦の友社 2000 491.3ﾋﾟ

話してみようよ！エッチ・愛・カラダ　学ぶ！教える！
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ

剱　陽子 明石書店 2004 367.99ﾂ

話しベタはこわくない　あいさつから始める自信獲得 天前　輝正 ＰＨＰ研究所 1996 809.4ﾃ
花に生き・花に生かされて　ずいひつ 田中  澄江 ＰＨＰ研究所 1989 914.6ﾀ
花にもの思う春　白洲正子の新古今集 白洲　正子 平凡社 1997 911.13ｼ
花のいのち 瀬戸内　寂聴 講談社 2018 914.6ｾ
花の仕事師フラワーコーディネーターになりたい 東　潔 同文書院 1996 627.9ｱ

花の山旅５０コース　東京周辺
記村　朋子　編、石丸  哲也
（他）

山と渓谷社 1994 291.3ｷ

花のような人 谷村　志穂 角川書店 1995 913.6ﾀ
華の乱 永畑　道子 新評論 1988 367.2ﾅ

花ひらく　ならの女性生活史
ならの女性生活史編さん委
員会  編

奈良県 1995 FW367.2ﾊ

花婿学校　いい男になるための１０章 樋口　恵子（他）　編 三省堂 1990 367ﾊ
花物語　８　花材別・花アレンジ 林　幸子　編 主婦の友社 1997 627.9ﾊ8
花物語　９　花アレンジＱ＆Ａ 主婦の友社　編 主婦の友社 1997 627.9ﾊ9
花も実もある法もある　ミチコ弁護士のひらがな六法 松尾　道子 労働旬報社 1989 320.4ﾏ
華やかな氾濫 篁　笙子 メトロポリタン 1996 913.6ﾀ
花やさしく　女優・母・代議士の妻として 司　葉子 講談社 1992 778.21ﾂ
花屋さんの仕事 神無書房　編 神無書房 1993 673ﾊ
花嫁を焼かないで　インドの花嫁持参金殺人が問い
かけるもの

謝　秀麗 明石書店 1990 367.25ｼ

花嫁のアメリカ歳月の風景　１９７８－１９９８ 江成  常夫 集英社 2000 285.3ｴ
花レッスン　２　特集：花を贈りたい　有名フラワース
クールガイドつき

田沼　佳良子（他）  編 六輝社 1996 627.9ﾊ2

パニックの子、閉じこもる子達の居場所づくり 山崎  隆夫 学陽書房 2001 374.1ﾔ
パニック発作、自分が壊れていく　私はアダルト・チ
ルドレン

高橋　いずみ 講談社 1997 493.7ﾀ

パネルデータからみた現代女性　結婚・出産・就業・
消費・貯蓄

樋口　美雄  編著、岩田  正
美  編著

東洋経済新報社 1999 367.21ﾋ

ﾊﾟﾊﾟｲｽﾞﾑ 鈴木　光司 角川書店 2002 599.04ｽ
母、美しい老いと死 アンヌ・フィリップ 晶文社 1998 367.7ﾌ
母・円地文子 冨家　素子 新潮社 1989 910.2ﾌ

母を失うということ　娘たちの生き方 ホープ・エーデルマン
日本放送出版協
会

1995 367.3ｴ

パパを変える魔法の言葉 藤本  裕子 ＰＨＰ研究所 2000 379.9ﾌ
母を語る 石坂　啓（他） 倫書房 1998 914.68ﾊ
母を支える娘たち　ナルシシズムとマゾヒズムの対 高石　浩一 日本評論社 1997 146.1ﾀ
母を棄ててもいいですか？　支配する母親、縛られ
る娘　（こころライブラリー）

熊谷　早智子 講談社 2011 367.3ｸ

母を看取るすべての娘へ　在宅看護の７００日 森津　純子
朝日新聞社出版
局

1997 916ﾓ

母親以外の女から愛されない男 素井　直樹 郁朋社 1997 913.6ﾓ
母親が仕事をもつとき　子育て・職場・夫にどう向き 久田　恵 学陽書房 1985 367.3ﾋ
母親が仕事をもつとき　＊文庫版　子育て・職場・夫
にどう向き合うか

久田　恵 学陽書房 1996 367.3ﾋ

母親業の再生産　性差別の心理・社会的基盤 ナンシー・チョドロウ 新曜社 1996 367.1ﾁ
母親幻想 岸田　秀 新書館 1995 367.3ｷ
母親だから学びたい　子育てと再就職と 佐橋　紀子 法政出版 1992 916ｻ

母親であることを学ぶ　ニキーチン夫人の母親日記
レーナ・アレクセエヴナ・ニ
キーチナ

暮しの手帖社 1991 367.3ﾆ



母親である前に　ひとりの人間として､パートナーへ
のメッセージ

齊藤  奈美 文芸社 2001 914.6ｻ

母親の育児ストレスと保育サポート　子育て支援・環
境づくりへの指標

諏訪　きぬ（他）  編著 川島書店 1998 599ﾊ

母親の心の傷が癒されてゆくとき 東京心理教育研究所親の会 青樹社 1997 146.8ﾊ
母親の役割という罠　新しい母親、新しい父親に向 フランシーヌ・コント 藤原書店 1999 369.41ｺ
母が教えてくれなかったゲーム ベティ　Ｌ．ハラガン ウェーブ出版 1993 366.38ﾊ
母が重くてたまらない　墓守娘の嘆き 信田　さよ子 春秋社 2008 367.3ﾉ
「母がストレス！」と思ったら読む本　依存・束縛・暴
言…「アスペルガ―母」への対処法

司馬　理英子 大和出版 2014 367.3ｼ

母業失格 井上　朝子 ポプラ社 1999 916ｲ
母業中退　ＴＯＭＯＫＯ、５２歳の選択 井上　朝子 ポプラ社 2000 916ｲ
母住井すゑ 増田　れい子 海竜社 1998 910.26ﾏ

馬場大門のケヤキ並木　国指定天然記念物(府中
市郷土の森博物館ブックレット7）

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

2005 290ﾊﾞ

パパだからできる男性生活講座子育て応援講座平
成１３年度

富山県女性財団　編 富山県女性財団 2002 FW367ﾊﾟ

母たちの時代 原　ひろ子 駸々堂出版 1980 367.3ﾊ
母たちの世代 原　ひろ子 駸々堂出版 1981 367.3ﾊ
母という経験　自立から受容へ～少女文学を再読し 宮迫　千鶴 学陽書房 1995 909.3ﾐ
母という暴力 芹沢  俊介 春秋社 2001 367.3ｾ
母という病 岡田　尊司 ポプラ社 2012 367.3ｵ

パパと怒り鬼　ー話してごらん、だれかにー
グロー・ダーレ　著、スヴァイ
ン・ニーフース　絵

ひさかたチャイ
ルド

2011 367ﾀﾞ

パパと怒り鬼　ー話してごらん、だれかにー
グロー・ダーレ　著、スヴァイ
ン・ニーフース　絵

ひさかたチャイ
ルド

2011 367ﾀﾞ

母と子の読み聞かせ世界のお話１２０　ママおはな
しききたいな

内田　伸子　監修 ナツメ社 2010 908.3ﾊ

姑と住む家　こんな風に造ってきました 大原　悠子
農山漁村文化協
会

1997 365.3ｵ

パパとママがりこんしたとき モニカ・ギーダール アーニ出版 1992 367ﾊﾟ
母と娘 キャロル・セイライン メディアファクト 1998 367.3ｾ
母と娘が親友になれた日　おとなになること 加藤  純子、かとう  りょーこ ポプラ社 2000 913ｶ
母と娘だんだんおばあちゃんになっていく 成澤　玲子 青樹社 1996 367.7ﾅ
母と娘の自立戦争 菊池　澄子 教育史科出版会 1985 367.3ｷ
母と娘のフェミニズム　近代家族を超えて 水田　宗子（他）  編著 田畑書店 1996 367.1ﾊ
母と娘の物語 マリアンヌ・ハーシュ 紀伊國屋書店 1992 904ﾊ
母と娘はなぜこじれるのか 齋藤　環(他）著 NHK出版 2014 367.3ﾊ
母に襁褓をあてるとき　介護闘いの日々 舛添　要一 中央公論社 1998 369.26ﾏ
パパにもわかる子育ての本　１歳～５歳  父親のた
めの実践子育て手帳

今泉  岳雄  指導、武居  正
郎  指導

有楽出版社 2000 379.91ﾊﾟ

母の愛与謝野晶子の童話　１１人の子を育てた情念
んぼ歌人

与謝野晶子  著、松平　盟子
編著

婦人画報社 1998 913.8ﾖ

母の遺産 水村　美苗 中央公論新社 2012 913.6ﾐ
母の刻印　イオカステーの子供たち クリスティアーヌ・オリビエ 法政大学出版局 1996 146.13ｵ
パパの子育てデビュー 浜田　三雄、浜田　駒子 瑞雲舎 1998 379.9ﾊ

母の根源を求めて　女性と聖なるもの
ジュリア・クリステヴァ、カト
リーヌ・クレマン

光芒社 2001 367.3ｸ

母のための教育学 小原　國芳 玉川大学出版部 1987 370ｵ

母のないキッチンで　八重ちゃんのフライパン日記
福田　八重子  著、松本  美
津枝  編

国土社 1991 916ﾌ

母の庭をさがして　アリス・ウォーカー集 アリス・ウォーカー 東京書籍 1992 934ｳ1
母の庭をさがして　続　アリス・ウォーカー集 アリス・ウォーカー 東京書籍 1993 934ｳ2
母の眠り アナ・クィンドレン 新潮社 1998 933.7ｸ
パパのはらっぱママのしま 落合　恵子 クレヨンハウス 1996 913ｵ
パパの本　１　今日から“自慢のパパ”になる！ 藤本　真　（他）編 自由国民社 2010 367.3ﾊﾟ1
パパ・ママ・子どもみんなで楽しむ四季の行事　おた
んじょう日からクリスマスまであれこれマニュアル

子育てネット メイツ出版 2000 386.1ﾊﾟ

パパママやります　マンガエッセイ 雪野  ヒデ 朱鳥社 2001 599ﾕ
母よ嘆くなかれ　新訳版 パール・バック 法政大学出版局 2013 378.6ﾊﾞ
パパは専業主夫 キルステン・ボイエ 童話館出版 1996 943ﾎﾞ
「パパは大変」が「面白い！」に変わる本　「仕事も家
庭も」世代の新・人生戦略

安藤　哲也、ファザーリング・
ジャパン

扶桑社 2017 367.3ｱ

母は娘がわからない　子離れのレッスン イヴリン・Ｓ．バソフ 創元社 1996 367.3ﾊﾞ
パピロちゃんとにゅうどうぐも　ポプラ　ちいさなおは 片山　令子 ポプラ社 2007 913ｶ
ハプスブルクの女たち テア・ライトナー 新書館 1996 288.49ﾗ
ハプスブルクの子供たち テア・ライトナー 新書館 1997 288.49ﾗ



はみがきあーん
荒仲　けい　作・作画、中村
綾花　絵

ＧＲＥＥＮ　Ｆｏｒｅｓ
ｔ

2019 497ｱ

はみだし人間の系譜 杉本　苑子 中央公論社 1996 281.04ｽ
羽村市男女共同参画基本計画　第４次　（平成２９
年度～平成３３年度）

羽村市　編 羽村市 2017 FW367ﾊ

ハムレットの母親 キャロリン・Ｇ．ハイルブラン みすず書房 1997 930.2ﾊ
早い、うまい、やさしい早うま料理　ＳＰＥＥＤＹ ＆ Ｄ
ＥＬＩＣＩＯＵＳ

村上　祥子 グラフ社 1999 596ﾑ

はやく大きくな～れ　幼年期こそが子育てのカナメ 小林　カツ代 学陽書房 1998 599ｺ
速さのちがう時計 （花の詩画集）　花の詩画集 星野  富弘 偕成社 1996 720.8ﾎ
早死にする仕事・長生きする仕事　病いと寿命から
浮き彫りにする、ちょっと変わった仕事案内

佐藤　文昭（他）　編 宝島社 1998 366.99ﾊ

早わかりあなたの年金 三宅  恵子 日本実業出版社 2000 364.6ﾐ
パラサイト・シングルの時代 山田  昌弘 筑摩書房 1999 367.4ﾔ
ハラスメント事件の基本と実務　明日、相談を受けて
も大丈夫！モデルストーリーとその実務、書式と裁

横山　佳枝、倉田　梨恵 日本加除出版 2019 336.49ﾖ

薔薇の王朝　王妃たちの英国を旅する 石井　美樹子 ＮＴＴ出版 1996 293.30ｲ

ハリウッド女優になったＯＬ奮闘記 中村　佐恵美
ネスコ（日本映像
出版）

1998 916ﾅ

張扇一筋ジェンダー講談　日本初女性真打講談師
かく語りき

宝井　琴桜 悠飛社 2002 779.12ﾀ

パリで出会った雪の聖母 廣木　明美 新風舎 2007 913.6ﾋ

ﾊﾟﾘﾃまつり第９回
パリテまつり実行委員会第9
回  編

西東京市男女平
等推進センター
パリテ

2017 FW367ﾊﾟ

針と糸であそぶ 田中　周子 草土文化 1993 594ﾀ
針と糸でつくる 田中　周子 大月書店 1996 594ﾀ
パリの女は産んでいる　〈恋愛大国フランス〉に子ど
もが増えた理由

中島　さおり ポプラ社 2005 367.23ﾅ

はるか戦火を逃れて 中屋敷　郁子 講談社 1996 916ﾅ

はるかなる東洋医学へ 本多　勝一
朝日新聞社出版
局

1997 490.9ﾎ

春の山菜・冬料理・秋のキノコ・春料理　ビン詰め、
乾物、塩蔵品などを使った

今  善一 新風舎 2000 596.37ｺ

晴れ、ときどき苦もあり 上野　瞭 ＰＨＰ研究所 1992 914.6ｳ
ハローミセス英会話入門　海外勤務すぐ役に立つ 田久保　浩平 読売新聞社 1989 837ﾀ
パワーハラスメントなんでも相談　職場のいじめ・い
やがらせで困っていませんか

金子　雅臣　著 日本評論社 2005 366.14ｶ

パワーハラスメントの衝撃 金子　雅臣 都政新報社 2003 366.3ｶ

歯は命の根幹 川村　泰雄(他）
クインテッセンス
出版

1997 497.2ﾊ

パワハラ地獄敢闘記　　私はこうして上司のイジメと 原田　芳裕 日本評論社 2013 366.3ﾊ
パワポで極める5枚プレゼン　（ビジネス極意シリー 竹島　愼一朗 アスキー 2008 336.17ﾀ
繁栄ＴＯＫＹＯ裏通り 久田　恵 文藝春秋 1997 916ﾋ
「パン、買いに行ってきます」　大正・昭和・平成　駒
形・池袋のくらし

横谷　イセ子　著　　有泉　三
起子　編

ドメス出版 2009 289ﾖ

晩香坡の愛　田村俊子と鈴木悦
工藤　美代子、スーザン・フィ
リップス

ドメス出版 1982 910.26ｸ

反抗期とわかっていてもイライラするお母さんへ
中・高校生の心が見えてくるセルフ・カウンセリング

渡辺　康麿 学陽書房 1997 379.91ﾜ

パン工房楽童物語 松永　節 草思社 1992 916ﾏ
｢犯罪被害者等支援のための多機関連携に関する
調査｣報告書　（文部科学省日本学術振興会科学研
究費助成事業）

伊藤 冨士江[他] 上智大学 2019 326.3ﾊ

ハンサムな女たち　７７人の映画のヒロイン 和久本　みさ子 清水書院 1997 778.2ﾜ

汎太平洋東南アジア婦人協会六十年史
日本汎太平洋東南アジア婦
人協会  編

ドメス出版 1993 367.2ﾊ

ハンドブックＮＧＯ　市民の地球的規模の問題への 馬橋　憲男（他）  編著 明石書店 1998 329.36ｳ
ハンドブック国際化のなかの人権問題 上田　正昭　編 明石書店 1998 316.1ｳ

ハンドブック少年法
服部  朗  編著、佐々木  光
明  編著

明石書店 2000 327.8ﾊ

ハンドブック政策の国際比較 大谷  博愛、磯崎  育男 芦書房 2000 310ｵ
ハンナ・アーレント　　「戦争の世紀」を生きた政治哲 矢野　久美子 中央公論新書 2014 289.3ｱ

ハンナ・リデル　ハンセン病救済に捧げた一生 ジュリア・ボイド
日本経済新聞社
出版局

1995 289ﾎﾞ

半日でできるカントリー木工　アイデアがいっぱいナ
チュラル＆ペイント雑貨

日本ヴォーグ社　編 日本ヴォーグ社 1997 754.3ﾆ



番場　矢島茂右衛門家文書目録、番場　矢島九兵
衛家文書目録　府中市内家分け古文書目録10

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

2007 014.72ﾊﾞ

半分のふるさと　私が日本にいたときのこと 李　相琴 福音館書店 1993 916ｲ
伴侶　高群逸枝を愛した男 栗原　葉子 平凡社 1999 289ｸ
伴侶に先立たれるということ　悲しみを越えて生きる 河合　千恵子 海竜社 1999 367.4ｶ
判例から読み解く　職場のハラスメント実務対応Ｑ
＆Ａ　第２版

小笠原六川国際総合法律事
務所

清文社 2019 328.6ｵ

Ｈｅ神話に学ぶ男の生き方 ロバート Ａ．ジョンソン 青土社 2000 159ｼﾞ
ピーター・メイルのマタニティー・パパ　男のための
妊娠・出産がわかる本

ピーター・メイル、アーサー・
ロビンス

学習研究社 1995 598.2ﾒ

ピーターラビットのおはなし　（ピーターラビットの絵
本１）

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

ピーターラビットのてがみの本１　（ピーターラビット
のてがみの本（別巻２冊セット）分売不可）

ビアトリクス・ポター　作・絵、
いしい　ももこ　訳

福音館書店 1992 933ﾎﾟ

ピーターラビットのてがみの本２　（ピーターラビット
のてがみの本（別巻２冊セット）分売不可）

ビアトリクス・ポター　作・絵、
いしい　ももこ　訳

福音館書店 1992 933ﾎﾟ

ヒールを履いたかぐや姫 谷村　志穂 マガジンハウス 1995 914.6ﾀ
冷え症を治す 高木　嘉子 講談社 1998 493.2ﾀ
冷え症を治す１００のコツ　食事法、入浴法、ツボ刺
激、漢方薬ｅｔｃ

主婦の友社　編 主婦の友社 1996 493.2ﾋ

冷え症・貧血・低血圧　女性の悩み解決します 池下  育子 三省堂 2000 493.17ｲ
東アジアの家父長制　ジェンダーの比較社会学 瀬地山　角 勁草書房 1996 367.3ｾ
東アジアの国際分業と女性労働 藤井　光男　編著 ミネルヴァ書房 1997 366.22ﾌ
東久留米市男女平等推進プラン第３次　（概要版つ
き）（２０１７（平成２９）年度～２０２２（平成３４）年度）

東久留米市 編 東久留米市 2017 FW367ﾋ

東中野日記　１  八十九歳～九十歳 藤田　たき ドメス出版 1989 289ﾌ1
東中野日記　２  九十一歳 藤田　たき ドメス出版 1990 289ﾌ2
東中野日記　３  九十二歳 藤田　たき ドメス出版 1991 289ﾌ3
東中野日記　４  九十三歳 藤田　たき ドメス出版 1992 289ﾌ4
東中野日記　５  九十四歳 藤田　たき ドメス出版 1993 289ﾌ5
東村山市男女共同参画基本計画　第３次　（平成２
９年度～３４年度　概要版付き）

東村山市　編 東村山市 2017 FW367ﾋ

東村山市男女共同参画基本計画進捗状況年次報
告　第2次(平成28年度実績）

東村山市 編 東村山市 2017 FW367ﾋ

東村山市男女共同参画基本計画進捗状況年次報
告および審議会提言　第２次　平成２６年実績

東村山市　編 東村山市 2016 FW367ﾋ

東村山市ワーク・ライフ・バランスに関する市内事業
所及び従業員の意識・実体調査報告書　（概要版・
結果と今後の市の取組について　付き）

東村山市　編 東村山市 2017 FW366.7ﾋ

東大和市男女共同参画推進計画　第二次（改訂版） 東大和市 東大和市 2016 FW367ﾋ
東大和市男女共同参画推進計画（改訂版）年次報
告書　第二次　平成29年度  　（推進状況調査報告
書平成29年度）

東大和市 東大和市 2018 FW367ﾋ

東大和市男女共同参画推進計画（改訂版）年次報
告書　第二次　平成30年度  　（推進状況調査報告
書平成30年度）

東大和市 東大和市 2019 FW367ﾋ

東大和市団共同参画推進計画年次報告書　第二次
（平成２５年度）　（推進状況調査報告書　平成２５年

東大和市 東大和市 2014 FW367ﾋ

東大和市男女共同参画推進計画年次報告書　第二
次（平成２６年度）　（推進状況調査報告書平成２６

東大和市 東大和市 2015 FW367ﾋ

東大和市男女共同参画推進計画年次報告書　第二
次（平成２７年度）　(推進状況調査報告書　平成２７

東大和市 東大和市 2016 FW367ﾋ

東大和市男女共同参画推進計画年次報告書 東大和市 東大和市 2017 FW367.ﾋ
ピカソ偽りの伝説　上 アリアーナ・Ｓ．ハフィントン 草思社 1991 723.36ﾊ1
ピカソ偽りの伝説　下 アリアーナ・Ｓ．ハフィントン 草思社 1991 723.36ﾊ2
ピカピカ　＊田畑　精一 たばた　せいいち 偕成社 1999 913ﾀ
光と風、野につむぐ一連譜　新聞にみる新潟女性史 新潟女性史クラブ　編著 野島出版 2001 367.2ﾋ
ひきこもり　対話する関係をとり戻すために 田中　千穂子 サイエンス社 1996 371.4ﾀ
引きこもりからの旅立ち　パート５　お父さん、わかっ
てよ！

富田　富士也 ハ－ト出版 1995 371.47ﾄ

ひきこもり救出マニュアル 斉藤　環 ＰＨＰ研究所 2002 371.47ｻ
「ひきこもり」救出マニュアル　実践編　（ちくま文庫
さ２９ー６）

斎藤　環 筑摩書房 2014 367.6ｻ

ひきこもりたい気持ち 梶原  千遠 角川書店 2001 371.4ｶ

ひきこもりと家族トラウマ　(生活人新書　155） 服部　雄一
日本放送出版協
会

2005 371.47ﾊ

引きこもりと登校・就職拒否、いじめＱ＆Ａ  新版 富田　富士也 ハート出版 1996 371.4ﾄ



ひきももる心のカルテ　心の扉をひらくカウンセリン 井上　敏明 朱鷺書房 2002 371.4ｲ
ひきこもる心理とじこもる理由　自立社会の落とし穴 高塚  雄介 学陽書房 2002 371.4ﾀ
引き裂かれた子どもたち　親の離婚と子どもの精神 池田　由子 弘文堂 1989 367.3ｲ
ヴィクトリア朝の性と結婚　性をめぐる２６の神話 度會　好一 中央公論社 1997 384.7ﾜ
ビクビクするのはやめようよ！　ＡＤＨＤの人のため
の人間関係ガイド

白井　由佳 花風社 2003 493.74ｼ

ピグマリオン・コンプレックス　プリティ・ウーマンの系 小野　俊太郎 ありな書房 1997 367.1ｵ
蜩の記 葉室　麟 祥伝社 2011 913.6ﾊ
ひげのサムエルのおはなし　（ピーターラビットの絵
本１４）

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

非行は語る　家裁調査官の事例ファイル 藤川　洋子 新潮社 2002 327.8ﾌ
ビゴーが描いた明治の女たち 清水　勲 マール社 1997 384.6ｼ
非婚　揺れる３０代シングル 家田　荘子 光文社 1997 367.4ｲ
非婚時代 吉澤　紀代子 三省堂 1987 367.4ﾖ
非婚のすすめ 林　秀彦 フォー・ユー 1987 367.4ﾊ
ビザ在留資格の手続きもっと簡単にな～れ！　国際
結婚当事者３４組による｢配偶者ビザ」取得までの泣
き笑い体験集

MMA（ミックスマリッジとあゆ
む会)　編

MMA 2002 329.9ﾋﾞ

秘事 河野  多惠子 新潮社 2000 913.6ｺ
ビジネス・ゲーム　あなただけに必勝法教えます ベティ　Ｌ．ハラガン ウェーブ出版 1993 366.38ﾊ
ビジネスシーンカット集　チラシ・文集・社内報にコ
ピーしてそのまま使えるＤＴＰに最良のツールとして

プリズマハウス　編 アルテ 1996 727ﾋﾞ

ビジネスマンのための Ｉ Ｔ用語ハンドブツク 大和総研情報技術センター 翔泳社 2000 007.6ﾋﾞ
ビジュアル解説　女性と求人広告　（女性と仕事の
未来館ブックレット　２）

渡邉　嘉子 女性労働協会 2004 366.38ﾜ

ビジュアル日本のヒロイン 歴史魂編集部　編
アスキー・メディ
アワークス

2013 281ﾋﾞ

美術とジェンダー　非対称の視線
鈴木　杜幾子（他）  編著、天
野  知香（他）  著

ブリュッケ 1997 704ﾋﾞ

非常識がジョーシキ 玖保　キリコ 角川書店 1996 914.6ｸ
非常識のすすめ 宮迫　千鶴 集英社 1991 914.6ﾐ
美人とは何か？　美意識過剰スパイラル 中村　うさぎ 文芸社 2005 469.43ﾅ
美人論 井上　章一 リブロポート 1992 150.21ｲ

陽だまりの午後 藤堂　志津子
朝日新聞社出版
局

1998 914.6ﾄ

ひたむきな女たち　新橋芸者列伝 中村　喜春 草思社 1989 913.6ﾅ
ビッグベビー 沖藤　典子 新潮社 1998 913.6ｵ
ピッケルと口紅　女たちの地球山旅 北村　節子 東京新聞出版局 1997 290.9ｷ
ヒットラーでも死刑にしないの 中山　千夏 築地書館 1996 326.41ﾅ
必要のない人 内館　牧子 角川書店 1998 913.6ｳ
ビデオで女性学 井上  輝子（他） 有斐閣 1999 367.1ﾋﾞ
秀吉と利休 野上　彌生子 新潮社 1989 913.6ﾉ
秀吉の戦略 岡本　良一（他） 小学館 1992 289ﾋ
ひどい男でも一緒にいたい　悩める女心を救う１０６
の方法

ナンシー・グッド　著　石川
順子　訳

ソニー・マガジン
ズ

2005 141.62ｸﾞ

ひとを愛するとはどういうことか 村松　友視 ごま書房 1992 914.6ﾑ
ひとを生きる 岡部　伊都子 海竜社 1991 914.6ｵ
人を動かす人に２９の切札　有能なだけでは必ず孤 岩井　俊憲 青春出版社 1992 336.3ｲ
人が集まる！行列ができる！講座、イベントの作り
方　講談社＋α文庫

牟田　静香 講談社 2007 379.5ﾑ

人づきあいが色でかわる本　あなた自身をもっと深く
知るためのマインドカラー

松尾　恵理子 ナツメ社 1996 141.21ﾏ

ひとすじの道を生きる　写真集丸岡秀子の仕事 丸岡秀子写真集編集委員会 ドメス出版 2000 289ﾋ
ひとつではない女の性 リュース・イリガライ 勁草書房 1987 367.2ｲ

ひとつ屋根の下の他人　改訂版 加藤　諦三
日本放送プロ
ジェクト

1997 152.4ｶ

人とうまくつき合えない子どもたち　不登校・ひきこも
り・ニート、その理解と支援

小田　貴美子 学事出版 2006 376.7ｵ

人と教育　第９号　(『女子教育』通巻３８号） 目白大学教育研究所
目白大学教育研
究所

2015 FW371ﾋ

人と教育　（『女子教育』通巻３９号 目白大学教育研究所
目白大学教育研
究所

2016 FW371ﾋ

人と教育　第11号　（『女子教育』通巻40号） 目白大学教育研究所
目白大学教育研
究所

2017 FW371ﾋ

人と教育　第１２号　（『女子教育』通巻41号） 目白大学教育研究所
目白大学教育研
究所

2018 FW371ﾋ

人と教育　（『女子教育』通巻42号） 目白大学教育研究所
目白大学教育研
究所

2019 371ﾋ



人と人との間 小林　恒雄 近代文藝社 1996 914.6ｺ
人とヒトとのおもしろ心理 宮本　まき子 コスモ出版 1999 159ﾐ
他人にききにくい家庭の問題  情報源 講談社  編 講談社 2000 367ﾀ
人にやさしい住まいづくり　長寿社会対応住宅の手 古瀬　敏 都市文化社 1995 527ｺ
ひとの赤っ恥に学ぶ大人のマナー講座　これで世間
知らずは避けられる

遊佐　昭子 アスペクト 1998 385.9ﾕ

ひとのかたち アンドレア・デュエ社  編 福音館書店 2000 702ﾋ
人の気持ちがわかる人、わからない人　アドラー流
８つの感情整理術

和気　香子
クロスメディア・
パブリッシング

2014 361.454ﾜ

人の心はなぜコントロールされるのか　信じることの
精神医学

小田　晋 新講社 1995 145.4ｵ

人びとのかたち 塩野　七生 新潮社 1995 914.6ｼ
人前でも緊張しない話し方入門 小山　香織 同文書院 1996 809.4ｺ
人見　河内武家文書目録　河内辰夫家文書目録
河内貞子家文書目録　府中市内家分け古文書目録

府中文化振興財団府中市郷
土の森博物館　編

府中市 2008 014.72ﾋ

一人歩きできる女の子に育てる本　父親にも読ませ 南　和子 三笠出版 2002 379.9ﾐ
「ひとり」を支える女性たち　介護・福祉・医療・教育
の現場から

WWR研究会　編 学文社 2004 369ﾋ

ひとり親の子育て 諸富　祥彦 ＷＡＶＥ出版 2015 367.3ﾓ
ひとり化する子どもたち 三好　邦雄 主婦の友社 1997 371.45ﾐ
ひとり家族 松原　惇子 文藝春秋 1993 367.4ﾏ
ひとり暮らし安心ノート　２０００年版 松原　惇子 ユーリーグ 1999 365ﾏ
ひとり暮らし安全マニュアル　毎日のキケン・心配解
消の知恵

