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あなたの『働きたい！』を応援する本

人生で大切なことは「マンガ」が教えてくれる！？

男女共同参画週間

共に生きる社会へ　～多様な性について考える～

結婚する人。しない人。

こころを守る！

生き方いろいろ自分らしくあなたらしく

国際ガールズ・デー

身近に潜む暴力

男女共同参画と2017年

こころとからだのメンテナンス



分類 書名 著者名など 出版者 出版年

2106/ｵ 「全身○活」時代　　就活・婚活・保活からみる社会論
大内裕和∥著
竹信三恵子∥著

青土社 2014

2201/ｲ 育児・介護休業法、均等法、雇用保険法
小磯優子∥著　　島中豪∥著
河野文雄∥著

ＰＨＰ研究所 2016

2202/ｱ
「女性のやさしい」その先へ
〝資生堂ショック〟から新しい働き方を考える

ＡＥＲＡ編集部∥編著
大沢真知子∥編著

朝日新聞出版 2016

2202/ｲ 女性の向上心 井形慶子∥著 ＰＨＰ研究所 2008

2201/チ 未来の働き方を考えよう ちきりん∥著 文藝春秋 2013

2202/ｵ 女、今日も仕事する 大瀧純子∥著 ミシマ社 2015

2202/ｵ
だれもおしえてくれなかった
ほんとうは楽しい仕事＆子育て両立ガイド

小栗ショウコ∥著
田中聖華∥著

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2013

2202/ｵ 女のシゴト道 太田垣晴子∥著 文藝春秋 2004

2202/ｶ
マンガで楽しく読める
仕事も育児も！ハッピーママ入門

加倉井さおり∥著 かんき出版 2016

2202/ｷ 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∥著 河出書房新社 2013

2202/ｺ 子育てがプラスを生む「逆転」仕事術 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
女性の健康と
メノポーズ協会∥編著

ＳＣＩＣＵＳ 2012

2202/ｽ 働く女が幸せになるための60の約束 鈴木由歌利∥著
日本能率協会
マネジメントセンター

2010

2202/ﾂ 女36歳からでもキャリアは作れる 辻三千代∥著 光文社 2009

2202/ﾆ しびれるほど仕事を楽しむ女たち 日経ウーマン∥編 日本経済新聞社 2005

2202/ﾊﾞ 仕事も子育ても自分もうまくいく！　「働くママ」の時間術 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

ＮＰＯ法人ファザーリング・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
山口理栄∥著
新田香織∥著

労働調査会 2013

2202/ﾜ ママは働いたらもっとスゴイぞ！ 和田清華∥著 ダイヤモンド社 2007

2204/ｱ 就活女子の文章表現塾　　アサーションスキルを磨く 浅野洋　宮淑子∥著 新水社 2012

2204/ｲ 30代40代の転職採用を勝ち取る！面接テクニック
井上隆一∥著
吉武美沙∥著

秀和システム 2010

2204/ｳ
キャリアに揺れる
迷えるあなたに贈るブックガイド30

上西充子∥著
柳川幸彦∥著

ナカニシヤ出版 2006

2204/ﾅ どうして就職活動はつらいのか 双木あかり∥著 大月書店 2015
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これから仕事をはじめたい！

キャリアアップを目指したい！

「働きたい！」と思うあなたの ヒントに

なるような図書を集めてみました。

ピンときたものから

ぜひ手に取ってみてください。



分類 書名 著者名など 出版者 出版年

2204/ﾌ
17年度会ってみたくなる
履歴書・職歴書と添付手紙の書き方

福沢恵子∥著 成美堂出版 2015

2204/ﾔ 女性のためのハッピー転職バイブル 山下さすが∥著 中経出版 2007

2204/ﾔ おとなの進路教室。 山田ズーニー∥著 河出書房新社 2007

2204/ﾖ 54歳のハローワーク＋アラウンド定年の就活ハンドブック
吉川紀子∥著
竹内康代∥著

集英社 2011

2205/ｲ
時間と場所を選ばない
パラレルキャリアを始めよう！

石山恒貴∥著 ダイヤモンド社 2015

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/ｸ 上手に自慢してキャリア・アップする法
ペギー・クラウス∥著
阿尾正子∥訳

講談社 2004

2205/ｻ 働く気持ちに火をつける 齋藤孝∥著 文藝春秋 2005

2205/ｼ 「手仕事」で夢をかなえる女性たち 塩沢槙∥著 淡交社 2012

2205/ｼ こんな働き方があったのか！ 就職情報研究所∥編 ＮＴＴ出版 2006

2205/ｼ
ソウルジョブ
女30歳から運命の仕事に出会う

仕事と生き方取材班∥著 角川書店 2005

2205/ｼﾞ 女性の職業のすべて　2017年版 女性の職業研究所∥編 啓明書房 2015

2205/ｾ 土木女子！ 清文社編集部∥編 清文社 2014

2205/ﾀ
起業本能
夢を生みだす女性たち

田畑則子∥写真・文 サンマーク出版 2005

2205/ﾆ 自分の仕事をつくる 西村佳哲∥著 晶文社 2003

2205/ﾊ 働く女子の夢 日本ドリームプロジェクト∥編 いろは出版 2011

2205/ﾐ ふむふむ　おしえてお仕事！ 三浦しをん∥著 新潮社 2011

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

2205/ﾖ みんなに必要な新しい仕事 吉岡マコ∥著 小学館 2015

2209/ｲ いろどり　おばあちゃんたちの葉っぱビジネス 立木さとみ∥編集 立木写真館 2006

2206/ﾀ 仕事を愉しむ 高任和夫∥著 日経ＢＰ社 2000

2206/ﾆ 小さい農業で稼ぐコツ 西田栄喜∥著 農村漁村文化協会 2016

2208/ﾃﾞ できるポケット　Ｗindows10　困った！＆便利技205
広野忠敏∥著
できるシリーズ編集部∥著

インプレス 2015

2209/ｲ 農業女子　女性×農業の新しいフィールド 伊藤淳子∥著 洋泉社 2015

6102/ｶ 農ガール、農ライフ 垣谷美雨∥著 祥伝社 2016

6102/ﾂ この世にたやすい仕事はない 津村記久子∥著 日本経済新聞出版社 2015

6102/ﾂ 3時のアッコちゃん 柚木麻子∥著 双葉社 2014

6102/ﾊ 総理の夫 原田マハ∥著 実業之日本社 2013
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1101/ｲ おんなの窓　シリーズ　1～5 伊藤理佐∥著 文藝春秋
2007～

