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２０１６ 

 

４ 私が輝く人間関係のヒケツ！ ２ 

５ 子ども・若者の未来を考える ～不安と希望と～ ４ 

６ わたしに合った暮らし・働き方 ６ 

７ 毎日がうまくいく！？マネー＆片づけ術 ８ 

８ 
“戦後何年”という言い方が、ずっと続いてほしい。 

―『吉永小百合の祈り』（新日本出版社 2015）より 
１０ 

９ 
「○○な女、○○な男」特集 

“オンナ”と“オトコ”をかんがえる本 
１２ 

１０ カラダの声を聞く ～働くあなたに嬉しいこと～ １４ 

１１ 女性に対する暴力をなくす運動 １６ 

１２ 
読書で振り返る 2016 年 

気になるニュースをもっと詳しく知るために 
１８ 

２０１７ 

１・２ それでも、家族は続く。 ２０ 

３ 
生涯現役 イキイキ人生 

活躍の場がたくさんあります！ 
２２ 

9/11未来館フェスティ

バル 

水無月気流さん講演会

「『居場所』のない男、

『時間』がない女～生

きにくい世の中を変え

るために～」 

毎年 11/12～25 

女性に対する暴力をな

くす運動 

11/12 橘ジュンさん

講演会「スマホ・SNS

と性暴力。女の子たち

の生きづらさを、共に

考える。」 

毎年 6/23～29 

男女共同参画週間 

10/22 未来館健康講座 

講師・牧野直子さん「き

ょうからできる！食事

で解消！！冬の冷え対

策」 



分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1101/ｼ 格付けしあう女たち　「女子カースト」の実態 白河桃子∥著 ポプラ社 2013

1101/ｼ 女子の国はいつも内戦 辛酸なめ子∥著 河出書房新社 2008

1102/ｳ 夫たちよ、妻の話を聞こう 上沼昌雄∥著 いのちのことば社 2003

2104/ｿ
その「つぶやき」は犯罪です　知らないとマズいネットの
法律知識

鳥飼重和∥監修
神田芳明 ほか∥著

新潮社 2014

2016/ﾌ なぜ正直者は得をするのか　「損」と「得」のジレンマ 藤井聡∥著 幻冬舎 2009

2011/ｺ
人間関係愛のコツ心のコツ　親業実践から得た100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

2110/ｻ
絶対に「自分の非」を認めない人たち　「すみません」が
言えない人と、どうつきあうか

斎藤茂太∥著 祥伝社 2001

2110/ｻ 「気持ちのよい人」といわれる人の共通点 斎藤茂太∥著 新講社 2001

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

2110/ｻ
仕事・人間関係・人生で「このままじゃイヤだ！」と思っ
たとき読む本

齊藤正明∥著 中経出版 2012

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/ﾀ
デール・カーネギーに学ぶ聞き方入門　人生が好転す
る７つのスキル

田中真澄∥著 大和出版 1999

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
パートナーと気持ちが１００％通う１０の法則　女と男の
「なぜ？」に答えます

ウィラード・ハーリ∥著
海原純子∥訳

三笠書房 2001

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/ｺ
パワハラ防止のためのアンガーマネジメント入門　怒
り、イライラのコントロールで、職場は変わる！成果が
上がる！

小林浩志∥著 東洋経済新報社 2014

2201/ﾀ
ワクワクする職場をつくる。　「良い感情の連鎖」が空気
を変える

高橋克徳・重光直之∥
著

実業之日本社 2015

2202/ﾊ
気難しい女性との上手な接し方　仕事がスムーズにい
く２４のルール

遙洋子∥著 朝日新聞出版 2010

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∥著 明日香出版社 1999

2205/ﾏ
上司より先に帰ったらダメですか？　カイシャ生活の疑
問と悩みが消える４５のQ&A

前川タカオ∥著 ダイヤモンド社 2005

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

3103/ﾏ どうしても嫌いな人　すーちゃんの決心 益田ミリ∥著 幻冬舎 2010

春は出会いの季節です！

そこで気になるのが人間関係。

スムーズな人間関係を築くには、話し方や接し方の工夫や、考え方の転換にヒ

ケツがあるようです。

悩みを解消し、キラキラ“輝く私”に一歩近づきましょう（＾＾）
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

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」から抜け出す生き方・考え方

ウィリアム・ジュライ∥著
川崎和子∥訳

KKベストセラーズ 2001

3105/ﾏ すーちゃんの恋 益田ミリ∥著 幻冬舎 2012

3201/ｻ 「家庭力」を育てよう　こころ通う家族をつくるヒント 斎藤茂太∥著 大和書房 1997

3201/ﾏ
夫と妻がもっとわかりあうために　お互いの本当の気持
ちを知っていますか？

円より子∥著 大和書房 1993

3202/ｲ
「いい夫婦」になるいたってシンプルな30のヒント　“今
のまま”の結婚生活に迷いを感じたら読む本

池内ひろ美∥著 青春出版社 2001

3204/ｲ 姑の言い分嫁の言い分 今井美沙子∥著 作品社 2010

3204/ｺ ムコシュウト問題　現代の結婚論 小谷野敦∥著 弘文堂 2013

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∥著 岩崎書店 2007

3210/ｺ 子どもをキレさせないおとなが逆ギレしない対処法
A.フォーペル ほか∥著
戸田有一∥訳

北大路書房 2003

4102/ﾆ
認知症の人のつらい気持ちがわかる本　不思議な「心」
のメカニズムが一目でわかる

杉山孝博∥監修 講談社 2012

4102/ﾕ ユマニチュード入門
本田美和子 イヴ・ジネス
ト ロゼット・マレスコッティ
∥著

医学書院 2014

5101/ｲ
身近な人との人間関係につまずかない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/ｲ
自己主張が楽にできる本　相手を恐れず言いたいこと
を言うために

石原加受子∥著 実務教育出版 1997

5101/ｲ
仕事も人間関係も「すべて面倒くさい」と思ったとき読む
本

石原加受子∥著 中経出版 2012

5101/ｲ
「どうして私ばっかり……」と思ったとき読む本 イラスト
版

石原加受子∥著 PHP研究所 2015

5101/ｲ
もう、他人にふりまわされない 「自分がみつかる」セラ
ピー

石原加受子∥著 大和出版 1998

5101/ｳ
会社でうつ休むと元気ハツラツな人　「仮面を脱げな
い」新しい「心の病」がある。

海原純子∥著 文藝春秋 2008

5101/ｳ
他人に振り回されてへとへとになったとき読む本　今ま
での関係をシャッフルするヒント

海原純子∥著 青春出版社 2003

5101/ｶ
知らずに他人を傷つける人たち　モラル・ハラスメントと
いう「大人のいじめ」

香山リカ∥著 KKベストセラーズ 2014

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/ﾏ
「人に好かれる人」になる12の習慣　このシンプルな知
恵で人間関係がうまくいく

アラン・ロイ・マクギニス
∥著　月谷真紀∥訳

PHP研究所 2003

5101/ﾎ
「NO！」を言うことから始めよう　気持ちをきちんと伝え
るレッスン

袰岩奈々∥著 大和出版 2000

5201/ｱ
「性別が、ない！」人たちとのつきあい方　実はあなた
にも当てはまる20の性別パターンガイド

新井祥∥著 ぶんか社 2011

5203/ｲ
察しない男 説明しない女　男に通じる話し方 女に伝わ
る話し方

五百田達成∥著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

2014

6101/ｳ
「話し上手」な女に生まれ変わる本　上司、男性に話を
スンナリ伝えるコツ

浦野啓子∥著 中経出版 2004

6108/ﾁ ごめんなさい
中川ひろたか∥文
長新太∥絵

偕成社 1999
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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1101　ｲ 占いにはまる女性と若者 板橋作美 青弓社 2013

1101　ﾜ
わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。　未来をう
ばわれる2億人の女の子たち

