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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1102/ｲ 「できない男」から「できる男」へ 伊藤公雄∥著 小学館 2002

2110/ｷ 99人の小さな転機のつくりかた
『ビッグイシュー日本
版』∥編

新潮社 2010

2110/ｺ
親業実践から得た100のヒント

人間関係愛のコツ心のコツ
近藤千恵∥著 海竜社 2005

2110/ｻ
仕事・人間関係・人生で

「このままじゃイヤだ！」と思ったときに読む本
齊藤正明∥著 中経出版 2012

2110/ｻ 友だちがいないと不安だ症候群につける薬 斎藤孝∥著 朝日新聞社 2005

2011/ｻ 絶対に「自分の非」を認めない人たち 斎藤茂太∥著 祥伝社 2001

2110/ｻ 「ほどほど」で人生はうまくいく
モタさん流「仕事」「健康」「人間関係」のバランス術

斎藤茂太∥著 実業之日本社 2004

2110/ｼ 素敵な女性に変わる30の小さな習慣
“見た目”まで差がつくちょっとした方法

志麻かの子∥著 青春出版社 2001

2110/ｼ あらゆる人間関係は恋愛関係である 渋谷昌三∥著 新講社 1998

2110/ﾃﾞ この人はなぜ自分の話ばかりするのか
ジョーエレン・ディミトリア
ス∥著
富田香里∥訳

ソニーマガジンズ 2000

2110/ﾅ
悩んでないで、やってみる

人間関係がうまくいく55の習慣
中山庸子∥著 筑摩書房 2004

2110/ﾊﾞ 女性の品格
装いから生き方まで

坂東眞理子∥著 PHP新書 2006

2110/ﾋ 言いたいことがきちんと伝わる50のレッスン
話し上手になれる本

平木典子∥編 大和出版 2000

2110/ﾌ 一緒にいるのが楽しい人気疲れする人
魅力的なコミュニケーションのすすめ24条

フォスター敬子∥著 海竜社 2004

2110/ﾌ 私らしくコミュニケーション
変わる言葉・変わる女性

深尾凱子∥著 ユック舎 1994

2110/ﾜ 人づきあいのレッスン
自分と相手を受け入れる方法

和田裕美∥著 ダイヤモンド社 2008

2201/ｱ こんな上司が部下を追いつめる
-産業医のファイルから-

荒い千暁∥著 文藝春秋 2006

2201/ｵ 上司と部下の深いみぞ
パワー・ハラスメント完全理解

岡田康子∥著 紀伊国屋書店 2004

2201/ｶ 職場で他人を傷つける人たち 香山リカ∥著 KKベストセラーズ 2012

2201/ﾄﾞ パワハラにならない叱り方
人間関係のワークルール

道幸哲也∥著 旬報社 2010

2202/ﾊ
仕事がスムーズにいく24のルール

気難しい女性との上手な接し方
遙洋子∥著 朝日新聞出版 2010

2205/ｲ 会社がほしがる敬語美人 井上恵美子∥著 三笠書房 1999
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

2205/ｳ
ビジネスシーンで困った時、悩んだ時に

言いにくいことをズバリいう法
植西聰∥著 小学館 1999

2205/ｳ 職場の人づきあいが楽しくなる
ひっこみ思案さんのための対人マニュアル

浦野啓子∥編 明日香出版社 1999

2206/ﾊ 上司は思いつきでものを言う 橋本治∥著 集英社 2004

3103/ﾏ どうしても嫌いな人
すーちゃんの決心

益田ミリ∥著 幻冬社 2010

3201/ﾊ
家庭をバラバラにしない
母親の祈り、父親の覚悟

浜尾実∥著 講談社 2000

3201/ﾊ 夫と妻がもっとわかりあうために 円より子∥著 大和書房 1993

3202/ﾓ いい妻、リセット宣言 百世瑛衣子∥著 共同通信社 2007

3203/ｵ
親と子の心をつなぐ

聴き方・話し方50の知恵
所澤和代・矢島京子
・山本潤一∥著

PHP研究所 2000

3204/ｲ 姑の言い分 嫁の言い分 今井美沙子∥著 作品社 2010

3206/ｶ 子どもを追いつめるお母さんの口癖 金盛浦子∥著 青樹社 1994

3207/ｲ 人間の数だけ生き方がある 伊藤悟∥著 三天書房 2000

3210/ｱ ｢引きこもり」から「社会」へ
それぞれのニュースタート

荒川龍∥著 学陽書房 2004

3212/ﾋ こうすれば「いじめ」はなくなる
いじめ社会の子どもたち

ひろさちや・藤本保∥著 清流出版 1995

4203/ｶ ちょっとの勇気でこんなに変われる！ 川崎葉子∥編 致知出版社 2004

5101/ｲ 身近な人との人間関係につまづかない88の法則 岩月謙司∥著 大和書房 2000

5101/ｲ 人の望むようにしすぎる人、平気で人を支配したがる人 岩月謙司∥著 あさ出版 2002

5101/ｳ 一緒に仕事をしたくない「あの人」の心理分析

ジェームズ・ウォルドルー
プ  ティモシー・バトラー∥
著
藤井留美∥訳

飛鳥新社 2002

5101/ｶ 言いたくても言えないわたし脱出大作戦 河村ふみ∥著 新水社 2002

5101/ｶ 「心の疲れ」をすっきりさせる本
人間関係がずっと楽になるヒント

鴨下一郎∥著 青春出版社 2006

5101/ｻ 人間関係で「キレそう！」になったら読む本 斎藤茂太∥著 新講社 2008

5101/ｻ
人に振り回されていつも損をしている

あなたの人生を変える本
斎藤茂太∥著 永岡書店 2005

5101/ｻ 彼女はこうして自分の生き方を見つけた 早乙女紀代美∥編 リヨン社 1998

5101/ﾀ 人間関係を良くするカウンセリング
心理、福祉、教育、看護、保育のために

武田建∥著 誠信書房 2004

5101/ﾂ 気づかれない<ひとづきあい>心理学 津田太愚∥著 明日香出版社 2004

5101/ﾃﾞ キレないための上手な「怒り方」
クリスティン・デンマロ＆
レイチェル・クランツ∥著
ニキ・リンコ∥訳

花風社 2000

5101/ﾌ 心がほっとする57の方法
だじょうぶ！のんびりいこう

藤臣柊子∥著 筑摩書房 2003

5101/ﾎ
職場・恋人・友人・家族に

「わかってもらえない」ときに読む本
堀田あけみ∥著 海竜社 2004

5209/ｾ
セクハラをしない・させない

職場の人間関係
関輝夫∥著 ビジネス社 1993

5209/ﾜ まだある！職場のパワハラ・セクハラ 和田順子∥著 新水社 2012
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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

2204　ﾂ 親は知らない就活の鉄則 常見陽平 朝日新聞出版 2012

3103　ﾌ
シングルマザーを生き抜く15のノウハウ 離婚・貧困の連
鎖を乗り越えて

ふじえりこ 合同出版 2012

3201　ｺ 子育てが終わらない　「30歳成人」時代の家族論
小島貴子 斎
藤環

青土社 2012

3203　ｻ
1～9

毎日かあさん　1～9 西原理恵子 毎日新聞社
2004～

2012

3203　ﾌ 父親　100の生き方 深谷昌志 中央公論新社 2008

3205　ﾆ 産後ママの体と心　トラブル解消BOOK NHK出版 NHK出版 2010

3205　ﾐ パパがつくる産前産後のおいしいごはん みらいたべる 文化出版局 2012

3206　ｱ
1～3

子育てハッピーアドバイス　1～3 明橋大二 １万年堂出版
2005～

2006

3206　ｱ 忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス 明橋大二 １万年堂出版 2007

3206　ｱ パパの極意　仕事も育児も楽しむ生き方 安藤哲也 NHK出版 2008

3206　ｵ トラウマ返し　子どもが親に心の傷を返しに来るとき 小野修 黎明書房 2007

3206　ｵ
子育て　泣きたいときは泣いちゃおう！　親子が最高に仲
良くなるシンプルな方法

小野わこ 学陽書房 2005

3206　ｶ
わが子の「やる気スイッチ」はいつ入る？　やきもきしてい
るお父さんお母さんへ

菅野純 主婦の友社 2009

3206　ｷ たいせつなことはみんな子どもたちが教えてくれた きむらゆういち 主婦の友社 2008

3206　ｷ
失敗する子は伸びる　ころんでも自分で立ち上がれる子
に育てる

岸英光 小学館 2012

3206　ｸ 子どもの心をしずめる24の方法
エリザベス・ク
レアリー

築地書館 2007

3206　ｸ 俺だって子供だ！ 宮藤官九郎 文藝春秋 2008

3206　ｺ
男の子のなぞ！　先輩ママだけが知っている子育てアド
バイス

子育てネット 大和書房 2008

3206　ｺ
どうしても、感じてしまう子育てストレス みんなはどうして
いるんだろう？

主婦の友編集
部

主婦の友社 2000

3206　ｺ 子育てウツからスルリと抜け出す100のコツ 主婦の友社 主婦の友社 2010

3206　ｼ
親子のハッピーコミュニケーション 子どもを伸ばす会話
力

汐見稔幸 岩崎書店 2007

3206　ｾﾞ
０歳の赤ちゃんの気持ちがわかる本 言葉のない１年間
には意味がある

小西行郎 講談社 2012

3206　ﾀ
29,000人のお母さんの実感　子育てのリアリティ 「子ども
がかわいく思えない」そして、その後

高江幸恵
子どもの未来
社

2012
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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

