
Ａ．女性論とその周辺 2017年4月作成

書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

男はつらいらしい 奥田祥子 新潮社 2007 Ａ２２１オ

「暮しの手帖」とわたし 大橋鎭子 暮しの手帖社 2016 f1オ

聲の形　１～３ 大今良時 講談社
2013～
2014

オＭ

女性たちの貧困　　“新たな連鎖”の衝撃 ＮＨＫ「女性の貧困」取材班 幻冬舎 2014 Ａ３１１ジ

３７．５℃の涙　１～３ 椎名チカ 小学館 2014 シＭ

すぐそばにある「貧困」 大西連 ポプラ社 2015 Ａ３１１ス

メロスのようには走らない。　女の友情論 北原みのり ベストセラーズ 2014 Ａ３１１メ

日本国憲法　大阪おばちゃん語訳 谷口真由美 文藝春秋 2014 Ａ１１１ニ

ｐｉｎｋ 岡崎京子 マガジンハウス 2010 オＭ

TRUNK 05
鎌倉あたりで一泊旅。きっと、人生変える旅がある！

ー ネコ・パブリッシング 2015 Ａ３１１３ト

神奈川歴史探訪ルートガイド 横浜歴史研究会 メイツ出版 2016 Ａ２５２３カ

鎌倉女ひとり旅 さがらいさこ　原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013 Ａ３１１３カ

子どもがひきこもりになりかけたら
マンガでわかる今からでも遅くない親としてできること

上大岡トメ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015 Ａ３８１コ

女子校育ちはなおらない 辛酸なめ子　他 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 ジＭ

ちいさいひと　青葉児童相談所物語　１～２ 夾竹桃ジン 小学館
2011～
2012

キＭ

×華のやらかし日記 沖田×華 ぶんか社 2013 オＭ

私はかんもくガール らせんゆむ 合同出版 2.013 Ａ３８３ワ

老後破産　長寿という悪夢 ＮＨＫスペシャル取材班 新潮社 2015 Ａ３９１ロ

浅子と旅する。　波乱の明治を生きた不屈の女性実業家 フォレストブックス編集部　編
いのちのことば社フォ
レストブックス 2015 f1ヒ

女性のための防災ＢＯＯＫ
　“もしも”のときにあなたを守ってくれる知恵とモノ

ー マガジンハウス 2014 Ａ３５５ジ

Ｂ．生きかた・しごと

楽に生きるための人生相談 美輪明宏　 朝日新聞出版 2015 Ｂ１１ラ

「ない仕事」の作り方 みうらじゅん　 文藝春秋 2015
仕４

Ｂ２４ナ

一〇〇歳が聞く一〇〇歳の話 日野原重明　聞き手 実業之日本社 2015 Ｂ１５ヒ

ダーリンは７０歳 西原理恵子　 小学館 2016 Ｂ１５ダ

上野千鶴子のサバイバル語録 上野千鶴子 文藝春秋 2016 Ｂ１１ウ

僕の姉ちゃん　　　続・僕の姉ちゃん 益田ミリ　 マガジンハウス
2011
2015

マＭ

母がしんどい 田房永子 新人物往来社 2012 Ｂ３４ハ

家族という病　１，２ 下重暁子　 幻冬舎
2015
2016

Ｂ３２カ

フランス人は１０着しか服を持たない　１，２ ジェニファー・Ｌ・スコット 大和書房
2014
2016

Ｂ１１フ

６５歳で月収４万円。年金をもらいながらちょこっと稼ぐコツ 阿部絢子　 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 Ｂ２２３ロ

まんがでわかるドラッカーのリーダーシップ論 ｎｅｖ　まんが 宝島社 2014 Ｂ２３マ

うちはおっぺけ　３姉妹といっしょ　３，４ 松本ぷりっつ 竹書房
2015
2016

マＭ

蜃気楼家族　１～５ 沖田×華 幻冬舎
2010～
2016

オＭ

女６５歳を過ぎて考えたこと。　これからどう暮らす？ 谷島せい子　 静山社 2016 Ｂ１５オ

スーパーの野菜売り場でパートやってます。 伊吹かのこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014
仕１４