プラン・ジャパ
ンほか

合同出版 2014

1102　ｼ 平成オトコ塾　悩める男子のための全6章 澁谷知美 筑摩書房 2009

1103　ｺ 母から娘へ　―ジェンダーの話をしよう 権仁淑 梨の木舎 2011

1202　ﾔ 裸でも生きる　25歳女性起業家の号泣戦記 山口絵理子 講談社 2007

1202　ﾕ
わたしはマララ　教育のために立ち上がり、タリバンに撃
たれた少女

マララ・ユスフ
ザイ

学研パブリッシ
ング

2013

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
KKベストセラー
ズ

2007

2101　ｾﾞ 18歳からの選挙　Q&A　政治に新しい風を　18歳選挙権
全国民主主義
教育研究会

同時代社 2015

2104　ｲ
憲法が教えてくれたこと　その女子高生の日々が輝きだ
した理由

伊藤真
幻冬舎ルネッ
サンス

2012

2106　ｱ バカだけど社会のことを考えてみた 雨宮処凛 青土社 2013

2106　ｵ
僕らはいつまで「ダメ出し社会」を続けるのか　絶望から
抜け出す「ポジ出し」の思想

荻上チキ 幻冬舎 2012

2106　ﾀ 民主主義ってなんだ？
高橋源一郎
SEALDｓ

河出書房新社 2015

2106　ﾅ 貧困のなかでおとなになる 中塚久美子 かもがわ出版 2012

2106　ﾌ だから日本はズレている 古市憲寿 新潮社 2014

2108　ｱ 14歳からの戦争のリアル 雨宮処凛 河出書房新社 2015

2109　ｺ こころの手をつなごうえー　子どもが考える子どもの人権
アムネスティ・イン
ターナショナル日本 コモンズ 2006

2110　ｲ 14歳からの哲学　考えるための教科書 池田晶子 トランスビュー 2003

2110　ｻ 働く君に贈る25の言葉 佐々木常夫 WAVE出版 2010

2110　ﾊ 25歳からのコツ　新版
ハッピーライフ
研究会

WAVE出版 2011

2110　ﾌ 娘たちへ　母から娘に伝える人生に大切な80の知恵 福島みずほ 岩崎書店 2009

2110　ﾔ 国境のない生き方　私をつくった本と旅 ヤマザキマリ 小学館 2015

2114　ﾏ 学問、楽しくなくちゃ 益川敏英 新日本出版社 2009

2201　ｺ ブラック企業　日本を食いつぶす妖怪 今野晴貴 文藝春秋 2012
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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

2201　ｺ
2

ブラック企業2　「虐待型管理」の真相 今野晴貴 文藝春秋 2015

2204　ｼ 女子と就活　20代からの「就・妊・婚」講座
白河桃子　常
見陽平

中央公論新社 2012

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 かんき出版 2011

2204　ﾓ 地方女子の就活は今日もけわしい 百田ちなこ KADOKAWA 2014

2205　ｵ
学校の勉強だけではメシは食えない！　世界一の職人
が教える「世渡り力」「仕事」「成功」の発想

岡野雅行 こう書房 2007

3205　ｻ 赤ちゃんにきびしい国で、赤ちゃんが増えるはずがない。 境治 三輪舎 2014

3206　ｱ
見逃さないで！子どもの心のSOS　思春期に　がんばっ
てる子

明橋大二 １万年堂出版 2013

3206　ｱ 安心・平等・社会の育み　フィンランドの子育てと保育
藤井ニエメラみ
どり　髙橋睦子

明石書店 2007

3207　ｺ
若者はなぜ「就職」できなくなったのか？　生き抜くために
知っておくべきこと

児美川孝一郎
日本図書セン
ター

2011

3207　ｼﾞ
10代で育てる「じぶん表現力」　思春期の子どもとコミュニ
ケーションする法

JAMネットワー
ク

主婦の友社 2005

3208　ｽ 教室内（スクール）カースト 鈴木翔 光文社 2012

3208　ﾌ
フィンランドはもう「学力」の先を行っている　人生につな
がるコンピテンス・ベースの教育

福田誠治 亜紀書房 2012

3208　ﾐ
先生、殴らないで！　学校・スポーツの体罰・暴力を考え
る

三輪定宣　川
口智久

かもがわ出版 2013

3208　ﾐ 正しいパンツのたたみ方　新しい家庭科勉強法 南野忠晴 岩波書店 2011

3210　ｱ 若者の貧困・居場所・セカンドチャンス
青砥恭　さいたま
ユースサポートネット

太郎次郎社エ
ディタス

2015

3210　ｵ 不登校という生き方　教育の多様化と子どもの権利 奥地圭子
日本放送出版
協会

2005

3210　ｶ 若者のホンネ　平成生まれは何を考えているのか 香山リカ 朝日新聞出版 2012

3210　ﾊ 働かない息子・娘に親がすべき35のこと
二神能基　畠
中雅子/監修

アース・スターエ
ンターテイメント

2013

3210　ﾐ
ひきこもり500人のドアを開けた！　精神科医・水野昭夫
の「往診家族療法」37年の記録

宮淑子 KADOKAWA 2014

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　ｽ 子ども虐待という第四の発達障害 杉山登志郎 学習研究社 2007

3211　ﾏ 虐待される子どもたち 丸田桂子
幻冬舎ルネッ
サンス

2009

3212　ｵ 爆笑問題と考えるいじめという怪物
太田光　NHK「探検
バクモン」取材班 集英社 2013

4103　ﾜ わが子は発達障害　心に響く33編の子育て物語
内山登紀夫ほ
か

ミネルヴァ書房 2014

5101　ﾈ
お母さんのための児童精神医学　子どものこころの脳科
学

根來秀樹 日本評論社 2010

5206　ﾏ 思春期の性とからだの本　女の子・男の子
丸本百合子
村瀬幸浩

ゆうエージェン
シー

2006

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

※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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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1101/ｼ
専業主婦に、なりたい！？　“フツウに幸せ”な結婚
をしたいだけのあなたへ 白河桃子∥著 講談社 2011

1101/ｼﾞ 女子会2.0 「ジレンマ＋」編集部∥編 NHK出版 2013

1101/ﾂ
女地獄の歩き方　女の人生に待ち受ける地獄巡りの
ノウハウをご案内！

ツノダ姉妹∥著 マガジンハウス 2012

1101/ﾂ ダメをみがく　“女子”の呪いを解く方法 津村記久子・深澤真紀∥著 紀伊國屋書店 2013

1101/ﾐ ｢居場所」のない男、「時間」がない女 水無田気流∥著
日本経済新聞出
版社

2015

1102/ｵ 男性漂流　男たちは何におびえているか 奥田祥子∥著 講談社 2015

1102/ﾀ 男がつらいよ　絶望の時代の希望の男性学 田中俊之∥著 KADOKAWA 2015

1102/ﾌ 日本の社会を埋め尽くすカエル男の末路 深尾葉子∥著 講談社 2013

1102/ﾕ
男をこじらせる前に　男がリアルにつらい時代の処
方箋

湯山玲子∥著 角川書店 2015

2106/ﾀ 多縁社会　自分で選んだ縁で生きていく。
篠原聡子・空間研究所・ア
サルーディ・ケイ∥著

東洋経済新報社 2015

2110/ｷ 定年女子　これからの仕事、生活、やりたいこと 岸本裕喜子∥著 集英社 2015

2201/ｺ 僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか？ 木暮太一∥著 星海社 2012

2201/ｺ
2人が「最高のチーム」になるワーキングカップルの
人生戦略

小室淑恵・駒崎弘樹∥著 英治出版 2011

2201/ﾁ 未来の働き方を考えよう　人生は二回、生きられる ちきりん∥著 文藝春秋 2013

2202/ｺ
子育てがプラスを生む「逆転」仕事術　産休・復帰・
両立、すべてが不安なあなたへ

小室淑恵∥著 朝日新聞出版 2014

2202/ｼﾞ
年代別　女性の健康と働き方マニュアル　女性も男性も暮らしも
職場もhappy！に　ワーク・ライフ・バランスとヘルスア

女性の健康とメノポーズ協
会∥編著

SCICUS 2012

2202/ﾀ
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∥著 柏書房 2013

2202/ﾊ 働く女子の運命 濱口桂一郎∥著 文藝春秋 2015

2202/ﾊﾞ
「働くママ」の時間術　仕事も子育ても自分もうまくい
く！

馬場じむこ∥著 日本実業出版社 2012

2202/ﾌ
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

2202/ﾔ さあ、育休後からはじめよう　働くママへの応援歌 山口理栄・新田香織∥著 労働調査会 2013
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

