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書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

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

女のせりふ・女のセリフ１２０・女のセリフ　続 伊藤雅子
未来社
福音館書店

1989・1995
2014

イＫＧ
Ａ２１オ

私は女性にしか期待しない 松田道雄 岩波書店 1990 Ａ２２ワ

さよなら、韓流 北原みのり 河出書房新社 2013 Ａ３１１サ

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

ぼくらの民主主義なんだぜ 高橋源一郎 朝日新聞出版 2015 Ａ３２ボ

下り坂をそろそろと下る 平田オリザ 講談社 2016 Ａ３５ク

デマとデモクラシー 辻元清美 イースト・プレス 2016 Ａ３５デ

分断社会を終わらせる　「だれもが受益者」という財政戦略 井手英策・古市将人・
宮崎雅人 筑摩書房 2016 Ａ３５２ブ

失職女子。　私がリストラされてから、生活保護を受給するまで 大和彩 ＷＡＶＥ出版 2014 A３５３シ

相談の力　男女共同参画社会と相談員の仕事
須藤八千代・土井良多江
子/編著 明石書店 2016 A３５３ソ

夜空のおはなし 英和出版社書籍部/編 英和出版社 2016 Ａ３６１ヨ

やさしさをください　傷ついた心を癒すアニマル・セラピー農場 大塚敦子 岩崎書店 2012 小Ａ３８２ヤ

介護ヘルパーは見た　世にも奇妙な爆笑！老後の事例集 藤原るか 幻冬舎 2012 Ａ３９カ

へろへろ　　雑誌『ヨレヨレ』と「宅老所よりあい」の人々 鹿子裕文 ナナロク社 2015 Ａ３９１ヘ

最期の贈り物　介護小説 中島久美子 学陽書房 2001 Ａ３９２サ

フレディの遺言
フレディ松川／文
こころ美保子／絵 朝日新聞出版 2008 Ａ３９２フ

村に火をつけ、白痴になれ　伊藤野枝伝 栗原康 岩波書店 2016 ｆ１イ

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
いのちのことば社
フォレストブックス 2015 ｆ１ヒ

１９４５年のクリスマス
日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝

ベアテ・シロタ・ゴードン 柏書房 1995 f2ゴ

B.生きかた・しごと

いのちのエール　初女おかあさんから娘たちへ 田口ランディ 中央公論新社 2015 Ｂ１１イ

それでも僕は夢を見る
水野敬也／作
鉄拳／画

文響社 2014 Ｂ１１ソ

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

おとなになるってどんなこと？ 吉本ばなな 筑摩書房 2015 小Ｂ１２オ

県庁そろそろクビですか？　「はみだし公務員」の挑戦 円城寺雄介 小学館 2016 Ｂ２２ケ

魂の退社　会社を辞めるということ。 稲垣えみ子 東洋経済新報社 2016 Ｂ２２タ

働く女の転機予報　Ｉｍａｇｅ　ｙｏｕｒｓｅｌｆ　ｉｎ　ｆｕｔｕｒｅ 小島貴子 幻冬舎 2006 Ｂ２２ハ

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）

プロの資料作成力
意思決定者を動かすテクニックとおもてなしの心

清水久三子 東洋経済新報社 2012 Ｂ２３プ

会社の数字を科学する　すっきりわかる財務・会計・投資 内山力 ＰＨＰ研究所 2010 Ｂ２３５カ

愛犬の看取りマニュアル 南直秀／監修 秀和システム 2016 Ｂ３２ア

タフラブという快刀
「関係」の息苦しさから自由になるために

信田さよ子 梧桐書院 2009 Ｂ３２タ

産後クライシス 内田明香・坪井健人 ポプラ社 2013 Ｂ３３サ

母親はなぜ生きづらいか 香山リカ 講談社 2010 Ｂ３４ハ

女たちの和平交渉 小島慶子 光文社 2016 Ｂ３４１オ

子どもの心の育てかた 佐々木正美 河出書房新社 2016 Ｂ３４１コ

ちっちゃな科学　好奇心がおおきくなる読書＆教育論
かこさとし
福岡伸一 中央公論新社 2016 Ｂ３４１チ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どの本も３館で貸し出しできます！
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スタッフの「よかった！」本