Ｂ２２４ス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どの本も３館で貸し出しできます！

男女共同参画センター横浜　情報ライブラリ資料リスト

２０１6年度　よく読まれた本



Ｂ．生きかた・しごと          2017年4月作成

書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

マンガで楽しく読める仕事も育児も！ハッピーママ入門 加倉井さおり　 かんき出版 2016 Ｂ３４１マ

ぷりっつさんち　１～５ 松本ぷりっつ　 主婦の友社
2012～
2017

マＭ

おひとりさまの老後 上野千鶴子　 法研 2007 Ｂ１６オ

新卒で給食のおばさんになりました　その後
新卒で給食のおばさんになりました　女の園は敵だらけ 松山ルミ　 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

2014
2013

マＭ

女の甲冑、着たり脱いだり毎日が戦なり。 ジェーン・スー 文藝春秋 2016 B11オ

午後には陽のあたる場所 菊池桃子　 扶桑社 2015
仕１３

Ｂ１１ゴ

沢村さん家のこんな毎日　平均年令６０歳 益田ミリ 文藝春秋 2014 マＭ

すごいメモ。　仕事のスピード・質が劇的に上がる 小西利行　 かんき出版 2016
Ｂ２２０ス

（北）

７０からはやけっぱち 野際陽子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015 Ｂ１５シ

Ｃ．こころとからだ
こりずに毎日やらかしてます。　発達障害漫画家の日常
ますます毎日やらかしてます。　アスペルガーで、漫画家で
毎日やらかしてます　アスペルガーで、漫画家で

