
書名 著者名 出版社 出版年 分類
1

「空気」を読んでも従わない 生き苦しさから
ラクになる 鴻上 尚史 岩波書店 2019/4 児童書

2 しましまぐるぐる 柏原晃夫 学研プラス 2009/4 児童書
3 おうさまがかえってくる１００びょうまえ 柏原 佳世子 えほんの杜 2018/6 児童書
4 もったいないばあさん 真珠 まりこ 講談社 2004/10 児童書
5 50代からやりたいこと、やめたこと 金子 由紀子 青春出版社 2019/8 男女の自立・共生
6

74歳、ないのはお金だけ。あとは全部そろって
る ミツコ すばる舎 2020/11 男女の自立・共生

7

世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方
人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッ
ド

八木 仁平 KADOKAWA 2020/5 男女の自立・共生

8 日々是混乱 これが私のニューノーマル 地曳いく子 集英社 2020/11 男女の自立・共生
9

昼スナックママが教える４５歳からの「やりた
くないこと」をやめる勇気 木下紫乃 日経BP 2020/11 男女の自立・共生

10

マンガ版 ちょっとだけ・こっそり・素早く「言
い返す」技術 ゆうきゆう 三笠書房 2020/7 男女の自立・共生

11

よけいなひと言を好かれるセリフに変える言い
かえ図鑑 大野 萌子 サンマーク出版 2020/8 男女の自立・共生

12 考えごとしたい旅 益田ミリ 幻冬舎 2020/12 男女の自立・共生
13 王女物語 マリオン・クローフォー

ド みずず書房 2020/10 女性史・世界の女
性

14 希望の一滴 中村哲、アフガン最期の言葉 中村 哲 西日本新聞社 2020/12 女性史・世界の女
性

15 女性差別はどう作られてきたか 中村 敏子 集英社新書 2021/1 女性史・世界の女
性

16 炎上ＣＭでよみとくジェンダー論 瀬地山 角 光文社 2020/5 女性論・フェミニ
ズム

17 災害女性学をつくる 浅野 富美枝
天童 睦子（編著） 生活思想社 2021/1 女性と社会

18

マンガでわかる シンプルで正しいお金の増やし
方

山崎 元
飛永 宏之 講談社 2019/9 女性と社会

19 あなたの会社その働き方幸せですか? 上野千鶴子 出口治明 祥伝社 2020/12 労働
20

一日1話、読めば心が熱くなる３６５人の仕事
の教科書 藤尾秀昭 監修 致知出版 2020/11 労働

21

自分で始めた女たち「好き」を仕事にするため
の最良のアドバイス＆インスピレーション グレース・ポニー 海と月社 2019/5 労働

22 働く女性のやる気スイッチ 世永亜実 翔泳社 2020/7 労働
23

フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わる
のか 堀内 都喜子 ポプラ社 2020/1 労働



書名 著者名 出版社 出版年 分類
24 たちどまって考える ヤマザキ マリ 中央公論新社 2020/9 性・体・健康
25 子育てベスト１００ 加藤紀子 ダイヤモンド社 2020/6 子ども・教育
26 夫が倒れた!献身プレイが初まった 野田敦子 主婦の友社 2020/10 高齢社会
27 おひとりさまの終活「死後事務委任」 國安 耕太 あさ出版 2020/11 高齢社会
28

「文章術のベストセラー100冊のポイントを1
冊にまとめたみた」 藤吉豊 小川真理子 日経ＢＰ 2021/1 メディアと表現

29 天才はあきらめた 山里 亮太 朝日文庫 2018/7 メディアと表現
30 公務員のための伝わる情報発信術 谷 浩明 学陽書房 2021/1 メディアと表現
31 オードリー・タン デジタルとAIの未来を語る オードリ・タン プレジデント社 2020/11 メディアと表現
32 アクティベイター  冲方 丁 集英社 2021/1 文学
33 推し、燃ゆ 宇佐見 りん 河出書房新社 2020/9 文学
34 キツネと星 コラリー・ビックフォー

ド=スミス アノニマ・スタジオ 2017/12 文学

35 金木犀とメテオラ 安壇 美緒 集英社文芸単行本 2020/2 文学
36 スナック キズツキ 益田 ミリ マガジンハウス 2021/1 文学
37 空芯手帳 八木詠美 筑摩書房 2020/11 文学
38 ダーリンの進化論 高嶋 ちさ子 小学館 2021/1 文学
39 保健室のアン・ウニョン先生 チョン・セラン 亜紀出版 2020/3 文学
40 湖の女たち 吉田修一 新潮社 2020/10 文学
41 護られなかった者たちへ 中山 七里 NHK出版 2018/1 文学
42 心淋し川 西條 奈加 集英社 2020/9 文学
43 たかが殺人じゃないか (昭和24年の推理小説) 辻 真先 東京創元社 2020/5 文学
44 野良犬の値段 百田 尚樹 幻冬舎 2020/12 文学