3206　ﾅ 鏡は先に笑わない　“こころ”豊かな子どもを育てるために 中野靖彦 風媒社 2006

3206　ﾊ
いいママにならなくても、ラクしてもいい！　子育ての不安
を解消する100のアドバイス

長谷川七子 主婦と生活社 2008

3206　ﾎ ツレはパパ１（～３）年生 細川貂々 朝日新聞出版
2009～

2010

3206　ﾐ 夜回り先生50のアドバイス　子育てのツボ 水谷修 日本評論社 2010

3206　ﾔ 子育てに必要なことはすべてアニメのパパに教わった 柳沢有紀夫 中経出版 2012

3206　ﾔ
３歳児は困ったちゃん？　育児カウンセラーのアドバイス
21

山本勝美 筑摩書房 2005

3207　ｳ 秋田の子供はなぜ塾に行かずに成績がいいのか 浦野弘 講談社 2009

3207　ｵ 「親力」365日！　〈伸びる子〉の土台をつくる毎日の習慣 親野智可等 宝島社 2006

3210　ｺ
我が子をニートから救う本　ニート或いはニート予備軍の
親たちへ

小島貴子 すばる舎 2005

3210　ｻ 「ニートな子」をもつ親へ贈る本 澤井繁男 PHP研究所 2005

3210　ｻ ひきこもりのライフプラン　「親亡き後」をどうするか
斎藤環 畠中
雅子

岩波書店 2012

3210　ﾋ いまどきの思春期問題　子どものこころと行動を理解する 平岩幹男 大修館書店 2008

3210　ﾔ 子どもの最貧国・日本　学力・心身・社会におよぶ諸影響 山野良一 光文社 2008

3210　ﾖ 親は知らない　ネットの闇に吸い込まれる子どもたち
読売新聞社会
部

中央公論新社 2010

3210　ﾜ 11歳の身の上相談　悩むわが子に元気と力を与える本 渡辺弥生 講談社 2008

3211　ｱ
なぜそんなに「まわり」を気にするの？　親と子をめぐる事
件に思う

青木悦 けやき出版 2007

3211　ｲ マンガ　子ども虐待　出口あり
イラ姫 信田さ
よ子

講談社 2001

3211　ｲ なんで子どもを殺すの？　名越康文の処方箋 猪熊弘子 講談社 2007

3211　ｽ 子ども虐待という第四の発達障害 杉山登志郎 学研 2007

3212　ｵ 子どもに聞くいじめ　フリースクールからの発信 奥地圭子
東京シューレ出
版

2007

3212　ｵ 親に暴力をふるう子どもの心がわかる本 山中康裕 講談社 2008

3212　ｶ こんな子どもが親を殺す 片田珠美 文藝春秋 2007

3212　ﾐ 夜回り先生　いじめを断つ 水谷修 日本評論社 2012

4103　ｽ 発達障害の子どもたち 杉山登志郎 講談社 2007

4103　ﾀ 発達障害と向き合う 竹内吉和
幻冬舎ルネッ
サンス

2012

4206　ｶ 家族で楽しむ子どものお祝いごとと季節の行事 新谷尚紀 日本文芸社 2012

4207　ﾜ
2

わが子からはじまる食べものと放射能のはなし 安田節子 クレヨンハウス 2011

4207　ﾜ
4

小児科医が診た放射能と子どもたち 山田真 クレヨンハウス 2011

5101　ｺ 子どもの心をストレスから守る本 笠原麻里 講談社 2010

5101　ｻ ひきこもりはなぜ「治る」のか？　精神分析的アプローチ 斎藤環 中央法規 2007

6108　ﾀ きいて　きいて たかぎちず 長崎出版 2012

6108　ﾔ パパ、かばに　なる
安江リエ 飯野
まき

偕成社 2009
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1101/ｱ 女は私で生きる アエラ編集部∥編 朝日新聞社 2002

1101/ｳ
理系なお姉さんは苦手ですか？
理系な女性10人の理系人生カタログ

内田麻理香∥著
高世えり子∥絵

技術評論社 2011

J/1101/ｵ オンナらしさ入門（笑） 小倉千加子∥著 理論社 2007

1101/ﾏ
ママたちのモーニングコンサート
わたしらしく輝きたい

SKIP∥著 雲母書房 2001

1103/ｵ
モモタロー・ノー・リターン＆サルカニ・バイオレンス
昔むかし、ジェンダーがありましたとさ……

奥山和弘∥著 星雲社 2011

J/1103/ｺ 男らしさ・女らしさって何？
こんのひとみ∥文
丸山誠司∥絵

ポプラ社 2003

1202/ﾔ
何とかなるさ！
ママは宇宙へ行ってきます

山崎直子∥著 サンマーク出版 2010

1301/ｵ
「男だてら」に「女泣き」
ジェンダーと男女共同参画社会入門

奥山和弘∥著 文芸社 2003

2202/ｱ
こんなワタシが働く「お母さん」！？
パニック障害といっしょ。

青柳ちか∥著 イースト・プレス 2011

2202/ｼ
〈わたし〉を生きる
女たちの肖像

島﨑今日子∥著 紀伊國屋書店 2011

2202/ﾄ 走れ！助産師ボクサー 富樫直美∥著 NTT出版 2011

2110/ｶ
ワンピースの言葉が教えてくれること
ルフィと仲間たちに学ぶ「生き方」の教科書

方喰正彰∥著 あさ出版 2012

2202/ｽ すごい女子会 勝間和代∥責任編集 アスコム 2011

2205/ｴ
現場女子
輝く働き方を手に入れた7つの物語

遠藤功∥著 日本経済新聞出版社 2012

2205/ｼ
「手仕事」で夢をかなえる女性たち
ものづくりを生業にした24人の物語

塩沢槙∥著 淡交社 2012

2205/ﾐ
ふむふむ
おしえて、お仕事！

三浦しをん∥著 新潮社 2011

3206/ｱ
この子はこの子でいいんだ。私は私でいいんだ
これで、子どもの未来が輝く

明橋大二∥著 1万年堂出版 2004

3206/ｶ ザ・イクメン セイン　カミュ∥著 三省堂 2010

3206/ﾓ パパ、どうしてお仕事いかないの？ 望月昭∥著 幻冬舎 2011

3206/ﾜ わたしのままでママをやる 斎藤学[ほか]∥著 WAVE出版 2012

4103/ｳ べてるの家の恋愛大研究 浦河べてるの家∥著 大月書店 2010

J/4103/ｸ だれか、ふつうを教えてくれ！ 倉本智明∥著 理論社 2006
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

4103/ﾊ
日本一ヘタな歌手
亡き母との約束を胸に、命尽きるまで紅白を目指す

濱田朝美∥著 光文社 2009

5201/ｷ
オトコもスカートはきたいよ
男性も自由にオシャレしたい！

きらめき∥著 新風舎 2005

5204/ｲ
ゲイでええやん。
カミングアウトは息子からの生きるメッセージ

伊藤真美子∥著 東京シューレ出版 2010

6102/ｱ チア男子！！ 朝井リョウ∥著 集英社 2010

6102/ｶ 女子芸人 神田茜∥著 新潮社 2011

6102/ﾂ わたし、男子校出身です。 椿姫彩菜∥著 ポプラ社 2008

6102/ﾔ この世は二人組みではできあがらない 山崎ナオコーラ∥著 新潮社 2010

6102/ﾜ わたしになる！女性のための名言集
ヤンソン柳沢由実子∥編
江原利子∥挿画

フレーベル館 1999

6201/ｻ
殴る女たち
女子格闘家という生き方

佐々木亜紀∥著 草思社 2010

分類 書名 著者名など 出版者 出版年

6108/ｱ アリーテ姫のぼうけん
ダイアナ・コールス∥原作
［ほか］

学陽書房 1992

6108/ｵ プレゼント
乙武洋匡∥文
沢田としき∥絵

中央法規出版 2000

6108/ｵ みんなおなじでもみんなちがう
奥井一満∥文
得能通弘∥写真
小西啓介∥ＡＤ

福音館書店 2007

6108/ｼ ぼくを探しに
シルヴァスタイン∥作
倉橋由美子∥訳

講談社 1979

6108/ｻ さっちゃんのまほうのて 田畑精一∥ 偕成社 1985

6108/ﾚ
スイミー
ちいさなかしこいさかなのはなし

レオ＝レオニ∥作
谷川俊太郎∥訳

好学社 2003

6108/ﾌ ウエズレーの国
ポール・フライシュマン∥作
ケビン・ホークス∥絵
千葉茂樹∥訳

あすなろ書房 1999

6108/ｵ/
１

とべないほたる　１
ほたるたちのたんじょう

小沢昭巳∥原作
関重信∥画

ハート出版 2003

6108/ｵ ピンクがすきってきめないで
ナタリー・オンス∥文
イリヤ・グリーン∥絵
ときありえ∥訳

講談社 2010

6108/ｵ ぼくのママはうんてんし おおともやすお∥さく 福音館書店 2012

6108/ｼ
ストライプ
たいへん！しまもようになっちゃった

デヴィッド・シャノン∥文と絵
清水奈緒子∥訳

セーラー出版 1999

6108/ｾﾞ せかいいち大きな女の子のものがたり
ポール Ｏ． ゼリンスキー∥絵
アン・アイザックス∥文
落合恵子∥訳

冨山房 1996

6108/ﾅ くれよんのくろくん なかやみわ∥さく・え 童心社 2001

6108/ﾙ そのままのきみがすき
マックス・ルケード∥著
セルジオ・マルティネス∥絵
ホーバード・豊子∥訳

いのちのことば社 2000
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1101/ﾋ
元気になりたい！女の本　－北京世界女性会議からあ
なたへ