佐伯　幸子 有楽出版社 2002 368.6ｻ

ひとり暮らしの生活術 婦人之友社編集部　編 婦人之友社 1990 590.4ﾋ
ひとり暮らし老後の選択 吉廣　紀代子 小学館 1999 367.7ﾖ
独りごとのように スザンナ・タマーロ 草思社 1996 973ﾀ
ひとりじゃ子育てできっこない アトム共同保育所（他） かもがわ出版 1998 376.12ﾋ
独り居の日記 メイ・サートン みすず書房 1997 935ｻ
ひとり住まいのゆとりライフハンドブック 石川　由紀 情報センター出 1997 590ｲ
ひとりっ子を育てる 山下　俊郎 同文社 1990 367.6ﾔ
ひとりっ子育て　わがままだっていいじゃない 金盛　浦子 フットワーク出版 1997 379.9ｶ
ひとりっ子の心理としつけ 依田　明 あすなろ書房 1991 367.3ﾖ
ひとりっ子の反乱　恋愛・結婚だれのため 西浜　優子 ほたる出版 1997 367.3ﾆ
ひとりって楽しい自分育て７０のヒント 井内  紀代 二見書房 2000 159.6ｲ
ひとりで生きる　家族から個族の時代へ 毎日新聞社生活家庭部  編 エール出版社 2000 367.4ﾋ
ひとりで暮らして気楽に老いる　夫のいない自由な 吉沢　久子 講談社 1998 914.6ﾖ
ひとりで暮らすひとりで生きる 上坂　冬子 講談社 1991 914.6ｶ
ひとりで苦しまなくていい　がんを語り合う意味 大島　透 中央公論社 1998 494.5ｵ
ひとりで元気暮らし 犬養　智子 海竜社 1998 914.6ｲ
ひとりで子育てしないで　グッバイ母親ストレス あんふぁんて　編 ジャパンマシニ 1993 367.3ﾋ
ひとりで長生きしても幸せ 松原　惇子 海竜社 2015 367.75ﾏ
ひとりでも生きられる　いのちを愛にかけようとする 瀬戸内  寂聴 青春出版社 2002 914.6ｾ
ひとりになっても、夢中になれることをお持ちなさい 三星　静子 中経出版 2013 289.1ﾐ
ひとりの生き方、ふたりの生き方 青木  玉、上坂  冬子 講談社 1999 914.6ｱ
ひとりの老いも輝いて 城戸崎　愛 海竜社 1996 914.6ｷ
「ひとりの老後」はこわくない 松原　惇子 海竜社 2007 367.7ﾏ
ひとりひとりのお産と育児の本　３訂版 毛利　子来 平凡社 1997 599ﾓ
ひとりぼっちを恐れる君へ　女の子のための友情論 永尾　カルビ 大和書房 1998 914.6ﾅ
ひとりぼっちじゃないよ　はじめての乳がんを生きる
ための知識とこころ

オードリーの会　編 木星社 2004 495.46ﾋ

一人も楽し貧乏も楽し 雫石　とみ ユック舎 1991 913.6ｼ
ひとり老後、賢く楽しむ 岸本　葉子 文響社 2019 367.75ｷ
人は家で死ぬべきだ　在宅介護の日々 浅野　由美子 こーりん社 1997 369.26ｱ
人は一生に四回生まれ変わる 森　毅 三笠書房 1996 914.6ﾓ
人は自分を癒す力を持っている　ある心療内科医の
カルテから

黒丸　尊治 ダイヤモンド社 1998 493.09ｸ

人は短所で愛される 中谷　彰宏 ダイヤモンド社 1997 159ﾅ
人はなぜいじめるのか　地域・職場のいじめと子ど
も時代の体験

ピーター・ランドール 教育開発研究所 1998 370ﾗ

人はなぜストーカーになるのか 岩下　久美子 小学館 1997 368.64ｲ
人はなぜセックスをするのか？　進化のための遺伝
子の最新研究

ｼｬﾛﾝ･ﾓｱﾚﾑ アスペクト 2010 491.35ﾓ

人はなぜ、人を殺すのか 小田　晋 はまの出版 1996 326.34ｵ
人はなぜ迷信が気になるのか　迷信に秘められた
日本人の知恵を探る

中野　宏 河出書房新社 1999 387.91ﾅ

ヒトはなぜ幼児を虐待するのか 林 愼吾 たま出版 2011 369.4ﾊ
避妊　ＳＴＤ（性感染症）対策も確実に、賢い選択を 早乙女　智子 主婦の友社 1998 495.48ｻ



美の鎖　エステ・整形で何が起こっているのか 宮　淑子 汐文社 1991 595ﾐ
火の国の女高群逸枝 河野　信子 新評論 1977 289ｺ

日野市男女平等行動計画　第３次　（概要版つき）
日野市立男女平等推進セン
ター

日野市立男女平
等推進センター

2016 FW367ﾋ

日野市男女平等についての市民意識アンケート調
査結果報告　（概要版つき）

日野市、実践女子大学　編 日野市 2015 FW367ﾋ

美の巡礼　京都・奈良・倉敷 岡部　伊都子 学陽書房 1995 914.6ｵ
日の丸・君が代５０問５０答 歴史教育者協議会　編 大月書店 1999 288.9ﾋ
火の文字を仰いで（囚われた女たち　第９部） 山代　巴 径書房 1985 913.6ﾔ
響きあう女たち　フェミニズム・その困難と暮らしへ あだち女性学研究会  編 フェミックス 1997 367.2ﾋ
日々コウジ中　高次脳機能障害の夫と暮らす日常コ 芝本　礼 主婦の友社 2010 493.73ｼ

ひまわりの日々 俵　万智
ベネッセコーポ
レーション

1995 914.6ﾀ

秘密　人妻と風俗嬢、ふたつの顔を持つ女たち 酒井　あゆみ 幻冬舎 1999 368.4ｻ
秘密のシンメトリー　ユング・シュピールラ アルド・カロテヌート みすず書房 1991 146.1ｶ

１３１人の女たちの告発　石原都知事の「ババァ発
言」裁判から見えてきたもの

石原都知事の「ババァ発言」
に怒り、謝罪を求める会　編

石原都知事の
「ババァ発言」に
怒り、謝罪を求

2005 367.21ﾋ

白道 瀬戸内　寂聴 講談社 1995 911.14ｾ
百年の預言  上 高樹  のぶ子 毎日新聞社 2000 913.6ﾀ1
百年の預言  下 高樹  のぶ子 毎日新聞社 2000 913.6ﾀ2

１００年前の女性のたしなみ
マール社編集部  編、鈴木
章代  編

マール社 1996 367.21ﾋ

１８０年間戦争をしてこなかった国 早川  潤一 Ｓａｎｗａ 2000 238.93ﾊ
100万回生きたねこ 佐野　洋子　作・絵 講談社 1977 913ｻ
百万長者と結婚する教 荻野　アンナ 講談社 1995 913.6ｵ
１００万分の１の結婚 新井　千裕 ＰＨＰ研究所 1992 913.6ｱ
白夜の森　上 マリアンネ・フレデリクセン 講談社 1999 949.83ﾌ1
白夜の森　下 マリアンネ・フレデリクセン 講談社 1999 949.83ﾌ2
ビューティフル・エイジング　ライフマネージメントの 小室　豊允 晃洋書房 1998 367.7ｺ

病院で産むあなたへ
陣痛促進剤による被害を考
える会  編

さいろ社 1995 495.7ﾋﾞ

病院で困った時、何でも相談してください　医療ソー
シャルワーカーというお仕事

菊池  かほる 作品社 2001 369.92ｷ

病院で死ぬということ 山崎　章郎 主婦の友社 1990 498.1ﾔ1
病院で死ぬということ　続　そして今、僕はホスピス 山崎　章郎 主婦の友社 1993 498.1ﾔ2
病院におけるチャイルドライフ　子どもの心を支える
遊びプログラム

リチャード Ｈ．トムソン、ジー
ン・スタンフォード

中央法規出版 2000 492.92ﾄ

病気を治す花療法 孫　維良、片桐　義子 リヨン社 1992 499ｿ
病気・症状別クスリになる食材事典　（Tsuchiya
Healthy Books－名医の診察室）

池本　真二　監修 土屋書店 2011 498.58ﾋﾞ

病気にならない「こころ」と「からだ」のつくり方　理至
先生のアーユルヴェーダ診察室

蓮村　誠 ＰＨＰ研究所 2011 498.3ﾊ

病気にならない２１の鉄則　糖尿病　がん　脳卒中
寝たきりを予防！（生活シリーズ）

「きょうの健康」番組制作班、
主婦と生活社ライフ・プラス
編集部　編

主婦と生活社 2017 498ﾋﾞ

病気にならない養生ガイド　女性編 劉　影 晶文社出版 1998 495ﾘ
病気未満の心のクリニック　ちょっと困った人たちを
明るくカウンセリング

高橋　和巳、高橋　由美 ダイヤモンド社 1998 146.8ﾀ

氷葬 諸田  玲子 文藝春秋 2000 913.6ﾓ
平等への女たちの挑戦　均等法時代と女性の働く 宮地　光子 明石書店 1996 366.38ﾐ
平等のセカンド・ステージへ　働く女たちがめざすも 大脇　雅子 学陽書房 1992 366.38ｵ
漂流家族　子育て虐待の深層 信濃毎日新聞社  編 河出書房新社 2000 367.61ﾋ
ぴよちゃんのおはなしずかん　おてがみきたよ　ぴよ
ちゃんのおはなしえほんシリーズ

いりやま　さとし 学習研究社 2007 913ｲ

ひ弱な男とフワフワした女の国日本 マークス　寿子 草思社 1997 361.42ﾏ
啓かれゆく女性　中年期における変革の10年 ナタリー・ロジャース 創元社 1988 367.2ﾛ
拓く　日本女性科学者の軌跡 都河　明子、嘉ノ海  暁子 ドメス出版 1996 402.8ﾂ
平塚らいてう　愛と反逆の青春 小林　登美枝 大月書店 1995 280ｺ
平塚らいてう　近代日本のデモクラシーとジエンダー 米田  佐代子 吉川弘文館 2002 289ﾖ
平塚らいてうの会紀要　創刊号 平塚らいてうの会 平塚らいてうの 2008 FW367ﾋ
平塚らいてうの会紀要　第5号 平塚らいてうの会 平塚らいてうの 2012 FW367ﾋ
平塚らいてうの光と蔭 大森　かほる 第一書林 1997 289.1ｵ
平野由希子のおいしい理由。　みんなにほめられ
る、何度も作りたくなるレシピ

平野　由希子 主婦と生活社 2010 596ﾋ

平野レミ元気印のおかず屋さん　野菜が主役の材
料別レシビ１１８皿

平野　レミ 文化出版局 1999 596.37ﾋ

ピリオド 乃南　アサ 双葉社 1999 913.6ﾉ



ピルはなぜ歓迎されないのか 松本　彩子 勁草書房 2005 495.48ﾏ
ヒロインからヒーローへ　新版　女性の自我と表現 水田　宗子 田畑書店 1992 904ﾐ
ヒロインから読むアメリカ文学 板橋  好枝  編 勁草書房 1999 930.29ﾋ
ヒロインだって悩んでる。　恋愛・仕事・家庭・人生の
ハードルを越えた20の物語

桑原　恵美子 ゴマブックス 2009 280ｸ

ヒロインで読むミステリー 久美　沙織 河出書房新社 1999 930.27ｸ
ヒロインは、なぜ殺されるのか 田嶋　陽子 講談社 1997 778.04ﾀ
疲労原因と治療　毎日のチェックとケアで疲れをた 堀  史郎  監修 池田書店 2000 493.09ﾋ
ひろう・もらう・つくるお金をかけない起業法 奥谷  京子 アドア出版 2001 335.3ｵ
広岡浅子　幕末から明治・大正へ　激動の時代を駆
け抜けた「女傑」の生涯

オメガ社　編 三才ブックス 2015 289.1ﾋ

ひろさちゃのこころが楽になる言葉 ひろ　さちゃ 徳間書店 1996 159.8ﾋ
広島県女性運動史 鈴木　裕子 ドメス出版 1985 367.21ｽ

広島市男女共同参画推進センター事業報告書  平
成２７年度

広島市男女共同参画セン
ター(ゆいぽーと)

広島市男女共同
参画推進セン
ター（ゆいぽー

2017 FW367ﾋ

ヒロシマ花物語 関　千枝子 汐文社 1990 914.6ｾ
ピンクがすきってきめないで　（講談社の翻訳絵本） ﾅﾀﾘｰ・ｵﾝｽ 講談社 2010 367ｵ児童
ファイト 武田　麻弓 幻冬舎 1999 289ﾀ
ファイナンシャルプランナー証券アナリストアクチュ
アリーの仕事がわかる本

法学書院編集部  編 法学書院 2000 338ﾌ

ファイナンシャルプランナーになる！？
TAMAファイナンシャルプラン
ニング研究会

秀和システム 2008 338ﾌ

ファイナンシャルプランナーになる！？
TAMAファイナンシャルプラン
ニング研究会

秀和システム 2008 338ﾌ

ファイナンシャル・プランナーママの実践マネー教育 柳沢　美由紀　（他） アールズ出版 2008 379.9ﾌ

ファウジーヤの叫び　上
ファウジーヤ・カシンジャ、レ
イリ・ミラー・バッシャー

ソニー・マガジン 1999 936ｶ1

ファウジーヤの叫び　下
ファウジーヤ・カシンジャ、レ
イリ・ミラー・バッシャー

ソニー・マガジン 1999 936ｶ2

ファシズムと女性たち リタ・タルマン　編 三嶺書房 1991 367.23ﾀ
ファミリー・シークレット ジョン・ブラッドショウ 青山出版社 1995 367.3ﾌﾞ
ファミリー・トラブル　近代家族／ジェンダーのゆくえ 金井　淑子　編著 明石書店 2006 367.3ｶ
ファミリー・レポート 森　瑶子 新潮社 1991 914.6ﾓ
ファミリー・ツリー ジェーン・ゴドウィン 講談社 2001 933ｺﾞ
ファラオの葉巻　（タンタンの冒険旅行８） エルジェ　作、川口　恵子　訳 福音館書店 1987 993ｴ

不安家族　働けない転落社会を克服せよ 大嶋　寧子
日本経済新聞出
版社

2011 366.21ｵ

不安症の時代 不安・抑うつ臨床研究会  編 日本評論社 1997 493.74ﾌ
不安でたまらない人たちへ　やっかいで病的な癖を ジェフリー　Ｍ．シュウォーツ 草思社 1998 493.74ｼ
フィオナの海 ロザリー・Ｋ・フライ 集英社 1996 933.7ﾌ

フィリピンの日本軍慰安婦　性的暴力の被害者たち
フィリピン従軍慰安婦補償請
求裁判弁護団  編

明石書店 1995 210.75ﾌ

フィルムが紡ぐ女たち　ビデオに観るフェミニズム
シネマとフェミニズム研究会
編

シネマとフェミニ
ズム研究会

2001 367ﾌ

フィルムの中の女　ヒロインはなぜ殺される 田嶋　陽子 新水社 1991 778ﾀ
フィルム・ノワールの女たち　性的支配をめぐる争闘 Ｅ．アン・カプラン編 田畑書店 1988 778.25ｶ
風雅集 辻　邦生 世界文化社 1998 914.6ﾂ
フーコー 桜井  哲夫 講談社 2001 135.57ｻ
風塵抄 司馬　遼太郎 中央公論社 1991 914.6ｼ
風俗嬢意識調査　126人の職業意識 要　友紀子、水島　希 スタジオポット 2005 673.94ｶ
ブータン王室はなぜこんなに愛されるのか　心の中
に龍を育てる王国のすべて

田中　敏恵 小学館 2012 288.49ﾀ

ふうちゃんの詩　金子みすゞ南京玉より 金子　みすゞ、上村  ふさえ ＪＵＬＡ出版局 1995 911ｶ
フードスタイリングの基本がわかるかわいいおうちご
はん　全175レシピつき

成美堂出版編集部　編 成美堂出版 2010 596.8ﾌ

夫婦親子男女の法律知識　最新版　図解と実例に
より家族・男女間の問題に答える

有吉　春代（他） 自由国民社 1998 324.6ﾌ

夫婦親子男女の法律知識　全訂版　実例解決百科
家庭内や親族・男女間のあらゆる紛争に

自由国民社 自由国民社 2006 324ﾌ

夫婦カウンセリング　女が真に求めるものは何か ポリー・ヤングーエイゼンドラ 創元社 1987 146.1ﾔ
夫婦がつれそう理由 円　より子 学陽書房 1996 367.4ﾏ
夫婦が離婚する理由、しない理由　たった一度の人
生を後悔しないために

円　より子 大和書房 1999 367.4ﾏ

夫婦関係学への誘い　揺れ動く夫婦関係 諸井　克英 ナカニシヤ出版 2003 367.3ﾓ
夫婦関係の精神分析 ユルク・ヴィリィ 法政大学出版局 1985 367.4ﾋﾞ
夫婦関係の治療 ユルク・ヴィリィ 法政大学出版局 1991 367.4ﾋﾞ
夫婦でいるの、やめますか？ 岡野　あつこ 有楽出版社 2008 367.4ｵ



夫婦でおでかけ不妊教室！　ママになりたい　i-
wish…

不妊治療情報センター
funin.infoママになりたい編集

シオン 2012 495.48ﾌ

夫婦で５０歳から人生をはじめる方法 佐々木　亨、佐々木  淑子 都市文化社 1998 152.4ｻ
夫婦で楽しむやさしい手作り家具 能登山  修 立風書房 2000 592.7ﾉ
夫婦ではじめるパソコン在宅ワーク 夫婦ＳＯＨＯ推進会 朝日ソノラマ 2000 548.29ﾌ
夫婦で読む女の老後男の老後 中井　清美 ＮＥＣクリエイティ 1997 367.3ﾅ
夫婦で読むセックスの本　（NHK出版　生活人新書
267）

堀口　貞夫、堀口　雅子
日本放送出版協
会

2008 491.35ﾎ

夫婦仲の経済学　皿洗いからセックスライフまで、妻
と夫の不満は経済理論で解決

ポーラ・シューマン、ジェ
ニー・アンダーソン

阪急コミュニケー
ションズ

2012 367.3ｼ

夫婦の一日 遠藤　周作 新潮社 1997 913.6ｴ

夫婦の氏を考える 井戸田　博史
世界思想社教学
社

2004 324.62ｲ

夫婦の親　ふたりの関係が試されるとき 柳　博雄 三五館 1996 916ﾔ
夫婦の絆が試される時 スーザン・スクワイアー 講談社 1996 367.3ｽ
夫婦の胸さわぎ 中村　正夫 かもがわ出版 1997 367.3ﾅ
夫婦別姓への招待　新版　いま、民法改正を目前に 高橋　菊江（他） 有斐閣 1995 324.6ﾌ
夫婦別姓を生きる　ジェンダーで読みとく家族の法 白石　玲子 フォーラムA 2003 324.62ｼ
夫婦別姓時代 星野　澄子 青木書店 1987 324ﾎ
夫婦別姓時代を生きる 福沢　恵子　編 至文堂 1989 367.4ﾌ
夫婦療法　二者関係の心理と病理 佐藤　悦子 金剛出版 1999 367.3ｻ
夫婦は定年からが面白い 吉田　知子 海竜社 1997 914.6ﾖ
フェアウェル・スピーチ　別れのあいさつ レイチェル・マカルパイン 新水社 1994 933ﾏ
フェミニスト・カウンセリング 河野　貴代美 新水社 1991 146.8ｶ
フェミニストカウンセリングへの招待 井上　摩耶子 ユック舎 1998 367.1ｲ

フェミニストカウンセリング研究　Vol,8
日本フェミニストカウンセリン
グ学会「フェミニストカウンセ
リング研究」編集委員　編

日本フェミニスト
カウンセリング学
会

2010 146.8ﾌ8

フェミニストカウンセリングの実践 井上　摩耶子　編 世界思想社 2010 146.8ﾌ
フェミニスト群像 Ｄ・スペンダー　編 勁草書房 1987 367.2ｽ
フェミニスト心理学をめざして　日本心理学会シンポ
ジウムの成果と課題

青野　篤子、湯川　隆子　編 かもがわ出版 2006 143.1ﾌ

フェミニスト・セラピー　女性を知るために ルイーズ・アイケンバウム 新水社 1988 367.2ｱ
フェミニストの理論 ジョゼフィン・ドノヴァン 勁草書房 1987 367.2ﾄﾞ
フェミニスト福祉政策原論　社会福祉の新しい研究
視角を求めて

杉本　貴代栄　編著 ミネルヴァ書房 2004 369.11ｽ

フェミニズム
江原　由美子  編、金井  淑
子  編

新曜社 1997 367.1ｴ

フェミニズム 竹村  和子 岩波書店 2000 367.1ﾀ
フェミニズムが問う仏教　教権に収奪された自然と 源　淳子 三一書房 1997 180.4ﾐ
フェミニズムから見た母性 ＡーＭ．ド・ヴィレーヌ（他） 勁草書房 1995 367.23ﾌ
フェミニズム教育実践の創造　家族への自由 吉田　和子 青木書店 1997 367.1ﾖ
フェミニズム・コレクション　２　性・身体・母性 加藤　秀一（他）　編 勁草書房 1993 367.21ﾌ2
フェミニズム・コレクション　１　制度と達成 加藤　秀一（他）　編 勁草書房 1993 367.21ﾌ1
フェミニズム・サブカルチャー批評宣言 村瀬  ひろみ 春秋社 2000 367.1ﾑ
フェミニズム事典　新版 リサ・タトル 明石書店 1998 367.2ﾀ
フェミニズム社会科学に向かって Ｌ．スタンレー、Ｓ．ワイズ 勁草書房 1988 367.2ｽ
フェミニズムって何だろう　あるゼミナールの記録 広瀬　清吾（他）　編 日本評論社 1990 367.2ﾌ
フェミニズムとアディクション　共依存セラピーを見直 クラウディア・ベプコ  編 日本評論社 1997 146.8ﾍﾞ
フェミニズムとエコロジー 青木　やよひ 新評論 1988 367.2ｱ

フェミニズムとオーストラリア
Ｎ．グリーブ  編、Ｐ．グリム
ショー  編

勁草書房 1986 367.27ｸﾞ

フェミニズムと言語理論 Ｄ・カメロン 勁草書房 1990 801.03ｶ
フェミニズムと権力作用 江原　由美子 勁草書房 1988 367.2ｴ
フェミニズムと社会福祉政策 杉本　貴代栄　（他）編著 ミネルヴァ書房 2012 369.1ﾌ
フェミニズムと戦争　婦人運動家の戦争協力 鈴木　裕子 マルジュ社 1988 367.21ｽ
フェミニズムと戦争　新版　婦人運動家の戦争協力 鈴木　裕子 マルジュ社 1997 367.21ｽ
フェミニズムと表現の自由 キャサリン・Ａ．マッキノン 明石書店 1993 367.2ﾏ
フェミニズムと労働の間　コンパラブル・ワース運動 リンダ・ブルム 御茶ノ水書房 1996 367.1ﾌﾞ
フェミニズム入門 大越　愛子 筑摩書房 1996 367.2ｵ
フェミニズムのイズムを超えて　女たちの時代経験 天野　正子 岩波書店 1997 367.21ｱ
フェミニズムの害毒 林　道義 草思社 1999 367.1ﾊ
フェミニズムの社会思想史 安川  悦子 明石書店 2000 367.2ﾔ
フェミニズムの主張 江原　由美子　編 勁草書房 1992 367.2ﾌ1
フェミニズムの主張　２　（性の商品化） 江原　由美子　編 勁草書房 1995 367.2ﾌ2
フェミニズムの主張　３　（生殖技術とジェンダー） 江原　由美子　編 勁草書房 1996 367.2ﾌ3
フェミニズムの主張　４　（性・暴力・ネーション） 江原　由美子　編 勁草書房 1998 367.2ﾌ4
フェミニズムの主張  ５ （フェミニズムとリベラリズム） 江原  由美子  編 勁草書房 2001 367.2ﾌ5



フェミニズムの知識社会学 Ｌ．Ｍ．グレノン 勁草書房 1992 367.2ｸﾞ
フェミニズムの母たち　アメリカのクエーカー女性の マーガレット　Ｈ．ベイコン 未来社 1994 376.25ﾍﾞ
フェミニズムのパラドックス　定着による拡散 江原  由美子 勁草書房 2000 367.1ｴ
フェミニズムの名著５０ 江原　由美子、金井　淑子 平凡社 2002 367.1ﾌ
フェミニズムの歴史 ジャン・ラボー 新評論 1987 367.23ﾗ
フェミニズムの歴史  新装 ブノワット・グルー 白水社 2000 367.23ｸﾞ
フェミニズム批評　理論化をめざして 織田　元子 勁草書房 1988 902.4ｵ
フェミニズム批評への招待　近代女性文学を読む 尾形　明子（他） 学芸書林 1995 910.26ﾌ
フェミニズム問題の転換 金井　淑子 勁草書房 1992 367.2ｶ
フェミニズム理論辞典 マギー・ハム 明石書店 1999 367.1ﾊ

フェミニズム歴史事典
ジャネット Ｋ．ボールズ  編
著、ダイアン・ロング・ホー
ヴェラー  編著

明石書店 2000 367.1ﾎﾞ

フェミニズム論争　７０年代から９０年代へ 江原　由美子　編 勁草書房 1990 367ｴ
フェミニズムはだれのもの 松井　やより（他） 増進会出版社 1996 367.1ﾌ
フェミニズムはどこへ行ったのか　主婦解体論から
夫婦別姓まで

山下　悦子 大和書房 1996 367.21ﾔ

フエミの嫌われ方 北原  みのり 新水社 2000 367.1ｷ
フォーラム結婚・離婚・再婚・シングル論　制度と性
愛をめぐって

宮迫　千鶴（他） るな書房 1997 367.4ﾌ

フォトジャーナリスト吉田ルイ子 小河　修子 理論社 1998 740ｵ
フォレスト・ガンプ ウィンストン・グルーム 講談社 1994 939.6ｸﾞ
部下を好きになってください　ＩＢＭの女性活用戦略 内永　ゆか子 勁草書房 2007 366.38ｳ
部下が「うつ」だと言いだしたら読む本 土岐　久美子 幻冬舎 2015 498.8ﾄ
深堀真由美のオフィスｄｅプチ・ヨガ 深堀　真由美　著 ＰＨＰ研究所 2005 498.34ﾌ
不機嫌になる心理　生きることが楽しくなる心の持ち 加藤　諦三 ＰＨＰ研究所 1997 159ｶ
福祉がゼッタイ楽しくなる本　私発家をひらく企業を 木原　孝久 カルティヴェイト 1991 369ｷ
福祉社会の行方とジェンダー 杉本　貴代栄 頸草書房 2012 369ｽ
福祉の仕事と就職活動ガイド　ふくしのしごとがわか
る本　改訂第４版

東京都社会福祉協議会
東京都社会福祉
協議会

2014 FW369ﾌ

福祉の仕事と就職活動ガイドふくしのしごとがわか
る本　改訂第５版

東京都社会福祉協議会
東京都社会福祉
協議会

2015 369ﾌ

福祉の仕事と就職活動ガイドふくしのしごとがわか
る本　改訂第６版

東京都社会福祉協議会
東京都社会福祉
協議会

2016 FW369ﾌ

福祉の仕事と就職活動ガイド ふくしのしごとがわか
る本 ２０１８年版

東京都社会福祉協議会
東京都社会福祉
協議会

2017 369ﾌ

福祉の仕事と就職活動ガイド ふくしのしごとがわか
る本 ２０１９年版

東京都社会福祉協議会
東京都社会福祉
協議会

2018 369ﾌ

福祉の仕事と就職活動ガイド ふくしのしごとがわか
る本　2020年版

東京都社会福祉協議会
東京都社会福祉
協議会

2019 369ﾌ

福島敦子の美味の国からの誘惑 福島　敦子 世界文化社 1996 596.04ﾌ
福島瑞穂の夫婦別姓セミナー　「どうなる？夫婦別
姓」の改題

福島　瑞穂 自由国民社 1997 324.6ﾌ

福島瑞穂的弁護士生活ノート 福島　瑞穂 自由国民社 1998 914.6ﾌ
福島瑞穂の落第子育てノート 福島　瑞穂 主婦の友社 1996 367.3ﾌ
復讐の社会学女たちの場合　女たちの自己主張の ウルズラ・リヒター 三元社 1997 367.2ﾘ
服飾の表情 小池　三枝 勁草書房 1991 593ｺ
フク・ホロヴァーの生涯を追って　ボヘミアに生きた
明治の女

吉沢　れい子 草思社 2002 289ﾖ

フクロウ症候群を克服する　不登校児の生体リズム 三池　輝久 講談社 1997 493.91ﾐ
武家に嫁いだ女性の手紙　貧乏旗本の江戸暮らし 妻鹿　淳子 吉川弘文館 2011 210.5ﾒ
吹けよあれよ風よあらしよ　伊藤野枝選集 伊藤野枝著　森まゆみ編 学芸書林 2001 918.6ｲ
父原病　父性なき父親が、子どもを歪ませる 久徳　重盛 大和出版 1997 367.3ｷ
ふざけるな専業主婦 石原　里紗 ぶんか社 1998 367.3ｲ
父子家庭を生きる　男と親の間 春日　キスヨ 勁草書房 1989 367.3ｶ
父子家庭のお父さん奮戦記　母親不在の子育てに 池田　英雄 新風舎 1996 916ｲ
不思議な事があるものだ 宇野　千代 中央公論社 1996 913.6ｳ
ふしぎな流れ星　（タンタンの冒険旅行２） エルジェ　作、川口　恵子　訳 福音館書店 1983 993ｴ
不思議なレストラン　心病む人たちとこの街で暮らし
たい クッキングハウス

松浦　幸子 教育史料出版会 1997 369.28ﾏ

不思議の国のアリス ルイス・キャロル 新潮社 1990 933ｷ
不思議の国のジャパニーズ　ヨーロッパ人が来て見
て感じて驚いた！

片野　優、須貝　典子 宝島社 2017 302.1ｶ

父子手帖　お父さんになるあなたへ 汐見　稔幸（他） 大月書店 1994 598.2ﾌ

藤村流売れる！コトバ 藤村　正宏
インデックス･コ
ミュニケーション

2006 673.3ﾌ

婦人開放と女子教育
一番ケ瀬　康子  編、奥山
えみ子  編

勁草書房 1975 376.9ｲ



婦人・家庭欄こと始め 川嶋　保良 青蛙房 1996 367.21ｶ
婦人工場監督官の記録　上　谷野せつ論文集 谷野　せつ  著，北川　信  編 ドメス出版 1986 366.21ﾀ1
婦人工場監督官の記録　下　谷野せつ論文集 谷野　せつ  著，北川　信  編 ドメス出版 1986 366.21ﾀ2
婦人雑誌の夜明け 近代女性文化史研究会  編 大空社 1991 051ﾌ
婦人参政関係史資料Ⅰ　目録　（1918－1946） 市川房枝記念会出版部　編 市川房枝記念会 2010 367.2ﾌ1

婦人参政権の市川房枝を継承する
日本婦人有権者同盟創立５
０周年記念事業実行委員会

日本婦人有権者
同盟創立５０周
年記念事業実行
委員会

1995 314.82ﾌ

婦人思想形成史ノート　下 丸岡　秀子 ドメス出版 1982 367.2ﾏ2
婦人・女性・おんな　女性史の問い 鹿野　政直 岩波書店 1989 367.2ｶ
婦人新風　復刻　新吉原女子保健組合機関誌 明石書店　編 明石書店 1990 367.21ﾌ
婦人と文学 宮本　百合子 大空社 1997 367ﾐ
婦人の現状と施策　新国内行動計画第１回報告書 総理府　編 ぎょうせい 1989 FW367.2ﾌ
婦人の水泳教室　あなたもきれいに泳げる 阿部　延夫 日本図書刊行会 1997 785.2ｱ
婦人白書  １９９３　高齢化社会と家族・福祉 日本婦人団体連合会  編 ほるぷ出版 1993 367.21ﾌ
婦人白書  １９９５　第４回世界女性会議・ＮＧＯ
フォーラム北京