2204/ｹﾞ 主婦40歳、復職めざしてます 現代洋子∥著 KADOKAWA 2014

2204/ｼ 女子と就活　20代からの「就・妊・婚」講座 白河桃子・常見陽平∥著 中央公論新社 2012

2205/ｺ 結果を出して定時に帰る時間術 小室淑恵∥著 成美堂出版 2015

2205/ｼ 神山プロジェクト　未来の働き方を実験する 篠原匡∥著
日経BPマーケティ
ング

2014

2205/ﾎ ホワイト企業　女性が安心して働ける会社 経済産業省∥監修 文藝春秋 2013

2205/ﾓ 「やりがいのある仕事」という幻想 森博嗣∥著 朝日新聞出版 2013

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

3103/ｱ ずっと独身でいるつもり？ 雨宮まみ∥著 ベストセラーズ 2013

3205/ｳ 産後クライシス 内田明香・坪井健人∥著 ポプラ社 2013

3206/ｸ
「働くパパ」の時間術　仕事も家事も育児もうまくい
く！

栗田正行∥著 日本実業出版社 2012

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/ﾌ 新しいパパの教科書
フォザーリング・ジャパン∥
著

学研教育出版 2013

3206/ﾎ ツレはパパ1年生 細川貂々∥著 朝日新聞出版 2009

3206/ﾎ ツレはパパ2年生 細川貂々∥著 朝日新聞出版 2009

3206/ﾎ ツレはパパ3年生 細川貂々∥著 朝日新聞出版 2010

3206/ﾎ こんなにちがう！世界の子育て
メイリン・ホプグッド∥著　野
口深雪∥訳

中央公論新社 2014

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

4102/ｶ
介護で仕事を辞めないために　親が元気なうちから
やるべきこと52

グループ・けあ＆けあ21∥
編著

創元社 2010

4102/ﾐ
仕事と両立させるための親の介護Q&A　介護しなが
ら働く人が知っておきたい知恵と工夫

望月幸代∥監修　ミズ総合
企画∥編

ミネルヴァ書房 2011

4102/ﾜ
働きながら、親をみる　自分の人生をあきらめない介
護

和田秀樹∥著 PHP研究所 2015

4201/ｱ シェアハウス　わたしたちが他人と住む理由 阿部珠恵・茂原奈央美∥著 辰巳出版 2012

5103/ｺ 産まなくてもいいですか？ 小林裕美子∥著 幻冬舎 2015

5103/ｺ 私、産めるのかな？ 小林裕美子∥著 河出書房新社 2014

5103/ｻ
妊活バイブル　晩婚・少子化時代に生きる女のライ
フプランニング

齊藤英和・白河桃子∥著 講談社 2012

5105/ｶ 30代までに絶対に知っておきたい卵子の話 金谷美加∥著 WAVE出版 2014
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

2105/ｲ
経済のことよくわからないまま社会人になってしまった
人へ

池上彰∥著 海竜社 2004

2105/ｵ パートナー♂に左右されない一生のマネー計画 大竹のり子∥著 梧桐書院 2010

2105/ｻ ちゃんとわかる消費税 斎藤貴男∥著 河出書房新社 2014

2105/ﾀ 得する生活　お金持ちになる人の考え方 橘玲∥著 幻冬舎 2003

J/2105/ﾊ
お金さえあればいい？　大人は知らない・子どもは知り
たい！

浜矩子∥著
高畠純∥絵

クレヨンハウス 2016

2105/ﾒ
お金上手な女になれる本　メラン女史の女性のための
マネー講座

オリビア・メラン　シェ
リー・クリスティ∥著
中井京子∥訳

光文社 2002

2015/ﾖ 「おひとり」を不安0で生き抜く女子貯金 横山光昭∥著 祥伝社 2014

2016/ﾋ 女性と子どもの貧困 樋田敦子∥著 大和書房 2015

2106/ﾋ 貧困待ったなし！　とっちらかりの10年間
自立生活サポートセン
ター・もやい∥編

岩波書店 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∥著 合同出版 2012

4101/ｵ
親の家を片づける　ある日突然膨大な老親の荷物や家
の整理と処分があなたの身に降りかかってきたら、どう
しますか？

主婦の友社∥編 主婦の友社 2013

4101/ﾎ 老後貧困から身を守る 細沢祐樹∥著 講談社 2015

4104/ｼ/15 平成27年版　社会保障便利事典
週刊社会保障編集部
∥編

法研 2015

4105/ｼ/15
もらえる年金が本当にわかる本 ’15～’16年版　この1
冊で不安解消！本当の受給額を確認する方法、必要と
なる届出、手続きが全部わかる！

下山智恵子　甲斐美
帆∥著

成美堂出版 2015

4106/ﾜ 生活保護とあたし 和久井みちる∥著 あけび書房 2012

4201/ｱ お金も時間も生む　超かんたん時間簿ノート あらかわ菜美∥著 講談社 2004

4201/ｵ
税金・保険料（国保・介護・年金）が安くなる　世帯分離
活用術

太田哲二∥著 アートアンドブレーン 2010

4201/ｵ 隠れ貧困　中流以上でも破綻する危ない家計 荻原博子∥著 朝日新聞出版 2016

4201/ｶ 必ず月6万円節約できる本
家計費節約研究会∥
著

中経出版 1997

4201/ｶﾞ 元祖「節約生活」の真実 主婦の友編集部∥編 主婦の友社 1999

4201/ｸ 40代からのお金の教科書 栗本大介∥著 筑摩書房 2015

贅沢をしているつもりはないけれど、どういうわけか貯金ができず、毎日時間に

追われ、部屋も散らかり放題…。将来に不安を抱く人も多いかもしれません。

どうやら、お金と片づけには密接な関係があるようです。

知識と工夫次第で生活は変わります（＾＾）

自分に合ったマネー術・片づけ術を見つけて、将来に備えましょう♪

★節約・貯金・社会保障・貧困… お金のこと★
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

4201/ｺ 素敵な節約！　オシャレで無理なく生活できる
小若順一　食品と暮ら
しの安全基金∥著

三五館 2007

4201/ｺﾞ 子育て主婦が知っておきたいお金の話 ごうだなみこ∥著 経済法令研究会 2014

4201/ｼ お金の心配をせずに暮らしたい人のマネー管理帳
カレン・シェリダン∥著
髙田春∥訳

PHP研究所 2003

4201/ﾁ
貯金一年生　90日プログラムで誰でもかんたん！みる
みる貯まる

横山光昭∥監修 日本文芸社 2015

4201/ﾊ 大増税時代を生き抜く共働きラクラク家計術
花輪陽子　是枝俊悟
∥著

朝日新聞出版 2012

4201/ﾊ
「貧困女子」時代をかしこく生きる6つのレッスン 単身
女性の3人に1人　手取り-家賃＝8万5000円未満

花輪陽子∥著
ふじいまさこ∥漫画

角川書店 2013

4201/ﾏ ゼロからの節約生活 丸山晴美∥著 雷韻出版 2000

4201/ﾖ 保険　こう選ぶのが正解！　商品名がズバリわかる！ 横川由理∥著 実務教育出版 2015

4201/ﾜ 私のケチケチ生活術 北海道新聞社∥編 北海道新聞社 1995

J/4202/ｻ この世でいちばん大事な「カネ」の話 西原理恵子∥著 理論社 2008

6102/ｶ 老後の資金がありません 垣谷美雨∥著 中央公論新社 2015

分類 書名 著者名など 出版者 出版年

3206/ｱ 「片づけが苦手な子」が驚くほど変わる本 有賀照枝∥著 青春出版社 2013

4101/ｵ おとなの始末 落合恵子∥著 集英社 2015

4103/ｻ
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∥著 大和書房 2004

4103/ｿ 片づけられない女たち サリ・ソルデン∥著 WAVE出版 2000

4201/ｱ
モノを整理してスッキリ暮らす　捨てられないひとのた
めの生活術

阿部絢子∥著 大和書房 2001

4201/ｷ
わたしのひとり暮らし手帖　安心・快適・健康な毎日に
する52のコツ

岸本葉子∥著 大和書房 2003

4201/ｻ 榊原るみのお片付けしましょ！ 榊原るみ∥著 講談社 2004

4201/ﾂ スローライフのために「しないこと」 辻信一∥著 ポプラ社 2009

4201/ﾅ 増やす男と、捨てない女の片づけ術
中山真由美　角山祥道
∥著

小学館 2012

4201/ﾊ 男の家事のすすめ 早瀬鑛一∥著 三水社 1999

4201/ﾏ
持たない  ていねいな暮らし　忙しくても、家が狭くても、
子どもがいてもできる

マキ∥著 すばる舎 2015

4201/ﾓ ワーキング・ウーマンのための超整理法
ジュリー・モーゲンスター
ン∥著
中小路佳代子∥訳

角川書店 2001

4201/ﾔ 大人の断捨離手帖 やましたひでこ∥著 学研プラス 2015

4201/ﾖ
吉沢久子の簡素生活　ものを生かす技術、使いきる知
恵

吉沢久子∥著 海竜社 2000

4203/ｵ
100円グッズ・スノコ・カラボで家中スッキリ収納　お金を
かけなくてもシンプル＆おしゃれに暮らせる！

岩崎文俊∥編 学習研究社 2003

★お部屋も心もスッキリ 片づけ・掃除のこと★
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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