Ｈｕｍａｎ Ｒｉｇｈｔｓ of
Womenの会∥著

日本評論社 1996

1101/ﾏ からだを語ろう、女から女へ 丸本百合子∥著 廣済堂出版 1993

1501/ｴ デートＤＶ　－愛か暴力か、見抜く力があなたを救う 遠藤智子∥著 ＫＫベストセラーズ 2007

2110/ｵ 自分にごほうび 落合恵子∥著 大和書房 1996

2201/ｲ
30代40代-何のために働いているのかわからなくなった
とき読む本

池田健∥著
インデックス
・コミュニケーション
ズ

2004

2204/ｾ
死ぬまで仕事に困らないために20代で出逢っておきた
い100の言葉

千田琢哉∥著 かんき出版 2011

4102/ﾜ
介護に頼らない身体をつくる　いますぐできるロコモ体
操

渡會公冶∥著 家の光協会 2010

4201/ﾔ おとなの時間の、つくりかた 山本ふみこ∥著
ＰＨＰエディターズ
・グループ

2009

4203/ｴ 新版　病気になる家 健康になる家 榎本馨∥著 評言社 2003

4203/ｵ
女子栄養大学のカフェテリア　カンタン今日のごはんは
これで決まり

小笠原章子∥著
幻冬舎
エデュケーション

2010

4203/ｵ 男の独り料理 婦人之友社編集部∥編 婦人之友社 2000

4207/ﾉ 放射能からママと子どもを守る本 野口邦和∥著 法研 2011

5101/ｱ 心のホネが折れたとき　女性のうつをケアするために 赤沢南∥著 彩流社 2005

5101/ｳ ポジティブ・メッセージ 海原純子∥著 ＫＫベストセラーズ 1996

5101/ｶ 「悩み」の正体 香山リカ∥著 岩波書店 2007

5101/ｻ 自分の居場所のみつけかた 斎藤学∥著 大和書房 2006

5102/ﾔ
ＳＣＩＥＮＣＥ ＡＮＤ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ　睡眠リズムと体内
時計のはなし

山元大輔∥著 日刊工業新聞社 2005

5104/ｺ 男のための漢方 幸井俊高∥著 文藝春秋 2007

5104/ﾅ 乳ガン110番　-第２版- 南雲吉則・岩瀬哲∥著 日刊工業新聞社 2004

5104/ﾐ みんなの女性外来　頭の痛みがとれないときの本 対馬ルリ子∥総監修 小学館 2008

5104/ﾐ みんなの女性外来　だるさ・疲れがとれないときの本 対馬ルリ子∥総監修 小学館 2008

5104/ﾐ みんなの女性外来　生理のトラブルがつらいときの本 対馬ルリ子∥総監修 小学館 2008
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

5104/ﾐ みんなの女性外来　首・肩のこりがつらいときの本 対馬ルリ子∥総監修 小学館 2008

5104/ﾐ
みんなの女性外来 皮膚のトラブルが治らないときの
本

対馬ルリ子∥総監修 小学館 2009

5104/ﾐ みんなの女性外来　夏冷え・冬冷えがつらいときの本 対馬ルリ子∥総監修 小学館 2009

5104/ﾐ みんなの女性外来　腹痛・便秘がつらいときの本 対馬ルリ子∥総監修 小学館 2009

5104/ﾐ
みんなの女性外来　イライラ・落ち込みが激しいときの
本

対馬ルリ子∥総監修 小学館 2009

5104/ﾐ みんなの女性外来　むくみをとってやせやすくなる本 対馬ルリ子∥総監修 小学館 2010

5104/ﾐ みんなの女性外来　眠れなくてつらい！を解決する本 対馬ルリ子∥総監修 小学館 2010

5104/ﾐ みんなの女性外来　つらいアレルギーが治る本 対馬ルリ子∥総監修 小学館 2010

5104/ﾐ
みんなの女性外来　人に言えないからだの悩みを解決
する本

対馬ルリ子∥総監修 小学館 2010

5105/ｲ 笑いの健康学　-笑いが免疫力を高める- 伊丹仁朗∥著 三省堂 1999

5105/ｲ 女医さんシリーズ　働く女のストレス症候群 池下郁子∥著 主婦の友社 1998

5105/ｲ 貧血改善レシピ　鉄分とれれば元気できれいに！ 今泉久美∥著 文化出版局 2012

5105/ｵ お父さんのためのダイエット読本 宮崎滋・古田裕子∥著 日本出版社 2005

5105/ｵ オリジナルレシピが楽しめる　アロマテラピー 熊谷千津∥監修・指導 雄鶏社 1997

5105/ｺ 子どもの生体リズム・体内リズム
食べもの文化編集部
∥編

芽ばえ社 1995

5105/ﾀ 読む禁煙 高橋裕子∥著 徳間書店 2004

5105/ﾀﾞ 大腰筋ダイエットで即効！お腹やせ 石井直方∥監修 小学館 2003

5105/ﾃ 手軽にダンベル・エクササイズ 木場本弘治∥監修 西東社 2000

5105/ﾅ 腰痛は姿勢を変えるだけでよくなる 中野昇∥著 マキノ出版 2001

5105/ﾆ 日本航空客室乗務員の「美ストレッチ」 日本航空∥著 扶桑社 2012

5105/ﾋ らくらくヨーガ健康長寿法 広池秋子∥著 講談社 1999

5105/ﾋﾞ
なぜか太りやすい人のための　メタボにならない３分間
エクササイズ

ビジネスマンの健康を
考える会∥著

ＰＨＰ研究所 2009

5105/ﾐ ウォーキング・レッスン 宮下充正∥著 講談社 2000

5105/ﾘ/J けんこうだいいち
マンロー・リーフ∥著
渡辺茂男∥訳

フェリシモ 2003

5106/ﾉ すてきな人のイキイキ更年期 野末悦子∥著 主婦の友社 2005

6102/ｽ {ゆるライフ}のため息　30代・迷える大ヒツジの言い訳 杉本あり∥著
ＰＨＰエディターズ
・グループ

2005

6102/ﾀ できればムカつかずに生きたい 田口ランディ∥著 晶文社 2000

6108/ｾﾞ すくすく親子のあそび絵本　０・１さいのあそび100 小桜浩子∥編 ポプラ社 2004

6201/ｱ 父と子のキャッチボールのススメ 青島健太∥著 スキージャーナル 2004

6201/ｴ/K 生活実用シリーズ　田部井淳子のはじめる！山ガール 佐藤耕至∥編 日本放送出版協会 2010

6201/ﾔ
疲れたときは、からだを動かす！　-アクティブレストの
すすめ

山本利春∥著 岩波書店 2006

7101/ミ ブックセラピー　女性が元気になるためのブックガイド 三浦天紗子∥著 アンドリュース・プレス 2004
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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

J1202　ﾋ 私は13歳だった　一少女の戦後史 樋口恵子 筑摩書房 1996

J2108　ｳﾞ 娘と話すアウシュヴィッツってなに？
アネット・ヴィ
ヴィオルカ

現代企画室 2004

J2108　ｷ
枯葉剤（かれはざい）の村の子どもたち ヴェトナム・パコ
族の子どものくらし

北沢杏子ほか アーニ出版 1998

J2108　ｻ
戦火の爪あとに生きる　劣化ウラン弾とイラクの子どもた
ち

佐藤真紀 童話館出版 2006

J2108　ｼ 少女アンネ　その足跡
E＝シュナーベ
ル

偕成社 1978

J2108　ﾃ
飛べ！千羽づる　ヒロシマの少女　佐々木禎子さんの記
録　新装版

手島悠介 講談社 2000

J2108　ﾍ
1

平和と戦争の絵本①　人はなぜ争うの？ 岩川直樹ほか 大月書店 2002

J2108　ﾍ
2

平和と戦争の絵本②　平和ってなに？ 大野一夫ほか 大月書店 2002

J2108　ﾍ
3

平和と戦争の絵本③　戦争はなぜくり返される 石山久男ほか 大月書店 2003

J2108　ﾍ
4

平和と戦争の絵本④　非暴力で平和をもとめる人たち
目良誠二郎ほ
か

大月書店 2003

J2108　ﾍ
5

平和と戦争の絵本⑤　わたしたちは平和をめざす 黒田貴子ほか 大月書店 2003

J2108　ﾍ
6

平和と戦争の絵本⑥　憲法で平和を考える 笠井英彦ほか 大月書店 2003

J2108　ﾐ ひめゆりの少女　十六歳の戦場 宮城喜久子 高文研 1995

J2109　ｼﾞ
4

人が人らしく生きるために　人権を考える本④ 女性・戦
争と人権

角田由紀子ほ
か

岩崎書店 2001

J3210　ﾋ 十歳のきみへ　九十五歳のわたしから 日野原重明
冨山房インター
ナショナル

2006

J8201　ｷ 母と子でみる　パレスチナ　非暴力で占領に立ち向かう 清末愛砂 草の根出版会 2006

K2108　ｱ 女たちの戦争　引き裂かれた愛と悲しみの記録 阿部輝郎 歴史春秋社 1987

1201　ｷ
金学順（キムハクスン）さんの証言　「従軍慰安婦問題」を
問う

解放出版社 解放出版社 1993

1201　ｾ 占領と性　政策・実態・表象
恵泉女学園大学平
和文化研究所

インパクト出版
会

2007

1201　ｾ
1

戦争・暴力と女性①　戦の中の女たち 西村汎子 吉川弘文館 2004

1201　ｾ
2

戦争・暴力と女性②　軍国の女たち 早川紀代 吉川弘文館 2005

1201　ｾ
3

戦争・暴力と女性③　植民地と戦争責任 早川紀代 吉川弘文館 2005

1201　ﾆ 従軍慰安婦のはなし　十代のあなたへのメッセージ 西野瑠美子 明石書店 1993
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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1202　ｺﾞ ベアテと語る「女性の幸福」と憲法
ベアテ・シロタ・
ゴードン