2016

1101/ﾌ “ポスト”フェミニズム入門　イラスト図解

ソフィア・フォカ+レベッカ・
ライト∥著
竹村和子+河野貴代美∥
訳

作品社 2003

1103/ｺ 母から娘へ　ジェンダーの話をしよう
権仁淑∥著
中野宣子∥訳
大越京子∥まん画

梨の木舎 2011

1201/ﾐ 近代女性史
宮城道子∥文
一の門ヨーコ∥イラスト

現代書館 1984

1202/ｻ ペルセポリス　Ⅰ・Ⅱ
マルジャン・サトラピ∥著
園田恵子∥訳

バジリコ 2005

1202/ﾅ はだしのゲン  わたしの遺書 中沢啓治∥著 朝日学生新聞社 2012

J/1203/ﾀ まんが 平塚らいてう物語　元始、女性は太陽であった 竹中らんこ∥著 かもがわ出版 1996

K/1203/ﾀ
高村光太郎・智恵子　変わらぬ愛をつらぬいたふたつ
の魂

村野 守美∥画 小学館 1996

1301/ｻﾞ マンガ　男社会の常識・非常識 岩男壽美子∥監修 財務省印刷局 2002

2108/ｲ 漫画は戦争を忘れない 石子順∥著 新日本出版社 2016

2108/ｺ 夕凪の街　桜の国 こうの史代∥著 双葉社 2004

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/ﾀ アジアで花咲け！なでしこたち
たかぎなおこ・NHK取材
班∥著

メディアファクトリー 2012

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

2204/ﾀ 50代からのお仕事探しアタフタ日記 高橋陽子∥著 主婦と生活社 2014

2205/ｵ お仕事のマナーとコツ　暮らしの絵本
西出博子∥監修
伊藤美樹∥絵

学研教育出版 2006

2205/ﾏ 新卒で給食のおばさんになりました 女の園は敵だらけ 松山ルミ∥著 メディアファクトリー 2013

2205/ﾏ 新卒で給食のおばさんになりました その後 松山ルミ∥著 メディアファクトリー 2014

2206/ﾉ まんが　農業ビジネス列伝シリーズ　1～9
農林水産省中国四国農
政局∥企画・監修

家の光協会 2007

3101/ｶ 「結婚」を手放したらかえってラクになりました カタノトモコ∥著 KADOKAWA 2015

3101/ﾌ アラフォーおひとりさま、結婚しました。 フカザワナオコ∥著 KADOKAWA 2016

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

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

3203/ｺ 親を、どうする？
小林裕美子・滝乃みわこ
∥著

実業之日本社 2013

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
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★お近くの図書館を通して貸出可能です★詳しくは図書室までお問い合わせください★

イラストが豊富で読み易く、大人にも子どもにも人気があるマンガ。

実はマンガって面白いだけではなく、学べることが沢山あるんです。
楽しみながら社会問題に目を向け、人生のヒントと元気をもらいましょう！



分類 書名 著者名など 出版者 出版年

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

3205/ﾅ おひとりさま出産 七尾ゆず∥著 集英社 2014

3205/ﾏ ぷにんぷにんぷ 前川さなえ∥著 幻冬舎 2016

3206/ｱ きみといつまでも　泣き虫とうちゃんの子育て500日 あおむろひろゆき∥著 宝島社 2015

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∥著
太田知子∥画

１万年堂出版 2007

3206/ｱ 子育てハッピーアドバイス　シリーズ　1～3
明橋大二∥著
太田知子∥画

１万年堂出版
2005～

2006

3206/ｱ
子育てハッピーアドバイス　初孫の巻　孫が幸せに育つ
ために

明橋 大二・吉崎達郎∥著

太田知子∥画
１万年堂出版 2012

3211/ｲ マンガ　子ども虐待 出口あり イラ姫+信田さよ子∥著 講談社 2001

3212/ｵ あなたなら、どうする
大平光代∥作
高里むつる∥漫画

講談社 2004

4101/ｵ もうダマされないぞ！　高齢者防犯マニュアル 沖田  八枝子∥原著 鳥影社 2007

4102/ｵ ペコロスの母に会いに行く 岡野雄一∥著 西日本新聞社 2012

4102/ｵ ペコロスの母の玉手箱 岡野雄一∥著 朝日新聞出版 2014

4102/ｵ ペコロスの母の贈り物 岡野雄一∥著 朝日新聞出版 2016

4102/ｵ
ペコロスのいつか母ちゃんのありがとう　介護げなげな
話

岡野雄一∥著 小学館 2016

4102/ｺ 親を、どうする？　介護の心編 小林裕美子∥著 実業之日本社 2014

4102/ｺ 親が倒れた！　桜井さんちの場合 小林裕美子∥著 新潮社 2015

4102/ｻ ヘルパー、今行きます。 佐藤清勇∥著 風詠社 2014

J/4102/ﾑ おばあちゃんが、ぼけた。 村瀬孝生∥著 理論社 2007

J/4103/ｱ 新しい発達と障害を考える本 シリーズ　1～4 内山登紀夫∥監修 ミネルヴァ書房 2013

4103/ﾊ 発達障害の子の立ち直り力「レジリエンス」を育てる本
藤野博∥監修
日戸由刈∥著

講談社 2015

4201/ﾀ ガールズ護身術　華麗に危険をすり抜ける！！ 武田信彦∥監修
スタジオタッククリエイ
ティブ

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

J/5101/ｼ
イラスト版子どものアンガーマネジメント　怒りをコント
ロールする43のスキル

日本アンガーマネジメント
協会∥監修
篠真希・長縄史子∥著

合同出版 2015

5101/ﾀ キレる私をやめたい　夫をグーで殴る妻をやめるまで 田房永子∥著 竹書房 2016

5101/ﾂ コミック『女医レイカ』に学ぶ　心の処方箋 剣名舞∥著 ゴマブックス 2006

5103/ｺ 私、産めるのかな？ 小林裕美子∥著 河出書房新社 2014

5103/ｺ 産まなくてもいいですか？ 小林裕美子∥著 幻冬舎 2015

5104/ｷ 帰ってきた笑うナース 岸香里∥著 いそっぷ社 2014

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

5201/ｱ
オレの周りの“性別が、ない！”人たち　～新井祥のセ
クマイ交遊録～

新井祥∥著 ぶんか社 2013

5209/ﾏ マンガで読むセクハラ・ボーダーライン講座
山田秀雄法律事務所∥
編著

全日法規 2001

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県男女共生センター 図書室（3F）　　　2017年5月特集コーナー②