Ｃ．こころとからだ
書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

にじ色の本棚　ＬＧＢＴブックガイド 原ミナ汰・土肥いつき／編著 三一書房 2016 Ｃ１１ニ

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

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

働く人のための「読む」カウンセリング 高山直子 研究社 2010
仕事５
Ｃ２１３ハ

オニババ化する女たち　女性の身体性を取り戻す 三砂ちづる 光文社 2004 Ｃ２２オ

命の食事　大切な人をがんから守るため今できること 南雲吉則 主婦の友社 2016 C３２２イ

がんのお姫様 海老原暁子 岩波書店 2013 Ｃ３２２ガ

ツレがうつになりまして。 細川貂々 幻冬舎 2006 Ｃ３２３ツ

その後の不自由　「嵐」のあとを生きる人たち 上岡陽江・大嶋栄子 医学書院 2010 Ｃ３２５ソ

Ｄ．生活と芸術・文学

すてきなあなたに　１～６ 大橋鎭子／編著 暮しの手帖社 2015 Ｄ１１ス

Ｍａｄａｍｅ　Ｃｈｉｃ　Ｐａｒｉｓ　Ｓｎａｐ　大人のシックはパリにある 主婦の友社/編 主婦の友社 2015 Ｄ１３１マ

一日がしあわせになる朝ごはん
小田真規子／料理
大野正人／文 文響社 2015 Ｄ１４３イ

本当は秘密にしたい料理教室のベストレシピ 石原洋子／監修 朝日新聞出版 2016 Ｄ１４３ホ

娘につたえる私の味　６月～１２月　新版 辰巳浜子・辰巳芳子 文藝春秋 2015 Ｄ１４３ム

男前弁当 コマツザキアケミ 主婦と生活社 2009
Ｄ１４３１オ
（南）

翻訳できない世界のことば
エラ・フランシス・サン
ダース

創元社 2016 Ｄ２２ホ

金色の野辺に唄う あさのあつこ 小学館 2008 ア

植物図鑑 有川浩 角川書店 2009 ア

県庁おもてなし課 有川浩 角川書店 2011 ア

空飛ぶ広報室 有川浩 幻冬舎 2012 ア

倒れるときは前のめり 有川浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 ア

女の絶望 伊藤比呂美 光文社 2008 イ

父の生きる 伊藤比呂美 光文社 2014 イ

かなわない 植本一子 タバブックス 2016 ウ

ひとりでは生きられないのも芸のうち 内田樹 文藝春秋 2008 ウ

終わった人 内館牧子 講談社 2015 ウ

博士の愛した数式 小川洋子 新潮社 2003 オ

ニュータウンは黄昏れて 垣谷美雨 新潮社 2013 カ

八日目の蝉 角田光代 中央公論新社 2007 カ

平凡 角田光代 新潮社 2014 カ

トンネルの森１９４５ 角野栄子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015 カ

若冲 澤田瞳子 文藝春秋 2015 サ

ヨーコさんの“言葉” 佐野洋子 講談社 2015
Ｄ２３１２サ
（南）
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書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