日本婦人団体連合会  編 ほるぷ出版 1995 367.21ﾌ

婦人白書  １９９６　男女平等確立へ＝ポスト北京の 日本婦人団体連合会  編 ほるぷ出版 1996 367.21ﾌ
婦人白書  １９９７　２０００年ー男女平等社会へ 日本婦人団体連合会  編 ほるぷ出版 1997 367.21ﾌ
婦人白書  １９９８　高齢化社会と女性ー９９年国際
高齢者年を前にー

日本婦人団体連合会  編 ほるぷ出版 1998 367.21ﾌ

婦人白書  １９９９　今、女性の人権はー女性差別撤
廃条約２０周年

日本婦人団体連合会  編 ほるぷ出版 1999 367.21ﾌ

婦人病・不妊症の最新レーザー治療 大城  俊夫、蔵本  博行 日東書院 2001 495.4ｵ

婦人有権者(七) 2006年～2016年 日本婦人有権者同盟
日本婦人有権者
同盟

2017 FW314.8ﾌ

婦人論　マルクス・エンゲルス・レーニン・スターリン Ｈ．ポリット　編 大月書店 1986 367.2ﾎﾟ
婦人論　上 ベ－ベル 大月書店 1986 367.2ﾍﾞ1
婦人論　下 ベーベル 大月書店 1986 367.2ﾍﾞ2
フセイン独裁下のイラクで暮らして 川口　マーン恵美 草思社 1990 302.28ｶ
再び男たちへ　フツウであることに満足できなくなっ
た男のための63章

塩野　七生 文藝春秋 1991 914.6ｼ

ふたつの夏 谷川　俊太郎、佐野  洋子 光文社 1995 913.6ﾀ
ふたつの文化のはざまから 加藤　シヅエ 不二出版 1994 289ｶ
二つのレモン　俳句とエッセー 松本　恭子 読売新聞社 1990 911.36ﾏ

二人が向かい合うために　夫と妻のワークブック
フォルカー Ａ．レーナルト、
フェリシタス Ａ．レーナルト

新教出版社 2001 367.3ﾚ

ふたり暮らしを楽しむ　不良老年のすすめ 下重　暁子 大和出版 1999 914.6ｼ
ふたりで家事を　仕事と家庭の新しい関係 尼川　洋子 創元社 1992 367ｱ
夫婦で子育てしてますか？　良い子に育てるための 井上　一馬 ＰＨＰ研究所 1998 379.9ｲ
二人で働き二人で育てよう　ワーキングカップルの
ためのチェックポイント５０

坂野　尚子、西田　美保
日本経済新聞社
出版局

1995 599ﾊﾞ

ふたりの夢を叶える不妊治療　レディースクリニック
北浜で体外受精！

不妊治療情報センター・
funin.info　編、奥　裕嗣　監

シオン 2012 495.48ﾌ

２人分１５分の電子レンジおかず 村上　祥子 講談社 1996 596ﾑ
二人目産みません産めません　女が子どもを産まな
い本当の理由

北原　梨央 新風舎 2005 367.2ｷ

ふだん着の子育て　子どもと一緒に成長したい 平田　圭子 あすなろ書房 1997 379.9ﾋ
府中駅南口第三地区第一種市街地再開発事業記
念誌　くるる　編集協力：府中市　府中市環境研究
書

さくらコマース　イー・ファクト
リー　編

府中駅南口第三
地区市街地再開
発組合

2007 318.6ﾌ

府中市教育史　資料編一 府中市教育委員会　編
府中市教育委員
会

1998 372ﾌ1

府中市教育史　資料編二 府中市教育委員会　編
府中市教育委員
会

1999 372ﾌ2

府中市教育史　資料編三 府中市教育委員会　編
府中市教育委員
会

2000 372ﾌ3

府中市教育史　通史編上 府中市教育委員会　編
府中市教育委員
会

2002 372ﾌ4

府中市教育史　通史編下 府中市教育委員会　編
府中市教育委員
会

2002 372ﾌ5

府中市教育の歩み　府中市教育史普及版 府中市教育委員会
府中市教育委員
会

2004 372ﾌ

府中市郷土の森博物館紀要　第１９号
府中文化振興財団府中市郷
土の森博物館　編

府中市 2006 025.8ﾌ

府中市郷土の森博物館がいどぶっく 府中市郷土の森博物館　編
府中市郷土の森
博物館　編

2017 069ﾌ



府中市郷土の森博物館紀要　第20号
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

2007 025.8ﾌ

府中市郷土の森博物館紀要　第２１号
府中文化振興財団府中郷土
の森博物館　編

府中市 2008 025.8ﾌ

府中市郷土の森博物館紀要　第２２号
府中市文化振興財団府中市
郷土の森博物館　編

府中市文化振興
財団府中市郷土
の森博物館

2009 025.8ﾌ

府中市郷土の森博物館紀要　第２３回
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

2010 025.8ﾌ

府中市郷土の森 博物館紀要　第２５号
府中市文化振興財団府中市
郷土の森博物館　編

府中市文化振興
財団府中市郷土
の森博物館

2012 025,8ﾌ

府中市郷土の森博物館紀要　第２６号
府中市文化振興財団府中市
郷土の森博物館　編

府中市文化振興
財団府中市郷土
の森博物館

2013 025.8ﾌ

府中市郷土の森博物館紀要　第27号
府中市文化振興財団府中市
郷土の森博物館　編

府中市文化振興
財団府中市郷土
の森博物館

2014 025.8ﾌ

府中市郷土の森博物館紀要　第28号
府中市文化振興財団府中市
郷土の森博物館　編

府中市文化振興
財団府中市郷土
の森博物館

2015 025.8ﾌ

府中市郷土の森博物館紀要　第３０号 府中市郷土の森博物館　編
府中市郷土の森
博物館

2017 025.8ﾌ

府中市郷土の森博物館紀要　第31号 府中市郷土の森博物館　編
府中市郷土の森
博物館

2018 025.8ﾌ

府中市郷土の森博物館常設展ガイドブック
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

2004 025.8ﾌ

府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
（第５期）

府中市福祉保健部高齢者支
援課　編

府中市 2012 369.1ﾌ

府中市国民保護計画 府中市環境安全部防災課 府中市 2007 393ﾌ

府中市子ども・子育て支援計画　(概要版付き）
府中市子ども家庭部子育て
支援課　編

府中市 2015 369.4ﾌ

府中市子ども・子育て支援計画
府中市子ども家庭部子育て
応援課 編

府中市子ども家
庭部子育て応援

2020 369.4ﾌ

府中市子ども・子育て支援に関する市民意向調査
調査報告書

府中市子ども家庭部子育て
支援課　編

府中市 2019 FW367.6ﾌ

府中市子ども読書活動推進計画　第3期
府中市文化スポーツ部図書
館　編

府中市文化ス
ポーツ部図書館

2013 019.2ﾌ

府中市史　上巻 府中市史編さん委員会　編 府中市 1968 213.65ﾌ1
府中市史　下巻 府中市史編さん委員会　編 府中市 1974 213.65ﾌ2
府中市市政世論調査　第50回(概要版) 府中市 府中市 2018 318フ
府中市史総索引　（府中郷土資料索引） 府中市立図書館　編 府中市立図書館 1979 213.65ﾌ
府中市市民協働の推進に関する基本方針　（資料
編付）

府中市市民協働推進本部市
民活動支援課　編

府中市 2014 318.ﾌ

府中市生涯学習推進計画　第２次
府中市文化スポーツ部生涯
学習スポーツ課　編

府中市 2009 379ﾌ

府中市障害福祉計画（第５期）障害児福祉計画（第
１期）調査報告書

府中市 府中市 2018 369.27ﾌ

府中市食育推進計画　第２次　（平成２７年度（２０１
５年度）～平成３２年度（２０２０年度　概要版付き）

府中市福祉保健部健康推進
課　編

府中市 2015 498.5ﾌ

府中市職員の男女平等に関する意識調査報告書
＊事務局 府中市女性センター

府中市男女共同参画推進本
部  編

府中市 2001 FW3697

府中市職員の男女平等に関する意識調査報告書
概要版付

府中市男女共同参画推進本
部、府中市生活文化部市民
活動支援課男女共同参画推
進係（事務局）　編

府中市 2007 FW367ﾌ

府中市職員の男女平等に関する意識調査報告書
（概要版付）

府中市男女共同参画推進本
部、府中市市民生活部市民
活動支援課男女共同参画推
進係（事務局）　編

府中市 2011 FW367ﾌ

府中市職員の男女平等に関する意識調査報告書
（概要版付）

府中市男女共同参画推進本
部、府中市市民生活部市民
活動支援課男女共同参画推
進係（事務局）　編

府中市 2011 FW367ﾌ



府中市女性海外交流事業派遣報告書　平成５年度
ニュージーランド　他

府中市生活文化部女性活動
推進担当  編

府中市 1994 FW318.9ﾌ

府中市女性海外交流事業派遣報告書　平成６年度
インドネシア  他

府中市生活文化部女性活動
推進担当  編

府中市 1995 FW318.9ﾌ

府中市女性海外交流事業派遣報告書　平成７年度
私から世界へともに拓こう新しい社会を

府中市生活文化部女性青少
年課  編

府中市女性セン
ター

1996 FW318.9ﾌ

府中市女性海外交流事業派遣報告書　平成８年度
イギリス・アイルランド他、第5回

府中市生活文化部女性青少
年課府中市女性センター  編

府中市 1997 FW318.9ﾌ

府中市女性海外交流事業派遣報告書　平成９年度
ドイツ・オーストリア他、第6回

府中市生活文化部女性青少
年課府中市女性センター  編

府中市 1998 FW318.9ﾌ

府中市女性行動計画　第２次　連帯社会を達成する
ために

府中市生活文化部女性活動
推進担当  編

府中市 1993 FW367ﾌ

「府中市女性行動計画」策定への提言 府中市女性懇談会 府中市 1993 FW367ﾌ
府中市女性史<聞き書き集>　（分売不可）この道は
明日につづく

府中市・府中市女性史編さん
実行委員会　編

ドメス出版 2008 367.2ﾌ

府中市女性史<聞き書き集>　（分売不可）この道は
明日につづく

府中市・府中市女性史編さん
実行委員会　編

ドメス出版 2008 367.2ﾌ

府中市女性史<聞き書き集>　（分売不可）この道は
明日につづく

府中市・府中市女性史編さん
実行委員会　編

ドメス出版 2008 367.2ﾌ

府中市女性史<聞き書き集>　（分売不可）（禁帯出）
この道は明日につづく

府中市・府中市女性史編さん
実行委員会　編

ドメス出版 2008 367.2ﾌ

府中市女性史<通史>　（分売不可）この道は明日に
つづく

府中市・府中市女性史編さん
実行委員会　編

ドメス出版 2008 367.2ﾌ

府中市女性史<通史>　（分売不可）この道は明日に
つづく

府中市・府中市女性史編さん
実行委員会　編

ドメス出版 2008 367.2ﾌ

府中市女性史<通史>　（分売不可）この道は明日に
つづく

府中市・府中市女性史編さん
実行委員会　編

ドメス出版 2008 367.2ﾌ

府中市女性史<通史>　（分売不可）（禁貸出）この道
は明日につづく

府中市・府中市女性史編さん
実行委員会　編

ドメス出版 2008 367.2ﾌ

府中市女性センター開館記念事業報告　２１世紀を
人間らしく自分らしく生きるために

府中市女性センター事業運
営協議会

府中市女性セン
ター

1995 FW367ﾌ

府中市女性フォーラムの記録　第 ７回　かわれ！府
中の男たち うごけ！府中の女たち

府中市女性フォーラム実行
委員会、府中市生活文化部
婦人問題担当  共編

府中市 1994 FW367ﾌ

府中市女性フォーラムの記録　第  １回　私たちのあ
したは…新しいつながりをもとめて

府中市生活文化部文化事業
課  編

府中市 1988 FW367ﾌ

府中市女性フォーラムの記録　第  ２回　女も男も自
分らしく生きるために

府中市女性フォーラム実行
委員会、府中市生活文化部
婦人問題担当  共編

府中市 1989 FW367ﾌ

府中市女性フォーラムの記録　第  ３回　話しましょ
う、始めましょう

府中市女性フォーラム実行
委員会、府中市生活文化部
婦人問題担当  共編

府中市 1990 FW367ﾌ

府中市女性フォーラムの記録　第  ４回 （要約版）
話し合おう！２１世紀に向けてよりよく生きるために

府中市女性フォーラム実行
委員会、府中市生活文化部
婦人問題担当  共編

府中市 1991 FW367ﾌ

府中市女性フォーラムの記録　第  ５回　行動しよう
参加から参画めざして

府中市女性フォーラム実行
委員会、府中市生活文化部
婦人問題担当  共編

府中市 1992 FW367ﾌ

府中市女性フォーラムの記録　第  ６回　まず気づこ
うくらしの中から

府中市女性フォーラム実行
委員会、府中市生活文化部
婦人問題担当  共編

府中市 1993 FW367ﾌ

府中市女性フォーラムの記録　第  ８回　つくられた
女から創る女へ

府中市女性フォーラム実行
委員会、府中市生活文化部
婦人問題担当  共編

府中市 1995 FW367ﾌ

府中市女性フォーラムの記録　第  ４回　話し合お
う！２１世紀に向けてよりよく生きるために

府中市女性フォーラム実行
委員会、府中市生活文化部
婦人問題担当  共編

府中市 1991 FW367ﾌ

府中市女性フォーラムの記録　第  ９回　明日の自
分を見つけよう

府中市女性フォーラム実行
委員会  編

府中市 1996 FW367ﾌ

府中市女性フォーラムの記録　第１０回　出会うこ
と、学ぶことからはじまる”ジェンダーフリーって

府中市女性フォーラム実行
委員会  編

府中市 1997 FW367ﾌ

府中市女性フォーラムの記録　第１１回　ジェンダー
からジェンダーフリーへ、女と男同じステージで輝き

府中市女性フォーラム実行
委員会  編

府中市 1998 FW367ﾌ

府中市女性フォーラムの記録　第１２回　キテミテハ
ナソウー女

府中市女性フォーラム実行
委員会  編

府中市 1999 FW367ﾌ

府中市女性フォーラムの記録  第１３回　＊男女共
同参画宣言都市奨励事業

府中市、府中市女性フオーラ
ム・男女共同参画都市宣言
記念実行委員会  編

府中市 2000 FW367ﾌ



府中市女性フォーラムの記録　第１５回　ともにつく
ろうわたしたちのまち

府中市、府中市女性フォーラ
ム実行委員会編

府中市 2002 FW367ﾌ

府中市女性フォーラムの記録　第１４回
府中市、府中市女性フォーラ
ム実行委員会第１４回　編

府中市、府中市
女性フォーラム
実行委員会第１

2001 FW367ﾌ

府中市政史 府中市 府中市 1993 318.2ﾌ
府中市政史 平成四年度～平成二五年度 府中市 府中市 2014 318.2ﾌ
府中市制施行50周年記念　時のまなざし 府中市総務部広報課　編 府中市 2004 318ﾌ
府中市総合計画　第6次　（平成26年度（2014年度）
～平成33年度（2021年度）

府中市政策総務部政策課
編

府中市 2013 318.7ﾌ

府中市総合計画後期基本計画　第5次（平成20年度
～平成25年度）

府中市総務部企画課  編 府中市 2008 318.7ﾌ

府中市総合計画後期基本計画　概要版　第5次
（平成20年度～平成25年度）

府中市総務部企画課  編 府中市 2008 318.7ﾌ

府中市総合計画後期基本計画　第6次(平成30年度
(2018年度)～平成33年度(2021年度））　(概要版つ

府中市政策総務部政策課
編

府中市 2018 318.7ﾌ

府中市総合計画後期基本計画　第6次(平成30年度
(2018年度)～平成33年度（年度））　(概要版つき）

府中市政策総務部政策課
編

府中市 2018 318.7ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第26
回

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第26回　編

府中市､府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第26回

2013 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第26
回

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第2６回　編

府中市､府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第26回

2013 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画　男女が共に参画するま
ち府中プラン

府中市生活文化部女性青少
年課女性センター  編

府中市 2000 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画　男女が共に参画するま
ち府中プラン

府中市生活文化部女性青少
年課女性センター  編

府中市 2000 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画　男女が共に参画するま
ち府中プラン

府中市生活文化部女性青少
年課女性センター  編

府中市 2000 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画　男女が共に参画するま
ち府中プラン

府中市生活文化部女性青少
年課女性センター  編

府中市 2000 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況報告書　平成13
年度実績及び平成14年度計画

府中市生活文化部女性青少
年課男女共同参画推進係

府中市 2002 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況報告書　男女が
共に参画するまち府中プラン（平成15年度実績及び
平成16年度計画）

府中市生活文化部女性青少
年課男女共同参画推進係
編

府中市 2004 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画　第4次
府中市生活文化部市民活動
支援課男女共同参画推進係
スクエア21・府中市女性セン

府中市 2007 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画　第4次
府中市生活文化部市民活動
支援課男女共同参画推進係
スクエア21・府中市女性セン

府中市 2007 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画　第５次
府中市市民協働推進本部市
民活動支援課　編

府中市 2015 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書　平
成18年度・平成１９年度実績及び平成20年度計画
男女が共に参画するまち府中プラン

府中市市民生活部市民活動
支援課男女共同参画推進係
スクエア２１府中市女性セン

府中市 2009 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書　平
成18年度・平成１９年度実績及び平成20年度計画
男女が共に参画するまち府中プラン

府中市市民生活部市民活動
支援課男女共同参画推進係
スクエア２１府中市女性セン

府中市 2009 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書　平
成21年度・平成22年度実績及び平成23年度計画
男女が共に参画するまち府中プラン

府中市市民生活部市民活動
支援課男女共同参画推進係
スクエア２１・府中市女性セン
ター　編

府中市 2012 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書　平
成22年度・平成23年度実績及び平成24年度計画
男女が共に参画する府中プラン

府中市市民生活部市民活動
支援課男女共同参画推進係
編

府中市 2013 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書　平
成22年度・平成23年度実績及び平成24年度計画
男女が共に参画する府中プラン

府中市市民生活部市民活動
支援課男女共同参画推進係
編

府中市 2013 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書　平
成２４年度実績及び平成２５年度計画　男女が共に
参画するまち府中プラン

府中市市民協働推進本部市
民活動支援課男女共同参画
推進係　編

府中市 2014 FW367ﾌ



府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書　平
成２４年度実績及び平成２５年度計画　男女が共に
参画するまち府中プラン

府中市市民協働推進本部市
民活動支援課男女共同参画
推進係　編

府中市 2014 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画　第５次　禁帯出
府中市市民協働推進本部市
民活動支援課　編

府中市 2015 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書　平
成２６年度実績　男女が共に参画するまち府中プラ
ン

府中市市民協働推進本部市
民活動支援課男女共同参画
推進係　編

府中市 2016 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書  平
成28年度実績　男女が共に参画するまち府中プラン

府中市市民協働推進部地域
コミュニティ課男女共同参画
推進係 編

府中市 2018 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書  平
成29年度実績　男女が共に参画するまち府中プラン

府中市市民協働推進部地域
コミュニティ課男女共同参画
推進係 編

府中市 2019 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書　平
成１９年度・平成２０年度実績及び平成21年度計画
男女が共に参画するまち府中プラン

府中市市民生活部市民活動
支援課男女共同参画推進係
スクエア２１・府中市女性セン

府中市（東京） 2010 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況報告書 2001年
平成１２年度実績及び１３年度計画

府中市生活文化部女性青少
年課女性センター  編

府中市 2001 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況報告書　男女が
共に参画するまち府中ﾌﾟﾗﾝ

府中市生活文化部女性青少
年課男女共同参画推進係編

府中市 2003 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況報告書　平成１
６年度実績及び平成１７年度計画　男女が共に参画
するまち府中プラン

府中市生活文化部市民活動
支援課男女共同参画推進係
編

府中市 2005 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況報告書　平成１
６年度実績及び平成１７年度計画　男女が共に参画
するまち府中プラン

府中市生活文化部市民活動
支援課男女共同参画推進係
編

府中市 2005 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況報告書　平成１
７年度実績及び平成１８年度計画　男女が共に参画
するまち府中プラン

府中市生活文化部市民活動
支援課男女共同参画推進係
編

府中市 2006 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況報告書　平成１
７年度実績及び平成１８年度計画　男女が共に参画
するまち府中プラン

府中市生活文化部市民活動
支援課男女共同参画推進係
編

府中市 2006 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況報告書　男女が
共に参画するまち府中プラン平成18年度実績及び
第3次計画（７か年）の取組の成果

府中市市民生活部市民活動
支援課男女共同参画推進係
スクエア２１・府中市女性セン

府中市 2008 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画の推進について中間報告
書　（府中市男女共同参画計画素案　第5次）

府中市男女共同参画推進懇
談会

府中市 2015 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画の推進について中間報告
書　２０１０

府中市男女共同参画推進懇
談会

府中市男女共同
参画推進懇談会

2010 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画の推進について中間報告
書　２０１２

府中市男女共同参画推進懇
談会

府中市男女共同
参画推進懇談会

2012 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画の推進について中間報告
書

府中市男女共同参画推進懇
談会

府中市男女共同
参画推進懇談会

2014 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画の見直しについて　報告
書

府中市男女共同参画推進懇
談会

府中市男女共同
参画推進懇談会

2006 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第18
回

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第18回　編

府中市、府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第18回

2005 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第19
回

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第19回　編

府中市、府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第19回

2006 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第19
回

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第19回　編

府中市、府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第19回

2006 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第２０
回

府中市第２０回府中市男女
共同参画推進フォーラム実
行委員会　編

府中市第２０回
府中市男女共同
参画推進フォー
ラム実行委員会

2006 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第２１
回

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第21回　編

府中市、府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第21回

2007 FW367ﾌ



府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第２２
回

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会　第22回　編

府中市、府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第22回

2008 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第２２
回

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会　第22回　編

府中市、府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会　第22

2009 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第２３
回　(男女共同参画都市宣言10周年記念）

府中市・府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第２３回　編

府中市・府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第２３

2010 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第２３
回　(男女共同参画都市宣言10周年記念）

府中市・府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第２３回　編

府中市・府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第２３

2010 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第24
回　（スクエア２１・府中市女性センター開館15周年
記念）

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第24回　編

府中市、府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第24回

2011 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第24
回　（スクエア２１・府中市女性センター開館15周年
記念）

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第24回　編

府中市、府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第24回

2011 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第２５
回

府中市、第25回府中市男女
共同参画推進フォーラム実
行委員会　編

府中市、第25回
府中市男女共同
参画推進フォー
ラム実行委員会

2012 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌
府中市、第25回府中市男女
共同参画推進フォーラム実
行委員会　編

府中市、第25回
府中市男女共同
参画推進フォー
ラム実行委員会

2012 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第２９
回

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第29回

府中市、府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第29回

2015 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第30
回

府中市､府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第30回  編

府中市､府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第30回

2017 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第30
回

府中市､府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第30回  編

府中市､府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第30回

2017 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌第32回
府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第32回 編

府中市､ 第32回
府中市男女共同
参画推進フォー
ラム実行委員会

2019 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌第32回
府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第32回 編

府中市､ 第32回
府中市男女共同
参画推進フォー
ラム実行委員会

2019 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌 第33回
府中市､府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第33回 編

府中市､府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第33回

2020 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌 第33回
府中市､府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第33回 編

府中市､府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第33回

2020 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラムの記録　第16
回　改題：府中市女性フォーラムの記録

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会　編

府中市、府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会

2002 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラムの記録　第1７
回

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会　編

府中市、府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会

2003 FW367ﾌ



府中市男女共同参画の推進に関する事項について
(答申)

[府中市男女共同参画推進
協議会]

府中市男女共同
参画推進協議会

2019 FW367ﾌ

府中市男女共同参画の推進についての報告書　２
０１８

府中市男女共同参画推進協
議会

府中市男女共同
参画推進協議会

2018 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画  第6次　男女が共に参画
するまち府中プラン

府中市市民協働推進部地域
ｺﾐｭﾆﾃｨ課

府中市 2020 FW367ﾌ

府中市統計書　平成26年版
府中市政策総務部総務管理
課　編

府中市 2015 351ﾌ

府中市統計書　平成２７年版
府中市政策総務部総務管理
課　編

府中市 2016 351ﾌ

府中市統計書　平成28年版
府中市政策総務部総務管理
課　編

府中市 2017 351ﾌ

府中市統計書
府中市行政管理部情報管理
課　編

府中市 2019 351ﾌ

府中市統計書 令和元年版
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

2020 351ﾌ

府中市都市計画事業日新町四丁目土地区画整理
事業事業誌

府中市日新町四丁目土地区
画整理組合事務局担当職員
編

府中市日新町四
丁目土地区画整
理組合事務局担
当職員

2015 318.7ﾌ

府中市都市計画に関する基本的な方針　府中市都
市計画マスタープラン

府中市 府中市 2010 318.7ﾌ

府中市における男女共同参画のまちづくりの検討に
ついて報告書

府中市男女共同参画推進懇
談会

府中市男女共同
参画推進懇談会

2007 FW367ﾌ

府中市における男女共同参画のまちづくりの検討に
ついて報告書

府中市男女共同参画推進懇
談会

府中市男女共同
参画推進懇談会

2009 FW367ﾌ

府中市における男女共同参画のまちづくりについて
報告書

府中市男女共同参画推進懇
談会

府中市男女共同
参画推進懇談会

2013 FW367ﾌ

府中市における男女共同参画のまちづくりについて
報告書

府中市男女共同参画推進懇
談会

府中市男女共同
参画推進懇談会

2013 FW367ﾌ

府中市における男女共同参画のまちづくりについて
報告書

府中市男女共同参画推進懇
談会

府中市 2015 FW367ﾌ

府中市における男女共同参画のまちづくりの検討に
ついて　報告書

府中市男女共同参画推進懇
談会

府中市男女共同
参画推進懇談会

2011 FW367ﾌ

府中市美術館所蔵作品５０選 府中市美術館　編 府中市美術館 2000 703ﾌ
府中市美術館所蔵品目録　２０００ 府中市 府中市 2000 703ﾌ
府中市福祉計画　みんなでつくる、みんなの福祉
（概要版付、平成21年度～平成26年度）

府中市福祉保健部地域福祉
推進課

府中市 2009 369.1ﾌ

府中市福祉計画　高齢者保健福祉計画・介護保険
事業計画　（第6期）　（平成２７年度～平成２９年度）

府中市 府中市 2015 369.26ﾌ

府中市福祉計画　障害者計画・障害福祉計画　(第4
期）　（平成２７年度～平成３２年度）

府中市 府中市 2015 369.27ﾌ

府中市福祉計画　地域福祉計画・福祉のまちづくり
推進計画　（平成２７年度～平成３２年度）

府中市 府中市 2015 369.7

府中市福祉計画　地域福祉計画・福祉のまちづくり
推進計画　高齢者保健福祉計画・介護保険事業計
画（第6期）障害者計画障害福祉計画（第4期）　概要

府中市 府中市 2015 369.1ﾌ

府中市婦人行動計画　婦人活動推進のために
府中市生活文化部文化事業
課  編

府中市 1986 FW367ﾌ

府中市保健計画「健康ふちゅう２１」　（概要版付）
府中市福祉保健部健康推進
課　編

府中市 2005 498ﾌ

府中市南口第二地区第一種市街地再開発事業誌
タカハ都市科学研究所、エ
ポックリサーチ　編

府中駅南口第二
地区市街地再開
発組合

1997 318.6ﾌ

府中市統計書 平成２９年版
府中市行政管理部情報管理
課　編

府中市 2018 351ﾌ

府中市例規集　第１巻（平成27年度版）　禁帯出 府中市政策総務部政策課 府中市 2015 318.1ﾌ
府中市例規集　第２巻（平成２７年度版）　禁帯出 府中市政策総務部政策課 府中市 2015 318.1ﾌ

府中市例規集　第1巻 (平成29年度版）　禁帯出
府中市政策総務部法制文書
課　編

府中市 2017 318.1ﾌ1

府中市例規集　第2巻 (平成29年度版）　禁帯出
府中市政策総務部法制文書
課　編

府中市 2017 318.1ﾌ2

府中市例規集 第１巻(平成30年度版)　禁帯出
府中市政策総務部法制文書
課　編

府中市 2018 318.1ﾌ1

府中市例規集 第2巻(平成30年度版)　禁帯出 府中市政策総務部法制文書 府中市 2018 318.1ﾌ1

府中市例規集 第1巻(令和元年度版)
府中市政策総務部法制文書
課 編

府中市 2019 318.1ﾌ1



府中市例規集 第2巻(令和元年度版)
府中市政策総務部法制文書
課 編

府中市 2019 318.1ﾌ2

府中市例規集　第１巻（平成２６年度版）　　禁帯出 府中市政策総務部政策課 府中市 2015 318.1ﾌ1
府中市例規集　第１巻（平成２６年度版）　　禁帯出 府中市政策総務部政策課 府中市 2015 318.1ﾌ2

府中の環境　（平成２８年度報告書）
府中市生活環境部環境政策
課　編

府中市 2017 519.1ﾌ

府中の環境　（報告書平成29年度）
府中市生活環境部環境政策
課　編

府中市 2018 519.1ﾌ

府中の環境　（報告書平成３０年度）
府中市生活環境部環境政策
課　編

府中市 2019 519.1ﾌ

府中友好都市交流協会30年のあゆみ 府中友好都市交流協会
府中友好都市交
流協会

2013 318ﾌ

府中市市政世論調査　第49回　(概要版） 府中市 府中市 2017 318ﾌ
府中市障害福祉計画(第5期)･障害児福祉計画(第1
期）　（平成30年度～平成３２年度）（概要版つき）

府中市 府中市 2018 369.27ﾌ

府中市じょせいし＜聞き書き集＞　禁帯出（訂正済２
刷）（分売不可）この道は明日につづく

府中市・府中市女性史編さん
実行委員会」

ドメス出版 2008 367.3ﾌ

府中市女性史＜通史＞　禁帯出（訂正済２刷）（分
売不可）この道は明日につづく

府中市・府中市女性史編さん
実行委員会　編

ドメス出版 2008 367.2ﾌ

府中市男女共同参加計画推進状況評価報告書 平
成２７年度実績　男女が共に参画するまち府中プラ
ン

府中市市民協働推進部地域
コミュニティ課 男女共同参画
推進係　編

府中市 2018 FW367ﾌ

府中市男女共同参加計画推進状況評価報告書　男
女が共に参画するまち府中プラン

府中市市民協働推進部地域
コミュニティ課 男女共同参画
推進係　編

府中市 2019 FW368ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書　平
成25年度実績及び26年度計画　男女が共に参画す
るまち府中プラン

府中市市民協働推進本部市
民活動支援課　男女共同参
画推進係　編

府中市 2015 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書　平
成25年度実績及び26年度計画　男女が共に参画す
るまち府中プラン