★お近くの図書館を通して貸出可能です★詳しくは図書室までお問い合わせください★



男女共同参画週間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

1101　ｺ 高学歴女子の貧困　女子は学歴で「幸せ」になれるか？ 大理菜穂子ほか 光文社 2014

1101　ｺ 下層化する女性たち　労働と家庭からの排除と貧困
小杉礼子
宮本みち子

勁草書房 2015

1101　ｻ 物は言いよう 斎藤美奈子 平凡社 2004

1101　ﾅ 女子漂流　うさぎとしをんのないしょのはなし
中村うさぎ
三浦しをん

毎日新聞社 2013

1101　ﾆ
22

女性学　2014Vol.22　特集：出産したらお辞めなさい！？
―産むことをめぐる生政治

日本女性学会学会誌
22号編集委員会 日本女性学会 2015

1101　ﾏ 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

1101　ﾐ シングルマザーの貧困 水無田気流 光文社 2014

1102　ｺ 不自由な男たち　その生きづらさは、どこから来るのか
小島慶子
田中俊之

祥伝社 2016

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

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 猿江商會 2015

1102　ﾔ ありのままの私 安冨歩 ぴあ 2015

1103　ｲ 女性学・男性学　改訂版　ジェンダー論入門 伊藤公雄ほか 有斐閣 2011

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 十月舎 2011

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　ﾆ
88

市川房枝　私の履歴書ほか 市川房枝 日本図書センター 1999

1202　ﾋ
1～4

元始、女性は太陽であった　平塚らいてう自伝　①～④ 平塚らいてう 大月書店 1992

1203　ｲ 世界を変えた10人の女性　お茶の水女子大学特別講義 池上彰 文藝春秋 2013

1203　ｸ 村に火をつけ、白痴になれ　伊藤野枝伝 栗原康 岩波書店 2016

1301　ｳ 憲法の基本　人権・平和・男女共生 植野妙実子 学陽書房 2000

1301　ｶ 男尊女卑といいう病 片田珠美 幻冬舎 2015

1301　ﾆ 未来をひらく男女共同参画　ジェンダーの視点から 西岡正子 ミネルヴァ書房 2016

1301　ﾌ 未来への提言　福島みずほ対談集 福島みずほほか 論創社 2011

1401　ｺ 女子の本懐　市ヶ谷の55日 小池百合子 文藝春秋 2007

（図書リスト①）
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男女共同参画週間②
請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1401　ｼﾞ 首長たちの挑戦　女が政治を変える 女政のえん 世織書房 2016

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 明石書店 2016

1401　ﾖ
女性の自立と政治参加
ある女性参議院議員の歩みとたたかい

吉川春子 かもがわ出版 2015

2104　ｶ
すぐに役立つ　図解とQ&Aでわかる
セクハラ・パワハラ・マタハラをめぐる法律とトラブル解決法130

三修社 2016

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

2110　ﾊ
会いたい人に会いに行きなさい
あなたの人生が変わる「出会い」の活かし方

林文子 講談社 2012

2201　ｺ
キャリアも恋も手に入れる、あなたが輝く働き方
超人気ワーク・ライフバランスコンサルタントが教える

小室淑恵 ダイヤモンド社 2008

2202　ｳ 働くママに効く心のビタミン 上田理恵子 日経BP社 2009

2202　ｵ
これからも働き続けるあなたへ
働く女性の不安をやわらげる42の処方箋

太田彩子 大和書房 2012

2202　ｵ だれも教えてくれなかったほんとうは楽しい仕事＆子育て両立ガイド
小栗ショウコ
田中聖華

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2013

2202　ｵ マタハラ問題 小酒部さやか 筑摩書房 2016

2202　ﾊ 女性が部下をもったら読む本 蓮尾登美子 同文舘出版 2008

2209　ｲ 農業女子　女性×農業の新しいフィールド 伊藤淳子 洋泉社 2015

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 大和書房 2010

3206　ﾀ ネウボラ　フィンランドの出産・子育て支援 髙橋睦子 かもがわ出版 2015

3206　ﾌ 新しいパパの教科書
ファザーリング・
ジャパン

学研教育出版 2013

3206　ﾓ 育児ばかりでスミマセン。 望月昭 幻冬舎 2010

3208　ｶ 男性養護教諭がいる学校　ひらかれた保健室をめざして
川又俊則
市川恭平

かもがわ出版 2016

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　ﾋ 迫りくる「息子介護」の時代　28人の現場から 平山亮 光文社 2014

5103　ﾉ この国で産むということ
野田聖子
根津八紘

ポプラ社 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
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 筑摩書房 2012

5203　ﾚ すぐに忘れる男　決して忘れない女 マリアン・レガト 朝日新聞社 2007

8201　ｺ
子どもと家族にやさしい社会　フィンランド
未来へのいのちを育む

渡辺久子ほか 明石書店 2009

8201　ｾﾞ
デンマーク流「幸せの国」のつくりかた
世界でいちばん住みやすい国に学ぶ101のヒント

銭本隆行 明石書店 2012

8201　ﾀ 貧困にあえぐ国ニッポンと貧困をなくした国スウェーデン 竹﨑孜 あけび書房 2008

※ほかにも多数ございますので、ぜひご利用ください。 （図書リスト②）



★“多様な性”とは何か

分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1103/ﾀ
多様なセクシュアリティとジェンダーの公正
個人・家族・性の「やさしい地平」へ

田中弘子∥編著 明石書店 2007

5201/ｱ オレの周りの“性別が、ない！”人たち 新井祥∥著 ぶんか社 2013

5201/ｱ 「性別が、ない！」人たちとのつきあい方 新井祥∥著 ぶんか社 2011

5201/ｴ LGBTBOOK NHK「ハートをつなごう」制作班∥監修 太田出版 2010

5201/ｾ 性同一性障害って何？ 野宮亜紀∥ほか著 緑風出版 2003

5201/ｾ セクシャルマイノリティ
セクシュアルマイノリティ
教職員ネットワーク∥編著

明石書店 2003

5201/ﾀ 遺伝子が解く！アタマはスローな方がいい！？ 竹内久美子∥著 文藝春秋 2005

5201/ﾏ 境界を生きる 性と生のはざまで
毎日新聞「境界を生きる」
取材班∥著

毎日新聞社 2013

5204/ｼ 知っていますか？同性愛ってなに　一問一答
遠藤和士∥編著
ひびのまこと∥編著

解放出版社 2004

5204/ﾏ 同性愛は「病気」なの？ 牧村朝子∥著者 星海社 2016

5206/ﾄﾞ
同性愛・多様なセクシュアリティ
人権と共生を学ぶ授業

“人間と性”教育研究所∥編著 子どもの未来社 2002

★当事者たちの声

分類 書名 著者名など 出版者 出版年

5201/ｱ スカートをはいた少年　こうして私はボクになった 安藤大将∥著 ブックマン社 2002

5201/ｵ
インビジブル・セックス
自伝でつづる「見えない性」の世界

大野弘美∥著 三交社 2006

5201/ｸ カラフルなぼくら
スーザン・クークリン∥著
浅尾敦則∥訳

ポプラ社 2014

5201/ｽ ダブルハッピネス 杉山文野∥著 講談社 2006

5201/ﾄ トランスジェンダーとして生きる
真希柾鷹∥編著
山田正行∥編著

同時代社 2006

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∥著者
平安名恵∥著者

徳間書店 2000

5201/ﾐ
14歳のカミングアウト
性同一性障害を乗り越えて

三峰有生∥著者 ポプラ社 2008

5204/ｲ ビアン婚。～私が女性と、結婚式を挙げるまで～ 一ノ瀬文香∥著者 双葉社 2016

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県男女共生センター 図書室（3F）　　　2017年7月特集コーナー①