晶文社 2006

1203　ｶ書 水子の譜（うた）　ドキュメント引揚孤児と女たち 上坪隆 社会思想社 1993

1203　ｾ 従軍慰安婦・慶子　死線をさまよった女の証言 千田夏光 恒友出版 1995

1203　ﾖ 置き去り　サハリン残留日本女性たちの六十年 吉武輝子 海竜社 2005

2104　ｹ
憲法が変わっても戦争にならないと思っている人のため
の本

高橋哲哉ほか 日本評論社 2006

2104　ﾅ 憲法24条　＋　9条　なぜ男女平等がねらわれるのか 中里見博 かもがわ出版 2005

2106　ﾆ 日本に生まれて　女性が考える日本国憲法
阪急コミュニケーショ
ンズ書籍編集部

阪急コミュニ
ケーションズ

2004

2106　ﾏ アメラジアンの子供たち　知られざるマイノリティ問題 S・マーフィ重松 集英社 2002

2108　ｲ 特攻　自殺兵器となった学徒兵兄弟の証言 岩井忠正ほか 新日本出版社 2002

2108　ｵ
9・11ジェネレーション　米国留学中の女子高生が学んだ
「戦争」

岡崎玲子 集英社 2004

2108　ｶ
カレンさんコスタリカを語る　いちばん大切なことは命を大
事にすることです

カレンさん招へ
い実行委員会

草の根出版会 2003

2108　ｼ
資料が語る戦時下の暮らし　太平洋戦争下の日本：昭和
16年～20年

羽島知之
麻布プロデュー
ス

2004

2108　ｼﾞ
『女性自身』が伝えたアメリカの戦争 ベトナムからイラク
まで

松田優ほか
大正大学出版
会

2007

2108　ｾ 戦争をしなくてすむ世界をつくる30の方法
平和をつくる17
人

合同出版 2003

2108　ﾀ書 日本の戦争　なぜ、戦いに踏み切ったか？ 田原総一朗 小学館 2000

2108　ﾀﾞ
1書

敗北を抱きしめて　上　第二次大戦後の日本人 ジョン・ダワー 岩波書店 2001

2108　ﾀﾞ
2書

敗北を抱きしめて　下　第二次大戦後の日本人 ジョン・ダワー 岩波書店 2001

2108　ﾄﾞ
書

生きているヒロシマ 土門拳 築地書館 1978

2108　ﾓ
平和に暮らす、戦争しない経済学　経済学的に平和を守
る56の方法

森永卓郎 アスペクト 2006

2108　ﾜ
わたしの息子はなぜイラクで死んだのですか シンディ・
シーハン　平和への闘い

レオン・スミス 大月書店 2006

2112　ﾐ
日本・中国・韓国＝共同編集　未来をひらく歴史 東アジ
ア3国の近現代史

日中韓3国共通歴
史教材委員会

高文研 2005

2205　ｾ 職業は武装解除 瀬谷ルミ子 朝日新聞出版 2011

5210　ｼﾞ 自由への扉　今日から思いっきり生きていこう ジェーン 御茶の水書房 2009

6102　ﾌ 夜と霧　新版
ヴィクトール・E・
フランクル

みずず書房 2002

6102　ﾌ アンネの日記　完全版 アンネ・フランク 文藝春秋 1994

6108　ｳ バスラの図書館員　イラクで本当にあった話
ジャネット・ウィ
ンター

晶文社 2006

6108　ｺ せかいいち　うつくしい村へ　かえる 小林豊 ポプラ社 2003

6108　ﾖ ひとりじゃないよ　21世紀へ生まれてくる子どもたちへ
アムネスティ・インター
ナショナル日本 金の星社 2000

8101　ｵ 紛争と難民　緒方貞子の回想 緒方貞子 集英社 2006

8104　ｼ 子ども兵の戦争 P・W・シンガー
日本放送出版
協会

2006

8104　ﾌ
カンボジアと子どもたちの戦後　地雷・貧困・エイズ・人身
売買

藤井秀樹 丹精社 2004

8201　ﾔ カブール・ノート　戦争しか知らない子どもたち 山本芳幸 幻冬舎 2001
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1101/ｵ メディアにひそむ母性愛神話 大日向雅美∥著 草土文化 2003

1101/ｻ
紅一点論
アニメ・特撮・伝記のヒロイン像

斎藤美奈子∥著
ビレッジセンター出
版局

1998

1101/ﾆ
/7

新編　日本のフェミニズム　7
表現とメディア

井上輝子［ほか］∥編 岩波書店 2009

1101/ﾋﾟ
メディア＆フェミニズムリテラシー
沈黙より提言を　批判する力

平野よう子∥著 鳥影社 2001

1101/ﾋﾟ
ガール・ジン
「フェミニズムする」少女たちの参加型メディア

アリスン･ピープマイヤー∥著
野中モモ∥訳

太田出版 2011

1101/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・T.ストラトフォー
ド・K.デイビス∥編
井上輝子・女性雑誌研究会
∥編・訳