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　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　ﾐ ひめゆりの少女　十六歳の戦場 宮城喜久子 高文研 1995

J2108　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 講談社 2011

J2110　ｴ 勇気ってなんだろう 江川紹子 岩波書店 2009

1201　ｳﾞ 南京事件の日々　ミリー・ヴォートリンの日記
ミニー・ヴォート
リン

大月書店 1999

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

1202　ｺﾞ
1945年のクリスマス　日本国憲法に「男女平等」を書いた
女性の自伝

ベアテ・シロタ・
ゴードン

柏書房 1995

1202　ﾅ はだしのゲン　わたしの遺書 中沢啓治
朝日学生新聞
社

2012

1202　ﾆ
113

沢村貞子　貝のうた 沢村貞子
日本図書セン
ター

1999

1202　ﾕ
わたしはマララ　教育のために立ち上がり、タリバンに撃
たれた少女

マララ・ユスフザイ　ク
リスティーナ・ラム

学研パブリッシ
ング

2013

1203　ｺ 緒方貞子　戦争が終わらないこの世界で 小山靖史 NHK出版 2014

1203　ﾁ いわさきちひろ　平和を願い、こどもを描きつづけた画家 河出書房新社 2013

1203　ﾄﾞ “記憶”と生きる　元「慰安婦」姜徳景の生涯 土井敏邦 大月書店 2015

1203　ﾋ 100年前からの警告　福島原発事故と朝河貫一 武田徹ほか 花伝社 2014

1501　ﾀﾞ 男性の非暴力宣言　ホワイトリボン・キャンペーン 多賀太ほか 岩波書店 2015

2101　ｲ 私の「戦後民主主義」
岩波書店編集
部

岩波書店 2016

2104　ｲ 憲法問題　なぜいま改憲なのか 伊藤真 PHP研究所 2013

2104　ﾀ 日本国憲法　大阪おばちゃん語訳 谷口真由美 文藝春秋 2014

2108　ｱ 綾瀬はるか　「戦争」を聞く
TBSテレビ
『NEWS23』取材班 岩波書店 2013

2108　ｱ 14歳からの戦争のリアル 雨宮処凛 河出書房新社 2015

2108　ｲ 私の「戦後70年談話」
岩波書店編集
部

岩波書店 2015

2108　ｹﾞ 原子爆弾の記録　ヒロシマ・ナガサキ　復刻版 子どもたちに世界に！被爆
の記録を贈る会 三省堂 2004
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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

2108　ｺ 夕凪の街　桜の国 こうの史代 双葉社 2004

2108　ｻ 14歳＜フォーティーン＞　満州開拓村からの帰還 澤地久枝 集英社 2015

2108　ｽ* 昭和十年代を繰り返すのか　戦中派世代の体験証言 鈴木正和 創英社 2001

2108　ﾀ おばあさんから孫たちへ　みやぎの戦争 退職女性教職員の会　宮城
白萩の会　中央支部

退職女性教職員の会　宮城
白萩の会　中央支部 2005

2108　ﾄ 東京大空襲の記録　復刻版
東京空襲を記
録する会

三省堂 2004

2108　ﾌ 経済的徴兵制 布施祐仁 集英社 2015

2108　ﾍ* ヒトラー　独裁への道　ワイマール共和国崩壊まで
ハインツ・ヘー
ネ

朝日新聞社 1992

2108　ﾎ* 私たちが中国でしたこと　中国帰還者連絡会の人びと 星徹 緑風出版 2002

2108　ﾑ 若者から若者への手紙　1945←2015
室田元美　北
川直実

ころから 2015

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　ﾘ 新・戦争のつくりかた　What　Happens　Before　War？
りぼん・ぷろ
じぇくと

マガジンハウス 2014

2112　ｺ 写真集　子どもたちの昭和史
「子どもたちの昭和
史」編集委員会 大月書店 1984

2112　ﾐ 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

2112　ﾒ 沖縄「戦後」ゼロ年 目取真俊
日本放送出版
協会

2005

2205　ｾ 職業は武装解除 瀬谷ルミ子 朝日新聞出版 2011

4207　ﾐ 追跡・沖縄の枯れ葉剤　埋もれた戦争犯罪を掘り起こす
ジョン・ミッチェ
ル

高文研 2014

6102　ｴ 吉永小百合の祈り
NHKアーカイブ
ス制作班

新日本出版社 2015

6102　ﾅ 世界の果てのこどもたち 中脇初枝 講談社 2015

6102　ﾉ 水曜日の凱歌 乃南アサ 新潮社 2015

6102　ﾌ アンネの日記　完全版 アンネ・フランク 文藝春秋 1994

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

6108　ｱ へいわってすてきだね
安里有生/詩　長
谷川義史/画 ブロンズ新社 2014

6108　ﾀ ガラスのうさぎ　アニメ版 高木敏子 金の星社 2005

6108　ﾌ ヒットラーのむすめ
ジャッキー・フ
レンチ

すずき出版 2004

7104　ﾀ
「積極的平和主義」は、紛争地になにをもたらすか？！
NGOからの警鐘

谷山博史 合同出版 2015

8102　ﾜ ユニセフではたらこう 和氣邦夫 白水社 2008

8106　ｶ 「イスラム国」よ 鎌田實 河出書房新社 2015

※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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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1101/ﾐ 「居場所」のない男、「時間」がない女 水無田気流∥著 日本経済新聞社 2015

1102/ｱ ブラジャーをする男たちとしない女 青山まり∥著 新水社 2005

1103/ｻ 関係する女　所有する男 斎藤環∥著 講談社 2009

2110/ｵ 男は東に女は西に　人生が変わるとき！
サブラ・Ｅ・ブロック　ジョセフ・Ｆ・
ドゥーリー∥著　阿尾正子∥訳

主婦の友社 2008

2205/ﾀ
どうして男は、そんな言い方　なんで女は、あんな話
し方　男と女の会話スタイル9to5

デボラ・タネン∥著　田丸美
寿々・金子一雄∥訳

講談社 2001

3101/ｼ 結婚したくてもできない男　結婚できてもしない女 白河桃子∥著 サンマーク出版 2002

3101/ﾔ
絶食系男子となでしこ姫　国際結婚の現在・過去・未
来

山田昌弘・開内文乃∥著 東洋経済新報社 2012

3105/ｼ 恋にグズな男、男のホンネが読めない女 渋谷昌三∥著 新講社 2004

3105/ﾀ
もてようがない男だまされやすい女　凡人でも非凡に
生きられる知恵

田中貴子∥著 講談社 2003

3202/ﾛ 本音を隠すオトコたち本音を知りたいオンナたち
クリス・ローゼンバーグ∥著
森洋子∥訳

清流出版 2000

5101/ﾉ
重すぎる母無関心な父　「いい子」という名のアダル
ト・チルドレン

信田さよ子∥著 青山社 2011

5101/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・東山紘久∥著 創元社 2006

5105/ﾋﾞ 病院に行かない夫　体重計に乗らない妻 齋藤滋∥監修
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2007

5201/ﾀﾞ
だから、男と女はすれ違う　最新科学が解き明かす
「性」の謎

水野重理・奥村康一・高間
大介∥著

ダイヤモンド社 2009

5203/ｲ
察しない男、説明しない女　男に通じる話し方女に伝
わる話し方

五百田達成∥著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2014

5203/ｸ キレる女懲りない男　男と女の脳科学 黒川伊保子∥著 筑摩書房 2012

5203/ｼﾞ 上手な嘘をつく女　バレる嘘をつく男
ゲノム遺伝子情報研究会∥
編著

日刊工業新聞社 2003

5203/ﾅ
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！

石橋英子∥監修　蔦森樹
［ほか］∥著

ビーケイシー 2003

5203/ﾋﾟ
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∥著　藤井留美∥訳

主婦の友社 2000

5203/ﾚ すぐ忘れる男　決して忘れない女
マリアン・レガト∥著　下村
満子∥監訳　山田睦子∥訳

朝日新聞社 2007

5203/ﾜ
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∥著 青春出版社 2001

社会的な要因や背景、はたまた身体的な違い？
オンナとオトコの抱える問題はそれぞれちょっと違う…。
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1101/ｷ メロスのようには走らない　女の友情論 北原みのり∥著 ベストセラーズ 2014