人間の性のあり方は、

身体の性・性自認・

性の指向などによって

分かれており、

複雑で多様です。

自分らしくありのままで

生きられる社会へ。



★悩んだ時に

分類 書名 著者名など 出版者 出版年

5104/ｲ 医療・看護スタッフのためのLGBTIサポートブック
藤井ひろみ∥編集　 桂木祥子∥編集
はたちさこ∥編集　　筒井真樹子∥編集

合同出版 2016

5201/ｴ
先生と親のためのLGBTガイド
もしあなたがカミングアウトされたなら

遠藤まめた∥著 合同出版 2016

5201/ｼ 職場のLGBT読本
柳沢正和∥著  村木真紀∥著
後藤純一∥著

実務教育出版 2015

5201/ﾊ にじ色の本棚　LGBTブックガイド
原ミナ汰∥編著
土肥いつき∥編著

三一書房 2016

5201/ﾏ まずは、ゲイの友だちをつくりなさい 松中権∥著 講談社 2015

5204/ｱ 同性婚、あなたは賛成？反対？ 浅野素女∥著 パド・ウィメンズ・オフィス 2014

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

5204/ｽ ルポ同性カップルの子どもたち 杉山麻里子∥著 岩波書店 2016

5204/ﾅ ふたりで安心して最後まで暮らすための本 永易至文∥著 太郎次郎社エディタス 2015

5204/ﾅ リオとタケル 中村安希∥著 集英社インターナショナル 2014

5206/ﾑ マンガでわかるオトコの子の「性」
村瀬幸浩∥監修   染矢明日香∥著
みすこそ∥マンガ

合同出版 2015

6102/ｵ 彼らが本気で編むときは、
荻上直子∥原作　百瀬しのぶ∥ノベライズ
今日マチ子∥絵 PAPCO出版 2017

6102/ﾌ 夏の約束 藤野千夜∥著 講談社 2000

★児童向け

分類 書名 著者名など 出版者 出版年

J/1101/ｵ オンナらしさ入門（笑） 小倉千加子∥著 理論社 2007

J/2110/ﾌ さびしさの授業 伏見憲明∥著 理論社 2005

5201/ｲ ゲイのボクから伝えたい「好き」のハテナがわかる本 石川大我∥著 太郎次郎社エディタス 2011

J/5201/ｳ くまのトーマスはおんなのこ
ジェシカ・ウォルトン∥文
ドゥーガル・マクファーソン∥絵
かわむらあさこ∥訳

ポット出版プラス 2016

J/5201/ｵ 男の子の性の本 メンズセンター∥編著 解放出版 2002

J/5204/ﾋ ふたりのママから、きみたちへ
東小雪∥著
増原裕子∥著

理論社 2013

J/5206/ｲ 女の子の性の本 池田久美子,尾藤りつ子∥著 解放出版 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/ﾘ 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  尾辻かな子,前田和男∥訳 ポット出版 2008

★視聴覚資料（DVD）

分類 書名 制作等 時間 版年

52 Coming Out Story カミング　アウト　ストーリー ビデオ工房AKAME 60分 2011

52 考えよう！ハラスメント2　LGBTを知ろう アトリエエム 20分 2016
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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

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

2106/ｵ 「全身○活」時代　就活・婚活・保活からみる社会論
大内裕和
+竹信三恵子∥著

青土社 2014

2016/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

2110/ﾖ 人間、最後はひとり。 吉沢久子∥著 さくら舎 2014

3101/ｳ 困難な結婚 内田樹∥著
アルテスパブリッシン
グ

2016

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 太郎次郎エディタス 2013

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

3101/ﾀﾞ 女姓婚のススメ　女性の苗字で結婚すれば幸せになれる。 伊達蝶江子∥著 メディアファクトリー 2011

3101/ﾋ 崖っぷち高齢独身者　30代・40代の結婚活動入門 樋口康彦∥著 光文社 2008

3101/ﾌ 結婚問題 深澤真紀∥著 春秋社 2011

3101/ﾎ
本当は結婚したくないのだ症候群
「いつか、いい人がいれば」の真相

北条かや∥著 青春出版社 2016

3101/ﾐ
これから結婚するつもりですが、何か？　ポジティブ・バ
ンコンな女たち

水次祥子∥著
阪急コミュニケーショ
ンズ

2007

3101/ﾜ 事実婚　新しい愛の形 渡辺淳一∥著 集英社 2011

J/3102/ｱ 前略、離婚を決めました 綾屋紗月∥著 理論社 2009

3102/ｼ りこんのこども 紫原明子∥著 マガジンハウス 2016

J/3102
/ﾊﾟ/2 おうちがふたつ

クレール・マジュレル∥文
カディ・マクドナルド・
デントン∥絵
日野智恵 日野健∥訳

明石書店 2006

3102/ﾖ
くたびれない離婚
じっと我慢したまま、もう何年ですか？

吉成安友∥著 ワニブックス 2016

3103/ｱ
結婚しない男たち
増え続ける未婚男性「ソロ男」のリアル

荒川和久∥著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

2015

3103/ｲ 「まだ結婚しないの？」に答える理論武装 伊田広行∥著 光文社 2008

福島県男女共生センター 図書室（3F）　　　2017年8月

人にはそれぞれのライフスタイルがあります。

一生を通して、結婚をする人、しない人、離婚、再婚、事実婚、同性婚……。

多様性が広がりつつありますが、結婚や家庭のあり方には

どのようなかたちがあるのでしょうか。

自分に合った幸せのかたちを見つけましょう★



分類 書名 著者名など 出版者 出版年

3103/ｳ みんな「おひとりさま」 上野千鶴子∥著 青灯社 2012

3103/ｳ
非婚ですが、それが何か！？
結婚リスク時代を生きる

上野千鶴子
水無田気流∥著

ビジネス社 2015

3103/ｳ 男おひとりさま道 上野千鶴子∥著 法研 2009

3103/ｻ 子の無い人生 酒井順子∥著 KADOKAWA 2016

3103/ｼ
シングルマザー生活便利帳
ひとり親家庭サポートＢＯＯＫ  2016→2017

新川てるえ
田中涼子∥著

太郎次郎エディタス 2015

3103/ﾆ 未婚当然時代　シングルたちの〝絆"のゆくえ にらさわあきこ∥著 ポプラ社 2016

3103/ﾌ アラフォーおひとりさま、結婚しました。 フカザワナオコ∥著 KADOKAWA 2016

3105/ｶ 人はなぜ不倫をするのか 亀山早苗∥著 SBクリエイティブ 2016

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
貴女、またしくじるつもり？
いつまでたっても「成熟しない」女子たちへ

白鳥ＪＡＹ子∥著 幻冬舎 2014

3201/ﾏ 沢村さん家のこんな毎日　平均年齢60歳 益田ミリ∥著 文藝春秋 2014

3201/ﾏ 沢村さん家はもう犬を飼わない 益田ミリ∥著 文藝春秋 2015

4101/ｳ おひとりさまの老後 上野千鶴子∥著 法研 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