垣内出版 1995

1101/ﾔ
〈女性記者〉の眼
山城紀子新聞コラム集　やわらかな社会へ向けて

山城紀子∥著 ボーダーインク 2004

1103/ﾜ
お姫様とジェンダー
アニメで学ぶ男と女のジェンダー学入門

若桑みどり∥著 筑摩書房 2003

1103/ｸ メディアとジェンダー
国広陽子・東京女子大学女
性学研究所∥編

頸草書房 2012

1103/ｼﾞ
/3

ジェンダー白書　3
女性とメディア

北九州市立男女共同参画セ
ンター“ムーブ”∥編

明石書店 2005

1103/ﾓ ジェンダーとジャーナリズムのはざまで 諸橋泰樹∥著 批評社 2005

1201/ｴ
女のくせに
草分けの女性新聞記者（ジャーナリスト）たち

江刺昭子∥著 インパクト出版会 1997

1202/ｶ
笑って泣いて歩いて書いた
女性ジャーナリストの五〇年

金森トシエ∥著 ドメス出版 2006

1202/ﾏ
愛と怒り闘う勇気
女性ジャーナリストいのちの記録

松井やより∥著 岩波書店 2003

1202/ﾇ 語り下ろし　情報との出合い 縫田曄子∥著 ドメス出版 1999

1202/ﾜ
平和ならしむるもの
一女性ジャーナリストの歩み

渡善子∥著 ドメス出版 1998

1203/ｴ
/10

課外授業ようこそ先輩　10
NHK「課外授業ようこそ先輩」
制作グループ∥編

KTC中央出版 1999

J/1203/
ｺ

フォトジャーナリスト吉田ルイ子 小河修子∥著 理論社 1998

1203/ｻ
ライカでショット！
お嬢さんカメラマンの昭和奮闘記

笹本恒子∥著 清流出版 2002

1203/ｻ
きらめいて生きる明治の女性たち
笹本恒子写真集

笹本恒子∥著 清流出版 1996

D/1203/
ｼ

ジャーナリスト・下村満子 下村満子・伊地知裕子∥著 作品社 1986

12



分類 書名 著者名など 出版者 出版年

2107/ｳ
アイヌときどき日本人
宇井眞紀子・写真集

宇井眞紀子∥著 社会評論社 2001

Ｊ/2108/
ﾔ

戦争を取材する
子どもたちは何を体験したのか？

山本美香著 講談社 2011

6102/ｲ
犬猫
36歳・女性・映画監督が出来るまで

井口奈己∥著 フリースタイル 2004

6102/ﾏ
一本のペン
私は何を書いてきたか

増田れい子∥著 大月書店 1995

6103/ｲ 「女の子写真」の時代 飯沢耕太郎∥著 NTT出版 2010

6103/ｵ
福島　FUKUSHIMA　土と生きる
大石芳野写真集

大石芳野∥著 藤原書店 2013

6103/ｵ
アートと女性と映像
グローカル・ウーマン

岡部あおみ∥著 彩樹社 2003

6103/ｽ 女性フォトグラファーズ・ガイド 砂波針人∥編 河出書房新社 2010

6104/ｲ
re-birth
ガレキの隣のオンナたち　今岡昌子写真集

今岡昌子∥著 窓社 2003

6105/ｳ ウーマン・イン・ロック　クロニクル 音楽出版社 2004

6106/ｲ 女性映画監督の恋 石原郁子∥著 芳賀書店 2001

6106/ｷ
キネマの美女
二十世紀ノスタルジア

文藝春秋∥編 文藝春秋 1999

6106/ｼﾞ
/04

女性監督映画がおもしろい　2004年版 小藤田千栄子［ほか］∥著
パド･ウィメンズ･オ
フィス

2004

6106/ｼﾞ
/05

女性監督映画がおもしろい　2005年版 小藤田千栄子［ほか］∥著
パド･ウィメンズ･オ
フィス

2005

6106/ｼﾞ
/06

女性映画がおもしろい　2006年版 小藤田千栄子［ほか］∥著
パド･ウィメンズ･オ
フィス

2006

6106/ｼﾞ
/07

女性映画がおもしろい　2007年版 小藤田千栄子［ほか］∥著
パド･ウィメンズ･オ
フィス

2007

6106/ｼﾞ
/09

女性映画がおもしろい　2009年版 小藤田千栄子［ほか］∥著
パド･ウィメンズ･オ
フィス

2009

6106/ｼﾞ
/10

女性映画がおもしろい　2010年版 小藤田千栄子［ほか］∥著
パド･ウィメンズ･オ
フィス

2010

6106/ﾊ 女が映画を作るとき 浜野佐知∥著 平凡社 2005

6106/ﾌ たからもの 深井貴子∥著 新風舎 2005

6106/ﾜ
ハンサムな女たち
77人の映画のヒロイン

和久本みさ子∥著 清水書院 1997

6107/ｵ 男よりテレビ、女よりテレビ 小倉千加子∥著 朝日新聞出版 2008

6107/ｻ
〈美少女〉の現代史
「萌え」とキャラクター

ササキバラ・ゴウ∥著 講談社 2004

7102/ｺ
メディア・エッセイ
情報時代の心に浮かぶよしなしごと

小玉美意子∥著 学文社 1997

7102/ｼ 広告のヒロインたち 島森路子∥著 岩波書店 1998

7102/ｼﾞ 女性とメディア
加藤春恵子・津金澤聰廣∥
編

世界思想社 1992

7102/ﾊ
〈オンナ・コドモ〉のジャーナリズム
ケアの倫理とともに

林香里∥著 岩波書店 2011

13



分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1101/ﾊ 東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ 遙洋子∥著 筑摩書房 2000

1501/ｼ
泣いてもいい、人間ひとりじゃない　DV、離婚、自立、そ
して福祉へ

下平雅子∥著 講談社 2002

2202/ﾂ
女36歳からでもキャリアは作れる　夫の失踪、子供3人…
…主婦が大学教授になるまで

辻三千代∥著 光文社 2009

2204/ﾔ おとなの進路教室。 山田ズーニー∥著 河出書房新社 2007

4103/ｵ なおこになる日 岡田なおこ∥著 小学館 1998

4106/ﾜ 生活保護とあたし 和久井みちる∥著 あけび書房 2012

6102/ｱ いつもひとりで 阿川佐和子∥著 大和書房 2000

6102/ｱ プールサイドの彼方 朝比奈あすか∥著 実業之日本社 2012

6102/ｲ 蝉和郎 石牟礼道子∥著 葦書房 1996

6102/ｲ 森のなかのママ 井上荒野∥著 集英社 2004

6102/ｲ 閉経記 伊藤比呂美∥著 中央公論新社 2013

6102/ｳ 幸福の言葉 宇野千代∥著 海竜社 2002

6102/ｳ ひとりの午後に 上野千鶴子∥著 NHK出版 2010

6102/ｳ ぬけぬけと男でいよう 内田春菊∥著 角川書店 2004

6102/ｴ 思いわずらうことなく愉しく生きよ 江國香織∥著 光文社 2004

6102/ｵ 揺れて 落合恵子∥著 集英社 1994

6102/ｵ 困ってるひと 大野更紗∥著 ポプラ社 2011

6102/ｵ つるかめ助産院 小川糸∥著 集英社 2010

6102/ｶ これでよろしくて？ 川上弘美∥著 中央公論新社 2009

6102/ｶ みすゞさんぽ　金子みすゞ詩集 金子みすゞ∥著 春陽堂書店 2006

6102/ｶ マザーズ 金原ひとみ∥著 新潮社 2011

6102/ｶ 対岸の彼女 角田光代∥著 文藝春秋 2004

6102/ｷ ハピネス 桐野夏生∥著 光文社 2013
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

6102/ｺ ナルキッソスの鏡 小池真理子∥著 集英社 1993

6102/ｻ おばさん未満 酒井順子∥著 集英社 2008

6102/ｻ 原発難民の詩 佐藤紫華子∥著 朝日新聞出版 2012

6102/ｼﾞ 女子会川柳　「調子どう？」あんたが聞くまで絶好調
シティリビング編集部・
ポプラ社編集部∥編集

ポプラ社 2013

6102/ｼﾞ/1 女性作家シリーズ1　野上彌生子 円地文子 幸田文
野上彌生子・円地文
子・幸田文∥著

角川書店 1998

6102/ｾ 天国はまだ遠く 瀬尾まいこ∥著 新潮社 2004

6102/ｾ 髪 瀬戸内寂聴∥著 新潮社 2000

6102/ｿ 今日をありがとう　人生にひるまない365日の言葉 曽野綾子∥著 徳間書店 2000

6102/ﾀ チョコレート革命 俵万智∥著 河出書房新社 1997

6102/ﾀ 旅人の心得 田口ランディ∥著 角川書店 2003

6102/ﾄ ココ・シャネル　悲劇の愛
ソフィ・トゥルバック∥著
松本百合子∥訳

集英社 1998

6102/ﾊ 夜ふけのなわとび 林真理子∥著 文藝春秋 2005

6102/ﾋ たけくらべ　現代語訳樋口一葉
樋口一葉∥原作
松浦理英子∥現代語
訳

河出書房新社 1996

K/6102/ﾌ 幕末銃姫伝　-京の風 会津の花 藤本ひとみ∥著 中央公論新社 2010

K/6102/ﾌ
/2

維新銃姫伝　-会津の桜 京の紅葉 藤本ひとみ∥著 中央公論新社 2012

K/6102/ﾌ
/93

婦人文芸　第93号 婦人文芸の会∥編集 婦人文芸の会 2013

6102/ﾏ ここにあなたのいる不思議 黛まどか∥著 PHP研究所 1999

6102/ﾐ 明日をうたう　命ある限り 三浦綾子∥著 角川書店 1999

6102/ﾐ 告白 湊かなえ∥著 双葉社 2008

6102/ﾐ 理由 宮部みゆき∥著 朝日新聞社 1998

6102/ﾑ 働く女 群ようこ∥著 集英社 1999

6102/ﾑ 向田邦子　暮らしの愉しみ
向田邦子・向田和子∥
著

新潮社 2003

6102/ﾑ ゲゲゲの女房 武良布枝∥著 実業之日本社 2008

6102/ﾔ ぼくは勉強ができない 山田詠美∥著 新潮社 1993

6102/ﾔ プラナリア 山本文緒∥著 文藝春秋 2000

6102/ﾔ この世は二人組みではできあがらない 山崎ナオコーラ∥著 新潮社 2010

6102/ﾕ ファミリー・シークレット 柳美里∥著 講談社 2010

6102/ﾕ 手のひらの砂漠 唯川恵∥著 集英社 2013

6102/ﾖ 彼女について よしもとばなな∥著 文藝春秋 2008

6102/ﾖ みだれ髪 与謝野晶子∥著 新潮社 2000

6102/ﾜ 勝手にふるえてろ 綿矢りさ∥著 文藝春秋 2010
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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1101　ｱ インド　姿を消す娘たちを探して
ギーター・アラ
ヴァムダン

柘植書房新社 2012

1101　ｸ 沖縄からの告発　うないとして、人間として 桑江テル子 ゆい出版 1999

1101　ｸ 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

1101　ﾅ 女という病 中村うさぎ 新潮社 2005

1201　ｲ 「慰安婦」と出会った女子大生たち
神戸女学院大学石川
康宏ゼミナール 新日本出版社 2006

1201　ｶ イアンフとよばれた戦場の少女 川田文子 高文研 2005

1202　ｴ 私は逃げない　ある女性弁護士のイスラム革命 シリン・エバディ
ランダムハウス
講談社

2007

1202　ｷ 切除されて キャディ
ヴィレッジブック
ス

2007

1203　ｸ 女盗賊プーランは誰が殺したのか 黒田龍彦
KKベストセラー
ズ

2001

1501　ｲ DVレポート　いなばのしろうさぎ いなばあいこ 新風舎 2005

1501　ｲ ストップ！デートDV　防止のための恋愛基礎レッスン 伊田広行 解放出版社 2011

1501　ｶ
シェルターから考えるドメスティック・バイオレンス 被害女
性と子どもの自立支援のために

かながわ女の
スペースみずら

明石書店 2006

1501　ｷ
Q&A　モラル・ハラスメント　弁護士とカウンセラーが答え
る見えないDVとの決別

橋本智子ほか 明石書店 2007

1501　ｷ DV裁判 北村朋子 郁朋社 2003

1501　ｷﾞ 男が暴力をふるうのはなぜか　そのメカニズムと予防
ジェームズ・ギ
リガン

大月書店 2011

1501　ｼ
知っていますか？ドメスティック・バイオレンス一問一答
第4版

日本DV防止・
情報センター

解放出版社 2008

1501　ﾄﾞ ドメスティック・バイオレンス　絶望のフチからの出発 道あゆみ 実業之日本社 2009

1501　ﾆ 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

解放出版社 2007

1501　ﾇ
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

沼崎一郎 かもがわ出版 2002

1501　ﾉ 加害者は変われるか？　DVと虐待をみつめながら 信田さよ子 筑摩書房 2008

1501　ﾌ 我慢するのは　もう、イヤだ 藤木美奈子 講談社 2001

1501　ﾔ
愛する、愛される　デートDVをなくす・若者のためのレッス
ン7

山口のり子 梨の木舎 2004

1501　ﾖ 殴る夫　逃げられない妻 吉廣紀代子 青木書店 1997
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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1501　ﾚ
傷ついたあなたへ わたしがわたしを大切にするというこ
と　DVトラウマからの回復ワークブック