1102/ｼ 平成オトコ塾　悩める男子のための全6章 渋谷知美∥著 筑摩書房 2009

1101/ｼ
専業主婦に、なりたい！？　“フツウに幸せ”な結婚
をしたいだけ、のあなたへ

白河桃子∥著 講談社 2011

1102/ｼ 「専業主夫」になりたい男たち 白河桃子∥著 ポプラ社 2016

1101/ｼ 格付けしあう女たち　「女子カースト」の実態 白河桃子∥著 ポプラ社 2013

1102/ﾔ 男の嫉妬　武士道の論理と心理 山本博文∥著 筑摩書房 2005

1101/ﾀ 「オバサン」はなぜ嫌われるか 田中ひかる∥著 集英社 2011

1102/ﾀ 〈40男〉はなぜ嫌われるか 田中俊之∥著 イースト・プレス 2015

1101/ﾌ 女はオキテでできている　平成女図鑑 深沢真紀∥著 春秋社 2010

1102/ﾌ 平成男子図鑑　リスペクト男子としらふ男子 深沢真紀∥著 日経BP社 2007

1101/ﾏ ハウスワイフ2.0
エミリー・マッチャー∥著　森
嶋マリ∥訳

文藝春秋 2014

1102/ﾅ 主夫になってはじめてわかった主婦のこと 中村シュフ∥著 猿江商會 2015

1102/ｺ イーストウッドの男たち　マスキュリニティの表象分析
ドゥルシラ・コーネル∥著　吉良
貴之・仲正昌樹∥監訳[ほか]

御茶の水書房 2011

6106/ｲ 女性映画監督の恋 石原郁子∥著 芳賀書店 2001

3204/ｲ 姑の言い分　嫁の言い分 今井美沙子∥著 作品社 2010

3204/ｺ ムコシュウト問題　現代の結婚論 小谷野敦∥著 弘文堂 2013

3101/ﾆ ３カ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

5101/ｵ 母という病 岡田尊司∥著 ポプラ社 2014

5101/ｵ 父という病 岡田尊司∥著 ポプラ社 2014

5103/ｼ 不妊を語る　19人のライフストーリー 白井千晶∥著 海鳴社 2012

5103/ﾀﾞ タネナシ。 ダイアモンド・ユカイ∥著 講談社 2011

6102/ｼ 長女たち 篠田節子∥著 新潮社 2014

6102/ﾓ 長男の結婚　人生いろいろ 森あるか∥著 文芸社 2006

★☆★２冊セットでおすすめする「オンナ×オトコ」★☆★
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

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

4102/ﾜ
いますぐできるロコモ体操　介護に頼らない身体をつく
る

渡會公治∥著 家の光協会 2010

J/4203/ｴ
栄養素キャラクター図鑑　たべることがめちゃくちゃ楽し
くなる！

田中明 蒲池桂子∥監
修

日本図書センター 2014

4203/ｵ はたらく女子の夜遅ごはん おおたわ歩美∥著 大和書房 2014

4203/ｺ/3 糖尿病の人の朝昼夕献立カレンダー 献立カレンダー3 香川芳子∥監修 女子栄養大学出版部 2003

4203/ｺ
コウケンテツのおやつめし　ごはんみたいな子どものお
やつ

コウケンテツ∥著 クレヨンハウス 2015

4203/ﾀ
卵・牛乳・大豆・小麦を使わない　アトピッ子のお料理
ブック　ママたちが考えたアレルギー食レシピ

小倉英郎 小倉由紀子∥
監修　アレルギーの子を
持つ親の会「かたつむり」
∥編

女子栄養大学出版
部

2003

4203/ﾄﾞ/1
Dr.クロワッサンハンディBOOK  体に効く簡単レシピ  1
免疫力が上がる食べ方

浜内千波∥監修 マガジンハウス 2015

4203/ﾄﾞ/3
Dr.クロワッサンハンディBOOK  体に効く簡単レシピ  3
一生太らない食べ方

牧野直子∥監修 マガジンハウス 2015

4203/ﾄﾞ/6
Dr.クロワッサンハンディBOOK  体に効く簡単レシピ  6
腸を健康にする食べ方

松生恒夫∥監修 マガジンハウス 2015

4203/ﾄﾞ/9
Dr.クロワッサンハンディBOOK  体に効く簡単レシピ  9
ストレスが消える食べ方

有田秀穂∥監修 マガジンハウス 2015

4203/ﾄﾞ/10
Dr.クロワッサンハンディBOOK  体に効く簡単レシピ  10
冷え症に負けない食べ方

渡邉賀子∥監修 マガジンハウス 2015

4203/ﾏ
ワーキングマザーの簡単レシピ　「段取りじょうず」でス
ピードアップ

牧野直子∥著 女子栄養大学出版部 2002

5101/ｵ 働く人の心の病 尾久裕紀∥著 山海堂 2000

5101/ｶ 「心とおなか」の相談室 香山リカ∥著 日本放送出版協会 2003

5101/ﾅ まっ、いっか！摂食障害　－当事者のまなざしから－ 中村このゆ∥編著 晃洋書房 2014

5102/ﾓ 「月曜日の朝がつらい」と思ったら読む本 森下克也∥著 中経出版 2012

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

山元大輔∥著 日刊工業新聞社 2005

5104/ｹ 警告！身近な薬の副作用　まさかの事態になる前に
武政文彦 望月眞弓∥監
修

小学館 2013

5104/ｺ 男のための漢方 幸井俊高∥著 文藝春秋 2005

5104/ﾀ 笑医力　びっくりするほど健康になる！ 高柳和江∥著 徳間書店 2015

家事に仕事に追われているみなさん、ご自身の身体で、気になることは
ありませんか？
徐々に寒さが増すこれからの季節、健康管理が大切です。
病気の予防と健康維持のため自分のカラダの声に耳を傾け、対策をしま
しょう。
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