5103/ｶ ノンママという生き方　子のない女はダメですか？ 香山リカ∥著 幻冬舎 2016

5103/ｺ それでも、産みたい　40歳目前、体外受精を選びました 小林裕美子∥著 新潮社 2016

5103/ﾑ
俺たち妊活部
「パパになりたい！」男たち101人の本音

村橋ゴロー∥著 主婦の友社 2016

5204/ｴ
同性パートナーシップ証明、はじまりました。
渋谷区・世田谷区の成立物語と手続きの方法

エスムラルダ
KIRA∥著

ポット出版 2015

5204/ﾏ
同性愛は「病気」なの？
僕たちを振り分けた世界の「同性愛診断法」クロニクル

牧村朝子∥著 星海社 2016

6102/ｲ マタニティ・グレイ 石田衣良∥著 角川書店 2013

6102/ｲ コンカツ？ 石田衣良∥著 文藝春秋 2012

6102/ｵ 我が家のヒミツ 奥田英朗∥著 集英社 2015

6102/ｶ 三月の招待状 角田光代∥著 集英社 2008

6102/ｼ 主夫のトモロー 朱川湊人∥著 NHK出版 2016

6102/ｼ 娘の結婚 小路幸也∥著 祥伝社 2013

6102/ｼ ワイフ・プロジェクト
グラム・シムシオン∥著
小川敏子∥訳

講談社 2014

6102/ﾅ 結婚小説 中島たい子∥著 集英社 2009



生き方いろいろ　自分らしく　あなたらしく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

1101　ｵ 「女」が邪魔をする 大野左紀子 光文社 2009

1101　ｺ 幸福論
小倉千加子
中村うさぎ

岩波書店 2006

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

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

紀伊國屋書店 2013

1101　ﾌ 女はオキテでできている　平成女図鑑 深澤真紀 春秋社 2010

1101　ﾌ 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

1101　ﾖ 私に萌える女たち 米澤泉 講談社 2010

1102　ﾌ 平成男子図鑑　リスペクト男子としらふ男子 深澤真紀 日経BP社 2007

1202　ｸ トットひとり 黒柳徹子 新潮社 2015

1202　ｼ 典子44歳　いま、伝えたい　「典子は、今」あれから25年 白井のり子 光文社 2006

1203　ｲ 四千万歩の男　忠敬の生き方 井上ひさし 講談社 2000

1203　ｵ オノ・ヨーコという生き方　WOMAN
アラン・クレイソン
ほか

ブルース・イン
ターアクションズ

2006

1203　ｶ 風に向かって生きた女たち
高齢化社会をよ
くする女性の会

日本経済評論社 1993

1203　ｻ この年齢（とし）だった！ 酒井順子 集英社 2012

1203　ｼ この国で女であるということ 島﨑今日子 教育史料出版会 2001

2110　ｳ 上野千鶴子のサバイバル語録 上野千鶴子 文藝春秋 2016

2110　ｵ 凡人として生きるということ 押井守 幻冬舎 2008

2110　ｶ ○に近い△を生きる　「正論」や「正解」にだまされるな 鎌田實 ポプラ社 2013

2110　ｶ ありのままのあなたがいい 金盛浦子 PHP研究所 2004

2110　ｶ 生きがいについて　神谷美恵子コレクション 神谷美恵子 みずず書房 2004

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

小学館 2012

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 中経出版 2012

2110　ｻ 自分らしく生きてゆけないのはなぜか 佐藤忠男 ポプラ社 2003

（図書リスト①）
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生き方いろいろ　自分らしく　あなたらしく②
請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

2110　ｻ だまされることの責任
魚住昭
佐高信

高文研 2004

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 実業之日本社 2004

2110　ｼ 怒りの方法 辛淑玉 岩波書店 2004

2110　ﾂ 孤独力　人間を成熟させる「ひとりの時間」 津田和壽澄 講談社 2003

2110　ﾋ なぜか「人の心をつかむ男」の共通点 弘兼憲史 新講社 2001

2110　ﾐ これからを生きるあなたに伝えたいこと
瀬戸内寂聴
美輪明宏

マガジンハウス 2016

2110　ﾔ 人生やり直し読本　心の涸れた大人のために 柳田邦男 新潮社 2010

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

2110　ﾜ しんがりの思想　反リーダーシップ論 鷲田清一 KADOKAWA 2015

4101　ｴ 男のおばあさん　楽しく年をとる方法 永六輔 大和書房 2013

4101　ｵ 楽天力　上手なトシの重ね方 沖藤典子 清流出版 2009

4101　ｶ 大・大往生 鎌田實 小学館 2013

4101　ﾏ これで解決！　「ひとりの老後」 松原惇子 海竜社 2009

5101　ｲ 生きテク　死ぬ技術はもういらない！　8種類の問題解決法
生きテク
プロジェクト

PHP研究所 2009

5101　ｶ 比べずにはいられない症候群 香山リカ すばる舎 2014

5101　ｶ
しがみつかない生き方　「ふつうの幸せ」を手に入れる
10のルール

香山リカ 幻冬舎 2009

5101　ﾀ 比較は不幸のはじまり　ないものねだりの心理学 高畑好秀 ソニー・マガジンズ 2008

5101　ﾗ
私はかんもくガール　しゃべりたいのにしゃべれない場面
緘黙症のなんかおかしな日常

らせんゆむ 合同出版 2015

5101　ﾜ
内向型人間の人づきあいにはコツがある
自分にムリをしない。だから人間関係がうまくいく！

渡瀬謙 大和出版 2009

5201　ｲ 女のオカズ
色川奈緒
深澤真紀

河出書房新社 2003

6102　ﾔ 優しい時間 八千草薫 世界文化社 1999

6102　ﾔ 反人生 山崎ナオコーラ 集英社 2015

6102　ｾ 烈しい生と美しい死を 瀬戸内寂聴 新潮社 2012

6102　ｼ くじけないで 柴田トヨ 飛鳥新社 2010

6102　ｻ 役にたたない日々 佐野洋子 朝日新聞出版 2008

6102　ﾀ できればムカつかずに生きたい 田口ランディ 晶文社 2000

6102　ﾏ おとな養成所 槇村さとる 光文社 2010

※ほかにも多数ございますので、ぜひご利用ください。 （図書リスト②）



分類 書名 著者名など 出版者 出版年

J/1101/ｾ/1 世界の女性問題　①貧困、教育、保健
関橋眞理∥著
公益財団法人
プラン・ジャパン∥監修

汐文社 2013

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∥著
鳥居千代香∥訳

つげ書房新社 2012

1101/ｲ ルポ　貧困女子 飯島裕子∥著 岩波書店 2016

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∥著
シェリル・ウーダン∥著
北村陽子∥訳

英治出版 2010

1101/ﾋﾟ
ガール・ジン
「フェミニズムする」少女たちの参加するメディア

アリスン・ピープマイヤー∥著
野中モモ∥訳

太田出版 2011

1101/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2億の女の子たち

久保田恭代∥著
寺田聡子∥著
奈良崎文乃∥著

合同出版 2014

1202/ｲ
生きてこそ光り輝く
19歳、養護学校から女流王将へ

石橋幸緒∥著 PHP研究所 2000

1202/ﾃﾞ 砂漠の女ディリー
ワリス・ディリー∥著
武者圭子∥訳

草思社 1999

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∥著
橘明美∥訳

ソフトバンク
クリエイティブ

2006

1202/ﾏ
私は勉強したい
中国少女マー・イェンの日記

馬燕∥著
ピエール・アスキ∥著
山本知子∥訳

幻冬舎 2003

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

マララ・ユスフザイ∥著
クリスティーナ・ラム∥著
金原瑞人∥訳　西田佳子∥訳

学研
パブリッシング

2013

1203/ﾅ メンデ　奴隷にされた少女
メンデ・ナーゼル∥著
ダミアン・ルイス∥著
真喜志順子∥訳

ソニー
マガジンズ

2004

1203/ﾏ アメリカのめっちゃスゴい女性たち 町山智浩∥著 マガジンハウス 2014

2106/ﾅ 貧困のなかでおとなになる 中塚久美子∥著 かもがわ出版 2012

2106/ﾋ
女性と子どもの貧困
社会から孤立した人たちを追った

樋田敦子∥著 大和書房 2015

2108/ﾐ
ナビラとマララ
「対テロ戦争」に巻き込まれた二人の少女

宮田律∥著 講談社 2017

2110/ｻ 女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原理恵子∥著 KADOKAWA 2017
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国連が2011年に定め、教育の権利、早期結婚、

