
内閣府　平成30年度　キャッチフレーズ

一　般　書

請求記号 タ　イ　ト　ル 人　　名 出　版　社

289 ﾕｽ     わたしはマララ マララ・ユスフザイ／著 学研パブリッシング

336 3 O7 女性リーダー４．０ 坂東　眞理子／著 毎日新聞出版

361 4 O3 モラル・ハラスメントの心理構造 加藤　諦三／著 大和書房

366 38 O3 女たちのサバイバル作戦 上野　千鶴子／著 文藝春秋

366 38 O4 ママの仕事復帰のために ファザーリング・ジャパンマザーリングプロ 労働調査会

366 38 O5 女性はなぜ活躍できないのか 大沢　真知子／著 東洋経済新報社

366 38 O6 さあ、育休後からはじめよう 山口　理栄／著 労働調査会

366 38 O6 働く女子の運命 濱口　桂一郎／著 文藝春秋

366 38 O6 マタハラ問題 小酒部　さやか／著 筑摩書房

366 38 O7 女性に伝えたい未来が変わる働き方 野村　浩子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

366 7 O1 イクメンで行こう！ 渥美　由喜／著 日本経済新聞出版社

366 7 O5 ワーク・ライフ・バランスのすすめ 村上　文／著 法律文化社

367 1 O0 女ぎらい 上野　千鶴子／著 紀伊国屋書店

367 1 O1 女性学・男性学 伊藤　公雄／著 有斐閣

367 1 O2 ＤＶ加害者が変わる モー・イー・リー／著 金剛出版

367 1 O6 別れる？それともやり直す？カップル関係に悩む女性のためのガイド ランディ・バンクロフト／著 明石書店

367 1 O7 はじめてのジェンダー論 加藤　秀一／著 有斐閣

367 2 O5 わたしは１３歳、学校に行けずに花嫁になる。 プラン・ジャパン／著 合同出版

367 21 O0 時代を生きた女たち 総合女性史研究会／編 朝日新聞出版

367 21 O4 高学歴女子の貧困 大理　奈穂子／著 光文社

367 21 O5 下層化する女性たち 小杉　礼子／編著 勁草書房

367 21 O5 女性と子どもの貧困 樋田　敦子／著 大和書房

367 21 O7 シングル女性の貧困 小杉　礼子／編著 明石書店

請求記号 タ　イ　ト　ル 人　　名 出　版　社

367 21 O7 ブルマーの謎 山本　雄二／著 青弓社

萩図書館(25-6355)

平成30年度　男女共同参画図書リスト

  走り出せ、性別のハードルを越えて、今

萩図書館(25-6355)

1



367 21 O7 ワンオペ育児 藤田　結子／著 毎日新聞出版

367 3 O0 父親再生 信田　さよ子／著 ＮＴＴ出版

367 3 O1 夫とふたりでもうまく暮らすコツ 青沼　貴子／著 メディアファクトリー

367 3 O4 データで読む平成期の家族問題 湯沢　雍彦／著 朝日新聞出版

367 3 O5 妻が抱える「夫ストレス」 石原　加受子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