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

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

5104/ﾐ
皮膚のトラブルが治らないときの本 みんなの女性外
来

対馬ルリ子∥総監修 小学館 2009

5104/ﾐ
イライラ・落ち込みが激しいときの本 みんなの女性外
来

対馬ルリ子∥総監修 小学館 2009

5104/ﾐ
人に言えないからだの悩みを解決する本　みんなの女
性外来

対馬ルリ子∥総監修 小学館 2010

5104/ﾔ
乳がんって遺伝するの？ 遺伝性乳がん卵巣がんのす
べて

山内英子 吉野美紀子
∥著

主婦の友社 2013

5105/ｱ ずっと健康だと思ってた。　34歳脳こうそく克服記
有田奈央∥作　麻生夕
貴∥絵

イースト・プレス 2014

5105/ｵ お父さんのためのダイエット読本
宮崎滋　古田裕子∥監
修

日本出版社 2003

Ｊ/5105/ｵ おしゃれ障害　健康を害する誤った“おしゃれ”に警告 岡村 理栄子∥編著 少年写真新聞社 2003

5105/ｶ 30代までに絶対に知っておきたい卵子の話 金谷美加∥著 ＷＡＶＥ出版 2014

5105/ｸ わたしメンテナンス　からだを知って「痛み」を解消 黒田恵美子∥著 ポプラ社 2009

5105/ｺ 超一流の人の「健康」の極意 小林弘幸∥著 ポプラ社 2013

5105/ｼ
知ってホッとするからだノート　女の子の悩みすぐ解決
ブック

大谷香∥監修 祥伝社 2003

5105/ｼﾞ
じぶんでつくるクスリ箱　おばあちゃんの知恵、暮らしに
活かそう

南恵子∥レシピ提供・
監修

ブロンズ新社 2004

5105/ﾀ 新・自分で治す「冷え症」 田中美津∥著 マガジンハウス 2004

5105/ﾀ 読む禁煙 高橋裕子∥著 徳間書店 2004

5015/ﾄﾞ/1
Dr.クロワッサンハンディBOOK 健康になるシリーズ １
自分で治す、肩こり・腰痛

谷諭∥監修 マガジンハウス 2015

5015/ﾄﾞ/2
Dr.クロワッサンハンディBOOK 健康になるシリーズ ２
体幹ウォーキングでむりせずに痩せる

金哲彦∥監修 マガジンハウス 2015

5105/ﾄﾞ/3
Dr.クロワッサンハンディBOOK 健康になるシリーズ ３
病気にならない全身ストレッチ

中野ジェームズ修一∥
監修

マガジンハウス 2015

5105/ﾊ
ハゲない！デブらない！今日からできる男のメシの食
べ方

生活習慣改善委員会
∥編

竹書房 2001

5105/ﾋ
日野原重明の生き方哲学　－よく生き、よく老い、よく病
み、よく死ぬ

日野原重明∥著 中央法規出版 2002

5105/ﾋ 続 生き方上手 日野原重明∥著 ユーリーグ 2003

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

ビジネスマンの健康を
考える会∥著

ＰＨＰ研究所 2009

5105/ﾎ 40歳からの心と体メンテナンスBOOK 堀川波∥著 ＰＨＰ研究所 2014

5106/ｲ 夫源病　－こんなアタシに誰がした－ 石蔵文信∥著 大阪大学出版会 2011

5106/ﾖ 「晴ればれ更年期」 女ざかりがもっと輝く処方箋 吉永みち子∥著 祥伝社 2003

5106/ﾖ
知っておきたい男の更年期　パートナーと一緒に読ん
でなおす更年期障害

横山博美∥著 池田書店 2001

15



請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1101　ｱ
315

「沖縄の声」を聞いてください　少女暴行事件に想う あごら新宿 BOC出版部 2008

1101　ｴ 女性たちの貧困　“新たな連鎖”の衝撃
NHK「女性の貧
困」取材班

幻冬舎 2014

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　ﾆ 性奴隷とは何か　シンポジウム全記録 日本軍「慰安婦」問題webサ
イト制作委員会 御茶の水書房 2015

1103　ｾ 性別役割分業は暴力である
福岡女性学研
究会

現代書館 2011

1202　ﾏ 生贄の女　ムフタール　屈辱の日々を乗り越えて
ムフタール・
マーイー

ソフトバンク　ク
リエイティブ

2006

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　ｳ レンアイ、基本のキ　好きになったらなんでもOK？ 打越さく良 岩波書店 2015

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 ベストセラー 2007

1501　ｷ
Q&A　DVってなに？　この1冊でドメスティック・バイオレン
スまるわかり

番敦子ほか 明石書店 2005

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　ﾅ マイ・レジリエンス　トラウマとともに生きる 中島幸子 梨の木舎 2013

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　ﾊ
新・気づいて乗りこえる　精神的DV（夫のモラルハラスメ
ント）に悩む女性のためのガイドブック

長谷川七重
グループしおん

メディアランド 2015

1501　ﾌ 我慢するのはもう、イヤだ 藤木美奈子 講談社 2001

1501　ﾍﾞ 弁護士が説くDV解決マニュアル　改訂版
長谷川京子ほ
か

朱鷺書房 2014

1501　ﾏ
夫からのモラル・ハラスメント　愛する人からの精神的イ
ジメ　苦しいのはあなた一人じゃない

まっち～ 河出書房新社 2014

1501　ﾓ
「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

本田りえほか 講談社 2013

1501　ﾖ 殴る夫　逃げられない妻 吉廣紀代子 青木書店 1997

2109　ﾊ
フォト・ドキュメンタリー　人間の尊厳　いま、この世界の
片隅で

林典子 岩波書店 2014

3101　ｽ
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

ヴォイス 2002

3201　ﾀ 身内の犯行 橘由歩 新潮社 2009

3202　ｲ
なぜ妻は、夫のやることなすこと気に食わないのか　エイ
リアン妻と共生するための15の戦略

石蔵文信 幻冬舎 2014
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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

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

3211　ｶ 欲望のゆくえ　子どもを性の対象とする人たち 香月真理子 朝日新聞出版 2009

4201　ｻ
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 実業之日本社 2002

4201　ｾ セコムが教える防犯プロのアドバイス
セコムIS研究
所

日経BP社 2006

5101　ｺ 犯罪被害者の心の傷　増補新版 小西聖子 白水社 2006

5101　ﾂ
コミック『女医レイカ』に学ぶ心の処方箋　ストーカー被害
／ネット依存症編

剣名舞 ゴマブックス 2006

5206　ｽ ラブ・コミュニケーション 須藤なほみ ゴマブックス 2007

5207　ｵ
彼女たちの売春（ワリキリ）　社会からの斥力、出会い系
の引力

荻上チキ 扶桑社 2012

5207　ｽ 最貧困女子 鈴木大介 幻冬舎 2014

5207　ﾏ 幼い娼婦だった私へ ソマリー・マム 文藝春秋 2006

5208　ﾅ ポルノグラフィと性暴力　新たな法規制を求めて 中里見博 明石書店 2007

5209　ﾆ わかりやすいセクシュアルハラスメント裁判例集
21世紀職業財
団

2005

5209　ﾊﾞ セクハラ氾濫時代　サバイバルBOOK 番敦子 辰巳出版 2008

5209　ﾑ 部長、その恋愛はセクハラです！ 牟田和恵 集英社 2013

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　ﾂ 侵略戦争と性暴力　軍隊は民衆をまもらない 津田道夫 社会評論社 2002

5210　ﾊ
ストーカー　被害に悩むあなたにできること　リスクと法的
対処

長谷川京子
山脇絵里子

日本加除出版 2014

5210　ﾊ 私はこうしてストーカーに殺されずにすんだ 遥洋子 筑摩書房 2015

5210　ﾋ
なかったことにしたくない　実父から性虐待を受けた私の
告白

東小雪 講談社 2014

5210　ﾌ 涙のあとは乾く
キャサリン・ジェー
ン・フィッシャー 講談社 2015

5210　ﾌ ストーカー病　歪んだ妄想の暴走は止まらない 福井裕輝 光文社 2014

5210　ﾖ 性暴力
読売新聞大阪
本社社会部

中央公論新社 2011

6102　ﾕ てのひらの砂漠 唯川恵 集英社 2013

J1101　ｾ
2

世界の女性問題②　暴力、差別、戦争
アジア女性資
料センター

汐文社 2013

J2109　ｼﾞ
4

人権を考える本④　女性・戦争と人権
角田由紀子
南典男

岩崎書店 2001

※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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分類 書名 著者など 出版者 出版年

J/0106/
ｻ

災害・防災図鑑　すべての災害から命を守る CeMI環境・防災研究所∥監修 文溪堂 2013

1101/ｲ
女性はもっと活躍できる！　女性活躍の推進と
ポイント

岩田喜美枝・菅原千枝∥著 21世紀職業財団 2015

1101/ｵ 戦争に抗する　ケアの倫理と平和の構想 岡野八代∥著 岩波書店 2015

1201/ｲ
「慰安婦」バッシングを越えて　「河野談話」と日
本の責任

「戦争と女性への暴力」リサーチ・
アクション・センター∥編

大月書店 2013

1202/ｵ 「暮しの手帖」とわたし 大橋鎭子∥著 暮しの手帖社 2010

1202/ﾋ 超訳　広岡浅子自伝 広岡浅子∥著 KADOKAWA 2015

1203/ﾚ 広岡浅子　新時代を拓いた夢と情熱 『歴史読本』編集部∥編 KADOKAWA 2015

1203/ﾚ
大橋鎭子と花森安治　戦後日本の「くらし」を
創ったふたり

『歴史読本』編集部∥編 KADOKAWA 2016

1401/ｲ
はじめての女性代議士たち　新しき明日の来る
を信ず

岩尾光代∥著 新風舎 2006

1401/ｺ 女子の本懐　市ヶ谷の55日 小池百合子∥著 文藝春秋 2007

1401/ｺ
20/30プロジェクト。　女性が活きる成長戦略の
ヒント　Vo.1

小池百合子∥編著 プレジデント社 2013

1401/ﾄ
女たちの情熱政治　女性参政権獲得から70年
の荒野に立つ

東京新聞・北陸中日新聞取材班∥
編

明石書店 2016

1401/ﾐ 日本の女性議員　どうすれば増えるのか 三浦まり∥編著 朝日新聞出版 2016

J/2101/
ｲ

あした選挙へ行くまえに 池上彰∥著 河出書房新社 2008

2101/ｾﾞ
18歳からの選挙Ｑ＆Ａ　政治に新しい風を　18
歳選挙権

全国民主主義教育研究会∥編 同時代社 2015

2104/ｼ 概説　障害者差別解消法
障害者差別解消法解説編集委員
会∥編著

法律文化社 2014

2104/ﾋ 秘密保護法　何が問題か　検証と批判 海渡雄一[ほか]∥編 岩波書店 2014

2105/ｻ ちゃんとわかる消費税 斎藤貴男∥著 河出書房新社 2014

2106/ﾀ 民主主義ってなんだ？ 高橋源一郎・SEALDｓ∥著 河出書房新社 2015

2106/ﾃ テロリズム　変貌するテロと人間の安全保障
東海大学平和戦略国際研究所∥
編

東海大学出版会 2001

2108/ｾ すぐにわかる集団的自衛権ってなに？ 戦争をさせない1000人委員会∥編 七つ森書館 2014

2109/ｵ
共生社会へのリーガルベース（法的基盤）　差
別とたたかう現場から

大谷恭子∥著 現代書館 2014
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分類 書名 著者など 出版者 出版年