人身売買、差別…など、世界の女の子たちが置かれている

数々の苦境を知り、アクションを起こす日です。

世界中の女の子の未来を応援しましょう！



分類 書名 著者名など 出版者 出版年

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/ﾀ
最下層女子校生
無関心社会の罪

橘ジュン∥著 小学館 2016

3210/ﾄ
子ども食堂をつくろう！
人がつながる地域の居場所づくり

NPO法人
豊島子どもWAKUWAKU
ネットワーク∥編著

明石書店 2016

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

3211/ｳ 子どもを犯罪から守る
犯罪被害当事者による、子どもを被害者にも加害者にもさせない方法

内野真∥著 明石書店 2006

J/3211/ｵ
こどもの権利を買わないで
プンとミーチャのものがたり

大久保真紀∥文
森野さかな∥絵
スネル博子∥英訳

自由国民社 2000

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∥著 朝日新聞出版 2009

3211/ｸ
誕生日を知らない女の子
虐待－その後の子どもたち

黒川祥子∥著 集英社 2013

3211/ｼﾞ
女児に対する差別と暴力
実態と撤廃に向けた取り組み

房野桂∥編著
田中正子∥編著

明石書店 2007

3211/ﾆ 子ども虐待 西澤哲∥著 講談社 2010

3212/ﾆ
女子校生の裏社会
「関係性の貧困」に生きる少女たち

仁藤夢乃∥著 光文社 2014

5207/ｱ
アジアの蝕まれる子ども
子ども労働・売春を告発する

「ストップ子ども売春」の会
∥編著

明石書店 1996

5207/ｽ 最貧困女子 鈴木大介∥著 幻冬舎 2014

5207/ﾊ
少女買春
インドに売られたネパールの少女たち

長谷川まり子∥著 光文社 2007

5210/ﾔ 13歳、「私」をなくした私 山本潤∥著 朝日新聞出版 2017

6102/ﾜ
Because I am a Girl
わたしは女の子だから

ティム・ブッチャー∥[他]著
角田光代∥訳

英治出版 2012

6103/ｲ 「女の子写真」の時代 飯沢耕太郎∥著 NTT出版 2010

6108/ﾊ おんなのこだから
レイフ・クリスチャンソン∥文
にもんじまさあき∥訳
はたこうしろう∥絵

岩崎書店 1999

8104/ﾜ
わたし８歳、カカオ畑で働きつづけて。
児童労働者とよばれる２億1800万人の子どもたち

岩月由香∥著
白木朋子∥著
水寄僚子∥著

合同出版 2007

8106/ﾂ グラミン銀行を知っていますか 坪井ひろみ∥著 東洋経済新報社 2006

8106/ﾌ フェアトレードで買う50の理由
マイルズ・リトヴィーノフ∥著
ジョン・メイドリー∥著
市橋秀夫∥訳

青土社 2007
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1102/ｵ 男の電話相談　男が語る 男が聴く
『男』悩みのホットライ
ン∥編著

かもがわ出版 2006

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 十月舎 2011

1501/ｱ
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∥著 合同フォレスト 2015

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∥著 岩波書店 2015

1501/ｳ
あたりまえの暮らしを保障する国デンマーク
ＤＶシェルター・子育て環境

上野勝代 ほか∥編著 ドメス出版 2013

1501/ｵ 光りのある場所へ　ＤＶに気づいた女性たち 小澤実∥著 旬報社 2004

1501/ｶ 夫が怖くてたまらない 梶山寿子∥著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

2016

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∥著 明石書店 2005

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∥著 明石書店 2007

1501/ﾀ モラハラ環境を生きた人たち 谷本 惠美∥著 而立書房 2016

1501/ﾀ デートＤＶと学校　“あした”がある 高橋裕子∥編著 エイデル研究所 2010

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∥著 岩波書店 2015

1501/ﾊ 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∥著 緑風出版 2014

1501/ﾊ セルフ・ディフェンス　あなたは、正しい！ 橋本明子∥著 三五館 2004

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∥著

メディアイランド 2015

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～∥著 河出書房新社 2014

1501/ﾏ お父さん、怒鳴らないで　殴られるより苦しいよ！
毎日新聞生活家庭部
∥編集

径書房 2003

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∥著 講談社 2013

1501/ﾔ 愛を言い訳にする人たち　ＤＶ加害男性700人の告白 山口のり子∥著 梨の木舎 2016

1501/ﾘ 暴力は絶対だめ！
アストリッド・リンドグ
レーン∥著
石井登志子∥訳

岩波書店 2015
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分類 書名 著者名など 出版者 出版年

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

荒井千暁∥著 文藝春秋 2006

2201/ｱ 会社で起きている事の7割は法律違反
朝日新聞「働く人の法
律相談」弁護士チーム
∥著

朝日新聞出版 2014

2201/ｷ 電通事件　なぜ死ぬまで働かなければならないのか 北  健一∥著 旬報社 2017

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/ｵ マタハラ問題 小酒部さやか∥著 筑摩書房 2016

2202/ｺ ルポ　産ませない社会 小林美希∥著 河出書房新社 2013

3101/ｲ ホントに、この人と結婚していいの？ 石井希尚∥著 主婦の友社 2004

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

3201/ｾ 家族という暴力 芹沢俊介∥著 春秋社 2004

3201/ﾀ 身内の犯行 橘由歩∥著 新潮社 2009

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

3206/ｱ
ワタシはぜったい虐待しませんからね！
子どもを産んだ今だから宣誓！

あらいぴろよ∥著 主婦の友社 2017

Ｊ/3211/ﾐ/1 暴力や虐待から身を守る　シリーズ・身をまもる1 安藤由紀∥著 ポプラ社 2002

Ｊ/3212/ｴ いじめをやっつける本
ミッシェル・エリオット∥著
桜内篤子∥訳

小学館 2000

5101/ﾀ キレる私をやめたい　夫をグーで殴る妻をやめるまで 田房永子∥著 竹書房 2016

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

5208/ﾐ ＡＶ出演を強要された彼女たち 宮本節子∥著 筑摩書房 2016

5210/ﾊ 私はこうしてストーカーに殺されずにすんだ 遙洋子∥著 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∥著 講談社 2014