府中市市民協働推進本部市
民活動支援課　男女共同参
画推進係　編

府中市 2015 FW367ﾌ

府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書　男
女が共に参画するまち府中プラン

府中市市民協働推進部地域
コミュニティ課男女共同参画
推進係 編

府中市 2020 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第27
回

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第27回　編

府中市、府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第27回

2014 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第２８
回

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第28回　編

府中市、府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第28回

2015 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第２８
回

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第28回　編

府中市、府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第28回

2015 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第３１
回

府中市、府中市男女共同参
画推進フォーラム実行委員
会第31回　編

府中市､府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第30回

2018 FW367ﾌ

府中市男女共同参画推進フォーラム記録誌　第３１
回

フォーラム実行委員会　編

府中市､府中市
男女共同参画推
進フォーラム実
行委員会第31回

2018 FW367ﾌ

ふつうがえらい 佐野　洋子 マガジンハウス 1996 914.6ｻ
「フツウのＯＬ」の私が、社長になった理由　成り行き
起業のすすめ

広野　道子 ワック 2010 159ﾋ

フツーの顔をしたあぶない子どもたち 村山　士郎 桐書房 1997 367.6ﾑ
普通の子がキレる瞬間　あなたの子どもはのび太
症候群にかかっていないか

影山　任佐 ひらく 1998 368.7ｶ

フツーの子の行方 中沢　正夫 三五館 1997 371.45ﾅ
フツーの女性が選挙で勝つ方法 女性議員をふやす会  編 童話館出版 1998 318.4ﾌ
普通の人の中の狂気 町沢　静夫 海竜社 1997 493.7ﾏ

仏教とジェンダー　女たちの如是我聞
女性と仏教東海・関東ネット
ワーク  編

朱鷺書房 1999 180.4ﾌﾞ

仏教とジェンダー　真宗の成立と坊守の役割 遠藤   一 明石書店 2000 188.7ｴ
仏教と性差別　インド原典が語る 田上　太秀 東京書籍 1992 181.02ﾀ



福生市男女共同参画行動計画（第５期）　平成２８年
度～平成３２年度　（概要版つき）

福生市 福生市 2016 FW367ﾌ

プッシュ サファイア 河出書房新社 1998 933.7ｻ
ブッタとシッタカブッタ　心の運転マニュアル本 小泉　吉宏 メディアファクト 1996 726ｺ
ブッタとシッタカブッタ　２　そのまんまでいいよ 小泉　吉宏 メディアファクト 1996 726ｺ2
ぶっちさん物語 八鍬　真佐子 学陽書房 1996 914.6ﾔ
不逞のきずな　（囚われた女たち　第８部） 山代　巴 径書房 1989 913.6ﾔ
不登校　親の心配子の不安 冨永　祐一 筑摩書房 1997 371.42ﾄ
不登校を解く　三人の精神科医からの提案 門　眞一郎（他） ミネルヴァ書房 1998 371.42ﾌ
不登校児から見た世界　共に歩む人々のために 増井　武士 有斐閣 2002 371.42ﾏ
不登校児の新しい生活空間 河合　洋　編 日本評論社 1991 371.4ｶ
不登校その多様な支援 池田　豊應　編著 大日本図書 1997 371.42ｲ
不登校･中退生のための新しい学びの場  ２００１ 田口教育研究所  編 日本評論社 2000 376.8ﾌ
不登校の子どもたちは家庭でどうしているか　調査・
親と子の行動と意識

東京シューレ　編 教育史料出版会 1996 371.42ﾌ

不登校の子どものための居場所探し　２００２～
2003年版　学校が合わないときのフリースクールガ

学習研究社 学習研究社 2002 376.8ﾌ

不登校の心理　カウンセラーの立場から 永井　撤 サイエンス社 1996 371.4ﾅ
不登校母親にできること 冨永　祐一 筑摩書房 1998 371.42ﾄ
不動産業で輝く女性達　女性社長達の軌跡 ＮＰＯ不動産女性会議  編著 週刊住宅新聞社 2001 673.9ﾌ
ブナ　写真集 水越　武 講談社 1991 748ﾐ
不妊を語る　１９人のライフストーリー 白井　千晶 海鳴社 2012 495.48ｼ
「不妊」じゃなくて、ＴＧＰ　私の妊活日記 東尾　理子 主婦の友社 2012 495.48ﾋ
不妊症　ふたりでとり組む不妊治療と最新情報がわ 中村　はるね 主婦の友社 1996 495.48ﾅ
不妊治療外来の「気になるコト」がマンガでわかる本 杉山　里英､花津　ハナヨ 青春出版社 2013 495.48ｽ
不美人論 藤野　美奈子、西　研 径書房 2004 367.2ﾌ
不真面目な十七歳 バルバラ・サムソン 紀伊国屋書店 1996 956ｻ
史の会研究誌　第4号　女たちの物語を再生する
（神奈川の女性史、発行責任：江刺昭子）

史の会 史の会 2001 367.2ﾌ

不愉快な男たち　私がアタマにきた６８のホントの話 辛　淑玉 講談社 1998 367.5ｼ
プライベート・ゲイ・ライフ　ポスト恋愛論 伏見　憲明 学陽書房 1991 145.7ﾌ
プラス思考がその人を強くする　心一つであなたも
周りも明るくなる

斎藤　茂太 大和書房 1997 159ｻ

プラス思考だけじゃダメなんだ　報酬系と罰系が生
き方のカギを握る

川村　則行 サンマーク出版 1999 498.39ｶ

プラス思考の生き生き向老学　老いをハンディにし
ない生き方

林　玉子 海竜社 1996 159.79ﾊ

ブラック・フェミニストの主張　周縁から中心へ ベル・フックス 勁草書房 1997 367.1ﾌ
Ｂｌａｃｋ　Ｂｏｘ 伊藤　詩織 文芸春秋 2017 326.23ｲ

ブラックメール　他人に心をあやつられない方法 スーザン・フォワード
日本放送出版協
会

1998 361.45ﾌ

ブラックリストの私　＊安田  弘之  画 桜井  美穂 ウェーブ出版 2000 916ｻ
フラナリー・オコナー楽園からの追放 ジュヌヴィエーヴ・ブリザック 筑摩書房 1999 930.27ﾌﾞ
フラワーアレンジメント楽しいレッスン３３ フラワーデコレーター協会 ブラス出版 2000 627.9ﾌ
フランス演劇から見た女性の世紀 赤木　富美子 大阪大学出版会 1996 952ｱ
フランスを支配した美女　新装版　公妃ディアヌ・ド・
ポワチエ

桐生　操 新書館 1995 289ｷ

フランス革命とひとりの女性　メアリ・ウルストンク
ラーフトの生涯

山上　正太郎 社会思想社 1997 289ﾔ

フランス現代史のなかの女たち ミシェル・ペロー
日本エディタース
クール出版部

1989 367.23ﾍﾟ

フランス父親事情 浅野　素女 築地書館 2007 367.3ｱ
フランスにはなぜ恋愛スキャンダルがないのか？ 棚沢直子　草野いづみ 角川書店 1999 384.7ﾀ
フランス文学／男と女と 上村　くにこ  編、西川  祐子 勁草書房 1991 950.4ｳ
フリーターで大丈夫　アルバイト、パート、派遣スタッ
フで働くとき

松尾　道子 有斐閣 1990 366.8ﾏ

フリーターなぜどうする　フリーター２００万人時代が
やってきた

学習研究社  編著 学習研究社 2001 366.8ﾌ

ふりむけば父の愛　娘から父へー有名女性14人が
贈る心の手紙

河添　恵子　  編、東  ちづる
編

日本文芸社 1998 914.68ﾌ

不良中年は楽しい 嵐山　光三郎 講談社 1997 914.6ｱ
不倫を選んだ女たち 石坂　晴海 扶桑社 1996 152.1ｲ
不倫は別れる理由にならない　カップル再生の処方
箋

ジャニス・エイブラムズ・スプ
リング、マイケル・スプリング

アスペクト 1998 152.1ｽ

古い壺に新しい酒を　わがまち府中 野口　忠直 ネット武蔵野 2011 914.6ﾉ
ブルースを、ワイルドに　上 エリカ・ジョング 文藝春秋 1996 933.7ｼﾞ1
ブルースを、ワイルドに　下 エリカ・ジョング 文藝春秋 1996 933.7ｼﾞ2
ブルーにこんがらがって ジェニファー・ジェームズ エフエム東京 1996 159.6ｼﾞ



ふるさとの女たち　大分近代女性史序説 古庄　ゆき子 ドメス出版 1975 367.21ｺ
ふれあい　愛のコミュニケーション デズモンド・モリス 平凡社 1993 481ﾓ
ふれあうことでやさしくなれる　いま自分を生きるた
めのメッセージ

加藤　諦三（他） 図書文化 1996 159ｶ

ブレイク・ワイフ 石川　結貴 扶桑社 1999 367.3ｲ
ブレイン・スタイル　よりよい人間関係をつくる４つの マーレーン・ミラー 講談社 1998 141.93ﾐ

フレーベル教育学への旅 荘司　雅子
日本記録映画研
究所

1991 371ｼ

プレ更年期からの女性ホルモン塾　ずっとキレイの
エイジング

対馬　ルリ子、吉川　千明 小学館 2008 495.13ﾂ

プレ更年期から始めよう　元気＆キレイのためのメ
ンテナンス

対馬　ルリ子 かもがわ出版 2005 495.13ﾂ

プレシャス　（河出文庫） サファイア 河出書房新社 2010 933ｻ
プレゼントの小さな焼き菓子　大好きな人、お世話に
なった方に贈りたい

レモン編集部  編、ＳＩＧＮ編
集部  編

学習研究社 1995 596.6ﾌﾟ

フレッシュクリーム　男の規範による女性性 からの
開放と自立

スサンネ・ブレガー あむすく 1999 949.73ﾌﾞ

ブレンダと呼ばれた少年 ジョン・コラピント 無名舎 2000 367.9ｺ
ブレンダと呼ばれた少年　性が歪められた時、何が
起きたのか

ジョン・コラピント 扶桑社 2005 367.9ｺ

フロイト・人種・ジェンダー サンダー　Ｌ．ギルマン 青土社 1997 146.13ｷﾞ
ブロークンチャイルド　母に虐待されて育った私 マーシャ・キャメロン 共同通信社 1999 936ｷ

プロが明かす英語上達のコツ
日本コンベンションサービス
通訳部

講談社 1991 830ﾌﾟ

プロカウンセラーが読み解く女と男の心模様 東山　弘子、東山　絃久 創元社 2006 143.1ﾋ
プロから学ぶ完全図解の家庭介護術 グループまごのて  編 双葉社 2000 369.26ﾌﾟ
ブログをつくりたい！　はじめるのはとっても簡単、
やればやるほどおもしろい

成美堂出版編集部　編 成美堂出版 2008 547.48ﾌﾞ

プロ講師になる方法　講演は自分を活かす新しい舞
台だ！リピートがどんどんくる成功ノウハウ

安宅　仁、石田一廣 ＰＨＰ研究所 2007 379.5ｱ

プロダクティブ・エイジング　高齢者は未来を切り開く
ベティ・フリーダン（他）著、ロ
バート・バトラー  編、ハー
バート・グリーソン  編

日本評論社 1998 367.7ﾌﾟ

プロに学ぶ家事の知恵　快適生活センス・アップ・ 倉橋　楡樹江（他）  編 小学館 1995 590.4ﾌﾟ
プロの主婦・プロの母親　ボランティア労力銀行の１ 水島　照子 ミネルヴァ書房 1983 367ﾐ
プロフェッサー・ディア 米谷　ふみ子 文藝春秋 1992 913.6ｺ

フロプシーのこどもたち　（ピーターラビットの絵本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

フロン　結婚生活・１９絶対法則 岡田  斗司夫 海拓舎 2001 367.3ｵ
文学賞・文化賞・受賞作品目録  １９９４－１９９８ 日外アソシエーツ  編 日外アソシエー 1999 900ﾌﾞ
文学にみる日本女性の歴史 西村  汎子（他）  編 吉川弘文館 2000 367.2ﾌﾞ
文学のなかの性と生　対なるエロスを探る 高柳　美知子 大月書店 1993 367.9ﾀ
文学の街　名作の舞台を歩く 前田　愛 小学館 1991 910.26ﾏ

文化としてのＩ Ｔ革命
山崎  正和  編、西垣  通
編、岡田  朋之（他）

晶文社 2000 007.3ﾌﾞ

文化としての他者 ガヤトリ・Ｃ．スピヴァック 紀伊國屋書店 1990 043ｽ
文化のなかの女と男 山村　嘉巳（他） 嵯峨野書院 1992 367.9ﾌﾞ

文京区男女平等センター３０年記念誌　きのうきょう
あしたへ

文京区女性団体連絡会、文
京区男女平等センター

文京区女性団体
連絡会、文京区
男女平等セン

2016 FW367ﾌﾞ

文集づくり本づくり　初めての人の編集ガイド 鈴木　政子
日本エディタース
クール出版部

1984 021.4ｽ

分断克服と韓国女性解放運動　一九七〇年代を中 趙　和順（他） 御茶の水書房 1989 367.22ﾌﾞ
分断時代の韓国女性運動 李　効再 御茶の水書房 1987 367.22ｲ
文楽の女たち 大谷　晃一 文藝春秋 2002 777.1ｵ
分裂病／強迫症／精神病院　中井久夫共著論集 中井  久夫（他） 星和書店 2000 493.7ﾌﾞ
分裂病の・娘の・記録　　新装版 佐々木　章一 晩聲社 1997 916ｻ
平安時代の離婚の研究　古代から中世へ 栗原　弘 弘文堂 1999 385.4ｸ
平安朝女性のライフサイクル 服藤　早苗 吉川弘文館 1998 367.21ﾌ
平安朝の家と女性　北政所の成立 服藤　早苗 平凡社 1997 367.3ﾌ
平安朝の母と子 服藤　早苗 中央公論社 1991 367.3ﾌ
平気でうそをつく人たち　虚偽と邪悪の心理学 Ｍ．スコット・ペック 草思社 1996 141ﾍﾟ
平気で人を殺す人たち　心の中に棲む悪魔 ブライアン・キング  編 イースト・プレス 1997 368.61ｷ
平気で間違い言葉を使う人々　正しい日本語を使い
ましょう

西谷　元夫 近代文藝社 1998 810.4ﾆ

平成お徒歩日記 宮部　みゆき 新潮社 1998 915.6ﾐ
平成おんな大学 長井  和子  編著 人間出版 1999 366.29ﾅ



へぇ！かんたん女性にもできる修理と知恵　女性の
生活おたすけＢＯＯＫ

香取　弘子　監修 学習研究社 2004 592.7ﾍ

ヴェーラ・ザスーリチ　ロシア女性革命家の生涯 ジェイ・バーグマン 三嶺書房 1987 289ﾊﾞ
ヴェールをとる科学　科学と女性性 Ｌ．Ｊ．シェパード 誠信書房 1997 143.5ｼ
北京で燃えた女たち　世界女性会議’９５ 松井　やより 岩波書店 1996 367.2ﾏ

北京に咲く紅い花 西岡　瑠璃子
日本婦人会議高
知県本部

1978 292ﾆ

北京発、日本の女たちへ　世界女性会議をどう生か アジア女性資料センター  編 明石書店 1997 367.1ﾍﾟ
ベストパートナー　夫婦という名の他人 常盤　新平 講談社 1996 367.3ﾄ
ベストパートナーへの扉　ふたりで素敵な関係を育
てる４０のコツ「意見派」男と「気持ち派」女

中山　庸子
スリーエーネット
ワーク

2008 159.6ﾅ

別姓から問う家族 諌山　陽太郎 勁草書房 1997 367.4ｲ
別姓結婚物語 諌山　陽太郎 創元社 1991 367.4ｲ
ペットの死、その時あなたは 鷲巣　月見　編 三省堂 1998 645.6ﾜ
ベトナム難民少女の十年 トラン・ゴク・ラン 中央公論社 1990 916ﾄ
ヴェネツィアの宿 須賀　敦子 文藝春秋 1993 913.6ｽ
蛇女の伝説　白蛇伝を追って東へ西へ 南条  竹則 平凡社 2000 388.22ﾅ
ベルナのしっぽ 郡司　ななえ イースト・プレス 1996 916ｸﾞ
ペロー童話のヒロインたち 片木　智年 せりか書房 1996 950.25ｶ
変化する社会の不平等　少子高齢化にひそむ格差 白波瀬　佐和子　編 東京大学出版 2006 334.31ﾍ
弁護士が教えるセクハラこんなときどうなる　いざと
いうとき困らない傾向と対策 オフィスでキャンパスで
…衝撃の実態と落とし穴

福島  瑞穂  監修 日本文芸社 1999 366.3ﾍﾞ

弁護士が教える離婚の上手なすすめ方　お金と子
供の問題を有利に解決する方法

大沼　和子 日本実業出版社 1998 324.62ｵ

弁護士が説くＤＶ解決マニュアル 長谷川　京子　（他） 朱鷺書房 2005 367.1ﾍﾞ
弁護士が見つめた揺れる女たち　男と女・結婚・家
族・仕事

福島　瑞穂 海竜社 1997 367.2ﾌ

ヘンじゃないもん！
乾　早希子　文、たかい　た
かこ　絵

茨木市・茨木市
立男女共生セン
ターローズWAM

2010 FW367ﾍ

ベンジャミンバニーのおはなし　（ピーターラビットの
絵本２）

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

編集稼業の女たち 本の雑誌編集部　編 本の雑誌社 1998 021ﾍ

へんてこらんど
岩佐　敏子　作　　おかべり
か　画

リーブル 1997 911.5ｲ

へんな日本語　知らず知らずに使っていませんか？ 市野　桂子 自由国民社 2016 810.4ｲ
ヘンな人、危ない人から身を守る　知的護身術のす さえき　ゆきこ 並木書房 1997 368.6ｻ
変貌する家族　家庭問題よろず相談 家庭問題情報センター  編著 日本加除出版 1997 367.3ﾍ
変貌する都市の記録　定点撮影ー親子三代継承記
念出版ー　（富岡畦草・記録の目シリーズ）

富岡　畦草[他] 白揚社 2017 291.087ﾍ

変容する男性社会　労働、ジェンダーの日独比較 原　ひろ子  編、大沢  真理 新曜社 1993 366.38ﾊ
保育一元化への提言　人権保育確立のために 鈴木  祥蔵 明石書店 2000 376.1ｽ
保育一元化の原理　子どもの全面的発達をめざして 一番ケ瀬　康子　編 勁草書房 1973 376.1ｲ
保育園は、いま　みんなで子育て 前田　正子 岩波書店 1997 376.1ﾏ
保育サービス再考　児童福祉制度の変革とこれか
らの子育て

山縣 文治  編著、岸和田  か
おり  編著

朱鷺書房 2000 369.42ﾎ

保育サービス便利事典 松崎　有子 朱鷺書房 1997 369.42ﾏ
保育者と母親のための保育相談室で  改訂　赤ちゃ
んから３歳児まで

久世　妙子　編 中央法規出版 1998 376.1ｸ

保育日誌 小山  遇莎深 東洋出版 2000 376.1ｺ

保育白書　２０１０年版
全国保育団体連絡会  、保育
研究所  編

ちいさいなかま
社

2010 369.42ﾎ

ポイズン・ママ　母・小川真由美との４０年戦争 小川　雅代 文藝春秋 2012 289.1ｵ
ポイント解説改正高齢者住まい法Ｑ＆Ａ 高齢者住まい法研究会　編 ぎょうせい 2009 365.31ﾎﾟ
防災・救急に役立つ日用品活用法＆ロープワーク 羽田　道信 風媒社 2011 369.3ﾊ
放射能見えない危険 草間　萠子 読売新聞社 1990 539ｸ
北条政子　尼将軍の時代 野村  育世 吉川弘文館 2000 289ﾉ
法女性学への招待 山下　泰子（他） 有斐閣 1996 367.1ﾎ
法女性学への招待  新版　国際法・家族法・労働
法・憲法を中心に

山下  泰子（他） 有斐閣 2000 367.1ﾎ

法女性学のすすめ　第４版　女性からの法律への問
いかけ

金城　清子 有斐閣 1997 367.1ｷ

放送ウーマンのいま　厳しくて面白いこの世界 日本女性放送者懇談会　編 ドメス出版 2011 699.21ﾎ
放送ウーマンの７０年 日本女性放送者懇談会  編 講談社 1994 699.21ﾎ
放送にかかわる仕事　マンガ　アナウンサー 放送技
術社 ＣＭ制作者

ヴィットインターナショナル企
画室  編

ほるぷ出版 1999 699ﾎ

法体の女帝　道鏡伝説異聞 小石　房子 作品社 2005 913.6ｺ



放蕩記 村山　由佳 集英社 2011 913.6ﾑ
報道写真の青春時代　名取洋之助と仲間たち 日本写真家協会　編 講談社 1991 070ﾎ
報道の人権侵害と闘う本　やればできる本人訴訟 人権と報道・連絡会編 三一書房 1995 070.15ﾎ
報道のなかの女の人権　女子高生コンクリート詰め
殺人事件をめぐって

おんな通信社　編 社会評論社 1991 327.7ﾎ

法のなかの女性 金城　清子 新潮社 1985 367.2ｷ
法律を味方にするトラブル対策ガイド　たたかう被害
者の集い

造事務所  編
情報センター出
版局

2000 320ﾎ

法律と税金のプロがやさしく教えるＱ＆Ａ安心離婚
術

弁護士・公認会計士グルー
プＴＢＩ  編著

総合法令出版 1995 324.62ﾎ

法律用語の基礎知識（実用版）　最新版 自由国民社　編 自由国民社 1995 320.36ﾎ
暴力から逃れるための１５章 ギャヴィン・ディー・ベッカー 新潮社 1999 368.6ﾃﾞ
暴力から身をまもる本 Ｌ．ジャフェ、Ｌ．サン・マルク 晶文社 2001 368ｼﾞ

暴力男性の教育プログラム　ドゥルース・モデル
エレン・ペンス　マイケル・ペ
イマー　編著　堀田　碧　訳

誠信書房 2004 367.3ﾍﾟ

暴力の学校倒錯の街　福岡・近畿大付属女子高殺
人事件

藤井　誠二 雲母書房 1998 375ﾌ

暴力被害女性の相談　女性センター相談員向けレ
クチャーより

西尾　和美
ヘルスワーク協
会

1997 146.8ﾆ

暴力被害と女性　理解・脱出・回復 村本  邦子 昭和堂 2001 367.2ﾑ
望楼のもとに渦巻く（囚われた女たち第７部） 山代　巴 径書房 1990 913.6ﾔ
鬼灯火の実は赤いよ　遊女が語る廓むかし 竹内　智恵子 未来社 1991 384.9ﾀ
ボーダーライン　青少年の心の病 町沢　静夫 丸善 1997 493.7ﾏ
ぼーっとしようよ養生法 田中　美津 毎日新聞社 1997 490.9ﾀ
ボーヴォワールとサルトルに狂わされた娘時代 ビアンカ・ランブラン 草思社 1995 956ﾗ
ホームステイハンドブック　ホストファミリーと運営担
当者のために

佐々木　ひとみ、水野  治久 アルク 1999 376.48ｻ

ホームレスになった　大都会を漂う 金子　雅臣 築地書館 1994 368.2ｶ
ボキャブラ社会学 藤竹　暁 毎日新聞社 1999 361.04ﾌ
北欧女子オーサが見つけた日本の不思議　（メディ
アファクトリーのコミックエッセイ）

オーサ・イェークストロム KADOKAWA 2015 291ｲ

北欧女子オーサが見つけた日本の不思議　２　（メ
ディアファクトリーのコミックエッセイ）

オーサ・イェークストロム KADOKAWA 2015 291ｲ2

北欧スタイル快適エコ生活のすすめ　森の精ムッレ
に出縫ったスウェーデンの人々のビジョン

高見  幸子、鏑木  孝昭 オーエス出版 2000 519.83ﾀ

北欧のノーマライゼーション　エイジレス社会の暮ら
しと住まいを訪ねて

田中　一正 ＴＯＴＯ出版 2008 369.02ﾀ

ぼく、お母さんの子どもでよかった　アドラー心理学 岩井　俊憲、坂本　洲子 ＰＨＰ研究所 1997 371.4ｲ
僕が医者として出来ること 山崎　章郎 講談社 1995 498.14ﾔ
僕が妻を殴るなんて　ＤＶ加害者が語る 吉廣  紀代子 青木書店 2001 367.3ﾖ

ボク、結婚はしませんから。 阿部　結貴
阪急コミュニケー
ションズ

2009 159.6ｱ

ぼく、このままでいい 小原  瑞穂 祥伝社 2001 916ｵ
僕ならこう考える　こころを癒す５つのヒント 吉本　隆明 青春出版社 1997 914.6ﾖ
“ボク”の田舎はセーヌ川　商社マン夫人と息子たち 廣木　明美 福永書店 1983 914ﾋ
ボクのカバンに連絡帳　ゼロ歳・一歳・二歳の家庭と
保育園の生活

村越　洋子 大月書店 1986 376.1ﾑ

僕の考えた死の準備　自分らしい遺言、死に方、お 木村　晋介 法研 1996 324.77ｷ
ボクの名前はボクのもの　名前に自由と平等を 佐藤　文明 明石書店 1990 324ｻ
僕のホスピス１２００日　自分らしく生きるということ 山崎　章郎 海竜社 1995 490.15ﾔ
僕らしく君らしく自分色　登校拒否・私たちの選択 東京シューレの子どもたち 教育史料出版会 1995 371.4ﾎﾞ
ボクらの時代　メス化する男たち　オス化する女たち 渡辺　淳一（他） 扶桑社 2009 914.6ﾎﾞ
僕は気持ちを殺さない 門脇　桂一 朱鳥社 1999 911.56ｶ

ぼくはジョナサン…エイズなの　写真絵本
ジョナサン・スウェイン、シャ
ロン・シーリング

大月書店 1993 493ｽ

ぼくは勉強ができない 山田　詠美 新潮社 1996 913.6ﾔ
ぼくんち熱血母主家庭　ショーネンの親育て記 下田　治美 学陽書房 1998 367.3ｼ
ぼくんちの安全・安心ブック　ひとりだってだいじょう 游々社　編 講談社 1996 369ﾎﾞ
母型論 吉本　隆明 学習研究社 1995 914.6ﾖ
ぼけを救うこれだけの方法　ピッタリの療法がみつ
かる治療介護最前線

河合　眞 ハート出版 1999 493.75ｶ

ぼけとアルツハイマー　生活習慣病だから予防でき 大友　英一 平凡社 2006 493.75ｵ
ぼけナース　新米看護婦物語 小林　光恵 メディアワークス 1997 913.6ｺ1
ぼけナース　３　新米看護婦物語 小林　光恵 メディアワークス 1998 913.6ｺ3
ボケない話老けない話 早川　一光 小学館 1992 367.7ﾊ

ボケる脳の謎がとけた　前頭前野が教える痴呆 金子　満雄
日本放送出版協
会

1998 493.75ｶ

ぼけ老人との暮らし方 柚木崎　次郎 家の光協会 1998 493.75ﾕ



母原病　母親が原因でふえる子どもの異常 久徳　重盛 サンマーク出版 1987 367.3ｷ
母権論　１　古代世界の女性支配に関する研究  そ
の宗教的および法的本質

Ｊ・Ｊ・バッハオーフェン みすず書房 1991 322.3ﾊﾞ1

母権論　２　古代世界の女性支配に関する研究  そ
の宗教的および法的本質

Ｊ・Ｊ・バッハオーフェン みすず書房 1993 322.3ﾊﾞ2

保護と平等　婦人労働者の自立のために労基研
「報告」を衝く

労働教育センター
労働教育セン
ター

1979 366.35ﾎ

誇りと憎悪　民俗紛争の心理学 ヴァミク・ヴォルカン 共同通信社 1999 316.8ﾎﾞ
母子家庭共和国 新川　てるえ 五月書房 1998 367.3ｼ
母子家庭にカンパイ　離婚・非婚を子どもとともに生
きるあなたへ

しんぐるまざあず・ふぉーらむ
編著

現代書館 1994 367ﾎﾞ

母子関係障害という病気　赤ちゃんの顔を見ない母 ジャン・マリ・デラシュー 光文社 2001 599ﾃﾞ
ポジティブ・アクション実践プログラム　第１２版　職
場における女性の能力発揮促進マニュアル

東京都産業労働局　編
東京都産業労働
局

2016 FW367ﾎﾟ

ポジティブに生きる　自分の可能性を諦めない生き
方

奥谷　禮子
ザ・アールトゥエ
ンティワン

1997 159ｵ

ポジティブ・メッセージ 海原　純子 ベストセラーズ 1996 159ｳ

ポジティブ離婚　前向きに別れを選んだ60人 亀山　早苗
ネスコ（日本映像
出版）

1997 367.4ｶ

星にささげる瞳　アマチュア天文家　竹内泰子（竹内
泰子　原著）

竹内泰子記録会　編 竹内泰子記録会 2011 443ﾎ

星の運命を生きた女たち 山崎　洋子 講談社 1995 280.4ﾔ
母子の絆　健康な母と子を育むカルシウム栄養 米山　京子 東山書房 2012 498.59ﾖ
母子福祉部会 紀要 No.11（平成29年度）　社会的擁
護の担い手としての母子生活支援施設の役割と課
題

東京都社会福祉協議会､母
子福祉部会

東京都社会福祉
協議会、母子福
祉部会

2018
FW369.41
ﾎﾞ

星降る街の物語 木崎　さと子 河出書房新社 1999 913.6ｷ
母子癒着　母を拒み母を求めて 木村　栄、馬場　謙一 有斐閣 1988 367.3ｷ
保証人のことがすべてわかる本　ちょっと待った、そ
のハンコ

石田　武臣 リヨン社 1998 324.52ｲ

保証人１１０番 新潟県弁護士会　編 民事法研究会 1996 324ﾎ
母子寮の戦後史　もう一つの女たちの暮らし 林　千代 ドメス出版 1992 369.41ﾊ
ポスト・ジェンダーの社会理論 土場  学 青弓社 1999 367.1ﾄﾞ
ポストバブルの日本人 野田　正彰 春秋社 1995 304ﾉ
ポストファミリーその他の関係 桜井　陽子 ユック舎 1990 367.3ｻ
ポストモダン・フェミニズム　差異と女性 金井　淑子 勁草書房 1989 367.2ｶ
ボストンの風にのって　子連れママの滞在記 川畑　悦子 叢文社 1997 916ｶ
ボスニアに平和を　国連の難民支援体験記 西村　洋子 サイマル出版会 1996 369.38ﾆ
ホスピスからの生還 木村　絹子 ケイエスエス 1998 916ｷ
ホスピスに行こう 村田　幸子 悠々社 1999 916ﾑ
ホスピス病棟に生きる　末期ガン患者と看護婦のい
のちのドキュメント

今井　俊子 文化創作出版 1997 916ｲ

母性愛神話とのたたかい 大日向　雅美 草土文化 2002 367.3ｵ
母性愛神話のまぼろし ダイアン Ｅ．アイヤー 大修館書店 2000 367.3ｱ
母性愛神話の罠 大日向  雅美 日本評論社 2000 367.3ｵ

母性意識の構造と発達 松村　惠子
真興交易医書出
版部

1999 492.92ﾏ

母性を解読する　つくられた神話を超えて グループ・母性解読講座  編 有斐閣 1991 367.21ﾎﾞ
母性をつくりなおす バーバラ・Ｋ．ロスマン 勁草書房 1996 367.2ﾛ
母性をひらく　子とともに歩む自立への道 木村　栄 汐文社 1980 367.3ｷ
母性から次世代育成力へ　産み育てる社会のため 原　ひろ子  編、館  かおる 新曜社 1991 367.3ﾊ
母性社会日本の病理 河合　隼雄 講談社 1997 146.1ｶ
母性という神話 エリザベート・バダンテール 筑摩書房 1998 367.3ﾊﾞ
母性と父性の人間科学 根ケ山  光一  編著 コロナ社 2001 367.3ﾈ
母性とメンタルヘルス　Ｍｏｔｈｅｒｈｏｏｄ ａｎｄ Ｍｅｎｔａｌ
Ｈｅａｌｔｈ

