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書名 著者名 出版者 出版年 分類

トモダチ　日越共同制作絵本
あいはら ひろゆき/作

ドムドム/絵
サニーサイド 2021/10 児童書

こどもサピエンス史　生命の始まりからAIま

で

ベングト=エリック・エン

グホルム/著, ヨンナ・ビョ

ルンシェーナ/イラスト

NHK出版 2021/7 児童書

絵本 江戸のくらし 太田 大輔 講談社 2021/5 児童書

こどもジェンダー
シオリーヌ/著

村田 エリー/絵
ワニブックス 2021/5 児童書

女の子はどう生きるか　教えて、上野先生！ 上野 千鶴子 岩波書店 2021/1 児童書

こども聖書
鈴木 秀子/著

いりづき まゆ/イラスト
すばる舎 2019/12 児童書

おじいちゃんのゆめのしま
ベンジー・デイヴィス/著

小川 仁央/訳
評論社 2016/2 児童書

ことばのこばこ 和田 誠 瑞雲会 1995/7 児童書

｢怒り｣が消える心のトレーニング（特装版）

[図解]アンガーマネジメント超入門
安藤 俊介

ディスカヴァー・

トゥエンティワン
2021/10 男女の自立・共生

正々堂々　私が好きな私で生きていいんだ 西村 宏堂 サンマーク出版 2020/8 男女の自立・共生

消えたママ友 野原 広子 KADOKAWA 2020/6 男女の自立・共生

つらいと言えない人がマインドフルネスと

スキーマ療法をやってみた。
伊藤 絵美 医学書院 2017/11 男女の自立・共生

時代をきりひらいた日本の女たち

小杉 みのり/著

落合 恵子/監修

朝野 ペコ/イラスト

岩崎書店 2021/8 女性史・世界の女性

新書版 性差の日本史 国立歴史民俗博物館/監修
集英社インターナ

ショナル
2021/10 女性論・フェミニズム

二重に差別される女たち　ないことにされて

いるブラック・ウーマンのフェミニズム

ミッキ・ケンダル/著

川村 まゆみ/訳
DU BOOKS 2021/9 女性論・フェミニズム

多様な社会はなぜ難しいか　日本の「ダイ

バーシティ進化論」
水無田 気流

日経BP日本経済新聞

出版本部
2021/4 女性論・フェミニズム

多様性の科学　画一的で凋落する組織、複数

の視点で問題を解決する組織
マシュー・サイド

ディスカヴァー・

トゥエンティワン
2021/6 女性と社会

犯罪学　サイエンス超簡潔講座
ティム・ニューバーン/著

岡邊 健/監訳
ニュートンプレス 2021/3 女性と社会

レスキューナースが教えるプチプラ防災 辻 直美 扶桑社 2019/12 女性と社会

りすの四季だより　家族の笑顔を守る暮らし

の知恵
あんどう りす 新建新聞社 2017/9 女性と社会

女性と求人情報　女性活躍の時代に向かって

1868-2018
渡邉 嘉子 宣伝会議 2018/8 労働

DVはなおせる！　加害者・被害者は変われ

る
栗原 加代美 さくら舎 2021/9 結婚・家族

DV・性暴力被害者を支えるためのはじめて

のSNS相談

社会的包摂サポートセン

ター/編, 全国女性シェル

ターネット/監修

明石書店 2021/2 結婚・家族

気になる図書がございましたら、ぜひお越し下さい♪

新着図書案内



書名 著者名 出版者 出版年 分類

図解イラスト&事例でよくわかる離婚後の

トリセツ
大西 信幸 カンゼン 2020/10 結婚・家族

立ち直りへの道　DV加害者カウンセリング

の試み
松林 三樹夫 エイデル研究所 2019/8 結婚・家族

ジェンダーと脳　性別を超える脳の多様性

ダフナ・ジョエル,

ルバ・ヴィハンスキ/著

鍛原 多惠子/訳

紀伊國屋書店 2021/9 性・体・健康

環状島＝トラウマの地政学 [新装版] 宮地 尚子 みすず書房 2018/7 性・体・健康

病気の子どもの教育入門　改訂増補版 全国病弱教育研究会/編 クリエイツかもがわ 2021/9 子ども・教育

これからの男の子たちへ　「男らしさ」から

自由になるためのレッスン
太田 啓子 大月書店 2020/8 子ども・教育

大事なものから捨てなさい　メイコ流笑って

死ぬための33のヒント
中村 メイコ 講談社 2021/7 高齢社会

誤嚥性肺炎を防ぐ安心ごはん　「飲み込みに

くい」と感じた、その日から
菊谷 武/監修 女子栄養大学出版部 2021/3 高齢社会

ガールズ・メディア・スタディデーズ 田中 東子 北樹出版 2021/6 メディアと表現

倒産続きの彼女 新川 帆立 宝島社 2021/10 文学

ばにらさま 山本 文緒 文藝春秋 2021/9 文学

母親からの小包はなぜこんなにダサいのか 原田 ひ香 中央公論新社 2021/9 文学

君の顔では泣けない 君嶋 彼方 KADOKAWA 2021/9 文学

今夜すきやきだよ 谷口 菜津子 新潮社 2021/9 文学

やさしい猫 中島 京子 中央公論新社 2021/8 文学

三十の反撃
ソン・ウォンピョン/著

矢島 暁子/訳
祥伝社 2021/8 文学

地上で僕らはつかの間きらめく
オーシャン・ヴオン/著

木原 善彦/訳
新潮社 2021/8 文学

ミラーワールド 椰月 美智子 KADOKAWA 2021/7 文学

九十歳のラブレター 加藤 秀俊 新潮社 2021/6 文学

臨床の砦 夏川 草介 小学館 2021/4 文学

つみびと 山田 詠美 中央公論新社 2019/5 文学

育休刑事（デカ） 似鳥 鶏 幻冬舎 2019/5 文学

アルジャーノンに花束を　新版
ダニエル・キイス/著

小尾 芙佐/訳
早川書房 2015/3 文学