2109/ｼ 知っていますか？　沖縄　一問一答 金城実∥著 解放出版社 1996

2109/ｿ
知的障害者　奪われた人権　虐待・差別の事件
と弁護

副島洋明∥著 明石書店 2000

2109/ﾉ
ヘイトスピーチってなに？レイシズムってどんな
こと？

のりこえねっと∥編 七つ森書館 2014

2109/ﾓ ヘイト・スピーチとは何か 師岡康子∥著 岩波書店 2013

2201/ｺ ルポ保育崩壊 小林美希∥著 岩波書店 2015

2201/ｼ
死ぬほど大切な仕事ってなんですか　リストラ・
職場いじめ時代に過労死を考える

全国過労死を考える家族の会∥
編

教育史料出版会 1997

22014/ｶ 過労自殺 川人博∥著 岩波書店 1998

3104/ｱ 戸籍のない日本人 秋山千佳∥著 双葉社 2015

3105/ｶ 不倫の恋で苦しむ女たち 亀山早苗∥著 WAVE出版 2002

3105/ｻ 不倫女子のリアル 沢木文∥著 小学館 2016

3206/ﾎ
はじめての保育園　ママ＆パパの悩みもぜんぶ解決！
保活から園生活まですべてがわかる　先輩ママの声と豊
富なデータを集めた安心ガイド

保育園を考える親の会∥編 主婦と生活社 2014

3207/ﾌ 保育園義務教育化 古市憲寿∥著 小学館 2015

3210/ｼ 貧困の中の子ども　希望って何ですか？
下野新聞子どもの希望取材班∥
著

ポプラ社 2015

3210/ﾔ 子どもに貧困を押しつける国・日本 山野良一∥著 光文社 2014

3210/ﾐ ドラッグ世代　「第五薬物汚染期」の若者たち 水谷修∥著 太陽企画出版 1998

3211/ﾘ 離婚後300日問題　無戸籍児を救え！ 毎日新聞社会部∥著 明石書店 2008

4103/ﾜ
介助者たちはどう生きていくのか　障害者の地
域自立生活と介助という営み

渡邉琢∥著 生活書院 2011

4201/ｻ いのちを守る気象情報 斉田季実治∥著 NHK出版 2013

5104/ｸ
子宮頸がんワクチン、副反応と闘う少女とその
母たち

黒川祥子∥著 集英社 2015

5104/ｻ 子宮頸がんワクチン事件 斎藤貴男∥著
集英社インターナ
ショナル

2015

J/5104/
ﾚ

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∥著　トニー・キン
グ∥絵　北沢杏子・堀口忠利∥訳

アーニ出版 1997

5207/ﾀ 沖縄の女たち　女性の人権と基地・軍隊 高里鈴代∥著 明石書店 1996

6102/ﾓ 異類婚姻譚 本谷有希子∥著 講談社 2016

6104/ｸ 草間彌生、たたかう ワタリウム美術館∥企画 ACCESS 2011

6201/ﾐ スポーツと国家　スポーツ社会学確立のために 水野和英∥著 文芸社 2001

6201/ﾖ 女性アスリートは何を乗り越えてきたのか 読売新聞運動部∥著 中央公論新社 2013

8106/ｶ 「イスラム国」よ 鎌田實∥著 河出書房新社 2015

参考：雑誌「女性情報 2016年1月～10月号」パド・ウィメンズ・オフィス発行
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1501/ｱ
家族の事例にみるモラルハラスメントの心理分析　子ど
ものすこやかな発達のために