Ｉ． Ｆ．ブロッキントン 日本評論社 1999 369.41ﾌﾞ

母性とは何か　新しい知と科学の視点から 青木　やよひ　編 金子書房 1986 367.2ｱ
母性の研究　その形成と変容の過程：伝統的母性
観への反証

大日向　雅美 川島書店 1988 143.5ｵ

母性保護運動史 桜井　絹江 ドメス出版 1987 369ｻ

母性は女の勲章ですか 大日向　雅美
産経新聞生活情
報センター

1992 367.21ｵ

堀田力のふれあいボランティア・ガイド　学生も、企
業人も、シニアも

堀田　力  著、さわやか福祉
財団  編

三省堂 1995 369ﾎ

ボディ・コンシャス 川西　蘭
ベネッセコーポ
レーション

1997 913.6ｶ

「ほどほど」の効用　安心録 曽野  綾子 祥伝社 2000 914.6ｿ



骨を強くするエクササイズ　日常生活の中で、骨粗
鬆症にならない＆加齢にうち勝つための本

ジョーン・バッシー、スー
ジー・ディナン　著　井口　智

産調出版 2002 781.4ﾊﾞ

炎の画家  三岸節子 吉武  輝子 文芸春秋 1999 720.28ﾖ
炎のなかの絆 杉原　美津子 文藝春秋 1992 916ｽ
ぼのちゃん いがらし　みきお 竹書房 2016 726.1ｲ
ぼのちゃん２ いがらし　みきお 竹書房 2016 726.1ｲ
ぼのちゃん３ いがらし　みきお 竹書房 2017 726.1ｲ
ぼのちゃんと迷子の赤ちゃんペンギン いがらし　みきお 竹書房 2017 726.1ｲ
ほのぼの子育て 吉岡　たすく ＰＨＰ研究所 1991 379.9ﾖ
保父と呼ばないで　これからのゆたかな保育のため
に

全国男性保育者連絡会事務
局  編

かもがわ出版 1997 376.14ﾎ

ホライズンブルー 近藤　ようこ 青林工藝舎 1999 726ｺ
ボランティアに生きる　日本のフィランソロピー水脈
を掘り下げる五つの話

八木　哲郎 東洋経済新報社 1993 369ﾔ

ホリスティック・コミュニケーション　自分・他人・いの
ちとのかかわり

バリー・Ｋ．ウェインホールド、
リン  Ｃ．エリオット

春秋社 1996 371.5ｳ

ボルガいのちの旅 澤地　久枝
日本放送出版協
会

1997 915.6ｻ

ポルノ・ウォッチング　メディアの中の女の性 行動する女たちの会  編 学陽書房 1990 367.9ﾎﾟ

ポルノグラフィと性差別
キャサリン・マッキノン、アンド
レア・ドウォーキン

青木書店 2002 367.9ﾏ

ボロずきんの冒険　女の子のための世界の民話 エセル・Ｊ．フェルプス 学陽書房 1993 388ﾌ
本気で愛されなさい 佐藤　綾子 三笠書房 1995 159.6ｻ
本気で自分を生きてみよう 佐藤　綾子 三笠書房 1994 159.6ｻ
本日のへなへなくん 島村　麻里 角川書店 1996 914.6ｼ
ほんとうに知りたいこと　ガンをのりこえた最初の一
年

マック・ターネィジ、アン・ター
ネィジ

日本基督教団出
版局

1996 936ﾀ

本当に、離婚を選びますか？ 岡野　あつこ すばる社 2006 367.4ｵ
本当の自分を生きる心理学　自分らしく生きるため 近藤　裕 ベストセラ－ズ 1995 141.93ｺ
本当の自分を見つける本　イイコ症候群からの脱却 宗像　恒次 ＰＨＰ研究所 1997 141.9ﾑ
ほんとうの自分を求めて　自尊心と愛の革命 グロリア・スタイネム 中央公論社 1994 367.2ｽ
本当の自分になれる本　新装版　もう一人の私と出
会える心理学

秋山　さと子 ガイア 1990 146ｱ

ほんとうの長寿社会をもとめて　市町村からの新し
い波

大熊  一夫  編著、大熊  由
紀子  編著

ぶどう社 1992 369.26ｵ

ほんとうの豊かさとは　生活者の社会へ 暉峻　淑子 岩波書店 1995 302.1ﾃ
ほんとうの私探しの技術　ゼミナール自分史入門
今とこれからの私を考える人生の羅針盤づくり

野村　正樹 早稲田教育出版 1996 816ﾉ

ほんとうの「私」のみつけかた スティーブン・ファーマー ヘルスワーク協 2000 146.1ﾌ
本当は恐ろしいグリム童話 桐生　操 ベストセラーズ 1998 940.26ｷ

本当はカラダに悪い１００のこと
『ＰＨＰクラシラク～る♪』編集
部　編

ＰＨＰ研究所 2016 498.3ﾎ

本当はタカなのにヒヨコだと思っているあなたへ ファウスト・マナーラ 草思社 1998 141.93ﾏ
本当は病んでいる幸せな家族 加藤  諦三 ＰＨＰ研究所 2000 367.3ｶ
本音で話そう看護婦問題　現場からの言い分 宮子　あずさ 未来社 1993 498.14ﾐ
ほんの１分で一生が変わる　魔法のかたづけ術
（ＰＨＰビジュアル実用BOOKS）

小松　易 ＰＨＰ研究所 2011 597ｺ

ホンの幸せ 氷室　冴子 集英社 1995 914.6ﾋ

本のなかには
ファニー・マルソー（ぶん）
ジョエル・ジョリヴェ（え）

アニノマ・スタジ
オ

2014 726.6ﾏ

本町　清水斎兵衛家文書目録　馬医心懸　下与一
郎家文書目録　馬場神戸　高橋仁左衛門家文書目
録　（府中市内家分け古文書目録　12）

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

2009 014.72ﾎ

翻訳者の仕事部屋 深町  眞理子 飛鳥新社 1999 801.7ﾌ
翻訳の仕事 織田　孝一（他） アルク 1995 801.7ﾎ
マーガレット・サンガー　嵐を駆けぬけた女性 エレン・チェスラー 日本評論社 2003 289.3ﾁ
マーガレットラブ・ストーリー　風と共に去りぬに秘め
られた真実

マリアン・ウォーカー 講談社 1999 930.27ｳ

麻雀入門　絵でわかる　ルールの説明・アガリ方・役
づくり・得点計算

小島　武夫 ナツメ社 1996 797.5ｺ

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｅｘｃｅｌ　２００３　応用　付属資
料：ＣＤ-ＲＯＭ（１枚）　（よくわかるトレーニングテキ

富士通エフ・オー・エム株式
会社

ＦＯＭ出版 2003 007.63ﾏ

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｅｘｃｅｌ　２００３　基礎　付属資
料：ＣＤ-ＲＯＭ（１枚）

富士通オフィス機器 ＦＯＭ出版 2003 007.63ﾏ

マイセルフ品川プラン 男女共同参画のための品川
区行動計画(第5次)　（概要版つき）

品川区男女共同参画セン
ター 編

品川区男女共同
参画センター

2019 367ﾏ

マイ・ドリーム・キャリア 秋本　リカ マガジンハウス 1996 916ｱ



マイナス10歳ボディを作るまいにち魔法の生酵素
ジュース　石臼式サイレントジューサーでやせ体質と
美肌をサポート！

植木　もも子 日東書院本社 2012 498.58ｳ

毎日、新しい自分を発見する本 中山　庸子 ベストセラーズ 1998 159ﾅ
毎日使える酒粕のレシピ　料理をおいしく、体を元気
に

石澤　清美
学研パブリッシン
グ

2012 596ｲ

毎日の生き方生きる力をつける言葉３６６ 吉池　閑 三心堂 1997 159.8ﾖ
毎日の乾物レシピ　おいしい、節約、栄養たっぷり 高城　順子 日本文芸社 2010 596ﾀ
毎日の食事　おかあさんがつくったアレルギーっ子
のレシピー

食物アレルギーの子を持つ
親の会料理スタッフ

日本放送出版協
会

1996 493.14ﾏ

Ｍｙ　ｎａｍｅ　ｉｓ・・・世界にひとつだけの名前
Ｍｙ　ｎａｍｅ　ｉｓ・・・プロジェク
ト　編

角川書店 2006 288.12ﾏ

マイ・ファミリー 森　瑶子 中央公論社 1996 914.6ﾓ

ＭＹ ＬＩ ＦＥ　Twenty Japanese Women Scientists
女性科学者に明るい未来を
の会  編

内田老鶴圃 2002 402.10ﾏ

マインド・レイプ　自己啓発セミナーの危険な素顔  ド
キュメント

塩谷　智美 三一書房 1997 146.8ｴ

前向きに生きる力　自分の心をどう成功にみちびく 伊吹　卓 ＰＨＰ研究所 1997 159ｲ
巻き貝はなぜらせん形か　かたちを科学する 高木　隆司 講談社 1997 423ﾀ
枕を高くして　片岡鶴太郎のベッドサイドストーリー
明日を元気に生きるための８章

片岡　鶴太郎 近代映画社 1998 721.9ｶ

負けない自分をつくる心理学 Ｊ・デイムス、国分  康孝 三笠書房 1996 159ﾃﾞ
負けるな子どもたち！　スーパーガキ大将ここにあ 渡辺　容子 径書房 1989 369.42ﾜ
マザー・ストレス　産んで得るもの、失うもの 上原  章江 青春出版社 2001 367.3ｳ
マザー・テレサへの旅路　祈りと愛に触れた日々 神渡　良平 サンマーク出版 1997 198.22ｶ
マザー・ロシア　ロシア文化と女性神話 ジョアンナ・ハッブズ 青土社 2000 382.38ﾊ
マザコン文学論　呪縛としての母 山下　悦子 新曜社 1991 910.4ﾔ
まじめな親の子どもが危ない 三好　邦雄 飛鳥新社 1999 371.45ﾐ
魔少女ビーティー・ボゥ ルース・パーク 新読書社 1993 933ﾊﾟ
魔女幻想　呪術から読み解くヨーロッパ 度會　好一 中央公論新社 1999 387ﾜ
魔女裁判　魔術と民衆のドイツ史 牟田  和男 吉川弘文館 2000 234.04ﾑ

魔女・産婆・看護婦　女性医療家の歴史
バーバラ・エーレンライク、
ディアドリー・イングリシュ

法政大学出版局 1996 490.23ｴ

魔女の審判　増補改訂版 駒尺　喜美、小西　綾 不二出版 1986 367.04ｺ
魔女の論理　エロスへの渇望 駒尺　喜美 エポナ出版 1978 367ｺ
魔女の論理　増補改訂版 駒尺　喜美 不二出版 1986 367.04ｺ

またあの一日がはじまる　児童虐待の真実 川越  智子
ネコ・パブリッシ
ング

2001 369.4ｶ

まだある！職場のセクハラ・パワハラ 和田　順子 薪水社 2012 366.3ﾜ
またたび回覧板 群　ようこ 新潮社 1996 914.6ﾑ
マタニティブルー　赤ちゃんを抱いた泣きべそママた 木村　もちこ サイマル出版会 1988 599ｷ
マタニティー・レシピ75　プレママのための手軽でお
いしい料理本

土井　正子　監修 地球丸 2006 498.59ﾏ

まだフェミニズムがなかったころ　１９７０年代女を生 加納　実紀代 インパクト出版会 1994 367.21ｶ
街を歩けばいいことに当たる 矢野　顕子 角川書店 1997 767.8ﾔ
間違いだらけの定年設計　頭で考える老後と現実の
老後の違い

川北　義則 青春出版社 1999 367.7ｶ

間違いだらけの面接対策  ２００２年版　人事の本音
はここにある

福沢  恵子 日経事業出版 2000 336.42ﾌ

間違えるな日本人　戦後思想をどう乗り越えるか 林　道義、小浜　逸郎 徳間書店 1999 309.02ﾊ
町田市男女平等推進計画　第４次　一人ひとりがそ
の人らしく生きるまちだプラン（概要版つき）

町田市男女平等推進セン
ター　編

町田市 2017 FW367ﾏ

まちねずみジョニーのおはなし　（ピーターラビットの
絵本９）

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

真っ白でいるよりも 谷川　俊太郎 集英社 1995 911.56ﾀ
まっ直ぐに生きるために 伊藤　雅子 未来社 1987 914.6ｲ
松田聖子論 小倉　千加子 飛鳥新社 1989 767ｵ
松戸市男女共同参画プラン　女性と男性ともに創る
パートナーシップ

松戸市女性センター
松戸市女性セン
ター

1998 FW367ﾏ

ま・ど・う　（神品正子戯曲集１） 神品　正子 カモミール社 2003 912.6ｺ
まどから・おくりもの 五味　太郎 偕成社 1983 913ｺﾞ
窓口で役立つ手話ハンドブック 窓口の手話研究会　編 あすなろ書房 1996 378.28ﾏ
窓のむこうに 平岩　弓枝 廣済堂出版 1995 914.6ﾋ
マナーのすべてがわかる便利手帳　これ一冊で完
ぺき！（カラー版）

岩下　宜子（監修） ナツメ社 2016 385.9ﾏ

「学び」を通じた女性の社会参画を促進するグッド・
プラクティス収集調査報告書　（文部科学省委託事

全国女性会館協議会
全国女性会館協
議会

2017 FW367ﾏ

学びつつ生きる女性 原　輝恵  編、野々村  恵子 国土社 1988 379.46ﾊ



学び働く女の時代 冨士谷　あつ子（他） 勁草書房 1986 379ﾌ
学んでみたい女性学　フェミニズムと女性の生活 中田　照子（他） ミネルヴァ書房 1995 367.2ﾏ
学んでみようセクシュアル・ライツ　女と男ステキな
おとなになるために

原田  瑠美子 十月舎 2000 367.99ﾊ

マニュアル定年前後　雇用保険・健康保険・年金・税
金の手続きすべて

出版退職者懇談会相談室 東洋経済新報社 1999 366.46ﾏ

魂込め（まぶいぐみ） 目取真  俊
朝日新聞社出版
局

1999 913.6ﾒ

魔法の輪 スザンナ・タマーロ あすなろ書房 1997 973ﾀ
幻の子ども像 青木　悦 坂本鉄平事務所 2005 374.6ｱ
幻のヴェネチア魚食堂　イタリア味見旅 貝谷　郁子 晶文社 1996 596.23ｶ
ママ、明日はお休み 黒田　あゆみ マガジンハウス 1996 916ｸ
ママ、あたしを好きになって 白川　紫枝 さんこう社 2007 913.6ｼ
ママおかわりっ　食べることが楽しい子に 小林　カツ代 学陽書房 1996 596ｺ
ママでなきゃ、だめ　ワーキング・ウーマンの子育て 黒田　あゆみ マガジンハウス 1996 916ｸ

ママと赤ちゃんの心理療法 ベルトラン・クラメール
朝日新聞社出版
局

1994 146.8ｸ

ママと作るアイデア集リサイクル小物 ブティック社　編 ブティック社 1995 750ﾏ
ママ、悩まないで　育児トラブル解消コミック 高瀬　直子 小学館 1998 599.04ﾀ
ママになりたい　女性のカラダと卵子と不妊治療　ｉ
ｗｉｓｈ…

不妊治療情報センター　編 シオン 2012 495.48ﾏ

ママになりたい　体外受精の現状　２０１５　ｉ　ｗｉｓｈ 不妊治療情報センター　編 シオン 2015 495.48ﾏ
ママになりたい　妊娠しやすいからだづくり　ｉ　ｗｉｓｈ 不妊治療情報センター　編 シオン 2007 495.48ﾏ
ママにもいえなかった　＊ウルフ・グスタフソン  画 ミカエル・ルンドグレン アーニ出版 1995 367ﾙ
ママの仕事復帰のために　パパも会社も知っておき
たい４６のアイディア

ファザーリング・ジャパンマ
ザーリングプロジェクト　編

労働調査会 2014 366.38ﾏ

ママのためのパソコン読本　みんなで使う簡単パソ
コン利用術

沢木　文 ロード出版 1999 007.6ｻ

ママのどたばたパソコン日記 大塚  忍 共同通信社 2000 548.29ｵ
ママ、パパおしえて！　パパにはオッパイはない
の？赤ちゃんははどこからくるの？

高柳　美知子 子どもの未来社 2006 367.99ﾀ

ママハハ物語 宮迫　千鶴 思潮社 1987 914.6ﾐ
ママ、もう泣かないからね 心療内科を考える会  編 ＫＩＢＡ　ＢＯＯ 1998 914.68ﾏ

ママも今日から働くワ！　主婦の再就職講座 上田　晶美
日本経済新聞出
版社

2008 366.29ｳ

ママより女　母より妻、妻より女のフランス　女より
妻、妻より母の日本

ドラ・トーザン 小学館 2011 367.23ﾄ

ママは大臣パパ育児　ヨーロッパをゆさぶる男女平
等の政治

三井　マリ子 明石書店 1995 367.23ﾐ

ママは働いたらもっとスゴイぞ！ 和田　清華 ダイヤモンド社 2007 367.3ﾜ
ママはローマに残りたい 神谷　ちづ子 三田出版会 1996 914.6ｶ
迷いつつ母 木村　栄 大月書店 1991 367.3ｷ
迷いの園　＊新しい台湾の文学 李　昂 図書刊行会 1999 923.7ﾘ

迷える女の子たちへの手紙
スザンナ・タマーロ　著　泉
典子　訳

草思社 2003 974ﾀ

迷える娘と励ます母の往復書簡　遠回りでもいい自
分の道を探して

相磯　まつ江、芹沢  眞澄 学陽書房 1995 916ｱ

マヨルカの冬 ジョルジュ・サンド 藤原書店 1997 955.6ｻ
マリア・カラス　ひとりの女の生涯 ピエール  ジャン・レミ みすず書房 2000 762.8ﾚ
マリア・カラス・コンクール　スカラ座への道 中丸　三千繪 講談社 1991 766ﾅ
マリー・アントワネットの生涯 藤本　ひとみ 中央公論社 1998 289ﾌ
まりもちゃんのアトピーライフ　衣食住・家族・病院・
近所づきあいまで

竹中　恭子
農山漁村文化協
会

1997 493.93ﾀ

マリリン グロリア・スタイネム 草思社 1987 778.25ｽ
丸刈りにされた女たち　「ドイツ兵の恋人」の戦後を 藤森　晶子 岩波書店 2016 367.235ﾌ
マルクス主義とフェミニズムの不幸な結婚 Ｌ．サージェント 勁草書房 1991 367.2ｻ
マルクス主義フェミニズムの挑戦　第２版 Ａ．クーン  編、Ａ．ウォルプ 勁草書房 1986 367.2ｸ

マルクスの娘たち
Ｏ．Ｂ．ヴォロビヨヴァ、Ｉ．シ
ネリニコヴァ

大月書店 1979 289ﾎﾞ

マルグリット・デュラス
クリスティアーヌ・ブロ＝ラバ
レール

国文社 1996 950.27ﾌﾞ

まる子だった さくら　ももこ 集英社 1997 914.6ｻ
マンガ新米ママ素朴な疑問お助け講座 くぼた　美樹 講談社 1998 599ｸ

マンガでやさしくわかるアサーション 平木　典子
日本能率協会マ
ネジメントセン

2015 361.45ﾋ

まんがで読む・ひとびとの生と性　５　新しい自分を
みつけよう　（エイズ・戦争の中の性・売買春・同性
愛・団共同参画社会）

山本　直英、高柳　美智子
東山　えつこ（まんが）

ポプラ社 2000 367ﾔ



まんがドタバタ女ひとり旅　　世界の端から恥まで ノムラ＝ポレポレ　作・絵
主婦の友イン
フォス情報社

2013 290.9ﾉ

マンガ　乳がん　（知ってなおすシリーズ１） 河野　範男 エクスナレッジ 2010 495.46ｺ
マンションは何千万円もして人生最大の買い物なの
に高いか安いかわからないしどうやって選んだらよ
いかわからない人が読む本　（エクスナレッジムッ

高田　七穂 エクスナレッジ 2008 365.35ﾏ

マンズ・ワールド　フェミニズムと男らしさのあいだで エリス・コーズ 日本経済評論社 1998 367.5ｺ
マンマミア 内田　洋子 東洋経済新報社 1999 283.7ｳ
万葉恋歌　日本人にとって愛するとは 永井　路子 光文社 1995 913.6ﾅ

万葉四季の花　＊山崎・写真
入江　泰吉  写真、山崎  しげ
子  文

晃成出版社 1991 470ｲ

万葉集 大庭　みな子 講談社 1989 911.12ｵ
三浦綾子対話集　４　共に歩む 三浦　綾子　編 旬報社 1999 914.6ﾐ4
見えない戦争　私が訪ねた戦後の湾岸 斎藤　千代　編著 ＢＯＣ出版部 1991 391ｻ

見えなかった死　子ども虐待データブック
子どもの虐待防止ネットワー
ク・あいち  編

キャプナ出版 1998 369.4ﾐ

未開の顔・文明の顔 中根　千枝 中央公論社 1990 290.9ﾅ
右脳教授のおもしろ読本 品川　嘉也 同文書院 1991 491ｼ
ミキハウス症候群 緒方　明 宝島社 1993 367.3ｵ
三くだり半　増補　江戸の離婚と女性たち 高木　侃 平凡社 1999 385.4ﾀ
巫女の王斉明　（日本の女帝） 小石　房子 作品社 2002 913.6ｺ
未婚化社会の親子関係　お金と愛情にみる家族の 宮本　みち子（他） 有斐閣 1997 367.3ﾐ
身近な人が「心の病」か迷ったときに読む本　ホー
ム・メディカ・ブックス

磯部　潮 小学館 2007 493.7ｲ

見知らぬ中学生の皆さんに　宇治中学校での戦争
体験講座に招かれて

髙林　實結樹 古橋　悦子　編 2019 210.75ﾀ

水かがみ　出会い、老いの周辺 井久保　伊登子 ミネルヴァ書房 1991 916ｲ
自らを欺かず 尾形  明子 筑摩書房 2001 910.2ｵ
自ら愉しむ人間のすすめ　心をゆるやかにする心理 宗像　恒次 亜紀書房 1998 146.8ﾑ
みすゞさん　第１集　童謡詩人・金子みすヾの優しさ
探しの旅

金子　みすゞ、三瓶  季恵 春陽堂書店 1997 911.58ｶ1

みすヾさん　第２集　童謡詩人・金子みすヾの優しさ
探しの旅

金子　みすゞ、三瓶  季恵 春陽堂書店 1998 911.58ｶ2

水の時間風の休日 落合　恵子
ベネッセコーポ
レーション

1997 914.6ｵ

ミス・ホーキンズの五年日記 バーニス・ルーベンス 創流社 1996 933.7ﾙ
魅せられてニューヨーク　日本人ワーキングガール
たちの現在

福家　成子 駸々堂出版 1990 916ﾌ

三鷹の女性史　むさしの文庫０　創刊準備号
三鷹市女性史聞き書きの会
編

むさしの文庫刊
行準備会

2003 367.21ﾐ

みだれ髪  １　チョコレート語訳 俵　万智、與謝野　晶子 河出書房新社 1998 911.16ﾀ1
みだれ髪　２　チョコレート語訳 俵　万智、與謝野　晶子 河出書房新社 1998 911.16ﾀ2
道　ある反骨の女の一生 山本　信枝 ドメス出版 1988 289ﾔ
未知への旅立ち　アインシュタイン新自伝ノート アルバート・アインシュタイン 小学館 1991 289ｱ
美智子様マナーとお言葉の流儀　「日本一のお手
本」から学べること７２

渡邊みどり こう書房 2015 288.44

３日でわかるからだのしくみ 田野井  正雄 ダイヤモンド社 2000 491ﾀ
三日やったらやめられない 篠田　節子 幻冬舎 1998 914.6ｼ
密告者ステラ　ヒトラーにユダヤ人同胞を売った女 ピーター・ワイデン 原書房 2010 289.3ﾜ
密室のサイコ・セラピー　女医は患者に何をしたの
か

ゲリー・チェイフェッツ、モーリ
ス・チェイフェッツ

イースト・プレス 1996 936ﾁ

密着母娘　誤った母と正しいつもりの娘 門野　晴子、門野  智子 講談社 2000 367.3ｶ
三つの祖国　満州に嫁いだ日系アメリカ人 上坂　冬子 中央公論社 1996 289ｶ
ミッドナイト・コール 上野　千鶴子 朝日新聞社 1990 914.6ｳ
見て覚えるマル新男の料理　おいしい、簡単、君に
も手軽につくれる

オリジナル・シェフクラブ  編 日東書院 1997 596ﾐ

認められぬ病　現代医療への根源的問い 柳澤　桂子 中央公論社 1998 916ﾔ
ミドリさんの冒険　女ソクラテス風雲録 中丸　由紀子 近代文藝社 1996 913.6ﾅ
みどりの国　滞在日記 エリック・ファーユ 水声社 2014 291.09ﾌ

緑深き森へ遊学行　コスタ・リカ 今井　通子
日本放送出版協
会

1997 295.76ｲ

ミドルセックス
ジェフリー・ユージェニデス
著　佐々田　雅子　訳

早川書房 2004 933.7ﾕ

港区男女平等参画行動計画　平成２２年度～２６年
度（２０１０～２０１４年度）　（概要版つき）

港区 港区 2010 FW367ﾐ

南イタリアの家庭料理　地中海式ダイエットの原点
美味と健康にあふれた食卓

ダニエラ・オージック 保健同人社 1994 596.23ｵ

醜い日本人　新装版　日本の沖縄意識 大田　昌秀 サイマル出版会 1995 219.9ｵ



ミニコミ魂
南陀楼　綾繁（他）  著、串間
努  編

晶文社 1999 051ﾐ

ミニコミのつくり方 近藤　恵 情報センター出 1997 021.4ｺ

ミヒャエル・エンデ　物語の始まり ペーター・ボカリウス
朝日新聞社出版
局

1995 930.28ﾎﾞ

みみどしま 亀山　房代 ぱすてる書房 1996 598.2ｶ
ミラー・ウィズィン　女性が本当の自分に出会うため アン・ディクソン 新水社 1995 141.74ﾃﾞ
未来への選択　２１世紀高齢化社会を克服する社会
システムへの変革

ピーター　Ｇ．ピーターソン
ベネッセコーポ
レーション

1997 332.53ﾋﾟ

未来への扉をひらく　川田龍平・悦子親子とその仲
間たち

薬害エイズとたたかう龍平君
を支える会  編著

桐書房 1998 498.12ﾐ

未来を拓く　労働省女性行政半生紀のあゆみ
女性労働協会女性と仕事の
未来館  編

女性労働協会女
性と仕事の未来

2000 FW367.2ﾐ

未来のページは私が創る　暮らし発・いのち発 馬場  利子 地湧社 2001 519.21ﾊﾞ
未来はありますか　おもいを語る 岡部　伊都子 昭和堂 1999 914.6ｵ
ミラノ霧の風景 須賀　敦子 白水社 1996 914.6ｽ
ミラノの風とシニョリーナ 坂東　真砂子 中央公論社 1997 915.6ﾊﾞ
ミレニアム開発目標世界から貧しさをなくす８つの方
法　動く→動かす編（合同ブックレット）

津山　直子［他］ 合同出版 2012 333,8ﾐ

民族強姦と処女膜幻想　日本近代・アメリカ南部・
フォークナー

寺沢　みづほ 御茶の水書房 1992 930.28ﾃ

みんなが主役・新介護時代　老いを支える新しいシ
ステムづくり

沖藤　典子 ミネルヴァ書房 1997 369.26ｵ

みんな元気に病んでいる　心がしんどい普通の人々 藤臣　柊子 サンマーク出版 1999 493.7ﾌ
みんな子どもだった ティーンズポスト ティーンズポスト 2001 367.6ﾐ
みんなで創る一人ひとりが支える高齢社会　女性が
進める介護の社会化３

樋口　恵子　編 ミネルヴァ書房 1998 369.26ﾋ

みんな、どうして結婚してゆくのだろう 姫野　カオルコ 大和出版 1997 914.6ﾋ
みんな悩んで大人になる　大人になるために子ども
が知っておくべきこと

デイビット・ヴィスコット、ジョ
ウナ・カルブ

ほるぷ出版 1996 367.6ﾋﾞ

みんなの幸せをもとめて　同和問題をはじめ人権問
題を学ぶために

東京都教育庁　編 東京都教育庁 2015 327.7ﾐ

みんなの幸せをもとめて　同和問題をはじめ人権問
題を学ぶために

東京都教育庁　編 東京都教育庁 2015 327.7ﾐ

東京都教育庁　編　（人権啓発学習資料）　同和問
題をはじめ人権問題を学ぶために

東京都教育庁 東京都教育庁 2016 327.7ﾐ

みんなの幸せをもとめて　　（人権啓発学習資料） 東京都教育庁　編 東京都教育庁 2017 327.7ﾐ
みんなの幸せをもとめて 　　同和問題をはじめ人権
問題を学ぶために　(人権啓発学習資料）

東京都教育庁 編 東京都教育庁 2018 327.7ﾐ

みんなの幸せをもとめて　（人権啓発学習資料）同
和問題をはじめ人権問題を学ぶために

東京都教育庁 東京都教育庁 2019 327.7ﾐ

みんなの幸せをもとめて　（人権啓発学習資料）同
和問題（部落問題）をはじめ人権問題を学ぶために

東京都教育庁 編 東京都教育庁 2020 327.7ﾐ

みんな「夫婦」で病んでいる　なぜ、自分で選んだ人
がエイリアン夫モンスター妻に変わるのか

本田　りえ 主婦の友社 2015 367.3ﾎ

みんな未熟な親なんだ　グループ子育てのすすめ 原田　正文
農山漁村文化協
会

1999 599ﾊ

民法　２　物権　借地・借家 水本　浩（他） 有斐閣 1991 324ﾐ2
民法　５　親族・相続 有地　亨（他） 有斐閣 1989 324ﾐ5
民法改正そこが知りたい　選択別姓と子どもの平等
を

