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書名 著者名 出版社 出版年 分類

こどもSDGｓ なぜSDGｓが必要なのかが

わかる本
バウンド  カンゼン 2020/7 児童書

青春サプリ自分を変えてくれる場所 安藤 隆人 ポプラ社 2020/4 児童書

ながーい５ふんみじかい５ふん
リズ・ガートン・スキャン

カン
光村教育図書 2019/10 児童書

よるのこどものあかるいゆめ 谷川 俊太郎
マイクマガジン

社
2017/2 児童書

５０代からの人間関係 水島 広子 PHP研究所 2020/1
男女の自立・共

生

図解 渋沢栄一と論語と算盤 斉藤 孝 フォレスト出版 2020/6
男女の自立・共

生

だれもわたしを愛していない 齋藤 真行 愛本出版 2020/2
男女の自立・共

生

人は、なぜ他人を許せないのか？ 中野 信子 アスコム 2020/1
男女の自立・共

生

ぼくにはなにもない 齋藤 真行 愛本出版 2019/7
男女の自立・共

生

やってもやっても終わらない名もなき家事

に名前をつけたらその多さに驚いた。
梅田 悟司 サンマーク出版 2019/9

男女の自立・共

生

大人も知らない! ? スポーツの実は… 白旗 和也 文響社 2020/7
男女の自立・共

生

おとめ六法 上谷 さくら、岸本 学 KADOKAWA 2020/5
女性論・フェミ

ニズム

女と男なぜわかりあえないのか 橘 玲 文藝春秋 2020/6
女性論・フェミ

ニズム

舌を抜かれる女たち メアリー・ビアード 晶文社 2020/1/1
女性論・フェミ

ニズム

東京貧困女子。  彼女たちはなぜ躓いたの

か
中村 淳彦 東洋経済新報社 2019/4

女性論・フェミ

ニズム

女性のいない民主主義 前田 健太郎 岩波新書 2019/9
女性論・フェミ

ニズム

孤立する都市つながる街 保井 美樹
日本経済新聞出

版
2019/10 女性と社会

５Ｇビジネス 亀井 卓也 野村総合研究所 2019/6 労働

女性リーダーが生まれるとき 「一皮むけ

た経験」に学ぶキャリア形成
野村 浩子 光文社 2020/3 労働

世界一わかりやすいテレワーク入門ＢＯＯ

Ｋ
越川 慎司 監修 文響社 2020/6 労働

夫の扶養からぬけだしたい ゆむい KADOKAWA 2019/2 労働

DV加害者プログラム・マニュアル ＲＲＰ研究会 金剛出版 2020/2 結婚・家族

最新パワハラ対策完全ガイド 和田 隆 方丈社 2020/1 結婚・家族

ルポ 定形外家族 わたしの家は「ふつう」

じゃない
大塚 玲子 SB新書 2020/1 結婚・家族

親になったの私だけ!? ゆむい KADOKAWA 2020/4 結婚・家族

10代のモヤモヤに答えてみた。-思春期サバ

イバル＜２＞
ここから探検隊 はるか書房 2016/4 性・体・健康

おうち性教育はじめます 一番やさしい!防

犯・SEX・命の伝え方
フクチマミ、 村瀬 幸浩 KADOKAWA 2020/3 性・体・健康

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 出版社 出版年 分類

オスとメスはどっちが得か？ 稲垣 栄洋 祥伝社 2016/12 性・体・健康

思春期サバイバル ここから探検隊 はるか書房 2013/9 性・体・健康

人類と病 国際政治から見る感染症と健康 詫磨 佳代 中公新書 2020/4 性・体・健康

ニュウトン式最強にわかる！死とは何か 田沼 靖一
ニュートンプレ

ス
2020/3 性・体・健康

ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない

事態に耐える力
帚木 蓬生 朝日新聞出版 2017/4 性・体・健康

精神科医が教える ストレスフリー超大全

人生のあらゆる「悩み・不安・疲れ」をな

くすためのリスト

樺沢 紫苑 ダイヤモンド社 2020/7 性・体・健康

わたし、虐待サバイバー 羽馬 千恵 ブックマン社 2019/8 子ども・教育

主婦をサラリーマンにたとえたら想像以上

にヤバくなった件
河内 瞬 主婦の友社 2019/11 子ども・教育

成年後見人より家族信託認知症の家族を守

れるにはどっち！？
石川 秀樹 ミーツ出版 2019/4 高齢社会

家族じまい 桜木 紫乃 集英社 2020/6 高齢社会

すーちゃんの恋 益田 ミリ 幻冬舎 2015/2 メディアと表現

わたしを支えるもの すーちゃんの人生 益田 ミリ 幻冬舎 2019/8 メディアと表現

１２階から飛び降りて一度死んだ私が伝え

たいこと
モカ 光文社新書 2019/4 文学

52ヘルツのクジラたち 町田そのこ 中央公論新社 2020/4 文学

アーモンド ソン・ウォンピョン 祥伝社 2019/7 文学

アイルランドの石となり、星となる―女ひ

とり、夢の家を建てる

デニーズ ホール (著),

三谷 眸 (翻訳)
新宿書房 2000/2 文学

気がつけば、終着駅 佐藤 愛子 中央公論新社 2019/12 文学

こんぱるいろ、彼方 梛月 美智子 小学館 2020/5 文学

ストロベリーライフ 萩原 浩 毎日新聞出版 2016/9 文学

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 文藝春秋 2018/2 文学

できない相談 森 絵都 筑摩書房 2019/12 文学

ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 大前 粟生 河出書房新社 2020/3 文学

水を縫う 寺地 はるな 集英社 2020/5 文学

ライオンのおやつ 小川 糸 ポプラ 2019/10 文学