レジリエンス 梨の木舎 2005

2110　ｶ 女の覚悟　ひとり悩むあなたへ贈る言葉 川村妙慶 講談社 2011

2110　ﾄ あなたが生きている理由　平成の駆け込み寺・人生相談 戸澤宗充 家の光協会 2007

2110　ﾐ 悩みも苦しみもメッタ斬り！ 美輪明宏 家の光協会 2011

3105　ｺ
こういう男とつきあってはいけない 危ない「ストーカー男」
の見抜き方

小早川明子 マガジンハウス 2001

3105　ﾂ
プロの探偵が明かした！　浮気男とストーカーをギャフン
といわせる方法

継野勇一 出版文化社 2005

3105　ﾑ 恋人とつくる明日　育て合う安心と信頼のための9章 村瀬幸浩 十月舎 2006

3105　ﾑ 恋のQ&A 室井佑月 文春ネスコ 2004

3201　ｲ リスク・ファミリー　家事調停の現場から見た現代家族 井上眞理子 晃洋書房 2007

3201　ﾀ 身内の犯行 橘由歩 新潮社 2009

3201　ﾉ 愛しすぎる家族が壊れるとき 信田さよ子 岩波書店 2003

3202　ｱ 別居したら夫を好きになれました 安斎かなえ 竹書房 2012

3202　ｱ ダメ犬ちゃん夫のしつけ　37のルール 赤星たみこ すばる舎 2005

3202　ｴ 夫の言葉にグサリときたら読む本
パトリシア・エバ
ンス

PHP研究所 2004

3202　ｵ 定年オヤジのしつけ方 小川有里 講談社 2007

3202　ｵ 夫をうとましく思う妻の心がわかる本 柏木惠子 講談社 2007

3202　ﾖ 空気の読めない夫たち 横井暁子 ポプラ社 2005

4201　ｼﾞ
クイズでわかる女性のための防犯マニュアル 盗撮・スキ
ミング・ストーカー・泥棒をシャットアウト！

京師美佳 PHP研究所 2005

5106　ｲ 夫源病　こんなアタシに誰がした 石蔵文信
大阪大学出版
会

2011

5209　ｾ
知っていますか？セクシュアル・ハラスメント一問一答 第
3版

養父知美 牟
田和恵

解放出版社 2008

5209　ﾜ まだある！職場のセクハラ・パワハラ 和田順子 新水社 2012

5210　ｵ STAND　立ち上がる選択 大藪順子
いのちのことば社
フォレストブックス

2007

5210　ｺ 性犯罪被害にあうということ 小林美佳 朝日新聞出版 2008

5210　ｺ 性犯罪被害とたたかうということ 小林美佳 朝日新聞出版 2010

5210　ｼﾞ 自由の扉　今日から思いっきり生きていこう ジェーン 御茶の水書房 2009

5210　ﾊﾟ デートレイプってなに？　…知りあいからの性的暴力
アンドレア パ
ロット

大月書店 2005

6102　ｳ ファザーファッカー 内田春菊 文藝春秋 1996

6102　ﾅ 生きる　悩み相談で解き明かす「人生って何？」 中村うさぎ マガジンハウス 2004

6102　ﾆ 修羅の棲む家 西舘好子 はまの出版 1998

6104　ﾏ サラを救え！　レイプ被害者に不当な死刑判決
マリ＝クレール・マン
デス＝フランス 凱風舎 1998

8201　ﾌﾞ ダウリーと闘い続けて　インドの女性と結婚持参金
スパドラー・ブタ
リアー

柘植書房新社 2005

6108　ﾊﾟ パパと怒り鬼　話してごらん、だれかに
グロー・ダーレ
スヴァイン・

ひさかたチャイ
ルド

2011
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

2110/ﾌ
一緒にいるのが楽しい人気疲れする人
魅力的なコミュニケーションのすすめ24条

フォスター敬子∥著 海竜社 2000

3202/ｼ
夫婦力
夫の「話し方」で夫婦はこんなに変わる

汐見俊幸∥著 岩崎書店 2008

3202/ﾆ 女房に言っていい言葉いけない言葉 今井登茂子∥監修 ＰＨＰ研究所 2004

5101/ｲ
身近な人との人間関係につまづかない88の法則
愛とやさしさの人間行動学

岩月謙司∥著 大和書房 2000

5101/ﾋ
対話で心をケアするスペシャリスト《精神対話士》の
人の話を「聴く」技術

メンタルケア協会∥編著 宝島社 2006

分類 書名 著者名など 出版者 出版年

4209/ｼ シニアのためのボランティアガイド
田中ひろし∥監修
こどもくらぶ∥編著

同友館 2001

4209/ｾ
/1

子どもとシニアが元気になる絵本の読み聞かせガ
イド
現役シニアボランティアが選んだ「何度も読んであ
げたい絵本」101選

世代間交流プロジェクト「りぷ
りんと・ネットワーク」∥編著

ライフ出版社 2008

4209/ｾ
/2

シニアから君たちへ（小学校高学年・中学生）へ
「読み聞かせ」に託すこころのリレー
シニアボランティアが子どもたちに届けた読み聞か
せ絵本　続101選

世代間交流プロジェクト「りぷ
りんと・ネットワーク」∥編著

ライフ出版社 2010

4209/ﾎ 傾聴ボランティア体験記
ホールファミリーケア協会∥
編

三省堂 2013

8105/ﾃ
定年後は海外ボランティアで「自分の経験」を生か
そう

国際協力事業団（ＪＩＣＡ）∥編
著

亜紀書房 2001

★コミュニケーション能力を上げる

★生きがいを見つける…（例）ボランティア
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

2110/ｷﾞ
ぎん言
ぎんさんが娘4姉妹に遺した名言

ぎんさんの娘4姉妹∥著
綾野まさる∥取材・文

小学館 2012

2110/ｻ
好奇心ガール、いま97歳
現役写真家が語るしあわせな長生きのヒント

笹本恒子∥著 小学館 2011

2110/ｻ 寂聴・生き方見本 瀬戸内寂聴∥著 扶桑社 2010

2113/ｱ 60歳からの青春18きっぷ 芦原伸∥著 新潮社 2009

2205/ｶ 定年後を楽しむ仕事の本 河合和∥著 日本経済新聞社 2004

2205/ﾀﾞ 団塊世代「次」の仕事 境屋太一∥監修 講談社 2006

2206/ｶ
定年後の居場所を創る
背広を脱いだ61人の実践ファイル

加藤仁∥著 中央公論新社 2004

3206/ｱ
子育てハッピーアドバイス　ようこそ初孫の巻
孫が幸せに育つために

明橋大二・吉崎達郎∥著 1万年堂出版 2012

3206/ｴ
祖父、ソフリエになる
新米じいじ初めての孫育て

エガリテ大手前∥編 メディカ出版 2011

3206/ﾀ
子育て知らずの孫育て
次世代に伝え遺したいこと

田原総一朗∥著 東京新聞 2011

3209/ﾀ
定年後から始める楽しい勉強法
マイペースでも実学を身につけよう

高畑敬一∥著 中経出版 2000

3209/ﾕ
夢はいつか実現できる
社会人の大学・大学院への挑戦

藤原茂昭[ほか]∥著 文理閣 2004

4101/ﾋ
「与命」
団塊世代よ、あなたの晩年は40年間ある

日野原重明・片寄斗史子∥
著

小学館 2013

4101/ﾜ
私の定年準備　やってみたい220人の計画
自分に合った生き方がきっとある！　これを読めば
定年が待ち遠しくなる！

堀田力∥監修
ドゥ・ハウス∥編

中経出版 1999

4203/ｹ
ケンタロウのすぐごはん
悩まないでパパッとできる！

ケンタロウ∥著 ソニー・マガジンズ 2002

4203/ﾃﾞ
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

4204/ｵ
図書館に行ってくるよ
シニア世代のライフワーク探し

近江哲史∥著 日外アソシエーツ 2003

4205/ﾀ 男の道楽　12ヵ月の週末菜園 高橋保∥著 講談社 1999

4205/ﾉ はじめての風景スケッチ 野村重存∥著 旬報社 2002

4205/ﾓ
入門　楽しい詩書画
人のこころ筆のこころ

望月古童∥著 秀作社出版 1999

5101/ｱ
好かれるシニアは「きき上手」
定年から始める産業カウンセリング学習

青木羊耳∥著 朱鳥社 2004

6101/ﾓ 世界旅行自由自在　60歳からの英会話入門 守誠∥著 講談社 2002

6103/ｶ
子どもの撮り方、教えます
失敗から学ぶ写真入門

川内松男∥著 大月書店 1997

6201/ｳ ウォーキングをはじめよう 白鳥金丸∥監修 池田書店 1999

6201/ﾔ
南東北の山歩き
宮城　山形　福島

八嶋寛∥著
河北新報出版セン
ター

2008
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1102/ﾐ 妻と別れたい男たち 三浦展∥著 集英社 2012