民法改正をすすめるグルー
プ  編

かもがわ出版 1996 324.6ﾐ

民法入門　２　家族法　第３版 川井　健　編 有斐閣 1992 324ｶ2
ムーブ相談室企画セミナー記録集 ’９８　私のため
のカウンセリ

北九州市立女性センター
ムーブ  編

北九州市立女性
センタームーブ

1999 FW367ﾑ

無縁社会　“無縁死”三万二千人の衝撃
NHK[無縁社会プロジェクト」
取材班　編著

文芸春秋 2010 367.7ﾑ

向い風 住井　すゑ 新潮社 1993 913.6ｽ

麦畑をかけぬけて　聞き書き清瀬の女たち
清瀬市男女共同参画セン
ター清瀬女性のくらしを記録
する会　編著

清瀬市男女共同
参画センター

2006 FW367.21

無限の網　草間彌生自伝 草間　彌生 新潮社 2012 702.16ｸ
無言館の詩　戦没画学生祈りの絵 第３集 窪島  誠一郎 講談社 2001 723.1ｸ

武蔵の国府と国分寺　府中市郷土の森博物館ブッ
クレット４

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 290ﾑ

武蔵野市女性史　通史編
武蔵野市女性史編纂委員会
編

武蔵野市 2004 367.2ﾑ



武蔵野市女性史　聞き書き集
武蔵野市女性史編纂委員会
編

武蔵野市 2004 367.2ﾑ

武蔵野市男女共同参画計画推進状況調査報告書
第三次 (令和元年度)　（平成30年度実績分）

武蔵野市男女平等推進セン
ター 編

武蔵野市 2020 FW367ﾑ

武蔵野市男女共同参画計画推進状況調査報告書
第２次（平成２５年度）

武蔵野市　編 武蔵野市 2014 FW367ﾑ

武蔵野市男女共同参画計画推進状況調査報告書
第三次（平成27年度）　（平成２６～３０年度）

武蔵野市男女共同参画推進
センター　編

武蔵野市 2016 FW367ﾑ

武蔵野市男女共同参画計画推進状況調査報告書
第三次（平成27年度）

武蔵野市男女平等推進セン
ター

武蔵野市 2017 FW367ﾑ

武蔵野市男女共同参画計画推進状況調査報告書
第三次(平成29年度)　（平成26～30年度）

武蔵野市男女平等推進セン
ター 編

武蔵野市 2019 FW367ﾑ

武蔵野市男女共同参画週間事業　男女共同参画
フォーラム報告書

武蔵野市男女共同参画週間
事業実行委員会

武蔵野市男女共
同参画週間事業
実行委員会

2013 FW367ﾑ

武蔵野市男女平等進計画　第四次　（概要版つき） 武蔵野市 編 武蔵野市 2019 367ﾑ

武蔵野市男女平等に関する意識調査報告書
武蔵野市男女平等推進セン
ター

武蔵野市男女病
推進センター

2018 FW367ﾑ

武蔵野市男女平等に関する意識調査報告書概要
版 平成29年度

武蔵野市男女平等推進セン
ター

武蔵野市男女平
等推進センター

2018 FW367ﾑ

武蔵野市男女共同参画計画推進状況調査報告書
第三次　（平成２６年度）

武蔵野市　編 武蔵野市 2015 FW367ﾑ

武蔵府中くらやみ祭　府中市郷土の森博物館ブック
レット５

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

2004 386ﾑ

武蔵府中まちの歴史物語 府中市 編 府中市 2019 213.65ﾑ
ＭＵＳＡＳＨＩＨＵＣＨＵ　ＬＥＳＩＧＮＥ　ＭＡＧＡＺＩＮＥ
ＭＥＭＯＲＩＡＬ 　府中駅南口第一地区市街地再開発
事業記念誌　ｓｉｄｅ－Ａ　Ｔｏｉｌｅ

ｼﾃｨｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ､ﾗﾌﾞ･ﾋﾞｰﾁ
府中駅南口第一
地区市街地再開
発組合

2019 518ﾑ

ＭＵＳＡＳＨＩＨＵＣＨＵ　ＬＥＳＩＧＮＥ　ＭＡＧＡＺＩＮＥ
ＭＥＭＯＲＩＡＬ 　府中駅南口第一地区市街地再開発
事業記念誌　ｓｉｄｅ－Ｂ　Ｐｅｉｎｔｕｒｅ

ｼﾃｨｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ､ﾗﾌﾞ･ﾋﾞｰﾁ
府中駅南口第一
地区市街地再開
発組合

2019 518ﾑ

武蔵村山市男女共同参画計画　第三次　（平成２７
年度～平成３１年度）

武蔵村山市　編 武蔵村山市 2015 FW367ﾑ

無印親子物語 群　ようこ 角川書店 1996 913.6ﾑ
息子への手紙　そして、いつの日か大人になるすべ
ての男の子へ

ミシェル・フィトゥーシ ＰＨＰ研究所 1999 954.6ﾌ

息子を犯罪者にしない１１の方法 和田  秀樹（他） 草思社 2000 379.9ﾑ
息子に三下り半　ハルさんちの卒業式 下田　治美 文藝春秋 1997 914.6ｼ
息子の思春期 久田　恵 学陽書房 1999 914.6ﾋ
娘アガタへの手紙　国際化時代の女性の生き方・愛 フランソワーズ・モレシャン ロングセラーズ 1993 914.6ﾓ
娘を傷つける母親の口癖 金盛  浦子 青樹社 2000 367.3ｶ
娘が母を拒むとき　癒しのレッスン イブリン・Ｓ．バソフ 創元社 1996 367.3ﾊﾞ
娘心にブルースを 原　由子 ソニー・マガジン 1998 767.8ﾊ
娘時代　ある女の回想 シモ－ヌ・ド・ボーヴォワール 紀伊國屋書店 1961 953ﾎﾞ
娘たちの江戸 森下　みさ子 筑摩書房 1996 384.6ﾓ
娘に語る祖国満州駅伝　従軍慰安婦編 つか　こうへい 光文社 1997 916ﾂ
娘の言い分親の言い分 吉武　輝子、宮子　あずさ 国土社 1986 367.3ﾖ
娘の一生　結婚くらいできると思っているあなたに贈
る

酒井　冬雪
東急エージェン
シー

1997 367.21ｻ

娘の学校　性差の社会的再生産 マリー・デュリュ＝ベラ 藤原書店 1993 370ﾃﾞ
娘の誘惑　フェミニズムと精神分析 Ｊ．ギャロップ 勁草書房 2000 367.1ｷﾞ
娘はなぜストーカーに殺されたか ジョージ・ラードナー Ｊｒ． 文藝春秋 1997 368.64ﾗ
霧氷の花　（囚われた女たち　第１部） 山代　巴 径書房 1994 913.6ﾔ
むらを動かす女性たち 農村女性問題研究会  編 家の光協会 1992 611.9ﾑ
むらがつぶれるって？　２００１年度徳島県男女共同
参画プラザ"はばたき”童話募集最優秀賞作品

村上　昭美 徳島県 2004 FW367ﾑ

村上祥子の野菜たっぷりのおかず　からだにおいし
い黄金比レシピ　野菜2：たんぱく質1

村上　祥子 日本文芸社 2008 596.3ﾑ

紫式部物語  上　その恋と生涯 ライザ・ダルビー 光文社 2000 910.23ﾀﾞ1
紫式部物語  下　その恋と生涯 ライザ・ダルビー 光文社 2000 910.23ﾀﾞ2
無理しない人ほど強くなれる　人を気にして頑張りす
ぎる心理

加藤　諦三 三笠書房 1996 159ｶ

群ようこ対談集解体新書 群　ようこ 新潮社 1995 914.6ﾑ
メアリ・ウルストンクラフトの生と死　１ クレア・トマリン 勁草書房 1989 289ﾄ1
メアリ・ウルストンクラフトの生と死　２ クレア・トマリン 勁草書房 1989 289ﾄ2
メイク・ミー・シック 山田　詠美 集英社 1991 914.6ﾔ
メイコとカンナのことばの取説 中村　メイコ、神津　カンナ 亜紀書房 2006 810.4ﾅ



名作を書いた女たち 池田　理代子 講談社 1995 902.3ｲ
名作よんでよんで　わらいばなし20話 西本　鶏介　（監修） 学研プラス 2017 908.3ﾒ
明治快女伝　わたしはわたしよ 森　まゆみ 労働旬報社 1996 281ﾓ
明治という国家 司馬　遼太郎 日本放送出版会 1989 210.6ｼ
明治の結婚明治の離婚　家庭内ジェンダーの原点 湯沢  雍彦 角川学芸出版 2005 367.4ﾕ

名探偵マリリン 荻野　アンナ
朝日新聞社出版
局

1995 913.6ｵ

メール入門  そのまた入門　５０歳から始める  ＊付
属資料：ＣＤ－ＲＯＭ（１枚）

牧野  保子  編 主婦の友社 2001 547.4ﾒ

メールの書き方・アポのとり方  ２００１年度　企業ア
プローチのための

佐竹  祐司 ぱる出版 1999 336.42ｻ

女神たち 小田  まゆみ 現代思想社 1999 737ｵ
女神のこころ　聖なる女性をテーマにした芸術と神
話

ハリー・オースティン・イーグ
ルハート

現代思潮新社 2000 164ｲ

女神の時代　女性原理が２１世紀の文明を作る 水上　洋子（他） 星と森 1997 367.2ﾐ
女神の神話学　処女母神の誕生 松村　一男 平凡社 1999 164ﾏ

メグさんの男の子のからだとこころQ&A
メグ・ヒックリング　著　三輪
妙子　訳

築地書館 2004 367.99ﾋ

メグさんの女の子・男の子からだＢＯＯＫ
メグ・ヒックリング　著　キム・
ラ・フェイブ　画　三輪　妙子

築地書館 2003 367.99ﾋ

めぐり合い百集　信濃折り折りの記 丸岡　秀子 未来社 1978 914.6ﾏ
目黒区男女平等･共同参画センター事業記録 平成
２９年度版

目黒区男女平等･共同参画
センター

目黒区男女平
等･共同参画セ

2018 FW367ﾒ

目黒区男女平等・共同参画センタ-事業記録 平成
30年度版

目黒区男女平等・共同参画
センター

目黒区男女平等
共同参画セン

2019 FW367ﾒ

目黒区男女平等・共同参画推進計画　平成２８年度
～平成３２年度　（概要版つき）

目黒区　編 目黒区 2016 FW367ﾒ

目黒区男女平等・共同参画センター事業記録　平成
２５年度版

目黒区男女平等・共同参画
センター

目黒区男女平
等・共同参画セ

2014 FW367ﾒ

目黒区男女平等･共同参画センター事業記録  平成
２８年度版

目黒区男女平等･共同参画
センター

目黒区男女平
等･共同参画セ

2017 FW367

目黒区男女平等・共同参画センター事業記録　平成
２７年度版

目黒区男女平等・共同参画
センター

目黒区男女平
等・共同参画セ

2016 FW367ﾒ

めざすは月　（タンタンの冒険旅行１２） エルジェ　作、川口　恵子　訳 福音館書店 1991 993ｴ
めざせ個人起業家　成功への２１の着眼とヒント 大野　和弘 プレジデント社 1995 673ｵ
目指せ！夫婦ツーオペ育児ふたりで親になるわけ 水谷　さるころ 新潮社 2018 598.3ﾐ
めざせワーキングマザー　産休・育休も組み入れた
ライフ＆キャリアデザイン

河野　真理子 読売新聞社 1997 366.38ｺ

めざめる女つぶやく男　富田林・発:ジェンダーエッセ
イ集

ジェンダー・学び・プロジェクト
編

部落解放・人権
研究所

2003 367.1ﾒ

メス化する自然　環境ホルモン汚染の恐怖 デボラ・キャドバリー 集英社 1998 464.55ｷ
メディアがつくるジェンダー　日独の男女・家族像を
読みとく

村松  泰子  編、ヒラリア・ゴ
スマン  編

新曜社 1998 367ﾒ

メディア・セクシズム　男がつくる女（ファンタジー） Ｊ．ディッキー（他）  編 垣内出版 1995 366.38ﾒ
メディアと暴力 佐々木　輝美 勁草書房 1996 361.45ｻ
メディアに描かれる女性像　増補・反響編付　新聞を
めぐって

メディアの中の性差別を考え
る会

桂書房 1993 367.21ﾒ

メディアにひそむ母性愛神話 大日向　雅美 草土文化 2003 367.3ｵ
メディア・リテラシー　情報を正しく読み解くための知 渡辺　武達 ダイヤモンド社 1997 070.14ﾜ
メディア・リテラシー　世界の現場から 菅谷  明子 岩波書店 2000 070ｽ
メディア・リテラシー　マスメディアを読み解く カナダ・オンタリオ州教育省 リベルタ出版 2006 361.45ﾒ

メディア・リテラシーを学ぶ人のために 鈴木　みどり　編
世界思想社教学
社

1997 361.45ｽ

メディアリテラシーとジェンダー　構成された情報と
つくられる性のイメージ

諸橋　泰樹 現代書館 2009 361.45ﾓ

メディア・リテラシーの現在と未来 鈴木  みどり  編
世界思想社教学
社

2001 361.45ﾒ

目にうつるもの・感じるもの 山崎  慶子 フェリシモ 2001 019.5ﾔ
メノポーズ革命　時の贈り物を快適に 落合　恵子 文化出版局 1999 914.6ｵ
メンタル・クリニックへ行こう　精神科医が見た、ビジ
ネスマンの心の破滅１５の危機

慶応ＯＢ精神医療研究グ
ループ

芸神出版社 1996 493.7ﾒ

もういい人にならなくていい　ラクな心で生きるため 香山　リカ 海竜社 1999 493.7ｶ
もう家には帰らない　さよなら日本一醜い親への手 ＣｒｅａｔｅＭｅｄｉａ  編 メディアワークス 1998 914.68ﾓ
もういちど生まれる 朝井　リョウ 幻冬舎 2011 913.6ｱ
もういちど二人で走りたい 浅井　えり子 徳間書店 1995 916ｱ
もう一度学びたい人の勉強ガイド 坪田　一男 ゴマ情報セン 1999 376.8ﾂ
もう、男たちにまかせられない　新フェミニズム宣言 水上　洋子 近代文藝社 1996 914.6ﾐ
もう、女はやってられない 田嶋　陽子 講談社 1993 367.21ﾀ



もう限界！！介護費用を「一円でも安くしたい」とき
に読む本　お金にこだわった介護ガイドブック

高室　成幸　監修 自由国民社 2011 369.26ﾓ

もうこわくない
マリー・ヴァブス　著　安藤
由紀　訳

金の星社 2002 993ｳ

もうすぐあなたも遠距離介護　離れて暮らす親のケ 太田　差恵子 北斗出版 1998 369.26ｵ

もう悩まない！不妊症の最新治療戦略 田中　雄大
幻冬舎ルネッサ
ンス

2012 495.48ﾀ

もうひとつの生き方 宮迫　千鶴 海竜社 1991 159ﾐ
もうひとつの絵画論　フェミニズムと芸術 若桑　みどり、萩原  弘子 松香堂書店 1991 720.1ﾜ
もうひとつの暮らし・働き方をあなたに　ワーカーズ・
コレクティブ入門

宇津木  朋子（他）
協同図書サービ
ス（株）

1987 366ﾓ

もうひとつの女性哀史　繁華街の片隅で生きた外国
人女性たちの記録

落合　晴江 角川学芸出版 2010 367.2ｵ

もうひとつのノーベル平和賞　平和を紡ぐ1000人の
女性たち

日本語プロジェクトコーディネ
イター　編

金曜日 2008 319.8ﾓ

もう一つの発見自分を生きるために 津村　節子 海竜社 1991 914.6ﾂ
もう一人の自分を見つけた彼女たち　夢をかなえる
生き方のヒント

村上　広美 大和書房 1998 366.29ﾑ

もう一人の、私 如月　小春 海竜社 1995 914.6ｷ
もうひとりの私をゆるしてあげよう　幸せなアダルト
チルドレンになるために

金盛　浦子 ベストセラーズ 1997 146.8ｶ

燃えて尽きたし 斎藤　茂男　編著 共同通信社 1984 367.7ｻ
燃える水の国　（タンタンの冒険旅行１０） エルジェ　作、川口　恵子　訳 福音館書店 1988 993ｴ
モーゼスおばあさんの絵の世界　新版　田園生活１
００年の自伝

アンナ　Ｍ．Ｒ．モーゼス 未来社 1991 723.53ﾓ

モーツァルト　神に愛されしもの ミシェル・パルティ 創元社 1991 762ﾊﾞ
木犀の匂う朝に 半田　たつ子 ウイ書房 1991 914.6ﾊ
茂太さんの快老術　改訂版 斎藤　茂太 黎明書房 1994 367.7ｻ

もちきれない荷物をかかえたあなたへ クラウディア・ブラック
アスク・ヒューマ
ン・ケア

1998 368.86ﾌﾞ

木工房  １９９９  Ｎo.5　特集  徹底製作キャビネット 誠文堂新光社  編 誠文堂新光社 1999 754.3ﾓ
木工房  Ｎｏ．６ 誠文堂新光社  編 誠文堂新光社 2000 592ﾓ
もったいないばあさんのいただきます 真珠　まりこ　作・絵 講談社 2009 726.9ｼ
もっと男を磨いて　講演録　セクシャルハラスメント
家族法について～開かれた人間関係をめざして～

福島　瑞穂 自由人権協会 1995 367.21ﾌ

もっとおもしろくも理科 清水　義範 講談社 1996 914.6ｼ
もっと輝く50歳からのメイク 小林  照子 日経事業出版社 1999 595.5ｺ
もっと知って欲しい女性の「仕事力」　人材派遣会社
のトップが綴る女性の職業変遷史と生き方

吉田　明美 産労総合研究所 2004 366.38ﾖ

もっと自分を好きになる本 ジェームズ・Ａ．キッチンズ ＴＢＳブリタニカ 1996 146.8ｷ
もっと上手に自分を表現しなさい　国際化時代の日
本人のパフォーマンス

竹村　健一、佐藤　綾子 太陽企画出版 1995 361.4ﾀ

もっと素敵にワーキングライフ　女の人生、仕事も暮
らしも楽しめる

内海　房子 大和出版 1993 366.3ｳ

もっと楽しくゆび編み遊び　やさしい手いきいき手遊 菊池　貴美江 婦人生活社 1999 594.3ｷ
もっと痩せたい　からだを憎みつづけた私の13年間
の記録

クレア・ビーケン、ロザンナ・
グリーンストリート

大和書房 1998 493.74ﾋﾞ

モデルなき家庭の時代　生きる力を育む生活文化 天野　寛子 はるか書房 1997 367.3ｱ
素子の読書あらかると 新井  素子 中央公論新社 2000 914.6ｱ
ものを考える人考えない人 渡部　昇一 三笠書房 1999 019ﾜ
物語られる人生　自分史を書くということ 小林　多寿子 学陽書房 1997 816ｺ
物語を生きる子どもたち　自閉症児の心理療法 山上　雅子 創元社 1997 371.42ﾔ
物語日本の女帝　（平凡社親書　328） 小石　房子 平凡社 2008 288.41ｺ
物語の女たち 下重　暁子 くもん出版 1998 910.2ｼ
物語　幕末を生きた女１０１人　（新人物文庫） 『歴史読本』編集部　編 新人物往来社 2010 210.58ﾓ
もの食う人びと 辺見　庸 共同通信社 1994 916ﾍ
ものぐさドラゴン　＊富山  太佳夫  編、富山  芳子 ケネス・グレアム 青土社 1999 933.68ﾓ
喪の作業　夫の死の意味を求めて 半田　たつ子 ウィ書房 1992 916ﾊ
モノセクシュアル時代の父親学 高野　清純（他）  編著 福村出版 1997 367.3ﾓ
物は言いよう 斉藤　美奈子 平凡社 2004 367.21ｻ
ものは言いよう、考えよう 市田　ひろみ 講談社 1997 914.6ｲ
モペットちゃんのおはなし　（ピーターラビットの絵本
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

モモ　時間どろぼうとぬすまれた時間を人間にとり
かえしてくれた女の子のふしぎな物語

ミヒャエル・エンデ 岩波書店 1993 943ｴ

ももいろ日記　上 中田　雅喜 ユック舎 1991 726.1ﾅ1
ももいろ日記　下 中田　雅喜 ユック舎 1991 726.1ﾅ2
モモを読む　シュタイナーの世界観を地下水として 子安　美知子 学陽書房 1996 940.28ｺ



ももこのいきもの図鑑 さくら　ももこ 集英社 1998 914.6ｻ
ももこの世界あっちこっちめぐり さくら　ももこ 集英社 1997 915.6ｻ
ももこの話 さくら　ももこ 集英社 1998 914.6ｻ
もものかんづめ さくら　ももこ 集英社 1991 914.6ｻ
モモヨ、まだ九十歳 群　ようこ 筑摩書房 1992 914.6ﾑ
モラ夫のトリセツ　モラハラ夫と幸せに暮らす、秘密
のテクニック

麻野　祐香 合同フォレスト 2015 367.3ｱ

モラル・ハラスメント　こころのＤＶを乗り越える 橋本　俊和、橋本　智子 緑風出版 2014 367.3ﾊ
モラル・ハラスメント　（人を傷つけずにはいられな
い）

イルゴイエンヌ　マリー　フラ
ンス　著､高野　優　（訳）

紀伊國屋書店 1999 361.4ｲ

「モラル・ハラスメント」のすべて　　夫の支配から逃
れるための実践ガイド

本田　りえ［他］ 講談社 2013 367.3ﾓ

モリー先生との火曜日 ミッチ・アルボム
日本放送出版協
会

1998 936ｱ

モリー先生の最終講義　死ぬこと・生きること モリス・シュワルツ 飛鳥新社 1998 490.15ｼ
森田療法による不安な心と上手につきあう本　心が
元気になる生き方

大原　健士郎　編著 ＰＨＰ研究所 1997 493.72ｵ

森田理論・応用　ノイローゼ・心身症・そううつ病 青木　薫久 批評社 1996 493.72ｱ
森と魚と激戦地 清水　靖子 北斗出版 1997 273ｼ
森のイスキアで話したこと 佐藤　初女、宮迫　千鶴 創元社 1999 914.6ｻ
森の思想が人類を救う　二十一世紀における日本
文明の役割

梅原　猛 小学館 1991 160ｳ

森英恵　その仕事、その生き方 湯原　公浩、杉原　真規子 平凡社 2011 589.2ﾓ
森瑶子愛の記録　ＡＧＡＩＮ 森　瑶子 大和書房 1996 914.6ﾓ
森はたのしいことだらけ 田島　征三 学習研究社 1995 913ﾀ
モルト・カンタービレ　ブリュッセルの森の戸口から 堀米　ゆず子 エヌティティ出版 1995 763.42ﾎ
もろさわようこの今昔物語集 もろさわ　ようこ 集英社 1996 913.37ﾓ
弥栄子のことばのこだわり 塩月　弥栄子 淡交社 1997 809ｼ
やがて幸福の糧になる 柳澤　桂子 ポプラ社 2002 289ﾔ
焼かれる花嫁　インドの結婚 ジャミラ・ヴァルギーズ 三一書房 1984 385.4ﾊﾞ
焼き型抜き型不要お手軽ケーキ塾　シンプルな手作
りのおいしさ

小川　聖子 グラフ社 1999 596.65ｵ

薬学部教授だけが知っている薬のいらない健康な 千葉　良子 ダイヤモンド社 2018 498.3ﾁ
薬膳 劉　大器 主婦の友社 1989 498.5ﾘ
薬草療法なんも相談 井沢　一男 主婦の友社 1989 499ｲ
野菜ソムリエという、人を育てる仕事　（幻冬舎文 福井　栄治 幻冬舎 2013 289.1ﾌ
野菜大好き！子どもに人気の野菜料理 食べもの文化編集部  編 芽ばえ社 2000 596ﾔ

やさしいアロマテラピー
川瀬　真砂子（他）、フレグラ
ンスジャーナル社  編

フレグランス
ジャーナル社

1995 492.5ﾔ

やさしい遺産相続のはなし 小野　幸二　編 法学書院 1995 324.7ｵ
やさしい絵手紙　基本と楽しみ方 小池　邦夫、小池　恭子 主婦の友社 1999 727ｺ
優しい女の子の育て方 石井　苗子 マガジンハウス 1998 379.91ｲ

やさしい漢方入門　重要３０処方の運用
堀口　和彦（他）、総合漢方
研究所  編

健友館 1995 499.8ﾔ

やさしい手話 谷　千春 大泉書店 1996 378.28ﾀ

やさしいフォーカシング　自分でできるこころの処方 アン・ワイザー・コーネル
コスモス・ライブ
ラリー

1999 146.8ｺ

やさしい不動産登記簿の読み方 辻村  英文、渡辺  隆司 ぱる出版 2000 324.86ﾂ
やさしくわかる女性の医学　心とからだを見つめて、
もっとキレイな私になる！

池下  育子 日本文芸社 2003 495ｲ

やさしくわかる税金 長岡　拓也　監修 西東社 1998 345ﾅ
やさしさを学校の中に　子どもに教わっていじめ退 片井　るい子 銀河書房 1995 371.4ｶ
優しさとしての教育 灰谷　健次郎 新潮社 1988 914.6ﾊ

優しさと力の物語 ベッシー・ヘッド
スリーエーネット
ワーク

1996 933ﾍ

矢島せい子の足跡
矢島　せい子  著、矢島  祐
利  編

ドメス出版 1989 041ﾔ

安い素材で美味しいまかない料理　家庭料理に応
用できるプロの日常食

グラフ社　編 グラフ社 1996 596ﾔ

安らぎと焦りの心理　楽しく大らかな人生の方法 加藤　諦三 ＰＨＰ研究所 1996 159ｶ
安らぎの生命科学 柳澤　桂子 早川書房 1996 460.49ﾔ
野生動物に会いたくて 増井　光子 八坂書房 1996 482.1ﾏ
八代市男女共同参画計画　（平成21年度～平成30
年度）　概要版付

八代市 八代市 2009 FW367ﾔ

やっと名医をつかまえた　脳外科手術までの七十七 下田　治美 新潮社 1999 916ｼ
やっぱりあぶない、有料老人ホームの選び方　お金
と老後を守る「虎の巻」

シニアテック研究所　編著 三五館 2007 369.26ﾔ

やっぱり別れられない　離婚を選ばなかった夫婦た 石坂  晴海 講談社 1999 367.4ｲ



Ｙａｔｏ　カタクリの咲く谷戸に 北川　淑子（他）　編 文一総合出版 1991 460ﾔ
栁原白蓮の生涯　愛に生きた歌人 宮崎　蕗苳 河出書房新社 2015 911.162ﾔ
病の愛する人にあなたができること アール　Ａ．グロルマン 学陽書房 1998 492.90ｸﾞ
病は気からの心理学　ストレスを栄養に変える４０の 本明　寛 ＰＨＰ研究所 1996 498ﾓ
山川菊栄集　評論篇　第１巻　（新装増補版）　女の
立場から

山川菊栄 岩波書店 2011 367.21ﾔ1

山川菊栄集　評論篇　第２巻　（新装増補版）　女性
の反逆

山川菊栄 岩波書店 2011 367.21ﾔ2

山川菊栄集　評論篇　第３巻　（新装増補版）　牙を
ぬかれた狼

山川菊栄 岩波書店 2011 367.21ﾔ3

山川菊栄集　評論篇　第4巻　（新装増補版）　　無
産階級の婦人運動

山川菊栄 岩波書店 2011 367.21ﾔ4

山川菊栄集　評論篇　第５巻　（新装増補版）　　ドグ
マから出た幽霊

山川菊栄 岩波書店 2011 367.21ﾔ5

山川菊栄集　評論篇　第６巻　（新装増補版）　　女
は働いている

山川菊栄 岩波書店 2011 367.21ﾔ6

山川菊栄集　評論篇　第７巻　（新装増補版）　　明
日の女性のために

山川菊栄 岩波書店 2011 367.21ﾔ7

ヤマザキマリのリスボン日記　テルマエは一日にし
て成らず（朝日文庫や３８－１）

ヤマザキ　マリ 朝日新聞出版 2015 293.69ﾔ

ヤマサ醤油のしょうゆ合わせ米麹レシピ　魔法の
「合わせ調味料」でうまさ倍増！

ヤマサ醤油レシピ開発チー
ム、五十嵐　豪　監修

世界文化社 2012 596ﾔ

山田太一、小此木啓吾、家族を語る 山田  太一、小此木  啓吾 ＰＨＰ研究所 2000 367.3ﾔ
大和路四季の花　フォト・マンダラ 入江　泰吉（他） 佼成出版社 1991 470ﾔ

やまなし　（日本の童話名作選）
宮沢　賢治　作、　遠山　繁
年　絵

偕成社 1987 913ﾐ

山猫の愛のように　おべんとうのなかのエロス コリーヌ・ブレ 読売新聞社 1997 914.6ﾌﾞ
山の動く日きたる　評伝与謝野晶子 山本　知恵 大月書店 1986 911.16ﾔ
山は私の学校だった 今井　通子 山と渓谷社 1998 786.1ｲ
闇に向かった家族　父親はなぜ息子を殺したのか 中西　茂 教育史料出版会 1998 367.3ﾅ
闇の中の女性の身体　性的自己決定権を考える 若尾　典子 学陽書房 1997 368.4ﾜ
やられ女の言い分 内田　春菊 文藝春秋 1998 914.6ｳ
やりなおしの英語　会話上達を約束する基礎固めド 藤澤　多喜子、藤澤　光治 エピック 2008 830.1ﾔ
やわらかいフェミニズムへ　大庭みな子対談集 大庭　みな子 青土社 1992 914.6ｵ
柔らかな頬 桐野　夏生 講談社 1999 913.6ｷ
病んだ家族、錯乱した室内　援助者にとっての不全
感と困惑について

春日  武彦 医学書院 2001 369.2ｶ

ヤンババの出産・子育て知恵袋 金澤　直子 築地書館 1997 598.2ｶ
遺言をのこしなさい 清水  勇男 講談社 2000 324ｼ
遺言と遺書　愛する家族に書き遺す最期のメッセー 織田　麗子　編著 三心堂 1998 324.77ｵ
有閑階級の女性たち　フランスブルジョア女性の心 ボニー・Ｇ．スミス 法政大学出版局 1994 367.23ｽ
遊女・からゆき・慰安婦の系譜 金　一勉 雄山閣出版 1997 384.7ｷ
ユートピスティクス　21世紀の歴史的選択 イマニュエル・ウォーラーステ 藤原書店 1999 309.04ｳ

夕映えの旅人 三浦  綾子、三浦  光世
日本基督教団出
版局

2000 915.6ﾐ

夕映えのとき　老人ホームから見つめる老い 橋本　正明 中央法規出版 1995 369.26ﾊ
有斐閣法律用語辞典 内閣法制局法令用語研究会 有斐閣 1994 320.33ﾕ
遊筆遊心 坂村　真民 致知出版社 1997 728.21ｻ
夕陽は沈まない　豊齢社会の構築 河北新報社　編 ミネルヴァ書房 1996 367.7ﾕ
有名になりたい　なぜ彼女たちは、そこまでするの 家田　荘子 祥伝社 1997 916ｲ
ユーモアは老いと死の妙薬　死生学のすすめ アルフォンス・デーケン 講談社 1995 114.2ﾃﾞ
柳寛順の青い空　韓国で歴史をふりかえる 早乙女　勝元　編 草の根出版会 1995 916ｻ
幸子さんと私　ある母娘の症例 中山　千夏 創出版 2009 367.3ﾅ
雪の贈りもの 落合　恵子 集英社 1997 913.6ｵ

雪渡り　（日本の童話名作選）
宮沢　賢治　作、たかし　たか
こ　絵

偕成社 1990 913ﾐ

雪はよごれていた　昭和史の謎二・二六事件最期の
秘録

澤地　久枝
日本放送出版協
会

1988 210.7ｻ

ゆけゆけシンングルウーマン　今のトコロ結婚の予
定ナシ

おキラクシンングル友の会
編著、造事務所  編著

翔泳社 1996 367.4ﾕ

豊かさとは何か 暉峻　淑子 岩波書店 1989 366ﾃ
豊かな言葉・豊かなこころ 山崎  慶子 フェリシモ 2002 019.2ﾔ
豊かな社会の透明な家族 鳥山　敏子・上田　紀行 法藏館 1998 367.3ﾄ
豊かなライフ・スタイルの創造　個性・創造性・教養
の時代をどう生きるか