浅見初江∥著 文芸社 2015

2104/ﾊ 磯野家の相続　波平の遺産は、どうなる！？ 長谷川裕雅∥著 すばる舎 2010

2106/ﾀ 多縁社会　自分で選んだ縁で生きていく。
篠原聡子/空間研究所
/アサツー ディ・ケイ∥
著

東洋経済新報社 2015

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

3102/ｳ なぜ妻は突然、離婚を切り出すのか 打越さく良∥著 祥伝社 2016

3102/ﾉ 離婚してもいいですか？ 野原広子∥著 KADOKAWA 2014

3105/ｳ
恋愛しない若者たち　コンビニ化する性とコスパ化する
結婚

牛窪恵∥著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

2015

3201/ｶ 家族病　夫の問題 妻の問題 子の問題 金盛浦子∥著 さくら舎 2016

3201/ｷ 家族という名のクスリ 金美齢∥著 PHP研究所 2016

3201/ｼ 家族という病 下重暁子∥著 幻冬舎 2015

3201/ｼ/2 家族という病２ 下重暁子∥著 幻冬舎 2016

3201/ｽ 加害者家族 鈴木伸元∥著 幻冬舎 2010

3201/ｾ 家族という暴力 芹沢俊介∥著 春秋社 2004

3201/ﾅ 限界家族 中村純子∥著 毎日新聞社 2013

3201/ﾋ
きょうだいリスク　無職の弟、非婚の姉の将来は誰がみ
る？

平山亮/古川雅子∥著 朝日新聞出版 2016

3201/ﾏ 3・11から考える「家族」　戦後を問う,現在を歩く 真鍋弘樹∥著 岩波書店 2012

3202/ｱ 別居したら夫を好きになれました 安斎かなえ∥著 竹書房 2012

3202/ﾐ 夫婦のルール
三浦朱門/曽野綾子∥
著

講談社 2014

3203/ｲ 毒父家族　親支配からの旅立ち 井上秀人∥著 さくら舎 2015

3203/ｳ
男女1100人の「キズナ系親孝行、始めました。」　平成
親子の“つながり”術

牛窪恵∥著 河出書房新社 2012

3203/ｵ 親子共依存 尾木直樹∥著 ポプラ社 2015

3203/ﾃ
今日も嫌がらせ弁当　反抗期ムスメに向けたキャラ弁
ママの逆襲

ｔｔｋｋ（Kaori）∥著 三才ブックス 2015

わたしたちにとって家族は、困ったときには支えあい、うれしいときには喜び

を分かち合える、かけがえのない存在です。

ですが、大切な存在と分かっていても家族ゆえにうまく関係が築けなかった

り、家族の在り方に悩んだり……。

そんなお悩みに寄り添う本をご紹介します。
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

3203/ﾊ 母と娘はなぜこじれるのか

斎藤環∥編集
田房永子/角田光代/
萩尾望都/信田さよ子
/水無田気流∥著

NHK出版 2014

3203/ﾎ それでも母が大好きです 細川貂々∥著 朝日新聞出版 2016

3203/ﾎ
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∥著 主婦の友社 2015

3204/ｵ 嫁姑が幸せになれる100の知恵　悩みがスッキリ消える 大原敬子∥著 PHP研究所 2014

3204/ｺ ムコシュウト問題　現代の結婚論 小谷野敦∥著 弘文堂 2013

3206/ｱ
見逃さないで！子どもの心のSOS 思春期にがんばって
る子

明橋大二∥著 １万年堂出版 2013

3206/ｺ うちの子になりなよ　ある漫画家の里親入門 古泉智浩∥著 イースト・プレス 2015

3210/ｽ 家族幻想　「ひきこもり」から問う 杉山春∥著 筑摩書房 2016

3210/ﾄ
こども食堂をつくろう！　人がつながる地域の居場所づ
くり

豊島子ども
WAKUWAKUネットワー
ク∥編著

明石書店 2016

3211/ﾔ
「赤ちゃん縁組」で虐待死をなくす　愛知方式がつない
だ命

矢満田篤二/萬屋育子
∥著

光文社 2015

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 2002

4102/ｶ
介護で仕事を辞めないために　親が元気なうちからや
るべきこと52

グループ・けあ＆けあ
21∥編著

創元社 2010

4103/ﾄ
障がいをもつこどもの「きょうだい」を支える　お母さん・
お父さんのために

遠矢浩一∥編著 ナカニシヤ出版 2009

4103/ﾎ
わが家は自閉率40％　アスペルガー症候群親子は転
んでもただでは起きぬ

星空千手∥著 中央法規出版 2007

4201/ｺ
これが、コレクティブハウスだ！　コレクティブハウスか
んかん森の12年

コレクティブハウスか
んかん森居住者組合
森の風∥編

ドメス出版 2014

5101/ｵ 父という病 岡田尊司∥著 ポプラ社 2014

5101/ﾎ 母という病 岡田尊司∥著 ポプラ社 2014

5101/ﾉ
重すぎる母 無関心な父　「いい子」という名のアダルト・
チルドレン

信田さよ子∥著 静山社 2011

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

5101/ﾉ 家族の悩みにおこたえしましょう 信田さよ子∥著 朝日新聞出版 2012

5201/ｽ ダブルハッピネス 杉山文野∥著 講談社 2006

5204/ｽ
ルポ同性カップルの子どもたち　アメリカ「ゲイビーブー
ム」を追う

杉山麻里子∥著 岩波書店 2016

J/5204/ﾋ ふたりのママから、きみたちへ 東小雪/増原裕子∥著 イースト・プレス 2013

6102/ｼ ファミレス 重松清∥著 日本経済新聞出版社 2013

6102/ﾂ 朝が来る 辻村深月∥著 文藝春秋 2015
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生涯現役　イキイキ人生① 福島県男女共生センター図書室

請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1202　ｵ 「わたし」は「わたし」になっていく 落合恵子 東京新聞 2014

1202　ｶ 苦節23年、夢の弁護士になりました 神山昌子 いそっぷ社 2011

1202　ﾆ
明日もある。あさってもある！　84歳のラジオパーソナリ
ティ

二宮チエ イースト・プレス 2012

1202　ﾑ あきらめない　働くあなたに贈る真実のメッセージ 村木厚子 日経BP社 2011

1203　ﾃ 母ターシャの思い出　ニューハンプシャーで暮した日々
セス・テュー
ダー

KADOKAWA 2014

1401　ｶ いのちにこだわる政治をしよう！ 嘉田由紀子 風媒社 2013

2106　ｳ ニッポンが変わる、女が変える 上野千鶴子 中央公論新社 2013

2106　ｽ ほとんど人力
菅原文太と免許
皆伝の達人たち

小学館 2013

2108　ｲ 私の「戦後70年談話」
岩波書店編集
部

岩波書店 2015

2108　ﾔ ぼくは戦争は大きらい　やなせたかし平和への思い やなせたかし
小学館クリエイ
ティブ

2013

2110　ｳ 悩むヒマありゃ、動きなさいよ！　死ぬまで現役、90歳！ 内海桂子 牧野出版 2012

2110　ｵ 「人生案内」孫は来てよし、帰ってよし 大日向雅美 東京堂出版 2013

2110　ｷ 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

2110　ｷ 75年目のラブレター 貴島テル子 朝日新聞出版 2013

2110　ｼ 一〇三歳になってわかったこと　人生は１人でも面白い 篠田桃紅 幻冬舎 2015

2110　ﾋ おひとりシニアのよろず人生相談 樋口恵子 主婦の友社 2014

2110　ﾐ 人生はドンマイドンマイ 美輪明宏 家の光協会 2013

2110　ﾔ
引きうける生き方　誰かのために手を差しのべるというこ
と

安田未知子 WAVE出版 2014

2202　ﾋ
女、一生の働き方　貧乏ばあさん（BB）から働くハッピー
ばあさん（HB）へ

樋口恵子 海竜社 2010

2205　ｱ 65歳で月収4万円。年金をもらいながらちょこっと稼ぐコツ 阿部絢子 KADOKAWA 2016

2205　ｲ
スーパーの野菜売り場でパートやってます。　買い物が
楽しくなる！お仕事コミックエッセイ

伊吹かのこ KADOKAWA 2014

2205　ｴ
新幹線お掃除の天使たち　「世界一の現場力」はどう生
まれたか？

遠藤功 あさ出版 2012

2205　ｺ 帝国ホテル流おもてなしの心　客室係50年 小池幸子 朝日新聞出版 2009
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生涯現役　イキイキ人生②
請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

2205　ﾆ 世界一清潔な空港の清掃人 新津春子 朝日新聞出版 2015

2206　ｵ
加賀屋　笑顔で気働き　女将が育んだ「おもてなし」の真
髄

小田真弓
日本経済新聞
出版社

2015

2209　ｲ 東北朝市紀行 池田進一 こぶし書房 2014

4101　ｵ
親の家を片づける　ある日突然膨大な老親の荷物や家の整理
と処分があなたの身に降りかかってきたら、どうしますか？

主婦の友社 主婦の友社 2013

4101　ｼ
106歳を越えて、私がいま伝えたいこと　今からでも遅く
はない　禍を試練と受け止めて

曻地三郎 こう書房 2012

4101　ﾋ
「与」命　団塊世代よ、あなたの晩年は40年間ある　100
歳までいきいき生きる国民医のアドバイス

日野原重明
片寄斗史子

小学館 2013

4101　ﾎ 老後貧困から身を守る 細沢祐樹 講談社 2015

4101　ﾏ
まだ間に合う！今すぐ始める認知症予防　軽度認知障害
（MCI）でくい止める本

朝田隆 講談社 2014

4101　ﾐ おじいさんになったね 南伸坊 海竜社 2015

4101　ﾛ 60歳から少しだけ社会貢献を始める本
佐藤葉
清水まさみ

実務教育出版 2009

4102　ｱ 魅力あふれる認知症カフェの始め方・続け方 浅岡雅子 翔泳社 2015

4102　ｵ 介護はつらいよ 大島一洋 小学館 2014

4102　ｶ へろへろ　雑誌『ヨレヨレ』と「宅老所よりあい」の人々 鹿子裕文 ナナクロ社 2015

4102　ｽ
ユーキャンの介護レクリエーション春夏秋冬　もっと笑顔
を引きだす！

杉浦史晃
ユーキャン学び
出版

2014

4102　ﾌ 活き逝き術のススメ　ニューシニアは語る
藤森洵子
須之内玲子

現代書館 2014

4104　ﾀ 笑医力　びっくりするほど健康になる！ 高柳和江 徳間書店 2015

4203　ｼ 100歳までボケない常備菜で10分レシピ
白澤卓二
牧野直子

家の光協会 2013

4203　ﾄﾞ
5

Dr.クロワッサンハンディBOOK　体に効く簡単レシピ　5
老化を遅らせる食べ方

石川三知 マガジンハウス 2015

4209　ｱ
医療ボランティアをめざす人に今伝えたいこと　コミュニ
ケーションと笑顔の底力を知る

淺野マリ子 ミネルヴァ書房 2015

4209　ｻ 親の世話ヒトに任せてボランティア　福祉の見方・考え方 坂巻煕 あけび書房 2010

4209　ﾎ 新傾聴ボランティアのすすめ　聴くことでできる社会貢献
ホールファミ
リーケア協会

三省堂 2009

5104　ｵ 死ぬときに後悔しない医者とクスリの選び方 岡田正彦 アスコム 2013

5104　ｵ 傾聴力　1000人の患者を看取った医師が実践している 大津秀一 大和書房 2013

5105　ｺ 超一流の人の「健康」の極意 小林弘幸 ポプラ社 2013

6102　ｶ 老後の資金がありません 垣谷美雨 中央公論新社 2015

6102　ｷ 歩いて行く二人　岸惠子　吉永小百合
岸惠子
吉永小百合

世界文化社 2014

6102　ﾊ 彼女の家計簿 原田ひ香 光文社 2014

※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 

 

 

 

 

 

 

 

 ※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。 

 

 

 

 

 

 

 

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

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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（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。 

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)
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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-mai l：toshoshitsu@f-miraikan.or.jp 

２０１７年３月 


	表紙等.pdf
	リスト.pdf
	表紙等.pdf