1202/ｲ
母のない子が、母になる日。　500gで生まれた娘への告
白

井上美智代∥著 ポプラ舎 2005

1202/ｻ 僕は結婚できますか？ 三戸学∥著 無明社出版 2010

1501/ﾉ DVを乗り越えて　ここは私たちのレストラン 野本律子∥著 文芸社 2002

2110/ﾏ あなた、今、幸せ？
槇村さとる キム・ミョン
ガン∥著

海拓社 2002

2110/ﾓ 「女のしあわせ♡」がなくなる日 ももせいづみ∥著 主婦の友社 2011

2202/ﾎ 働く女性が子どもを産むとき読む本 北條麻木∥著
ロコモーションパブリッ
シング

2007

3101/ｲ 結婚力　30代でかなえるハッピーウエディング 岩月謙司∥著 マキノ出版 2004

3101/ｳ
「婚・産・職」女の決めどき　結婚 出産 仕事をいつ、どう
する!?

牛窪恵∥著 大和書房 2010

3101/ｵ 結婚の才能 小倉千加子∥著 朝日新聞出版 2010

3101/ｵ オトナ婚です、わたしたち　十人十色のつがい方 大塚玲子∥著 太郎次郎社エディタス 2013

3101/ｺ 「いい結婚」ができる人 できない人 國分康孝∥著 三笠書房 1999

3101/ｼ
震災婚　震災で生き方を変えた女たち　ライフスタイル・
消費・働き方

白河桃子∥著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

2011

3101/ｼ 子連れ再婚を考えたときに読む本 新川てるえ∥著 太郎次郎社エディタス 2011

3101/ｼﾞ 「熟年結婚」おつなもの
負け犬返上委員会∥
編集

清流出版 2007

3101/ﾀ
パリジャンと思って結婚したら、ただの貧乏なオタクでし
た。

田丸ヒロ子∥著 双葉社 2010

3101/ﾆ 3ヶ月で結婚できる　おとこの婚活本。 西田昌史∥著 ダイヤモンド社 2010

3101/ﾆ 婚活難民 にらさわあきこ∥著 光文社 2013

3101/ﾌ 幸せな結婚しようね 藤臣柊子∥著 幻冬舎 1996

3101/ﾜ 事実婚　新しい愛の形 渡辺淳一∥著 集英社 2011

3102/ｵ
ちょっと待ってその離婚！　-あなたはそれで幸せになれ
ますか？

岡野あつこ∥著 有楽社出版 2005

3102/ｼ
ママまた離婚するの!?　離婚家庭で育った子どもの気持
ち

新川明日菜∥著 東京シューレ出版 2013

3102/ﾐ 震災離婚 三浦天紗子∥著 イースト・プレス 2012

3103/ｳ みんな「おひとりさま」 上野千鶴子∥著 青灯社 2012

3103/ｸﾞ シングル　-自由な女の尽きない魅力-
パトリツィア・グッチ∥
著
泉典子∥訳

世界文化社 2006

3103/ｻ 30代未婚男
大久保幸夫・畑谷圭
子・大宮冬洋∥著

日本放送出版協会 2006

3103/ｻ 負け犬の遠吠え 酒井順子∥著 講談社 2003

3103/ｼ パパいらず しばざきとしえ∥著 メディアファクトリー 2004

20

おひとりさま（未婚・非婚）・結婚・離婚・事実婚・同性婚など…幸せのかたち
は人それぞれ違います。
多種多様な恋愛・結婚事情、家庭のあり方にはどのようなものがあるのか、のぞ
いてみましょう★



分類 書名 著者名など 出版者 出版年

3103/ﾏ 結婚しなくていいですか。　すーちゃんの明日 益田ミリ∥著 幻冬舎 2008

3105/ｲ
愛するコツ愛されるコツ　「恋愛コミュニケーション力」で
運命の扉を開ける

今井登茂子∥著 オーエス出版 2003

3105/ｶ ほどほどの恋 香山リカ∥著 東京書籍 2012

3105/ｶ 異性 角田光代・穂村弘∥著 河出書房新社 2012

3105/ｼ 人には聞けない 恋愛心理学入門 渋谷昌三∥著 かんき出版 2012

3105/ｼﾞ
男と女のための恋愛と人づきあいを成功させる18の方法
「ブリキ人間症候群」から脱け出す 生き方・考え方

ウィリアム・ジュライ∥
著
川﨑和子∥訳

ＫＫベストセラーズ 2001

3105/ﾌ/J 男子のための恋愛検定 伏見憲明∥著 理論社 2006

3201/ド 家族の時間　-子どもを伸ばすやさしい暮らし

ウィリアム・J・ドハティ+
バーバラ・Z・カールソ
ン∥著
笹野洋子∥訳

講談社 2005

3201/ﾅ 限界家族 中村純子∥著 毎日新聞社 2013

3202/ｵ 定年ちいぱっぱ　-二人はツライよ 小川有里∥著 毎日新聞社 2005

3202/ｵ 夫のガマン 妻のフマン
週刊ポスト編集部∥編
集

小学館 1995

3203/ｶﾞ
シングル・ペアレント・ファミリー　-親はそこで何をどのよ
うに語ればよいのか-

リチャード・A・ガード
ナー∥著
鑪幹八郎・青野篤子・
児玉厚子∥訳

北大路書房 1999

3203/ﾔ 母親やめてもいいですか　娘が発達障害と診断されて…
山口かこ∥文
にしかわたく∥絵

かもがわ出版 2013

3204/ｱ 奥さまは毒舌　農家の長男と結婚したら……すごいよ！ 青月ぱそる∥著 祥伝社 2005

3204/ｲ 姑の言い分 嫁の言い分 今井美沙子∥著 作品社 2010

3205/ﾐ
35歳からの“おおらか”妊娠・出産　産婦人科医＆小児科
医のアドバイス

三石知左子・牧野郁子
∥著

亜紀書房 2010

3206/ｻ
ひとり親でも子どもは健全に育ちます　-シングルのため
の幸せ子育てアドバイス

佐々木正美∥著 小学館 2012

3206/ｻ あの日からもずっと、福島・渡利で子育てしています 佐藤秀樹∥著 かもがわ出版 2013

4101/ｵ
どうしよう!?両親の面倒　同居していても、離れて暮らして
いても…

親の老後を真剣に考え
る会∥著

ワニマガジン社 2004

4101/ﾅ おひとりさまの「法律」
中澤まゆみ・小西輝子
（法律監修）∥著

法研 2008

4101/ﾆ
枯れ木に花が咲いたら、迷惑ですか？　高齢者恋愛トラ
ブル相談室

西本邦男∥著 幻冬舎 2013

4101/ﾑ 素敵にシニアライフ　-老いに向かって生きるふたり
村瀬敦子・村瀬幸浩∥
著

大月書店 2008

5101/ﾉ それでも、家族は続く　-カウンセリングの現場で考える 信田さよ子∥著 NTT出版 2012

5103/ﾆ
妊娠　あなたの妊娠と出生前検査の経験をおしえてくだ
さい

柘植あづみ・菅野摂
子・石黒眞里∥著

洛北出版 2009

5201/ﾍ Search～きみがいた　GID（性同一性障害）ふたりの結婚 平安名祐生・恵∥著 徳間書店 2000

5204/ｲ 同性愛がわかる本
伊藤悟∥著
すこたん企画∥編集

明石書店 2000

6102/ｲ キャベツ炒めに捧ぐ 井上荒野∥著 角川春樹事務所 2011

6102/ｶ 三月の招待状 角田光代∥著 集英社 2008

6102/ﾔ 再婚生活 山本文緒∥著 角川書店 2007

6102/ﾕ 命 柳美里∥著 小学館 2000

6108/ﾚ パパのカノジョは
ジャニス・レヴィ∥作
クリス・モンロー∥絵
もん∥訳

岩崎書店 2002
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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