飛岡　健 大和書房 1997 365.6ﾄ

ユダヤ人女医の亡命日記　ベルリンーニューヨーク
１９３３－１９４５

ヘルタ・ナートルフ  著、ヴォ
ルフガング・ベンツ  編

未来社 1999 289ﾅ

ゆっくり気ままな老いじたく 吉沢　久子 ＰＨＰ研究所 2017 159.79ﾖ



ゆったり子育てのすすめ　母の情緒は子に遺伝する 岸本　隆子 アクア出版 1997 599ｷ
ユニコーンを私に　１９９２～１９２８アン・モロウ・リン
ドバーグの日記と手紙

アーシュラ・Ｋ．ル・グウィン 三好企画 1997 935.7ﾘ

ユニフェム（国連女性開発基金）日本国内委員会１
８年史　１９９２～２０１０

ＵＮ　Ｗｏｍｅｎ　日本国内委
員会

ＵＮ　Ｗｏｍｅｎ
日本国内委員会

2011 FW367ﾕ

夢を実現する女の仕事１００　やりたい職業が見つ
かる本

山口　一美
ジャパンネイ
チャーフォートグ

1998 366.29ﾔ

夢を実現する３冊の手帖づくり 中山　庸子 講談社 1998 159.6ﾅ
夢ノートの贈りもの　なりたい自分になれるヒント 中山　庸子 大和出版 1996 590.49ﾅ

夢のかたち　自分を生きた１３人の女たち 鈴木　由紀子
ベネッセコーポ
レーション

1996 281.04ｽ

夢の事典　自分がわかる未来が見える 夕べの夢
が、明日のあなたを映します

鞭  羊子  監修 日本文芸社 2001 145.2ﾕ

夢ひろがるまち府中　４０年のあゆみ 府中市企画調整部広報課 府中市 1989 318.1ﾕ

夢みる頃を過ぎても　中島梓の文芸時評 中島　梓
ベネッセコーポ
レーション

1995 910.26ﾅ

夢みる人と夢みない人の結婚の法則 伊藤  緋紗子 ＰＨＰ 2000 367.4ｲ
夢みるリアリスト　本当の自分から目をそらさないで 畑　恵 海竜社 1991 914.6ﾊ
ユルスナールの靴 須賀　敦子 河出書房新社 1996 950.27ｽ
許せないストーカー！！恋のゆくえ　ストーカー撃退
対策マニュアル

白澤  秀男  編 旺文社 2001 368.6ﾕ

許せんセクハラ
子どもにも言わせろホットライ
ン実行委員会  編、世田谷ボ
ランティア協会  編

ジャパンマシニ
スト社

1995 369.4ﾕ

ゆれる親子　見失った絆を求めて
緒方　喜子、中京テレビ
ニュースプラス１取材班

丸善プラネット 2002 367.3ﾕ

ゆれる２４歳　私に語ったＯＬたち 下重　暁子 サイマル出版会 1977 367.2ｼ
ゆれる２４歳プラスｉｎ Ｎ．Ｙ． 下重　暁子 講談社 1999 367.21ｼ
ユング心理学から見た結婚・離婚　現代日本の男と 秋山  さと子、増本  敏子 編書房 1999 367.4ｱ
夜あけ朝あけ 住井　すゑ 新潮社 1991 913.6ｽ

夜明けの航跡　かながわ近代の女たち
神奈川県立婦人総合セン
ター  編著、かながわ女性史
編集委員会  編集

ドメス出版 1987 367.21ﾖ

夜明けの新聞の匂い 曾野　綾子 新潮社 1990 914.6ｿ
よいお葬式の出し方 實近　昭紀 日本実業出版社 1997 385.6ｻ
良い子があぶない　薬物中毒になった若者の生活と 竹村　登茂子 築地書館 1994 368.8ﾀ
よい子という病　登校拒否とその周辺 春日　耕夫 岩波書店 1997 371.4ｶ
「よい子」の悲劇 富田　富士也 河出書房新社 2004 371.45ﾄ
良い母親という幻想 シャーリ　Ｌ．サーラ 草思社 1998 367.3ｻ
八日目の蝉 角田　光代 中央公論新社 2007 913.6ｶ

東京ウィメンズプラザ配偶者暴力防止等民間活動
助成事業年次報告書 平成30年度

東京都生活文化局東京ウィ
メンズプラザ  編

東京都生活文化
局東京ウィメンズ
プラザ

2020 FW367ﾄ

ようこそ鬱へ　新版　知られざるそのパワー フレデリック・Ｆ．フラック フォー・ユー 1996 493.76ﾌ
ようこそカウンセリングルームへ 中村　延江 大和書房 1992 146.8ﾅ
幼児の絵と心　子どもからあなたへのメッセージ 林　健造 教育出版 1987 376.15ﾊ
幼児のことばとおとな 大久保　愛 三省堂 1988 801ｵ
幼児のための環境教育　スウェーデンからの贈りも
の「森のムッレ教室」

岡部　翠　編 新評論 2007 376.1ﾖ

腰痛 青木　虎吉　監修 主婦の友社 1998 493.6ｱ
窯変源氏物語　Ｔｏｍｅ　１　桐壷，帚木，空蝉，夕顔 橋本　治 中央公論社 1991 913.6ﾊ1
窯変源氏物語　Ｔｏｍｅ　２　若紫，末摘花，紅葉賀 橋本　治 中央公論社 1991 913.6ﾊ2
窯変源氏物語　Ｔｏｍｅ　３　花宴，葵，賢木 橋本　治 中央公論社 1991 913.6ﾊ3
窯変源氏物語　Ｔｏｍｅ　４　花散里，須磨，明石，澪 橋本　治 中央公論社 1991 913.6ﾊ4
窯変源氏物語　Ｔｏｍｅ　５　蓬生，関屋，絵合，松
風，薄曇

橋本　治 中央公論社 1991 913.6ﾊ5

窯変源氏物語　Ｔｏｍｅ　６　朝顔，乙女，玉鬘，初音 橋本　治 中央公論社 1991 913.6ﾊ6
ヨーグルトのお菓子 小川  聖子 雄鶏社 2000 596.65ｵ

ヨーロッパのサロン　消滅した女性文化の頂点
ヴェレーナ・フォン・デア・ハイ
デン・リンシュ

法政大学出版局 1998 367.23ﾊ

ヨーロッパ美術館ガイド　改定新版 書籍情報社編集部　編 書籍情報新社 1992 706ﾖ
ヨーロッパ名所に秘められた話　観光メッカの意外 桐生　操 同文書院 1992 293ｷ
ヨガが丸ごとわかる本　ヨガの教科書保存版 Ｙｏｇｉｎｉ編集部（編） 枻出版社 2017 498.34ﾖ

余暇プロジェクト　関連事業の活動領域と発展戦略 瀬沼  克彰
日本地域社会研
究所

2001 365.7ｾ

よく生きるよく老いる 大宅　昌 海竜社 1990 159ｵ
欲望する女たち　女性誌最前線を行く 久田　恵 文藝春秋 1998 367.21ﾋ
欲望にとらわれる心理　なぜ人に評価されたいと思 町沢　静夫 大和出版 1995 146.8ﾏ



よくわかるＬＧＢＴ　多様な「性」を」理解しよう（楽しい
調べ学習シリーズ）

藤井　ひろみ（監修） ＰＨＰ研究所 2017 367.9ﾖ

よくわかる環境ホルモンの話　ホルモン攪乱作用と
からだのしくみ

北条　祥子 合同出版 1998 519.79ﾎ

よくわかる自治体の男女共同参画政策　施策のポイ
ントと課題

広岡  守穂、広岡  立美 学陽書房 2001 367ﾋ

よくわかる女性と福祉　（やわらかアカデミズム・わ
かるシリーズ）

森田　明美　編著 ミネルヴァ書房 2011 369.25ﾓ

よくわかる女性のからだ事典 天野　恵子　監修 法研 2006 495ﾖ
よくわかる精神医学　心身を健康に保つために 海原　純子 同文書院 1997 493.7ｳ
よくわかる天然添加物の話　食品衛生法の改定で
添加物はこう変わる 天然添加物小事典・全リストと

藤原　邦達 合同出版 1996 498.51ﾌ

よくわかる文化人類学　不思議な動物の素敵な習 鴻農　映二　監修 同文書院 1997 389ｺ

よくわかるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｅｘｃｅｌ　２０１０応用
富士通エフ・オー･エム株式
会社

富士通エフ・
オー･エム株式

2010 007.63ﾖ

よくわかるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｅｘｃｅｌ　２０１０基礎
富士通エフ・オー･エム株式
会社

富士通エフ・
オー･エム株式

2010 007.63ﾖ

よくわかるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｏｒｄ　２０１０応用
富士通エフ・オー･エム株式
会社

富士通エフ・
オー･エム株式

2010 007.63ﾖ

よくわかるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｏｒｄ　２０１０基礎
富士通エフ・オー･エム株式
会社

富士通エフ・
オー･エム株式

2010 007.63ﾖ

横浜市女性の生活実態と相談ニーズ調査報告書 横浜市　編 横浜市 1997 FW367ﾖ
与謝野晶子　昭和期を中心に 香内　信子 ドメス出版 1993 911.16ｺ
与謝野晶子の新訳源氏物語  ひかる源氏編　桐壷、
帚木、空蝉、夕顔、若紫、末摘花、紅葉賀、

紫式部  著、與謝野  晶子
訳

角川書店 2001 913.3ﾑ1

与謝野晶子の新訳源氏物語  薫、浮舟編　匂宮、紅
梅、竹河、橋姫、椎本、総角、早蕨、宿り木

紫式部  著、與謝野  晶子
訳

角川書店 2001 913.36ﾑ2

義経残照　カメラ紀行 読売新聞社　編 読売新聞社 1990 291.2ﾖ
装いのある暮らし　文化としての福祉の創造 原　慶子 ミネルヴァ書房 1989 369ﾊ
よその家の夫たち　夫の男女共生意識調査から グループＲＥＮ ユック舎 1997 367.3ﾖ
よだかの星　（日本の童話名作選） 宮沢　賢治　作、中村　道夫 偕成社 1987 913ﾐ
夜中にチョコレートを食べる女性たち 幕内　秀夫 講談社 2009 495ﾏ
世にも美しいダイエットカラダ革命の本 宮本　美智子 講談社 1996 498.58ﾐ
よみがえる親と子　不登校児とともに 村瀬　嘉代子 岩波書店 1996 371.4ﾑ
よみがえる万葉人 永井　路子 読売新聞社 1990 911.12ﾅ
読む事典・女の世界史 原　ひろ子（他）　編 新曜社 1987 031ﾖ
読むだけでグッスリ眠れる快眠セラピー　（ムックの
本　７４２）

三橋　美方 ロングセラーズ 2002 498.36ﾐ

読むだけで元気になる本　洗心術で人生が明るく変 早島　正雄 五月書房 1999 166.04ﾊ

嫁と姑 住井　すゑ（他）
農山漁村文化協
会

1986 367.3ﾖ

嫁菜の花 三田　恭子 主婦と生活社 1990 914.6ﾐ
嫁～ほんとうに義親をみとりたいですか 上野　いく子 ユック舎 1992 367.3ｳ
読める年表・日本史　増補改訂新版 飯倉　晴武（他） 自由国民社 1996 210.03ﾖ
嫁はつらいよ　こんな姑には会いたくない、なりたく 西川　勢津子　編著 ＰＨＰ研究所 1992 367.3ﾖ
寄り添って老後 沢村　貞子 新潮社 1991 914.6ｻ

寄り道ビアホール 篠田　節子
朝日新聞社出版
局

1999 914.6ｼ

よりよい生と死を求める　精神科医の心のカルテ 大原　健士郎 ＰＨＰ研究所 1998 490.15ｵ
よりよく生き延びる　３・１１と男女共同参画センター せんだい男女共同参画財団 新潮社 2017 367.1ﾖ
四十歳からをどう愉しんで生きるか　大人の女の生
きがい創り、幸せ創り

加藤　タキ 海竜社 1997 159.6ｶ

４０才からの老いの探検学 上野　千鶴子 三省堂 1990 367.7ｳ
四〇歳からの夫と妻の向きあい方　人生８０年時代
の幸福な結婚とは

円　より子 大和書房 1992 367.4ﾏ

４０歳からの骨粗しょう症対策 林　やす史 講談社 1995 493.6ﾊ
４０歳からのライセンス ＪＫプランニング　編 自由国民社 1997 366.29ﾖ
40歳からは「この資格」を取りなさい　「求められる人
材」になるための秘訣　（中公新書ラクレ４４９）

高島　徹治 中央公論新社 2013 317.4ﾀ

４０歳、夢の途中 工藤　美代子 筑摩書房 1993 281ｸ
四十からは自分育て 武内　純子 新風舎 1998 914.6ﾀ

４０代初産をはじめた女性たち 新井　容子
情報センター出
版局

2006 367.21ｱ

四十代から楽しむ五つの貯え 佐橋　慶女 海竜社 1998 367.7ｻ
四十代からの素敵を提案　西村玲子のおしゃれは 西村　玲子 文化出版局 1998 593.36ﾆ
４０代からの住まいと暮らし　老後は田舎暮らしか、
都会のマンションか

山下  和之 泰光堂 2000 597ﾔ

４０代、５０代から美しくなる生活術 齋藤　美代子　編 マガジンハウス 1998 595ｻ



４０代はややこ思惟いそが恣意 干刈　あがた ユック舎 1988 914.6ﾋ
４７歳の私に起こったこと　更年期についての個人
的な体験

ゲイル・サンド 大和書房 1994 495.13ｻ

四十四歳ひら社員　どうなってるのこの格差、働く女
性の生の声

谷口　のり子 日本図書刊行会 1997 366.38ﾀ

読んでくれて、ありがとう　ここに１９２人のママがい プチタンファン編集部  編 婦人生活社 1996 599.04ﾖ
ラーヘル・ファルンハーゲン　あるドイツ・ユダヤ女性
の生涯

ハンナ・アレント 未来社 1986 289ｱ

ライサ・ゴルバチョフ　鉄道員の娘からファーストレ ウルダ・ユルゲンス ダイヤモンド社 1991 289ﾕ
ライフコースとジェンダーで読む家族 岩上　真珠 有斐閣 2003 361.63ｲ
ライフステージと法  第３版 副田   隆重（他） 有斐閣 2000 324ﾗ
ライフストーリーとジェンダー 桜井　厚 せりか書房 2003 361.16ﾗ
ライ麦畑の迷路を抜けて ジョイス・メイナード 東京創元社 2000 289ﾒ
ライロニア国物語　大人も子どもも楽しめる１３のお レシェク・コワコフスキ 国書刊行会 1995 989.8ｺ
楽園を追われた子どもたち カロリーヌ・エリアシェフ 新評論 1998 367.6ｴ

楽天少女通ります　私の履歴書 田辺　聖子
日本経済新聞社
出版局

1998 910.26ﾀ

らくらくウォーキング健康法　1日２０分 生活習慣病
を防ぎ、体脂肪がみるみる減少

佐田  正樹、森山  善彦 現代書林 2000 498.35ｻ

ラディカルに語れば　上野千鶴子対談集
上野  千鶴子  編著、大沢
真理（他）

平凡社 2001 367.1ﾗ

ラディカル・フェミニズム再興 江原　由美子 勁草書房 1991 367.21ｴ
ラテン女のタフで優雅な生き方　自分のスタイルを 八木　啓代 大和出版 1998 764.7ﾔ
ラパスタ　イタリア家庭に伝わる手づくりの味 自然
の恵みを食べて健康に

ダニエラ・オージック 保健同人社 1995 596.23ｵ

ラバンがきた日
はちのへウィメンズアクション
編

はちのへウィメン
ズアクション

2000 367ﾗ

ラブ　愛の心理学
ハワード・Ｌ．ミラー、ポール・
Ｓ．シーゲル

福村出版 1983 141.6ﾐ

ラブおばさんの今日もおいしく五十歳からの台所 城戸崎　愛 海竜社 1995 596ｷ
ラブ・チャイルド　婚外子差別を超えて 福島　瑞穂　編 亜紀書房 1991 324.63ﾌ

らぷらす学校出前講座《デートＤＶ》アンケート調査
報告書　平成27年度　２００６～２０１５年度のあゆみ

世田谷区立男女共同参画セ
ンターらぷらす　編

世田谷区立男女
共同参画セン
ターらぷらす

2016 FW367ﾗ

ラブレター男よ 読売新聞社婦人部　編 明石書店 1989 914.6ﾗ
乱読パラダイス 香山　リカ 筑摩書房 1995 914.6ｶ
乱の女　昭和の女はどう生きたか 永畑　道子 文藝春秋 1992 367.21ﾅ

リア王物語　（こども世界名作童話３４）
シェイクスピア　作、越智　道
雄　文、尾崎　真吾　絵

ポプラ社 1989 933ｼ

リーダーとしての女性そして男性 トルーディ・ヘラー 勁草書房 1985 336.4ﾍ
リーン・スタートアップ　ムダのない企業プロセスでイ
ノベーションを生みだす

エリック　リース 日経ＢＰ社 2012 673ﾘ

リウマチといわれたら　働きざかりの女性を突然襲う
東京女子医科大学膠原病リ
ウマチ通風センター  編

朝日ソノラマ 1996 493.6ﾘ

リオの路上から　イボネと子供たち イボネ・ベゼラ・デ・メーロ 丸善プラネット 1995 969.6ﾒ
「離活」時代　離婚屋が見た、夫と別れたい妻たち 三島　悟 扶桑社 2010 367.4ﾐ
リカバリー　アルコール依存症の親を持つ成人した
子供たちへの手引き

ハーバート・Ｌ．グラヴィッツ、
ジュリー・Ｄ．ボーデン

星和書店 1994 493.15ｸﾞ

リコーナ博士の子育て入門　道徳的自立をめざして トーマス・リコーナ 慶応通信 1990 379.9ﾘ
離婚を選んだ女たち 円　より子 時事通信社 1987 367.4ﾏ

離婚を考えたときにまず読む本 豊田　眞弓
日本経済新聞出
版社

2013 324.62ﾄ

離婚を考えたときに読む本　知りたいことがよくわか 松江  仁美 新星出版社 2000 324.62ﾏ

離婚を中心とした家族法
東京弁護士会弁護士研修セ
ンター運営委員会  編

商事法務研究会 2002 324.62ﾘ

離婚をめぐる相談１００問１００答（第二次改訂版）
第一東京弁護士会人権擁護
委員会　編

ぎょうせい 2016 324.62ﾘ

離婚解決マニュアル　弁護士が教える 鈴木  理子  監修 テイ・アイ・エス 2000 324.62ﾘ
離婚家庭の子どもの気持ち　面接交渉実態調査ア
ンケートとインタビュー

　Ｗｉｎｋ　編 日本加除出版 2008 367.4ﾘ

離婚後に養育費＋慰謝料・財産分与を確実に払わ
せる法　損をしないための離婚の本

飯野　たから　著、有吉　春
代　監修

自由国民社 2012 324.62ｲ

離婚後の親子たち 氷室　かんな
太郎二郎社エ
ディタス

2005 367.4ﾋ

離婚・再婚と子ども 椎名　麻紗枝、椎名  規子 大月書店 1991 367.4ｼ
離婚したいと思ったら読む本　　女性弁護士がわか
りやすく書いた

中里　妃沙子 自由国民社 2013 324.62ﾅ



離婚しても子どもを幸せにする方法
イリサ・Ｐ．ベイネイデック、
キャサリン・Ｆ．ブラウン

日本評論社 1999 367.3ﾍﾞ

離婚しなくても大丈夫
レディース・ホーム・ジャーナ
ル  編

現代書館 1998 367.4ﾘ

離婚女性成功物語 円　より子 時事通信社 1991 367.4ﾏ
離婚する？　迷っているあなたの結婚生活チェックと
決意したあなたの賢いマニュアル

鮎京　眞知子　監修 永岡書店 1998 324.62ｱ

離婚する決心離婚しない決心 平成家族問題研究会  編 旺文社 1999 367.4ﾘ
離婚するときの子どものはなし　引渡し、面会交流、
養育費

馬場・澤田法律事務所　編 中央経済社 2011 324.62ﾘ

離婚調停ガイドブック　　当事者のニーズに応える 梶村　太市 日本加除出版 2013 327.4ｶ
離婚でソンをしないための女のお金Ｂｏｏｋ　慰謝
料、財産分与から年金・公的援助まで

離婚とお金を考える会、音川
敏枝　著

主婦と生活社 2003 324.62ﾘ

離婚という選択  ２　Ｌ Ｉ Ｚ  ＤＩＧＥＳＴ ＳＥＣＯＮＤ Ｌ Ｉ Ｚ編集部  編
キルタイムコミュ
ニケーション

1999 367.4ﾘ

離婚と子どものこころ　わが子を守る実例集 カルター・ニール 創元社 2009 367.4ﾆ
離婚なんてコワクない　離婚に踏み切れない悩みと
不安を一挙解決

造事務所　編著 大泉書店 1998 324.62ﾘ

離婚の設計　しあわせになるための解決法１２１例 メル・クランツラー 講談社 1975 367.4ｸ
離婚の偏差値　あなたは捨てる人捨てられる人 池内　ひろ美 ワニブックス 1999 367.4ｲ
離婚の前に考えておきたい子供とお金のこと 松江　仁美 総合法令出版 2004 324.62ﾏ
リストラ離婚　妻がオットを捨てるとき 池内　ひろ美 双葉社 1996 367.4ｲ
りすのナトキンのおはなし　（ピーターラビットの絵本
１０）

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

立教大学ジェンダーフォーラム年報　第16号　非売
品

立教大学ジェンダーフォーラ
ム

立教大学ジェン
ダーフォーラム

2015 FW367ﾘ

立教大学ジェンダーフォーラム年報　第17号
立教大学ジェンダーフォーラ
ム

立教大学ジェﾝ
ﾀﾞｰﾌｫｰﾗﾑ

2016 FW367ﾘ

立教大学ジェンダーフォーラム年報　第18号
立教大学ジェンダーフォーラ
ム

立教大学ジェン
ダーフォーラム

2017 FW367ﾘ

立教大学ジェンダーフォーラム年報　第１9号
立教大学ジェンダーフォーラ
ム

立教大学ジェン
ダーフォーラム

2018 FW367ﾘ

立教大学ジェンダーフォーラム年報　第20号　非売
品

立教大学ジェンダーフォーラ
ム

立教大学ジェン
ダーフォーラム

2019 367ﾘ

立教大学ジェンダーフォーラム年報　第21号
立教大学ジェンダーフォーラ
ム

立教大学ジェン
ダーフォーラム

2020 FW367ﾘ

離乳食のすすめ方　実物大でわかる　離乳食レシピ 主婦の友社　編 主婦の友社 1999 599.3ﾘ
リネアの小さな庭 クリスティーナ・ビョルク 世界文化社 1994 620ﾋﾞ
リプロダクティブヘルス　グローバルな視点から性の
健康をみつめる

我妻　堯 南江堂 2002 495ﾜ

リプロダクティブ・ヘルスと環境　共に生きる世界へ 上野　千鶴子（他）  編 工作舎 1996 498.4ﾘ
リプロダクティブ・ヘルス／ライツ　からだと性、わた
しを生きる

ヤンソン　柳沢　由美子 国土社 1997 367.1ﾔ

リボンでつくるアクセサリー　髪飾り、コサージュ、小
さなバッグ

小倉　ゆき子
日本放送出版協
会

1995 594.6ｵ

理由ある反抗　親業ーいまを解決する話す技術・聞 近藤　千恵 総合法令出版 1998 379.9ｺ
龍平とともに　薬害エイズとたたかう日々 川田　悦子 岩波書店 1997 916ｶ
流離の海　上巻　私本平家物語 澤田　ふじ子 新潮社 1992 913.6ｻ1
流離の海　下巻　私本平家物語 澤田　ふじ子 新潮社 1992 913.6ｻ2
良妻賢母という規範 小山　静子 勁草書房 1991 367.3ｺ
両性具有の美 白州　正子 新潮社 1997 914.6ｼ
両性平等時代の法律常識 三谷　忠之　編著 信山社 2005 320.4ﾐ

両性平等論
フランソワ・プーラン・ド・ラ・
バール

法政大学出版局 1997 367.1ﾌﾟ

料理を楽しむはじめてのキャンプ オレンジページ　編 オレンジページ 1996 596.4ﾘ

料理少年Ｋタロー　1
令丈　ヒロ子　著　いしかわ
じゅん　イラスト

ポプラ社 2007 913ﾚ

両立・ゆうゆう宣言 みさき　のあ フレーベル館 1997 726ﾐ
リラックス睡眠術　いつでも誰でもできる 不眠解消
の最先端技術「光フィードバック」のすすめ

安士　光男 現代書林 1999 498.36ﾔ

離陸する妻たち　男と女の脳のメカニズム 大島　清 小学館 1996 491.37ｵ
履歴書・エントリーシート・手紙自己表現の本  ２００ 菊地  信一 日経事業出版 2000 336.42ｷ
凛　近代日本の女魁・高場乱 永畑　道子 藤原書店 1997 913.6ﾅ
隣家全焼 ナンシー関、町山　広美 文芸春秋 1998 914.6ﾅ
林住期を愉しむ　水のように風のように 桐島　洋子 海竜社 1998 914.6ｷ
臨床・コミュニティ心理学　臨床心理学的地域援助
の基礎知識

山本　和郎（他）  編著 ミネルヴァ書房 1995 361.4ﾘ



臨床面接のすすめ方　初心者のための１３章
Ｍ・ハーセン、Ｖ・Ｂ・ヴァン
ハッセル[編]　深澤　道子[監

日本評論社 2001 146.8ﾘ

凛とした女性の基礎力 坂東　真理子 暮らしの手帖社 2008 159.6ﾊﾞ
凜として 調布の女性史編さん委員会 調布市 2015 367.2ﾘ
凛として咲く華 一番ケ瀬　康子 小学館 1996 281ｲ
ルイ・ヴィトン大学桜通り 松原　惇子 講談社 1992 371.3ﾏ
ルーカス・クラナッハの飼い主は旅行が好き 山本　容子 中央公論新社 1999 290.9ﾔ
ルサンチマンの哲学 永井　均 河出書房新社 1997 134.94ﾅ
流人望東尼 小石　房子 作品社 2008 913.6ｺ
ルネサンスの女たち　＊文庫版　＊内容は上記の
本と同じ

塩野　七生 中央公論社 1995 283ｼ

ルネサンスの女王エリザベス　肖像画と権力 石井  美樹子
朝日新聞社出版
局

2001 289ｲ

ルポいじめ社会　あえぐ子どもたち 村上　義雄
朝日新聞社出版
局

1995 367.6ﾑ

ルポ賃金差別　（筑摩新書９５５） 竹信　美恵子 筑摩書房 2012 366.4ﾀ
玲子さんのおしゃれ自由自在　賢い着まわしのヒン 西村　玲子 海竜社 1994 593.36ﾆ
玲子さんのおしゃれ上手は子育て上手 西村　玲子 海竜社 1995 593.36ﾆ
玲子さんのおしゃれ素敵発見　自分らしい着こなし
センスアップ

西村　玲子 海竜社 1996 593.36ﾆ

玲子さんのすてき発見旅 西村　玲子 講談社 1992 290.9ﾆ
玲子さんのブランド・シック 西村　玲子 講談社 1991 590ﾆ
レイプ・男からの発言 ティモシー・ベイネケ 筑摩書房 1993 368.6ﾍﾞ
レイプ・クライシス　この身近な危険　東京・強姦救
援センター連続講座

東京・強姦救援センター  編 学陽書房 1990 368.6ﾚ

レイプ・踏みにじられた意思 Ｓ．ブラウンミラー 勁草書房 2000 368.64ﾌﾞ
　
　
レーニン像を倒した女たち　人は祖国を選べない 秋尾　沙戸子 サイマル出版会 1993 302.38ｱ
歴史を騒がせた悪女たち 山崎　洋子 講談社 1991 280.4ﾔ
歴史をひらく 早川　紀代〔他〕編 御茶の水書房 2015 367.22ﾚ
歴史に消えた女たちの黙示録 山田　盟子 光人社 1998 916ﾔ
歴史に人権を刻んだ女たち 福祉のひろば編集部　編 かもがわ出版 1996 367.2ﾚ
歴史の影の男たち 池田　理代子 小学館 1996 280.49ｲ
歴史の中のジェンダー 網野  善彦（他） 藤原書店 2001 367.1ﾚ
歴史のなかの女性　人類学と法社会学からの考察 江守　五夫 彩流社 1995 367.2ｴ
レッド・ホット・ママ　いま、変わろうとする女たちへ コレット・ダウリング 徳間書店 1996 367.04ﾀﾞ
レッド・ラッカムの宝　（タンタンの冒険旅行４） エルジェ　作、川口　恵子　訳 福音館書店 1983 993ｴ
レディースクリニック・バイブル　女性の病気がわか 池下　育子　監修 同文書院 1993 495ｲ
レディの法律  １４訂版　新女の一生 金井  正元 一橋出版 2001 320ｶ
レパントの海戦 塩野　七生 新潮社 1991 913.6ｼ
レペタン踊り　由利子の日記　在宅ホスピス実践の 林　ひろみ 詩画工房 1998 914.6ﾊ
レモン１個のお菓子 大森　いく子 日本ヴォーグ社 1998 596.65ｵ

恋愛学講義
スーザン Ｓ．ヘンドリック、ク
ライド・ヘンドリック

金子書房 2000 141.62ﾍ

恋愛かわらばん　江戸の男女の人生模様 関　民子 はまの出版 1996 384.7ｾ
恋愛芝居　女と男の星の時間 北川　登園 バルコ 1999 770.4ｷ
恋愛・性・結婚の人間関係学　親密関係の社会臨床
心理学ハンドブック

スーザン・ヘンドリック、クライ
ド・ヘンドリック

川島書店 1998 140ﾍ

恋愛と結婚　改訂版 エレン・ケイ 新評論 1997 367.4ｹ
恋愛白書　モテる男のコたちの性 家田　荘子 講談社 1999 916ｲ
恋愛論　２　応用編 柴門　ふみ ＰＨＰ研究所 1991 159ｻ2
恋愛は少女マンガで教わった　愛に生きてこそ、女 横森　理香 クレスト社 1996 726.1ﾖ

連帯と行動　国際婦人年連絡会の記録 市川房枝記念会出版部  編
市川房江記念会
出版会

1989 367.2ﾚ

連帯の探究　民話を生む人びと 山代　巴 未来社 1973 365.6ﾔ
老後をささえる法律相談Ｑ＆Ａ 樋口　由美子、松本  明子 中央法規出版 1998 367.7ﾋ
老後ぐらい好きにさせてよ　楽しい時間は、「自分
流」に限る！

野末　陳平 青春出版社 2017 159.79ﾉ

老後のマイルーム 相良　二朗 家の光協会 1999 527.5ｻ
老後のわかれ道　あなたはどうする 中島　れい 栄光出版社 1992 369ﾅ
老後も一緒に暮らせますか　熟年離婚と夫婦のす 吉廣　紀代子 大和書房 1995 367.4ﾖ
老後はお金で買えますか 早川　裕子 主婦の友社 1997 367.7ﾊ
老婚ばんざい　六十おんな奮戦記 福永　隆子 ミネルヴァ書房 1989 367.7ﾌ

