
千葉県男女共同参画センター・情報コーナー（千葉県都町合同庁舎１Ｆ）

書籍

書名 著者名 出版社 出版年 分類

大人の語彙力ノート 誰からも「できる! 」と思
われる

斎藤　孝  SBクリエイティブ 2017 W01

なぜ女はメルカリに、男はヤフオクに惹かれる
のか？

田中道明・牛窪恵 光文社 2019 W01

鴻上尚史のほがらか人生相談 鴻上尚史 朝日新聞出版 2019 W01

ユーモアコミュニケーション 草刈マーサー 芸術新聞社 2019 W01

誰でもできる！
アサーティブ・トレーニングガイドブック

海原純子 金剛出版 2019 W01

呪いの言葉の解きかた 上西充子 晶文社 2019 W01

僕が夫に出会うまで 七崎　良輔 文藝春秋 2019 W01

101歳現役医師の死なない生活 田中旨夫 幻冬舎 2019 W01

真実なる女性クララ・シューマン 原田光子 みすず書房 2019 W02

女系図でみる日本争乱史 大塚ひかり 新潮社 2019 W02

女性労働の日本史 辻浩和 勉誠出版 2019 W02

イラクの女性たち　平和構築におけるジェン
ダー

円城由美子 晃洋書房 2019 W03

よかれと思ってやったのに
男たちの「失敗学」入門図書

清田隆之 晶文社 2019 W03

仕事消滅
AI時代を生き抜くために、いま私たちにできる
こと

鈴木貴博 講談社 2017 W04

これが答えだ！少子化問題 赤川学 ちくま書店 2017 W04

親子で学ぶ防災教室
身の守りかたがわかる本

今泉マユ子 理論社 2019 W04

親子で学ぶ防災教室
災害食がわかる本

今泉マユ子 理論社 2019 W04

災害・支援・ケアの社会学
地域保健とジェンダーの視点から

板倉有紀 生活書院 2018 W04

地域をまわって考えたこと 小熊英二 東京書店 2019 W04

異文化理解入門 原沢　伊都夫 研究社 2013 W04

異文化理解の問題地図
「で、どこから変える？」グローバル化できない職場の
マネジメント

千葉　祐大 技術評論社 2019 W04

令和２年３月４日現在（第３回）

話題の本をはじめ、地域の上映会などで利用できる映像資料(DVD)が届きました。
当センター情報コーナーに、ぜひお越し下さい♪

新着図書一覧



書名 著者名 出版社 出版年 分類

異文化コミュニケーション・ワークブック 八代京子　他2名 三修社 2001 W04

北欧女子オーサが見つけた日本の不思議 オーサ・イェークストロム
KADOKAWA/メディア
ファクトリー 2015 W04

北欧女子オーサが見つけた日本の不思議　２ オーサ・イェークストロム
KADOKAWA/メディア
ファクトリー 2015 W04

ボーイズ男の子はなぜ「男らしく」育つのか レイチュル DUBOOK 2019 W04

かっこいい福祉 村木厚子 左右社 2019 W04

御社の働き方改革　ここが間違ってます！ 白河桃子 PHP新書 W04

名もなき花たちと
戦争混血孤児の家「エリザベス・サンダース・
ホーム」

小手鞠るい 原書房 2019 W05

ソーシャルワーカーのための女性支援ガイド
ブック

女性の暮らしやすさを考
えるソージャルワーク研
究会

中央法規出版 2019 W05

成功する＜本気女子＞
起業５つのＳＴＥＰ

大和　千由紀 万来舎 2019 W05

人生100年時代の新しい働き方 小暮真久 ダイヤモンド社 2017 W06

「家族の幸せ」の経済学 山口慎太郎 光文社 2019 W06

これだけは知っておきたい
図解　離婚のための準備と手続き

鈴木　幸子//監修 新星出版社 2019 W06

それでも、母になる
生理のない私に子どもができて考えた家族
のこと

徳　瑠里香 ポプラ社 2019 W06

日本婚活思想史序説
戦後の日本の「幸せになりたい」

佐藤　信 東洋経済新報社 2019 W06

婚活不要社会 山田　昌弘 朝日新聞出版 2019 W06

セクハラ・サバイバル 佐藤かおり 三一書房 2019 W06

世界中の女子が読んだ！体と性の教科書 エレン・ストッケン・ダール NHK出版 2019 W07

小学3年生から始める!こども語彙力1200
 考える力が育ち、頭がグングンよくなる

斎藤　孝  KADOKAWA 2018 W08

AIにまけない子どもを育てる 新井紀子 東洋経済新聞社 2019 W08

虐待・トラウマを受けた乳幼児の心理治療法 ジョイDオソフスキー 日本評論社 2019 W08

ぼくはイエローでホワイトでちょっとブルー ブレイディみかこ 新潮社 2019 W08

いのちは輝く
わが子の障害を受け入れる時

松永正訓 中央公論社 2019 W08

シニアシングルズ女たちの知恵と縁 大矢さよ子 大月書店 2018 W09

親の家のたたみ方 三星雅人 講談社 2015 W09

脳科学者の母が、認知症になる 恩蔵絢子 河出書房新社 2018 W09

希望の糸 東野圭吾 講談社 2019・7 Y



書名 著者名 出版社 出版年 分類

落日 湊かなえ 角川春樹事務所 2019 Y

ぷくぷく 森沢明夫 小学館 2019 Y

みらいめがね
萩上チキ・ヨシタケシンス
ケ

暮らしの手帖 2019 Y

Iの悲劇 米澤穂信 文藝春秋 2019 Y

介護のうしろから「がん」が来た 篠田節子 集英社 2019 Y

夏物語 川上未映子 文藝春秋 2019 Y

夫が脳で倒れたら 三澤慶子 太田出版 2019 Y

あいうえおオリンピック 中川ひろたか くもん出版 2019 E

宇宙オリンピック 中垣ゆたか くもん出版 2019 E

英語＆のりものの音がきける！
たのしいのりものずかん

小賀野実 ナツメ社 2019 E

109ひきのどうぶつマラソン のはなはるか作・絵
ひさかたチャイ
ルド

2017 E

フレデリック
～ちょっとかわったねずみのはなし～

レオ・レオニ 好学社 1969 J

だるまさんの かがくい　ひろし ブロンズ新社 2008 J

だるまさんと かがくい　ひろし ブロンズ新社 2009 J

おしりたんてい
いせきからのSOS

トロル ポプラ社 2017 J

おしりたんてい
みはらしそうのかいじけん

トロル ポプラ社 2018 J

おしりたんてい
カレーなるじけん

トロル ポプラ社 2019 J

クジラのおなかからプラスチック 保坂直紀 旬報社 2018 J

世界の国と地域ずかん 井田　仁康 ぽるぷ出版 2018 J

ほぼ日のアースボール ほぼ日 J

さわって学べる算数図鑑 朝倉　仁　監修 学研プラス 2015 J

向こう三軒両隣り 田中敏溥 復刊ドットコム 2019 J

人間図鑑　みんなのちがい 間芝勇輔 いろは出版 2019 J

映像資料　（『(※)』付きの作品は上映権付き作品ですので、各種行事、授業等での上映が可能です）

書名 著者名 出版社 出版年 分類

STOP!デートDV（※） アスパクリエイト

おしりたんてい　１
ププッとかいけつ！おしりたんていとうじょう

日本コロムビア

おしりたんてい　２
ププッ　ふめつのせっとうだん

日本コロムビア