4101　ｳ 老いる準備　介護すること　されること 上野千鶴子 学陽書房 2005

4102　ｲ
「平穏死」のすすめ　口から食べられなくなったらどうしま
すか

石飛幸三 講談社 2010

4102　ｲ
訪問医が見た男の介護・女の介護　夫婦の老後は「語ら
い」が決める

苛原実 洋泉社 2010

4102　ｵ
妻が「若年認知症」になりました　限りなき優しさでアルツ
ハイマー病の妻・正子と生きる

大沢幸一 講談社 2008

4102　ｵ 母に歌う子守唄　わたしの介護日誌 落合恵子 朝日新聞社 2004

4102　ｵ
2

母に歌う子守唄　その後　わたしの介護日誌 落合恵子 朝日新聞社 2008

4102　ｶ 介護ヘルパーにたのめること、たのめないこと
ユーキャン介護ヘル
パーサービス研究会 自由国民社 2012

4102　ｶ
妻を看取る日　国立がんセンター名誉総長の喪失と再生
の記録

垣添忠生 新潮社 2009

4102　ｺ
パパはマイナス50点　介護うつを越えて　夫、大島渚を
支えた10年

小山明子 集英社 2005

4102　ﾀ 介護びっくり日記 高口光子 講談社 2007

4102　ﾀ
手をつなぐ認知症介護　かくさず、おくさず、みんなのな
かへ

立花美江 かもがわ出版 2010

4102　ﾂ
やさしさのスイッチが入るとき　中学生とシニアのホーム
ヘルパー物語

土本亜理子 三輪書店 2007

4102　ﾅ 男の介護　認知症介護で困っているあなたに 中村和仁 新泉社 2010

4102　ﾆ
死なないで！殺さないで！生きよう！　いま、介護でいち
ばんつらいあなたへ

認知症の人と
家族の会

クリエイツかも
がわ

2009

4102　ﾉ すみません。介護のしごと、楽しいです。
のちりょうこ/文　大
越京子/マンガ 第三書館 2010

4102　ﾊ 介護職のための接遇マナーガイドブック 濱島しのぶ 看護出版 2008

4102　ﾋ 大介護時代を生きる　長生きを心から喜べる社会へ 樋口恵子 中央法規 2012

4102　ﾎ 認知症介護　介護困難症状別ベストケア50
本間昭　六角
僚子

小学館 2007

4102　ﾐ 介護タブー集 三好春樹 講談社 2006

4102　ﾑ おひとりさま介護 村田くみ 河出書房新社 2010

4102　ﾓ もう限界！！施設介護を考えるときに読む本 高室成幸 自由国民社 2010

4102　ﾔ 無縁介護　単身高齢社会の老い・孤立・貧困 山口道宏 現代書館 2012

4103　ｵ 47才主婦は障害者に、そして思うこと 太田彩女 鳥影社 2005
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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

4103　ｶ 旅、あきらめない　高齢でも、障がいがあっても 鎌田實 講談社 2007

4103　ｼ
日々コウジ中　高次脳機能障害の夫と暮らす日常コミッ
ク

柴本礼 主婦の友社 2010

4103　ﾊ
日本一ヘタな歌手　亡き母との約束を胸に、命尽きるま
で紅白を目指す

光文社 濱田朝美 2009

4106　ｹ ケアマネ日記
読売新聞社会
保障部

日本評論社 2003

4106　ｹ
1

ケア　その思想と実践　1　ケアという思想
上野千鶴子ほ
か

岩波書店 2008

4106　ｹ
2

ケア　その思想と実践　2　ケアすること
上野千鶴子ほ
か

岩波書店 2008

4106　ｹ
3

ケア　その思想と実践　3　ケアされること
上野千鶴子ほ
か

岩波書店 2008

4106　ｹ
4

ケア　その思想と実践　4　家族のケア　家族へのケア
上野千鶴子ほ
か

岩波書店 2008

4106　ｹ
5

ケア　その思想と実践　5　ケアを支えるしくみ
上野千鶴子ほ
か

岩波書店 2008

4106　ｹ
6

ケア　その思想と実践　6　ケアを実践するしかけ
上野千鶴子ほ
か

岩波書店 2008

4106　ﾅ 当事者主権
中西正司　上
野千鶴子

岩波書店 2003

4106　ﾊ 終わりよければすべてよし 羽田澄子 岩波書店 2009

5102　ｶ がんフーフー日記 川崎フーフ 小学館 2011

5104　ｷ がんから5年　「ほどほど」がだいじ 岸本葉子 文藝春秋 2007

5104　ｷ ぶっちゃけナース 岸香里 いそっぷ社 2010

5104　ｺ 看護崩壊　病院から看護師が消えてゆく 小林美希
アスキー・メ
ディアワークス

2011

5104　ﾆ ためらいの看護　臨床日誌から 西川勝 岩波書店 2007

5104　ﾆ 「子宮頸がん」　経験したからこそ伝えたい！ 仁科亜季子 潮出版社 2011

5104　ﾏ 看護の禁句・看護の名句　知っているときっと役に立つ 増田樹郎ほか 黎明書房 2006

5104  ﾐ
だから訪問看護はやめられない　訪問看護の魅力、ぜん
ぶ教えちゃいます！

宮崎和加子/編著
岸香里/漫画 メディカ出版 2010

5104　ﾐ 看護婦が見つめた人間が病むということ 宮子あずさ 海竜社 1999

5104　ﾐ
2

続　看護婦が見つめた人間が死ぬということ 宮子あずさ 海竜社 1996

5104　ﾔ 毛のない生活 山口ミルコ ミシマ社 2012

5104　ﾔ がけっぷちナース　がんとともに生きる 山内梨香 飛鳥新社 2008

6102　ｵ 明日の記憶 荻原浩 光文社 2004

6102　ﾅ 難病東大生　できないなんて、言わないで 内藤佐和子
サンマーク出
版

2009

6102　ﾓ 妻と最後の十日間 桃井和馬 集英社 2010

※ほかにも多数ございますので、ぜひご利用ください。
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福島県男女共生センター図書室 利用のご案内 

1 開館時間と休館日 

 開館日 開館時間 休館日

休館日前日
以外

9:00～20:00 月曜日 （祝日と重なるときはその翌日）

年末年始 （12月29日-１月3日）

図書整理期間　(年1回)

※その他、臨時でお休みをいただく場合があります。休館日前日 9:00～17:00

 
 
 
 
 
 

 ※カウンターにてカレンダーを配布しております。 

2 資料の利用 

（1）資料を閲覧・視聴する 
・図書（開架書架・閉架書庫）、AV 資料（ビデオ・DVD）、行政資料、雑誌、新聞等を

所蔵しています。 
・閉架書庫の資料を閲覧したい方と AV 資料を視聴したい方は、カウンターにてお申し

込みください。 
・図書室内で閲覧できる場所は、閲覧席、ブラウジングコーナー、新聞・雑誌閲覧コー

ナー、書架脇等にある椅子、です。 
 
（2）資料を貸出する 
・図書と AV 資料の貸出には、図書利用カードが必要です。初めての方はカウンターに

て発行手続きをお願いします。 
※住所を確認できる書類（運転免許証、保険証、学生証等）が必要です。 
※小学生以下の方の発行手続きについては、保護者の方の同意が必要です。 

 ・図書は、お近くの図書館を通して貸し出すことが可能です。（一部の公民館図書室から

も貸出できます。）詳しくはお近くの図書館、公民館図書室または当センターまでお問

合せください。 
・貸出できる資料とその点数及び期間は下表のとおりです。 

 
 資料 点数 期間

図書 5冊 15日間

AV資料 3本（枚） 8日間
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資料

一般貸出

団体貸出
※申込期間のみ

宿泊者貸出
※宿泊期間のみ

館内貸出
※当日のみ

「館内」ラベルの貼られている図書など
※カウンターにてご相談ください。

「禁帯出」ラベルの貼られている図書、AV資料
雑誌・新聞

　貸出不可

貸出区分

貸出可

「禁帯出」ラベルが貼られていない図書
AV資料（ビデオ・DVD)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（3）貸出中の資料を延長する 
・貸出期間は１回に限り延長することができます。ご希望の方は、カウンターで直接ま

たは電話でお申し込みください。 
・延長された場合の返却日は、当初の返却日から図書は 15 日後、AV 資料は 8 日後とな

ります（センター休館日分は延期します）。 
※ただし、予約がされている図書及び AV 資料については延長できません。 

 
（4）資料を予約する 
・ご希望の資料が貸出中のときは、カウンターでお申込みください。電話でのお申し込

みも可能です。 
・予約された場合、予約された図書・AV 資料が返却されしだいご連絡いたします。7 日

間以内に貸出手続きをしてください。 
 
（5）資料を返却する 
・開館時間中はカウンターに返却してください。 
・閉館時間に返却する場合は、図書のみ、3 階南エントランスに設置しているブックポ

ストに投函してください。 
・AV 資料と大型絵本はブックポストに投函することはできません。必ず開館時間内にカ

ウンターでお返しください。なお、ビデオは必ず巻き戻してから返却してください。 
 

3 男女共同参画に関する情報収集及び調査研究のサポート 

・利用者用パソコンで、図書室資料の所蔵検索やインターネットの閲覧ができます。 
  ※当センター以外のホームページを閲覧希望の方はカウンターにお申込みください。 
・当図書室の図書等の資料を利用して調査研究を行う方は、調査研究コーナーを利用で

きますので、カウンターにお申込みください。 
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アクセス 

ＪＲ東北本線二本松駅より徒歩で 12 分 
東北自動車道二本松 I.C より車で 5 分 

福島県男女共生センター ～女と男の未来館～ 

〒964-0904 福島県二本松市郭内一丁目 196-1 

 

Ｔ Ｅ Ｌ：（0243）23-8301（代）  

図書室直通ＴＥＬ：（0243）23-8308 

Ｆ Ａ Ｘ：（0243）23-8312 

 

E - m a i l：mirai @f-miraikan.or.jp（代）  

図 書 室 E-mail：toshoshitsu@f-miraikan.or.jp 

2014 年 3 月 
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