5210/ﾌ
ストーカー病　歪んだ妄想の暴走は止まらない
「恨みの中毒症状」の治療なしに、被害者は減らせない

福井裕輝∥著 光文社 2014

5210/ﾜ リベンジポルノ　性を拡散される若者たち 渡辺真由子∥著 弘文堂 2015

6102/ｳ 冲方丁のこち留　こちら渋谷警察署留置場 冲方丁∥著
集英社インターナ
ショナル

2016

6102/ｵ ナオミとカナコ 奥田英朗∥著 幻冬舎 2014

6102/ｾ 僕の明日を照らして 瀬尾まいこ∥著 筑摩書房 2010

6102/ﾅ きみはいい子 中脇初枝∥著 ポプラ社 2012

6102/ﾕ 手のひらの砂漠 唯川恵∥著 集英社 2013
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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1101　ｲ ルポ　貧困女子 飯島裕子 岩波書店 2016

1101　ｻ 貧困女子のリアル 沢木文 小学館 2016

1401　ｼﾞ 女性議員が増えれば社会が変わる　赤松政経塾　第1期 赤松良子ほか
パド・ウィメンズ・
オフィス

2016

1401　ｼﾞ 首長たちの挑戦　女が政治を変える 女政のえん 世織書房 2016

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

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 朝日新聞出版 2016

2101　ﾋ 国民が本当の主権者になるための５つの方法 日隅一雄 現代書館 2012

2104　ﾄ 憲法と、生きる 東京新聞社会部 岩波書店 2013

2105　ｳ 税が拡げる格差と貧困　日本版タックスヘブンVS庶民大増税 浦野広明 あけび書房 2016

2106　ｲ 「奨学金」地獄 岩重佳治 小学館 2017

2106　ｳ 時局発言！　読書の現場から 上野千鶴子 WAVE出版 2017

2106　ｴ 超少子化　異次元の処方箋
NHKスペシャル「私たち
のこれから」取材班 ポプラ社 2016

2106　ｵ すぐそばにある「貧困」 大西連 ポプラ社 2015

2106　ｶ 下流中年　一億総貧困化の行方 雨宮処凛ほか SBクリエイティブ 2016

2106　ｽ スノーデン　日本への警告
エドワード・スノーデン
ほか 集英社 2017

2106　ﾀ 多縁社会　自分で選んだ縁で生きていく。 篠原聡子ほか 東洋経済新報社 2015

2106　ﾐ 格差固定　下流社会10年後調査から見える実態 三浦展 光文社 2015

2201　ｵ ブラック化する保育 大川えみる かもがわ出版 2016

2201　ｷ 電通事件　なぜ死ぬまで働かなければならないのか 北健一 旬報社 2017

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

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

3103　ｱ ひとり親家庭 赤石千依子 岩波書店 2014

3103　ﾆ 未婚当然時代　シングルたちの“絆”のゆくえ にらさわあきこ ポプラ社 2016

（図書リスト①）

福島県男女共生センター図書室（３F） 2017年12月特集



男女共同参画と2017年②
請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

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

3211　ｽ ルポ　虐待　大阪二児置き去り死事件 杉山春 筑摩書房 2013

4101　ｱ ルポ　老人地獄 朝日新聞経済部 文藝春秋 2015

4101　ｲ 孤独死の作法 市川愛 ベストセラーズ 2012

4101　ｸﾞ 老害　子ども世代は逃れられない
グループわいふ
佐藤ゆかり ミネルヴァ書房 2011

4101　ｼ
ガンもボケも逃げ出す「人生のテーマ」の見つけ方
おカネをかけずに100歳まで元気な生活術

白澤卓二 講談社 2012

4101　ｼ 食べ物を変えれば認知症は防げる 白澤卓二 宝島社 2014

4101　ｾ 老いも病も受け入れよう 瀬戸内寂聴 新潮社 2016

4101　ﾌ 下流老人　一億総老後崩壊の衝撃 藤田孝典 朝日新聞出版 2015

4101 ﾌ　2 続・下流老人　一億総疲弊社会の到来 藤田孝典 朝日新聞出版 2016

4101　ﾅ おひとりさまの終活　自分らしい老後と最後の準備 中澤まゆみ 三省堂 2011

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　ﾆ チェンジ！認知症　もう、ひとりで悩まないで
日本農業新聞
取材班