沖田×華 ぶんか社
2016
2014
2012

Ｃ３２３マ

おひとりさまの最期 上野千鶴子　 朝日新聞出版 2015 Ｃ２７オ

「もう怒らない」ための本 和田秀樹 アスコム 2016 Ｃ２１モ

病院でぼくらはみんな病んでいる。 安斎かなえ 竹書房 2014 アＭ

赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア
自分を愛する力を取り戻す〈心理教育〉の本

白川美也子　 アスク・ヒューマン・ケア 2016 Ｃ２１ア

忘れたいことを忘れる練習　ツライ過去だけさようなら！ 植西聰　 フォレスト出版 2015 Ｃ２１ワ

ムショ医　１～２ 佐藤智美　 芳文社 2009 サＭ

養生サバイバル
温かい食事だけが人生を変えることができる

若林理砂 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015 Ｃ３１６ヨ

オトナ女子の不調をなくすカラダにいいこと大全 小池弘人　監修 サンクチュアリ出版 2015 Ｃ３１３オ

わが家の母はビョーキです　１，２ 中村ユキ　 サンマーク出版
2008
2010

Ｃ３２３ワ

傷ついたあなたへ　１，２ レジリエンス　 梨の木舎
2005
2010

Ｃ１４キ

病気にならないカラダ温めごはん 川嶋朗　 アスペクト 2015 Ｃ３１６ビ

日本一わかりやすいアドラー心理学入門 谷口のりこ・土居一江　 泰文堂 2015 Ｃ２１ニ

レズビアン的結婚生活 東小雪・増原裕子 イースト・プレス 2013 Ｃ１１レ

５０代からの老けない、太らない体の作り方 立花龍司　 朝日新聞出版 2016
Ｃ３１３ゴ

（南）

だから、生きる。 つんく♂ 新潮社 2015 Ｃ３２２ダ

Ｄ．生活と芸術・文学

ゆるい生活 群ようこ　 朝日新聞出版 2015 ム

３月のライオン　１～１２ 羽海野チカ　 白泉社
2008～
2016

ウＭ

解縛　しんどい親から自由になる 小島慶子　 新潮社 2014 コ

幹事のアッコちゃん 柚木麻子　 双葉社 2016 ユ

週末、森で 益田ミリ　 幻冬舎 2009 マＭ

終わった人 内館牧子　 講談社 2015 ウ

断捨離すれば、片づいた。
もう悩まない！住まいもココロもきれいにスッキリ

やましたひでこ　 ＰＨＰ
エディターズ・グループ 2011 Ｄ１５ダ

暦の手仕事　季節を慈しむ保存食と暮らし方 中川たま　 日本文芸社 2016 Ｄ１４３コ

海街ｄｉａｒｙ　１～７ 吉田　秋生　 小学館
2007～
2016

ヨＭ

きのう何食べた？　１～１２ よしながふみ　 講談社
2007～
2016

ヨＭ

男女共同参画センター横浜　情報ライブラリ資料リスト

２０１6年度　よく読まれた本



Ｄ．生活と芸術・文学 2017年4月作成

書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

コウケンテツのおやつめし　ごはんみたいな子どものおやつ コウケンテツ　 クレヨンハウス 2015 Ｄ１４３コ

今すぐ会社をやめても困らないお金の管理術 井形慶子　 集英社 2016 Ｄ１２１イ

良（い）いかげんごはん たかぎなおこ　 オレンジページ 2016 Ｄ１４３イ

女の一生 伊藤比呂美　 岩波書店 2014 イ

草原の椅子　上・下 宮本輝　 新潮社 2008 ミ

聞く力　心をひらく３５のヒント 阿川佐和子　 文藝春秋 2012 ア

Ｅ．情報と市民活動

重版出来！ １～３ 松田奈緒子 小学館
2013～
2014

マＭ

Ｗｏｒｄお悩み解決ＢＯＯＫ
井上香緒里
できるシリーズ編集部 インプレス 2015 Ｅ１３ワ

読まされ図書室 小林聡美 宝島社 2014 Ｅ１４１ヨ

５１歳からの読書術　ほんとうの読書は中年を過ぎてから 永江朗 六耀社 2016 Ｅ１４１ゴ

わかるハンディ　仕事がはかどるＥｘｃｅｌ関数ワザ大事典
コスモメディ
わかる編集部　執筆 学研プラス 2016 Ｅ１３ワ

諸行無常のワイドショー 辛酸なめ子　 ぶんか社 2015
Ｅ１６２シ

（南）

小泉今日子書評集 小泉今日子 中央公論新社 2015 Ｅ１４１コ

伊藤まさこの雑食よみ　日々、是、一冊。
伊藤まさこの雑食よみ　日々、読書好日。

伊藤まさこ　 メディアファクトリー
2011
2013

Ｅ１４１イ

図書室で暮らしたい 辻村深月 講談社 2015 Ｅ１４１ト

図書館へ行こう！！ ー 洋泉社 2016 Ｅ１５ト

ＴＨＥ　ＢＯＯＫＳ　３６５人の本屋さんがどうしても届けたい「この一冊」 ミシマ社　編 ミシマ社 2012 Ｅ１４１ザ

大きな字でわかりやすいｉＰａｄ超入門 リンクアップ 技術評論社 2016 Ｅ１３オ

思い出をデジタル化して永久保存する本
あなたの大切な思い出、大丈夫？

ー 洋泉社 2015 Ｅ１１オ

夜明けの図書館　１～３ 埜納タオ 双葉社
2011～
2014

ノＭ

Ｆ．国際協力と開発

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 2015 Ｆ３１１ホ

おとな女子が見たい世界の絶景１００
世界の絶景
１００選考委員会　編

幻冬舎メディア
コンサルティング 2015 Ｆ３１オ

死ぬまでに見たい日本の花絶景旅 ー 実業之日本社 2015 Ｆ３１１シ

ウィーン魅惑のカフェめぐり　あこがれのカフェの聖地へ Ｓｐｉｔｒａｖｅｌ　編　 実業之日本社 2015 Ｆ３１３ウ

三十路だけどロンドン暮らし　ｗｉｔｈイギリス人の彼 Ｋａｎａ ワニブックス 2016 Ｆ３１３ミ

しっかり女子旅行絶景部　息を呑むほどの絶景１６コース ー 交通新聞社 2015 Ｆ３１１シ

日本人の知らない日本語　１～４ 蛇蔵・海野凪子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013 ウＭ

とっておきのポーランド
世界遺産と小さな村、古城ホテルを訪ねて

ー ダイヤモンド・ビッグ社 2016 Ｆ３１３ト

パリから一泊！フランスの美しい村 粟野真理子　 集英社 2015 Ｆ３１３パ

あたらしい離島旅行 セソコマサユキ　 ＷＡＶＥ出版 2015 Ｆ３１１ア

店主は、猫　台湾の看板ニャンコたち 猫夫人　 ＷＡＶＥ出版 2016 Ｆ３１２テ

ソロタビ台北　ひとり旅って、こんなに楽しい！ ー ＪＴＢパブリッシング 2016 Ｆ３１２ソ

北欧デザイン旅案内 萩原健太郎　 学研プラス 2015 Ｆ３１３ホ

男女共同参画センター横浜　情報ライブラリ資料リスト

２０１6年度　よく読まれた本