367 3 O6 〈オトコの育児〉の社会学 工藤　保則／編著 ミネルヴァ書房

367 3 O7 日本の子連れ再婚家庭 新川　てるえ／著 太郎次郎社エディタス

367 3 O7 母・娘・祖母が共存するために 信田　さよ子／著 朝日新聞出版

367 5 O5 男をこじらせる前に 湯山　玲子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

367 5 O6 男が働かない、いいじゃないか！ 田中　俊之／〔著〕 講談社

367 6 O7 サイレントマザー 石川　瞭子／編著 青弓社

367 9 O4 ＬＧＢＴってなんだろう？ 藥師　実芳／著 合同出版

367 97 O6 同性婚だれもが自由に結婚する権利 同性婚人権救済弁護団／編 明石書店

369 4 O8 子どもの人権をまもるために 木村　草太／編 晶文社

495 44 O7 ちつのトリセツ 原田　純／著 径書房

598 2 O5 ダンナのための妊娠出産読本 荻田　和秀／〔著〕 講談社

599 N6 働くママ＆パパの子育て１１０の知恵 保育園を考える親の会／編 医学通信社

599 O8 パパ入門ガイド ファザーリング・ジャパン／著 池田書店

661 7 N8 女性からみる日本の漁業と漁村 中道　仁美／編著 農林統計出版

780 4 O3 女性アスリートは何を乗り越えてきたのか 読売新聞運動部／著 中央公論新社

9146 ﾎﾂ 「おとうさん」の作り方 堀田　あけみ／著 海竜社

916 ﾂﾊ わたし、男子校出身です。 椿姫　彩菜／著 ポプラ社

916 ﾑｶ 女房が宇宙を飛んだ 向井　万起男／著 講談社

F1 ｱｶ 婚約のあとで 阿川　佐和子／著 新潮社

F1 ｼﾉ 女たちのジハード 篠田　節子／著 集英社

F1 ﾀﾆ ウェディング・キャンドル 谷崎　光／著 文芸春秋

　ティーンズ

請求記号 タ　イ　ト　ル 人　　名 出　版　社

36 O1 1 ジェンダー・フリーの絵本　１ 大月書店

36 O1 2 ジェンダー・フリーの絵本　２ 大月書店

36 O1 3 ジェンダー・フリーの絵本　３ 大月書店

36 O1 5 ジェンダー・フリーの絵本　５ 大月書店

36 O1 6 ジェンダー・フリーの絵本　６ 大月書店
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36 O2 １４歳からわかる生活保護 雨宮　処凛／著 河出書房新社

36 O4 ふたりのママから、きみたちへ 東　小雪／著 イースト・プレス

36 O6 恋の相手は女の子 室井　舞花／著 岩波書店

36 O7 女も男も生きやすい国、スウェーデン 三瓶　恵子／著 岩波書店

36 O7 これを知らずに働けますか？ 竹信　三恵子／著 筑摩書房

367 1 O5 子どもと話すマッチョってなに？ クレマンティーヌ・オータン／著 現代企画室

367 M0 男性ｖｓ．女性 水田　珠枝／著 岩波書店

367 M3 自立ってなんだろう 北沢　杏子／著 岩崎書店

726 6 M1 ぼくを探しに シルバスタイン／作 講談社

F1 ｴﾝ ママはシングル 遠藤　文子／作 理論社

　児　童　書

請求記号 タ　イ　ト　ル 人　　名 出　版　社

36 N5 ジェンダーの世界地図 菅原　由美子／著 大月書店

36 O1 パパと怒り鬼 グロー・ダーレ／作 ひさかたチャイルド

36 O2 1 ジェンダー・フリーってなあに？　１ 草谷　桂子／文 大月書店

36 O2 2 ジェンダー・フリーってなあに？　２ 草谷　桂子／文 大月書店

36 O2 3 ジェンダー・フリーってなあに？　３ 草谷　桂子／文 大月書店

36 O2 イクバルと仲間たち スーザン・クークリン／著 小峰書店

36 O4 1 世界の女性問題　１ 関橋　眞理／著 汐文社

36 O4 2 世界の女性問題　２ 関橋　眞理／著 汐文社

36 O4 3 世界の女性問題　３ 関橋　眞理／著 汐文社

36 O6 1 いろいろな性、いろいろな生きかた　１ 渡辺　大輔／監修 ポプラ社

36 O6 2 いろいろな性、いろいろな生きかた　２ 渡辺　大輔／監修 ポプラ社

36 O6 3 いろいろな性、いろいろな生きかた　３ 渡辺　大輔／監修 ポプラ社

F1 ｱﾍ ライオンのよいいちにち あべ　弘士／〔作〕 佼成出版社

F1 ｲﾓ とうさんのあしのうえで いもと　ようこ／作・絵 講談社

請求記号 タ　イ　ト　ル 人　　名 出　版　社

F1 ｷﾑ あいたくなっちまったよ きむら　ゆういち／作 ポプラ社

F1 ｸｽ ぼくのジィちゃん くすのき　しげのり／作 佼成出版社

F1 ｶｶ うめじいのたんじょうび かがくい　ひろし／作 講談社

F1 ｻｲ よーいよーいよい さいとう　しのぶ／作・絵 ひさかたチャイルド

F1 ｻﾄ おりょうりとうさん さとう　わきこ／作・絵 フレーベル館

F1 ﾆｼ おとうさんとさんぽ にしかわ　おさむ／ぶん・え 教育画劇

F1 ﾊﾀ 1 おとうさんもういっかい　１ はた　こうしろう／作 アリス館

F1 ﾋﾗ おかんとおとん 平田　昌広／ぶん 大日本図書

F1 ﾏﾂ おじいちゃんは１０６さい 松田　もとこ／作 ポプラ社
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F1 ﾓﾘ ズボンだいすき もりやま　みやこ／さく ポプラ社

F1 ﾕﾓ おとうさんは、いま 湯本　香樹実／ぶん 福音館書店

F1 ﾖｼ おふろだいすき！ぷっぺ よしなが　こうたく／作 小学館

F9 ｱｷ しごとをとりかえただんなさん ウィリアム・ウィースナー／え 童話館出版

F9 ｲ パパといっしょに イ　サンクォン／文 アートン

F9 ｵﾝ ピンクがすきってきめないで ナタリー・オンス／文 講談社

F9 ｶﾙ とうさんはタツノオトシゴ エリック・カール／さく 偕成社

F9 ｷﾙ おじいさんならできる フィービ・ギルマン／作・絵 福音館書店

F9 ｹﾂ パパと１０にんのこども ベネディクト・ゲッティエール／作 ひくまの出版

F9 ｺﾅ ブライディさんのシャベル レスリー・コナー／文 ＢＬ出版

F9 ｼｭ おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ／作 あすなろ書房

F9 ｼﾔ こまるなあおとうさん メイール・シャレヴ／ぶん アスラン書房

F9 ｽﾁ エリザベスは本の虫 サラ・スチュワート／文 アスラン書房

F9 ﾄﾈ 女の子はサンタクロースになれないの？ エルフィー・ドネリ／作 国土社

F9 ﾊﾄ ちいさいケーブルカーのメーベル バージニア・リー・バートン／さく ペンギン社

F9 ﾌﾗ うちのパパってかっこいい アンソニー・ブラウン／さく 評論社

F9 ﾌﾗ たいせつなこと マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく フレーベル館

F9 ﾌﾙ おむかえパパ ナディーヌ・ブランコム／文 主婦の友社

F9 ﾍｲ ふわふわしっぽと小さな金のくつ デュ・ボウズ・ヘイワード／作 Ｐａｒｃｏ出版

F9 ﾍﾘ おやすみアルフォンス！ グニッラ＝ベリィストロム／さく 偕成社

F9 ﾎｸ にんじんケーキ ナニー・ホグローギアン／さく 評論社

F9 ﾎﾙ パパはジョニーっていうんだ ボー・Ｒ．ホルムベルイ／作 ＢＬ出版

F9 ﾚﾋ パパのカノジョは ジャニス・レヴィ／作 岩崎書店
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