こぶし書房 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

4102　ﾐ 社会とともに歩む認知症の本 宮澤由美 新日本出版社 2015

4102　ﾔ 介護漂流　認知症事故と支えきれない家族 山口道宏 現代書館 2016

4106　ｻ
陽のあたる家　生活保護に支えられて
マンガでわかる生活保護

さいきまこ 秋田書店 2013

4106　ﾋ
福祉のプロにおくる職場の難問解決Q&A
これがあなたを危機から救うとっておきの秘策だ！

久田則夫 中央法規 2010

4106　ﾐ ソーシャルワーカーという仕事 宮本節子 筑摩書房 2013

6102　ｱ 明日の子供たち 有川浩 幻冬舎 2014

6102　ｶ 坂の途中の家 角田光代 朝日新聞出版 2016

6102　ｹ 結婚貧乏 平安寿子ほか 幻冬舎 2003

6102　ｻ 長きこの夜 佐江衆一 新潮社 2007

6102　ｼ 長女たち 篠田節子 新潮社 2014

6102　ﾅ 長いお別れ 中島京子 文藝春秋 2015

6102　ﾐ 母の遺産　新聞小説 水村美苗 中央公論新社 2012

6102　ﾕ 貧乏の神様　芥川賞作家困窮生活記 柳美里 双葉社 2015

※ほかにも多数ございますので、ぜひご利用ください。 （図書リスト②）



2018年1・2月特集コーナー　① 

分類 書名 著者名など 出版者 出版年

2110/ｲ 忘れられない、あのひと言 「いい人に会う」編集部∥編 岩波書店 2009

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

2110/ﾏ 背中をポンと押してくれる言葉 松原惇子∥著 二見書房 2004

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

2110/ﾜ 幸せはあなたの心が決める 渡辺和子∥著 PHP研究所 2015

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

2202/ｼﾞ
女性の健康と働き方マニュアル
ワーク・ライフ・バランスとヘルスケア

NPO法人女性の健康と
メノポーズ協会∥編

SCICUS 2012

3201/ｶ
夫婦げんかと子どものこころ
健康な家族とはなにか

川島亜紀子∥著 新曜社 2014

3201/ｻ
家族の悪知恵
身もフタもないけれど役に立つ49のヒント

西原理恵子∥著 文藝春秋 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∥著 一万年堂出版 2013

3206/ｷ おかあさんがもっと自分を好きになる本 北村年子∥著 学陽書房 2006

3206/ﾏ 育児に疲れを感じたら 俣野温子∥著 海竜社 2002

J/3208/ﾛ さよなら、ストレスくん
トレボー・ロメイン∥著
エリザベス・バーディック∥著
上田勢子+藤本惣平∥訳

大月書店 2002

J/3210/ｻ 絶対うまくいく魔法のじゅもん「心・技・体」！ 齋藤孝∥著 PHP研究所 2005

4102/ﾜ いますぐできるロコモ体操 渡曾公治∥著 家の光協会 2010

4203/ｲ 休日に作っておけば、毎日のごはんが楽になる 板井典夫∥著 アスコム 2004

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県男女共生センター 図書室（3F）　

日常生活に簡単に取り入れやすい運動や食事など

健康づくりのための本やメンタルヘルスに関する本を

読んで寒い冬を乗り切りましょう！



分類 書名 著者名など 出版者 出版年

4203/ｼ 100歳までボケない常備菜で10分レシピ
白澤卓二∥著
牧野直子∥著

家の光協会 2013

4203/ド/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

5101/ｱ
ストレスチェック時代のメンタルヘルス
労働精神科外来の診察室から

天笠崇∥著 新日本出版社 2016

5101/ｼﾞ
自律神経失調症
症状を癒し、心と体に自信をとり戻す本

関谷透∥監修 主婦の友社 1999

5101/ﾀ
現役外資系産業医が教える！
不安やストレスに悩まされない人が身につけている7つの習慣

武神健之∥著 産学社 2015

5104/ｼ マンガでわかる乳がん 主婦の友社∥編 主婦の友社 2017

5104/ﾂ 「女性検診」がよくわかる本 対馬ルリ子∥著 小学館 2006

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 イースト・プレス 2014

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

5105/ｵ オトナ女子の不調をなくすカラダにいいこと大全 小池弘人∥監修 サンクチュアリ出版 2015

5105/ｻ ずぼらヨガ 崎田ミナ∥著 飛鳥新社 2017

5105/ｽ ココロとカラダが楽になる　ちょいヨガ 菅井悦子∥著 高橋書店 2014

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/ｵ 男も女も更年期から始めよう 野末悦子∥〔ほか〕著 学陽書房 2001

5106/ﾂ
食事で治す前更年期症候群
細胞から元気になるクッキング

続木和子∥著 星の環会 2002

6102/ｷ できれば機嫌よく生きたい 岸本葉子∥著 中央公論新社 2010

6102/ｷ
いつでも今日が人生の始まり！
50代からの気持ちのいい生き方・暮らし方

桐島洋子∥著 大和書房 2003

6102/ｼ くじけないで 柴田トヨ∥著 飛鳥新社 2010

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

ポプラ社 2013

6102/ﾐ 山女日記 湊かなえ∥著 幻冬舎 2014

6102/ﾕ 3時のアッコちゃん 柚木麻子∥著 双葉社 2014
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こころを守る！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　イ ありのままで　　　夫のガン死をこえ、LDの息子とともに 五十嵐めぐみ 教育史料出版会 2000

1202　イ 「元気」をこの手に取り戻すまで　心療内科で学んだこと 石井苗子 ダイヤモンド社 2007

1202　オ 見えなくても、きこえなくても。
光と音をもたない妻と育んだ絆

大平一枝 主婦と生活社 2006

1202　オ 五体不満足 乙武洋匡 講談社 1998

1202　サ 生きるって素敵なこと！ 佐保美恵子 講談社 2003

1202　タ カバチ流人生指南　弱者はｺﾞﾈて、あがいて、生き残れ！ 田島隆 講談社 2013

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 講談社 2002

2106　ジ 自殺者三万人を救え！　　‘命‘みんなで守る社会戦略 望月昭他 NHK出版 2011

2106　セ 自死　現場から見える日本の風景 瀬川正仁 晶文社 2016

2110　ア 生きづらい世を生き抜く作法 雨宮処凛 あけび書房 2016

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　カ なげださない 鎌田實 集英社 2008

2110　サ 生きる悪知恵　正しくないけど役に立つ60のヒント 西原理恵子 文藝春秋 2012

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

齋藤正明 中経出版 2012

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

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

齋藤茂太 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

齋藤茂太 実業之日本社 2004

2110　ミ 悩みも苦しみもメッタ斬り！ 美輪明宏 家の光協会 2011

2110　ミ 人生はドンマイドンマイ 美輪明宏 家の光協会 2013

2110　ミ これからを生きるあなたに伝えたいこと
美輪明宏
瀬戸内寂聴

マガジンハウス 2016

2110　ヤ 人生やり直し読本　心の涸れた大人のために 柳田邦男 新潮社 2010

2110　ヨ Q人生って？ よしもとばなな 幻冬舎 2009

2110　ワ 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 幻冬舎 2012

（図書リスト①）

こころを守る！
　　　　　　　　　3月自殺対策強化月間

福島県男女共生センター図書室（３F） 2018年3月特集



こころを守る！②

請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

2201　カ 職場いじめ　あなたの上司はなぜキレる 金子雅臣 平凡社 2007

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

2205　ア 生きさせろ！　難民化する若者たち 雨宮処凛 太田出版 2007

3206　ク 「人を殺してはいけない」と子どもに教えるには
次世代に伝えたい10の‘ルール‘

ﾍﾝﾘｰ・ｸﾗｳﾄﾞ
ｼﾞｮﾝ・ﾀｳﾝｾﾞﾝﾄ

花風社 2000

3206　ナ すこやかな子を育てたいおかあさんへ　　死を通して生を考える 中村博志 リヨン社 2006

4101　カ 大・大往生 鎌田實 小学館 2013

4101　タ 老年期うつ　見逃されやすいお年寄りの心 高橋祥友 講談社 2006

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

5101　ウ どうして「まじめな男」「頑張る女」が満たされないのか 海原純子 大和出版 2001

5101　ウ 海原純子の「心」がおちこんだとき読むクスリ 海原純子 講談社 2002

5101　カ 香山リカの生きる力をつける処方箋
「そのままの私」で生きていけばいい

香山リカ 海竜社 2000

5101　カ 弱い自分を好きになる本 香山リカ 朝日新聞出版 2008

5101　カ しがみつかない生き方
「ふつうの幸せ」を手に入れる10のルール

香山リカ 幻冬舎 2009

5101　カ 「ダメな私」に○ﾏﾙをする 香山リカ 中央法規出版 2012

5101　カ 比べずにはいられない症候群 香山リカ すばる舎 2014

5101　カ 「考えすぎる自分」をお休みしよう
あなたの魅力をとりもどすための50のレッスン

フェミニストセラピィ
“なかま”編 リヨン社 1999

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 人間関係で「キレそう！」になったら読む本 齋藤茂太 新講社 2008

5101　ノ
うつの不安がスーッと軽くなる！
心を休ませる技術

野口敬 大和書房 2009

5101　ホ 機能不全家族ｱﾀﾞﾙﾄ・ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ
心が折れそうな人たちへ・・・

星野仁彦 アートヴィレッジ 2007

J　5102 ヒ いのちのおはなし
日野原重明・文
村上康成・絵 講談社 2007

6102　ウ 今日一日だけ生きてみよう 卯月タラ 雲母書房 2003

6102　エ 明るい話は深く、重い話は軽く 永六輔 光文社 2003

6102　セ 無常を生きる　寂聴随想 瀬戸内寂聴 講談社 1996

6102　セ 寂聴相談室　　人生道しるべ 瀬戸内寂聴 文化出版局 2000

6102　セ いま聞きたい　いま話したい
瀬戸内寂聴
山田詠美

中央公論新社 2002

6102　セ 愛する能力 瀬戸内寂聴 講談社 2004

6102　セ 千の風になって 荒井満 講談社 2003

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 アンドリュース・プレス 2004

※ほかにも多数ございますので、ぜひご利用ください。 （図書リスト②）


