
請求記号 タイトル 人名 出版社
B 281 O0 断髪のモダンガール 森　まゆみ／著 文藝春秋
B 289 ｺﾄ １９４５年のクリスマス ベアテ・シロタ・ゴードン／著 朝日新聞出版
B 289 ｼﾗ 白洲正子の生き方 馬場　啓一／著 講談社
B 299 O2 ブラを捨て旅に出よう 歩　りえこ／著 講談社
B 379 O1 男の子を追いつめるお母さんの口ぐせ 金盛　浦子／著 静山社
146 N9 しがみつかない生き方 香山　リカ／著 幻冬舎
159 N7 女性の品格 坂東　真理子／著 ＰＨＰ研究所
159 N8 乙女の教室 美輪　明宏／著 集英社
159 N9 女４０代いま始める 下重　暁子／著 大和出版
304 O3 ニッポンが変わる、女が変える 上野　千鶴子／著 中央公論新社
367 L6 女たちの昭和史 「女たちの昭和史」編集委員会／編 大月書店
367 N7 おひとりさまの老後 上野　千鶴子／著 法研
367 N8 「夫育て」魔法のルール 舛田　麗／著 主婦の友社
367 N8 男の育児・女の育児 大和　礼子／編 昭和堂
367 N8 凛とした「女性の基礎力」 坂東　真理子／著 暮しの手帖社
367 N9 妻に“今すぐ出て行って！”と言われたら 吉池　安恵／著 ＰＨＰ研究所
367 O0 ＬＧＢＴ　ＢＯＯＫ ＮＨＫ「ハートをつなごう」制作班／監修 太田出版
367 O3 格付けしあう女たち 白河　桃子／著 ポプラ社
367 O6 はたらく人の結婚しない生き方 池田　園子／著 クロスメディア・パブリッシング

367 O6 マンガでわかる男性学 水島　新太郎／マンガ・文 行路社
367 O7 シングル女性の貧困 小杉　礼子／編著 明石書店
368 O5 最貧困女子 鈴木　大介／著 幻冬舎
379 O6 図解ウチの男子とパパの「？？」がスッキリする本 小崎　恭弘／著 学研プラス
9146 ｱｶ オンナの奥義 阿川　佐和子／著 文藝春秋
9146 ﾏﾕ 妻に捧げた１７７８話 眉村　卓／著 新潮社
9146 ﾐﾜ 人生ノート 美輪　明宏／著 Ｐａｒｃｏ
F1 ｱｶ 婚約のあとで 阿川　佐和子／著 新潮社
F1 ｱﾏ 産まなくても、産めなくても 甘糟　りり子／著 講談社
F1 ｱﾗ 銀婚式物語 新井　素子／著 中央公論新社
F1 ｲｼ コンカツ？ 石田　衣良／著 文藝春秋
F1 ｲｼ 月のさなぎ 石野　晶／著 新潮社
F1 ｲｼ マタニティ・グレイ 石田　衣良／著 角川書店
F1 ｲｽ 還暦シェアハウス 泉　麻人／著 中央公論新社
F1 ｵｶ つるかめ助産院 小川　糸／著 集英社
F1 ｶｷ 定年オヤジ改造計画 垣谷　美雨／著 祥伝社
F1 ｶｷ 四十歳、未婚出産 垣谷　美雨／著 幻冬舎
F1 ｶﾂ 総選挙ホテル 桂　望実／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F1 ｶﾉ 七人の敵がいる 加納　朋子／著 集英社
F1 ｼﾕ 主夫のトモロー 朱川　湊人／著 ＮＨＫ出版
F1 ﾇｶ ウズタマ 額賀　澪／著 小学館
F1 ﾊﾙ イジ女 春口　裕子／著 双葉社
F1 ﾑﾗ 女のいない男たち 村上　春樹／著 文藝春秋
F1 ﾑﾗ 殺人出産 村田　沙耶香／著 講談社
F1 ﾑﾚ 婚約迷走中 群　ようこ／著 角川春樹事務所
F1 ﾓﾘ マリッジ 森村　誠一／著 角川書店
F1 ﾔﾏ メガネと放蕩娘 山内　マリコ／著 文藝春秋
F1 ﾕｲ １００万回の言い訳 唯川　恵／著 新潮社
F1 ﾕｽ ＢＵＴＴＥＲ 柚木　麻子／著 新潮社
J 15 M5 おんなのこだから レイフ・クリスチャンソン／文 岩崎書店
J 36 M7 兄姉弟妹（きょうだい）とくらべられても自分は自分 水井　笙子／著 岩崎書店
36 O4 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
36 O7 ＬＧＢＴなんでも聞いてみよう ＱＷＲＣ／著 子どもの未来社
36 O8 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ・ブーレグレーン／作 岩崎書店
F1 ｷｻ カエルの歌姫 如月　かずさ／著 講談社
F1 ｺﾃ 思春期 小手鞠　るい／著 講談社
F1 ｺﾓ いつか蝶になる日まで 小森　香折／作 偕成社
F1 ﾌｸ 赤毛の女医アン 福田　隆浩／著 講談社
F9 ｼﾉ ジョージと秘密のメリッサ アレックス・ジーノ／作 偕成社
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