老女の聖なる贈りもの
プリシラ・コーガン、ハーディ
ング  祥子

めるくまーる 1999 933.7ｺ

老人医療の選び方　市民の医療マップづくり 東久留米・老いを考える会 海鳴社 1991 369.26ﾛ
老親を棄てられますか 門野　晴子 主婦の友社 1994 367.7ｶ



老親介護は今よりずっとラクになる　心も家計も救
われる６５の知恵

野原　すみれ
情報センター出
版局

1998 369.26ﾉ

老人虐待の予防と支援　高齢者・家族・支え手をむ
すぶ

高崎　絹子　編著
日本看護協会出
版会

1998 369.26ﾀ

老親の看かた、私の老い方　看護婦が考えた老いと 宮子　あずさ 講談社 1998 369.26ﾐ
老人病院付添婦の仰天日記 藤木　千香子 エール出版社 1996 367.3ﾌ
老人病棟　訪問看護婦物語 江川　晴 小学館 1991 493.1ｴ
老人福祉とは何か　新しい人間社会の創造をめざし 一番ケ瀬　康子（他） ミネルヴァ書房 1989 369ｲ
老人ホーム・介護保険のしくみと財産管理マニュア
ル　すぐ役立つ　老後を安心して暮らすための

若林　美佳　監修 三修社 2009 369.26ﾛ

老人ホームで暮らすということ　老親老子時代をどう
生きるか

宮内　博一 海竜社 1995 367.7ﾐ

老前整理のセオリー　（ＮＨＫ出版新書４５３） 坂岡　洋子 ＮＨＫ出版 2015 367.7ｻ
労働経済白書　平成２２年版　産業社会の変化と雇
用・賃金の動向

厚生労働省　編 日経印刷 2010 366.02ﾛ

労働ビッグバンと女の仕事・賃金 中野　麻美（他）  編 青木書店 1998 366.38ﾛ

労働力の女性化　２１世紀へのパラダイム
竹中　恵美子  編、久場  嬉
子  編

有斐閣 1994 366.38ﾀ

老年学事典　監修：那須宗一 一番ケ瀬　康子（他） ミネルヴァ書房 1989 493.1ﾛ
老年時代　だれも気づかなかった３３の美徳 ジミー・カーター 日経ＢＰ社 1999 367.7ｶ
老夫婦が独りになる時　都市老人世帯をとりまく問 山口　道宏　編 三省堂 1991 369.26ﾔ
ローザ・ルクセンブルク　新版　その思想と生涯 パウル・フレーリヒ 御茶の水書房 1991 289ﾌ
ロードス島攻防記 塩野　七生 新潮社 1991 913.6ｼ
ローバは一日にして成らず　人生八十年いろはがる 樋口　恵子 文化出版局 1992 367.04ﾋ
ローマ人の物語　１　ローマは一日にして成らず 塩野　七生 新潮社 1992 232ｼ1
ローマ人の物語　２　ハンニバル戦記 塩野　七生 新潮社 1993 232ｼ2
ローマ人の物語　３　勝者の混迷 塩野　七生 新潮社 1994 232ｼ3
ローマ人の物語　４　ユリウス・カエサルービコン以 塩野　七生 新潮社 1995 232ｼ4
ローマ人の物語　５　ユリウス・カエサルービコン以 塩野　七生 新潮社 1996 232ｼ5
ローマ人の物語　６　パスク・ロマーナ 塩野　七生 新潮社 1997 232ｼ6
ローマ人の物語　７　悪名高き皇帝たち 塩野　七生 新潮社 1999 232ｼ7
ローマ人の物語　８　危機と克服 塩野　七生 新潮社 1999 232ｼ8
ローマ人の物語  ９　賢帝の世紀 塩野  七生 新潮社 2000 232ｼ9
ローマ人の物語  １０　すべての道はローマに通ず 塩野  七生 新潮社 2001 232ｼ10
ローマの街角から 塩野  七生 新潮社 2000 914.6ｼ
ローラの思い出アルバム ウィリアム・アンダーソン  編 岩波書店 1999 930.27ﾛ
六十歳からを輝いて生きるために 宮内　博一 海竜社 1990 367.7ﾐ
６０歳から近所で楽しむ仲間の会のつくり方 田村　幸子 新風社 2007 379ﾀ
六十歳からの快適ダイエット　食べ上手　健康上手 東畑　朝子 海竜社 1991 498.5ﾄ
六十歳からの素敵夫婦・モンダイ夫婦　二人でつく
る楽しい暮らし８７のアイデア

南　和子 海竜社 1998 367.7ﾐ

６０歳のラブレター　夫から妻へ、妻から夫へ ＮＨＫ出版  編
日本放送出版協
会

2001 915.6ﾛ

六十代を生きる　死への距離を計りつつ 佐藤　洋子 マガジンハウス 1999 367.7ｻ
六十六の暦 澤地　久枝 講談社 1998 914.6ｻ
鹿鳴館の貴婦人大山捨松　日本初の女子留学生 久野　明子 中央公論社 1988 289ｸ
路地裏の人権　暮らしの中に人間らしさを求めて 田中　正人 明石書店 1995 316.1ﾀ
ロジャー・フライ伝 ヴァージニア・ウルフ みすず書房 1997 723.33ｳ
六法全書　平成２２年版　Ⅰ　公法・刑事法・条約
（2冊組　分売不可）　禁帯出

江頭　憲治郎　（他）編 有斐閣 2010 320.91ﾛ１

六法全書　平成２２年版　Ⅱ民事法・社会法・産業法
（2冊組　分売不可）　禁帯出

江頭　憲治郎　（他）編 有斐閣 2010 320.91ﾛ2

ロマンチック街道に遊ぶ　ドイツ中世の町並み博物 釜本　美佐子 講談社 1992 293.4ｶ
論戦  ２０００ 櫻井  よしこ ダイヤモンド社 2000 304ｻ

論争　日本のワーク・ライフ・バランス 山口　一男、樋口　美雄　編
日本経済新聞社
出版局

2008 366.02ﾛ

論文・レポートのまとめ方 古郡　廷治 筑摩書房 1997 816.5ﾌ
論より生活　老いの世界とケア 頼富　淳子 医学書院 2002 369.2ﾖ
Ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｗｉｔｈ　Ｗｏｍｅｎ　性暴力被害者支援の
ためのガイドブック

フェミニスセラピィ研究会  編
フェミニストセラ
ピィ研究会

1999 146.8ﾜ

ワーキングウーマンが元気印になる１２章　すべて
の働く女性たちへ

働く女性のための弁護団  編
著

海風書房 1995 366.38ﾜ

ワーキングウーマン症候群 杵渕　幸子 大月書店 1993 498.39ｷ
ワーキングウーマンのサバイバルガイド　働く女性
が落ち込みそうになったとき読む本

福沢　恵子 学陽書房 1992 366.38ﾌ

ワーキング・ウーマンの仕事と生活　男女共同参画
社会をめざして

山岡　煕子（他） マネジメント社 1995 366.38ﾜ

ワーキング・ウーマンのためのＱ＆Ａ１００ 中島　通子  編、福沢  恵子 亜紀書房 1997 366.38ﾅ



ワーキングうつ　働くあなたを守る5つの処方せん 西川　敦子 ダイヤモンド社 2009 498.8ﾆ
ワーキングガールは浮かばれない デボラ・ギャリソン 毎日新聞社 1999 931.7ｷﾞ
ワーキングマザー宣言　働くママの出産・育児を応
援します

前田　己治子、スタッフＷＷ 双葉社 1999 599ﾏ

ワーキングマザーと子どもたち 久田　恵 筑摩書房 1997 367.3ﾋ
ワーキング・マザーの子育て心得帳　小学生のお母
さんのお助け情報満載

マザー・ネットワーク  編 ＰＨＰ研究所 2000 379.9ﾜ

ワーキングマザーのススメ　１００％人生に恋しよう
日本リサーチセンターワーキ
ングマザー研究会

ぎょうせい 1992 366.38ﾜ

ワーキングマザーのすすめ　仕事も子どももゲットす 木戸  道子 悠飛社 2001 366.3ｷ
ワーキング・マザーのための子育てアドバイス 星　一郎 ごま書房 1998 599ﾎ
ワーキングママ＆パパに贈る育児はふたりで 帷　篤子 自由現代社 1995 599ﾄ
ワークシェアリング　ゆったりと豊かに　オランダ・
ウェイに学ぶ・日本型雇

根本　孝 ビジネス社 2002 366.2ﾈ

ワークシェアリングの実像　雇用の分配か，分断か 竹信　三恵子 岩波書店 2002 366.2ﾀ
ワーク・シフト　孤独と貧困から自由になる働き方の
未来図<２０２５>

リンダ・グラットン プレジデント社 2012 366ｸﾞ

ワークライフシナジー　生活と仕事の＜相互作用＞
が変える企業社会

大沢　真知子 岩波書店 2008 366ｵ

ワークライフバランス　考え方と導入法 小室　淑恵
日本能率協会マ
ネージメントセン
ター

2007 336.4ｺ

ワーク・ライフ・バランスと家族形成　少子社会を変
える働き方

樋口　美雄　編 東京大学出版会 2011 366.02ﾜ

ワーク・ライフ・バランスのすすめ 村上　文 法律文化社 2014 336.4ﾑ
ワークライフバランス入門 荒金　雅子　他　編 ミネルヴァ書房 2007 366.3ｱ
ワード入門  そのまた入門　５０歳から始める  ＊付
属資料：ＣＤ－ＲＯＭ（１枚）

牧野  保子  編 主婦の友社 2001 547.48ﾜ

ワープロ漢字辞典　最新ＯＡに強くなる 学習研究社　編 学習研究社 1993 007ﾜ
わいわいがやがや女たちの反原発 三輪　妙子　編著 労働教育セン 1989 543.5ﾐ
ワイン生活　楽しく飲むための２０のヒント 田崎　真也 新潮社 1996 596.7ﾀ
若いあなたへ 千葉　敦子 偕成社 1988 914.6ﾁ
若いいのちの像　私のカウンセリング入門 児玉　澄子 調布 ウイ書房 1986 371.43ｺ
若い女性のための家族関係学 新田　慶 日本評論社 1990 367.3ﾆ
若い女性の法律ガイド  第３版 大谷　恭子、福島　瑞穂 有斐閣 2000 320.4ｵ
若いと言われる人があたりまえにやっている16の老
けない週間　５年後、あなたの見た目に10歳さがつく
毎日の食、睡眠、運動

満尾　正 主婦の友社 2016 491.358ﾐ

わが愛しき人よ フランソワーズ・ジルー 東京創元社 1995 953ｼﾞ
若い人のための精神医学　よりょく生きるための人 吉田　脩二 高文研 1999 493.7ﾖ
若いママたちへの応援歌　先輩ママがおくる 樫田　眞里、木村　洋子 日本図書刊行会 1997 599ｶ
わが夫、溥儀 李　淑賢  著、王  慶祥  編 学生社 1997 289ﾘ
若草物語への旅 井上　一馬 晶文社 1999 930.26ｲ
わが国における婚姻の実態的変遷 高嶋　めぐみ 高文堂出版社 1997 385.4ﾀ
わが子を愛するレッスン　傷ついた子どもだった両
親へ

マーガレット・ラインホルド
朝日新聞社出版
局

1995 371.4ﾗ

わが子をいじめてしまう母親たち　育児ストレスから
キレるとき

武田　京子 ミネルヴァ書房 1998 367.3ﾀ

わが子に性が語れますか　子育てのなかの性と生 高柳　美知子 三友社出版 1998 367.9ﾀ
わが子のしつけに悩んだとき読む本 キンバリー・バレット ＰＨＰ研究所 1997 379.91ﾊﾞ

わが幸はわが手で
山高　しげり  著、全国婦人
会館女性史研究会  編

ドメス出版 1982 367.04ﾔ

若さと健康をつくるウォーキング　（大学講師シス
ターズが全女性に贈る元気講座）

岡本　香代子、港野　恵美
著　岡本　勉　監修

歩行開発研究所 2005 498.35ｵ

わが生涯　生きて愛して闘って 住井　すゑ、増田　れい子 岩波書店 1995 914.6ｽ
わが青春のハプスブルク　皇妃エリザベートとその 塚本　哲也 文藝春秋 1996 283.46ﾂ
わがセールス人生に悔いなし 牛井渕　アイコ こう書房 1996 339.43ｺﾞ
わかってほしい　魂といのちのカウセリング詩 六浦　基 広池学園出版部 1997 911.56ﾑ
ワガババ介護日誌 門野　晴子 海竜社 1998 598.4ｶ
わがままな女は幸せになれる　Ｌｅｔ’ｓ自己表現自己
主張トレーニング

河村  ふみ フェミックス 2001 367.1ｶ

ワガママなバアサンになって楽しく生きる 樋口　恵子 大和書房 1999 367.7ﾋ
わがままの哲学　わたしのことはわたしが決める 若尾　典子 学陽書房 1992 367.04ﾜ
わが道　こころの出会い 藤田　たき ドメス出版 1979 289ﾌ1
わが道　続　こころの出会い 藤田　たき ドメス出版 1988 289ﾌ2
わが道を行く 影山  裕子 学陽書房 2001 367ｶ
わが娘を愛せなかった大統領へ　虐待されたトラウ
マを癒すまで

パティ・デイビス ベストセラーズ 1996 936ﾃﾞ



<若者と親>の社会学　未婚期の自立を考える 岩上　真珠　編著 青弓社 2010 367.3ｲ
若者と娘をめぐる民俗 瀬川　清子 未来社 1973 385ｾ
わが家の手軽な模様替え ニコラス・バーナード 誠文堂新光社 1996 597.2ﾊﾞ
わが家の母はビョーキです 中村　ユキ サンマーク出版 2008 916ﾅ
わが家のライフプランニング　夢を実現させる本 三谷　史生 ダイヤモンド社 1997 367.3ﾐ
わが世の物語　アンナ・ド・ノアイユ自伝 アンナ・ド・ノアイユ 藤原書店 2000 289ﾉ
わかりあう医療　対話が結ぶ患者との絆 丸原　昌子 三樹書房 1996 498.12ﾏ
わかりやすいお葬式の手引きとあいさつ文例 田伏  中子  監修 同文書院 2000 385.6ﾜ
わかりやすいお父さんの育児ＢＯＯＫ 男の育児参加を考える会  編 梧桐書院 1995 599ﾜ
わかりやすい介護休業法 労働省婦人局  編著 有斐閣 1996 366.32ﾜ
わかりやすい介護保険法 増田　雅暢 有斐閣 1998 364ﾏ
わかりやすい香りのテクノロジー 天田　圭子（他） オーム社 1997 576.6ﾜ
わかりやすい自己破産　改訂版 宇都宮　健児 自由国民社 1999 327.36ｳ
わかりやすいストーカー規制法 園田　寿 有斐閣 2002 368.64ｿ
わかりやすい男女共同参画政策と女性のエンパ
ワーメント

川橋　幸子
アプレコミュニ
ケーションズ

1998 367ｶ

わかりやすい賃金の法律実務 労働省労働基準局  編著 労働調査会 2000 366.14ﾜ
わかりやすい日本民衆と女性の歴史  近・現代編
女たちの三代を語りついで

金谷　千慧子　編著 明石書店 1991 367.21ｶ

わかりやすい離婚　見る+読む=わかる（イラスト六
法）　改訂９版

梅田　幸子、平山　信一 自由国民社 2015 324.62ｳ

わかる！使える！女子差別撤廃条約ガイドブック 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ﾜ

わかる・できる労務管理の決定版セクハラ完全対策 勝田  一男 中央経済社 2000 366.3ｶ
別れてきた恋人への手紙 ダーチャ・マライーニ 晶文社 1998 973ﾏ
別れぬ理由　離婚を通して見た日米の身分登録制 上田　信輔 近代文藝社 1995 367.4ｳ
別れるかも　福島瑞穂の 離婚マニュアル付き 福島　瑞穂 婦人生活社 1997 367.4ﾌ
別れるかもしれないふたりのために　夫婦の対話と
子どものこころ

会沢　勲 ブレーン出版 2002 367.4ｱ

別れる夫婦別れない夫婦 渥美　雅子、渥美　剛治 成星出版 1999 367.3ｱ

わけあってシングル 森本　美紀
朝日新聞社出版
局

1996 367.5ﾓ

わけあって引っ越します　老いのすみかと家族のカ
ルテ

中沢　正夫
情報センタ－出
版局

1993 365ﾅ

和食　（日本のたしなみ帖）真心も、いただきます
『現代用語の基礎知識』編集
部　編

自由国民社 2015 596.21ﾜ

忘れられない贈り物 ノーバス編集部　編 ノーバス 1996 914.6ﾜ
わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ 評論社 1986 933ﾊﾞ
私をコントロールしないで！　あなたを支配するパー
トナーとの縁の切り方

リチャード　J．ステナック　著
白川　貴子　訳

ヴォイス 2002 141.62ｽ

私を探す旅　イサドラ・ダンカンを追って 松原　惇子 文藝春秋 1995 769.53ﾏ
「私」を失くす母親たち 石川  結貴 本の時遊社 2000 916ｲ
私が生きた昭和　いばらきの女性たち 鈴木　聿子　編 ドメス出版 1992 916ｽ
私が会社を辞めた理由　悩めるＯＬたちの転機 中山　み登り 光文社 1998 336.4ﾅ
私が決める死の迎え方 斉藤　弘子　編著 保健同人社 1997 490.15ｻ
私が結婚しない理由 近代文藝社　編 近代文藝社 1997 367.4ﾜ
わたくしが旅から学んだこと　80過ぎても「世界の
旅」は継続中ですのよ！

兼高　かおる 小学館 2010 290.9ｶ

私が夫婦別姓にこだわる理由 近代文藝社　編 近代文藝社 1997 367.4ﾜ
私が離婚した理由 近代文藝社　編 近代文藝社 1996 367.4ﾜ
私が、私でない人たち　多重人格専門医の診察室
から

ラルフ・アリソン、テッド・シュ
ワルツ

作品社 1997 493.7ｱ

私がわたしを生きる本 テリー・コール・ウィッタカー ベストセラーズ 1998 159ｳ
私がわたしになれる本 テリー・コール・ウィッタカー ベストセラーズ 1997 159ｳ
私探しゲーム　増補 上野　千鶴子 筑摩書房 1992 304ｳ
私たちをもっと知ってほしいの　セーラー服・内側か
らの告発

高部　ツトム 鹿砦社 1996 367.68ﾀ

私たち、主婦だけで、理想の「終の住処」をつくりまし
た！　「介護の本質」わかる驚きと感動の物語

ＰＨＰ研究所 2009 369ｱ

私たちだって運転が好き女性ドライバーの逆襲
山口　顕子  著、Ａｕｔｏｒｏｕｔｅ
編集部  編

ＪＡＦ出版社 1996 537.8ﾔ

私たちのお産からあなたのお産へ　アンケート４９３
人の声より

ぐるーぷ・きりん　編 メディカ出版 1997 598.2ﾜ

わたくしたちの旅のかたち　好奇心が「知恵」と「元
気」を与えてくれる

兼高　かおる、曽野　綾子 秀和システム 2017 914.6ｶ

私たちのめざす平等への道　均等法の１０年と改正
要求 学習テキスト

川口　和子（他） 学習の友社 1996 366.38ﾜ

私たちは消費者 中原　秀樹 岩波書店 1995 365ﾅ



私たちはどこで老いるか　高齢化社会と住宅問題 日本住宅会議　編 ドメス出版 1992 369.26ﾜ
私だって言ってみたい　人生が楽になる女たちの名
文句

タニア・シュリー、フーベル
トゥス・ラーベ

講談社 2002 159.8ｼ

私とあなたのからだ読本　Ｔｅｅｎ’ｓ Ｂｏｄｙ ｉｓ Ｇｏｏｄ
＆Ｓｅｘｙ

山本　直英 明石書店 1997 367.99ﾔ

私何だか死なないような気がするんですよ　心とか
らだについての

宇野　千代 海竜社 1995 914.6ｳ

私にもできる　障害があっても自立した生活 ス
ウェーデンから

ブリッタ・ヨハニソン 萌文社 1997 369.27ﾖ

私にもできる家中のメンテナンスとリフォ－ム　ＤＩＹ ハンディー・ウーマン 文化出版局 1995 592.7ﾊ
私の愛する喫茶店　東京篇 カタログハウス　編 カタログハウス 1995 291.36ﾜ
私のいいふりこき人生 淡谷　のり子 海竜社 1984 767ｱ
私の居場所はどこにあるの　少女マンガが映す心の
かたち

藤本　由香里 学陽書房 1998 726.10ﾌ

私の老い構え　元気に老いる女の十六章 樋口　恵子 文化出版局 1988 367.7ﾋ
私の生い立ち 与謝野　晶子 学陽書房 1996 914.6ﾖ

私のお葬式 田島　エリコ
毎日コミュニケー
ションズ

2009 385.6ﾀ

私の介護録　悔いなき看取りを 日本経済新聞社　編
日本経済新聞社
出版局

1999 369.26ﾜ

私のからだは世界一すばらしい アンドレ・ジオルダン 東京書籍 2001 491.1ｼﾞ
私のがん戦争　寄せられた１８０通の手記より テレビ朝日出版部　編 全国朝日放送 1997 916ﾜ

私の国会報告　復刻 市川房枝
市川房枝記念会
出版部

1992 FW314.1ｲ

私の三十歳　女が自分と出会うとき 大和書房編集部　編 大和書房 1992 914.6ﾜ

私の仕事私の働き方　７２人の女性の現場報告
働く女性のネットワーク「よこ
の会」　編著

講談社 2006 366.38ﾜ

私の思想家宮沢賢治　春の修羅の心理学 岩川  直樹 花伝社 2000 910.26ｲ
私の昭和 新潮社　編 新潮社 1990 914.6ﾜ
私の女性学講義　３訂版　ジェンダーと制度 小松　満貴子 ミネルヴァ書房 1993 367.2ｺ
私の真実　自伝的回想 インディラ・ガンディー 評論社 1981 289ｶ
私の人生案内　上　教育相談なども 早乙女　勝元 民衆社 1997 914.6ｻ1
私の人生案内　下 早乙女　勝元 民衆社 1997 914.6ｻ2
私の好きな世界の街 兼高　かおる 新潮社 1996 290.9ｶ
私の旅に荷物はもういらない マヤ・アンジェロウ 立風書房 1996 769.53ｱ
私の父、私の母　Ｐａｒｔ２ 池田　理代子（他） 中央公論社 1996 914.6ﾜ2
私の父、私の母 阿刀田　高（他） 中央公論社 1994 914.6ﾜ1
私の出会ったノルウェー　増補　地球サイズの子供 中田　慶子 ドメス出版 1998 302.3ﾅ
私の通った路 高橋  たか子 講談社 1999 914.6ﾀ
私のドールハウス　Ｖｏｌ．８　和・洋・中、くだもの 学習研究社　編 学習研究社 1997 759ﾜ8
私の部屋ビス  99年早春号　観て創って楽しむガー
デン＆インテリア

小田桐　充　編 婦人生活社 1999 629.23ｵ

私の偏愛シネマ・ガイド　魅惑のヒロインたち 大橋　美加 日本テレビ放送 1996 778.28ｵ
私のままでママになる　リラックス育児のすすめ 羽生  さくる 大和出版 2000 599ﾊ
私のまわりは美しい　１４歳までのシュタイナー教育 松井　るり子 学陽書房 1997 371.5ﾏ
私のものの見方考え方　私の人生観 松本　清張 学陽書房 1998 914.6ﾏ
私の夢を実現できるちょっと違う会社起こし　こうす
ればやりがいショップを持てる 成功実例つき

あだち　ゆきこ 中経出版 1994 335.4ｱ

私の四十歳　女が人生と向き合うとき 大和書房編集部　編 大和書房 1993 914.6ﾜ
私、引きこもり主婦です。　どんな自分にもＹＥＳ！を さとう　まきこ 講談社 2002 916ｻ
私も虐待ママだった　虐待連鎖を超えて 園田　美幸 悠飛社 1996 367.61ｿ
私もひとりで暮らせる　心の病気をしたって大丈夫 松浦　幸子　編著 教育史料出版会 2004 369.28ﾏ
私もママになる！　脊髄損傷女性の出産と育児（森
村豊明会刊行助成事業）

牛山　武久（他）　編著
日本せきずい基
金

2008 493.73ﾜ

私らしい働き方フォーラム報告書　（ゆいぽーと、日
本政策金融公庫男女共同参画フォーラム　平成28
年度）

広島市男女共同参画セン
ター(ゆいぽーと)､日本政策
金融公庫広島支店

広島市男女共同
参画推進セン
ター（ゆいぽー
と）､日本政策金
融公庫広島支店

2017 FW367ﾜ

私らしく更年期　からだと心の新しいスタートライン 古橋　伸晃 求龍堂 1996 493.18ﾌ
私らしくシンプル家事　時間とお金を呼び込む節約
大ワザ･小ワザ

矢野　きくの 毎日新聞社 2006 590ﾔ

私らしさで産む、産まない 青木　やよひ（他）
農山漁村文化協
会

1991 495ﾜ

私は生まれる見知らぬ大地で　上 エィミ・タン 角川書店 1997 933.7ﾀ1
私は生まれる見知らぬ大地で　下 エィミ・タン 角川書店 1997 933.7ﾀ2
私は親のようにならない　アルコホリックの子供たち クラウディア・ブラック 誠信書房 1993 493.1ﾌﾞ
私は５６歳もう一つの人生が始まる ジュディス・サマーズ 海竜社 1989 159ｻ



私は１３歳だった　一少女の戦後史 樋口　恵子 筑摩書房 1996 289ﾋ

私は、人事課長一年生 内海　房子
日本経営者団体
連盟広報部

1991 366.3ｳ

私はそうは思わない 佐野　洋子 筑摩書房 1996 914.6ｻ
私はそれを我慢できない 鷺沢　萌 大和書房 1995 914.6ｻ
私、わたし　ろう者で性同一性障害27歳の心の葛藤 緒方　英秋 講談社 2002 369.2ｵ
私は負けない モニカ・セレシュ 徳間書店 1997 783.5ｾ
わたし色のキャリアを紡ぐ　先のことなどわからない
人生だから

小西　ひとみ 北辰社 2007 366.29ｺ

わたしを生ききるために　知っておきたい一番たい
せつなこと

吉武　輝子　著 ポプラ社 2004 914.6ﾖ

わたし、を生きる 落合　恵子 海竜社 1993 914.6ｵ

「わたし」を生きる女たち　(世界思想ゼミナール） 楠瀬　佳子編、三木　草子編
世界思想社教学
社

2004 281ﾜ

わたしを探す更年期　心と体の調和がおだやかに癒 堀口　文 文芸春秋 1994 495.13ﾎ
わたしを好きになるために 落合　恵子 海竜社 1997 914.6ｵ

わたしがあなたを選びました
鮫島　浩二　著　植野　ゆか
り　画

婦人生活社 2001 726.6ｻ

わたしが生きた昭和 澤地　久枝 岩波書店 1995 914.6ｻ
わたしが選んだ高齢出産　産むと決めるまで、産む
と決めてから

石川　恵美子 現代書林 1998 495.5ｲ

わたしが決める乳ガン治療　乳ガン体験者と医師か
らのアドバイス

近藤　誠、イデアフォー 三天書房 1997 495.46ｺ

私（わたし）がケータイを持たない理由　（祥伝社新
書２９２）

斉藤　貴男 祥伝社 2012 694ｻ

わたしがわたしになるために 山崎　朋子 海竜社 1997 914.6ﾔ
わたし、このままでいいの？　平成おんな大学 長井  和子  （監修） 文芸社 2009 366.29ﾜ
わたし・仕事・みらい 金谷　千慧子 嵯峨野書院 1995 367.2ｶ
ワタシたち、会社に文句を言いたい！ コンデックス情報研究所　編 実務教育出版 2003 366.14ﾜ
わたしたちのアリス・ウォーカー　地球上のすべての
女たちのために

河地　和子　編著 御茶の水書房 1990 930.28ｶ

わたしたちの医療ボランティア　阪神大震災が残し 戸松　成 ジャパンタイムズ 1996 369ﾄ
わたしたちの江戸　女・子どもの誕生 本田　和子（他） 新曜社 1985 361.5ﾜ
わたしたちの新世紀府中プラン  府中市総合計画
第５次

府中市総務部企画課  編
府中市総務部企
画課

2001 318.7ﾜ

わたしたちの新世紀府中プラン  府中市総合計画
第５次

府中市総務部企画課  編
府中市総務部企
画課

2001 318.7ﾜ

わたしたちのフェミニズム　落合恵子と日本の女た 河内　和子 講談社 1992 910.26ｶ
わたしと地球がつながる食農共育 近藤　恵津子 コモンズ 2006 357ｺ
わたしになる　女性のための名言集 ヤンソン　柳沢由美子  編 フレーベル館 1999 159.6ﾜ

わたしにふれてください
Ｐｈｙｌｌｉｓ　Ｋ.　Ｄａｖｉｓ、三砂
ちづる　訳、葉　祥明　絵

大和出版 2004 146.8D

わたしの愛したインド アルンダティ・ロイ 築地書館 2000 934.7ﾛ
わたしのからだはわたしのもの リンダ・ウォルヴード・ジラー アーニ出版 1999 326ｼﾞ
わたしの暮らしのヒント集 暮しの手帳編集部 暮らしの手帖社 2011 590ﾜ
わたしの更年期事情　女５０代からの生き方革命 樋口　恵子　編 旬報社 1998 493.18ﾋ
わたしの献立日記 沢村　貞子 新潮社 1994 596.9ｻ
わたしの在宅看護事典 後藤　栄子 三省堂 1987 493.1ｺﾞ
わたしの仕事　全１冊　増補改訂版　＊今井祝雄 今井　美沙子 理論社 1993 366.29ｲ
わたしの人生、今が一番　愛、生きがい・自分育て、
女五十歳からの自己実現

木元　教子 海竜社 1993 914.6ｷ

わたしのセーターにんぎょう　セーターにんぎょうの
つくりかた

田中　周子 田中　周子 1993 594ﾀ

わたしの男性学　人生相談にみるイエ意識 中村　彰 近代文芸社 1995 914ﾅ
私のＤＶ離婚　　闇のトンネルの出口を目指し 乙姫　さくら 文芸社 2007 367.3ｵ
わたしの童話 住井　すゑ 新潮社 1992 913.8ｽ
わたしの日常茶飯事 有元　葉子 筑摩書房 1997 596.04ｱ
わたしの年金いくらもらえるの？に答える本　“少し
先“を考えた暮らしのQ&A

木内　絵美子 新風舎 2006 364.6ｷ

わたしの樋口一葉 瀬戸内　寂聴 小学館 1996 910.26ｾ
わたしの美術遊園地 山本  容子 マガジンハウス 1999 732.1ﾔ

わたしの防災コトはじめ記録集　（沿線３市男女共同
参画連携事業「防災と男女共同参画」２０１７）

沿線３市男女共同参画連携
事業実行委員会　編

沿線３市男女共
同参画連携事業
実行委員会 ２０

2018 FW369.3ﾜ
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