橋のない川　１～７ 住井すゑ 新潮社 1992 ス

卵の緒 瀬尾まいこ マガジンハウス 2002 セ

おいしいものと恋のはなし 田辺聖子 世界文化社 2015 タ

思い出のとき修理します 谷瑞恵 集英社 2012 タ

ツナグ 辻村深月 新潮社 2010 ツ

東京會舘とわたし　上・下 辻村深月 毎日新聞出版 2016 ツ

世界の果てのこどもたち 中脇初枝 講談社 2015 ナ

サラバ！　上・下 西加奈子 小学館 2014 ニ

おおあたり 畠中恵 新潮社 2016 ハ

さいはての彼女 原田マハ 角川書店 2008 ハ

楽園のカンヴァス 原田マハ 新潮社 2012 ハ

永遠（とわ）をさがしに 原田マハ 河出書房新社 2016 ハ

暗幕のゲルニカ 原田マハ 新潮社 2016 ハ

野心と美貌　中年心得帳 林真理子 講談社 2014 ハ

ロマンティックあげない 松田青子 新潮社 2016 マ

風が強く吹いている 三浦しをん 新潮社 2006 ミ

きのね 宮尾登美子 朝日新聞出版 1990 ミＫ-Ｃ

羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋 2015 ミ

美しく生きるために　村岡花子エッセイ 村岡花子 主婦と生活社 2014 ム

大地の子　上・中・下 山崎豊子 文藝春秋 1991 ヤ

おかんの昼ごはん
親の老いと、本当のワタシと、仕事の選択

山田ズーニー 河出書房新社 2012 ヤ

おいしい中国　「酸甜苦辣」の大陸 楊　逸 文藝春秋 2010 ヤ

わたしの心のなか
シャロン・Ｍ・ドレイパー／
作　横山和江／訳 鈴木出版 2014 小Ｄ２３２ド

希望（ホープ）のいる町
ジョーン・バウアー/著
中田　香/訳 作品社 2010 Ｄ２３２バ

体の贈り物
レベッカ・ブラウン/著
柴田　元幸／訳 マガジンハウス 2001

Ｄ２３２ブ
（南）

耳の聞こえない子がわたります
マトリン・マーリー/作
日当　陽子/訳 フレーベル館 2007 小Ｄ２３２マ

ローズの小さな図書館
キンバリー・Ｗ・ホルト／作
谷口由美子／訳 徳間書店 2013 小Ｄ２３２ホ

超辛口先生の赤ペン俳句教室 夏井いつき 朝日出版社 2014 Ｄ２４１２チ

須賀敦子の手紙　１９７５－１９９７年友人への５５通 須賀敦子 つるとはな 2016 Ｄ２４１３ス

長い道 宮崎かづゑ みすず書房 2012 Ｄ２４１４ナ

はじめての親子ハイク関東周辺　　自然と遊ぶ２２コース ー ＪＴＢパブリッシング 2016 Ｄ２５４ハ

Ｅ．情報と市民活動

ウェブはバカと暇人のもの　現場からのネット敗北宣言 中川淳一郎 光文社 2009 Ｅ１２ウ

読まされ図書室 小林聡美 宝島社 2014 Ｅ１４１ヨ

絵本に魅せられて 佐藤英和 こぐま社 2016 Ｅ１４２エ

拝啓市長さま、こんな図書館をつくりましょう アントネッラ・アンニョリ みすず書房 2016 Ｅ１５ハ

もう東京はいらない　地域力を高めた９つの小さな町の大きな話
日本経済新聞出版社/
編

日本経済新聞出版社 2015 Ｅ２１モ
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Ｆ．国際協力と開発
書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

南国港町おばちゃん信金 原康子 新評論 2014 Ｆ１０ナ

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

世界の美しい街の美しいネコ 小林希 エクスナレッジ 2015 Ｆ３１セ

世界を食べよう！　東京外国語大学の世界料理 沼野恭子／編 東京外国語大学出版会 2015 Ｆ３１セ

ヒューマンライツ　人権をめぐる旅へ　香山リカ〈対談集〉 香山リカ　他 ころから 2015 Ｆ３３ヒ

物語のある風景　大好きな本を片手にめぐりたい街と絶景 ＭｄＮ編集部／編 エムディエヌコーポレーション 2016 Ｆ３１モ

★まんが・コミック

モット！となりの席は外国人 あらた真琴 ぶんか社 2013 アＭ

この世界の片隅に　上・中・下 こうの史代 双葉社
2008～
2009

コＭ

学校に行かなくなった日 琴葉とこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 コＭ

光とともに…　自閉症児を抱えて　１～１５、別巻 戸部けいこ 秋田書店
2001～
2016

トＭ

イグその愛と死 細川貂々 幻冬舎 2013 ホＭ

ルミとマヤとその周辺 ヤマザキマリ 講談社
2008～
2009

ヤＭ

★絵本

わたしのワンピース にしまきかやこ こぐま社 1969 Ｐワ

はじめてのキャンプ 林明子 福音館書店 1984 Ｐハ

おやすみ、ぼく
アンドリュー・ダッド/　文
落合恵子/訳 クレヨンハウス 2009 Ｐオ

★雑誌

文藝春秋 ー 文藝春秋 ー 7

オレンジページ ー オレンジページ ー 86

ビッグイシュー　日本 ー ビッグイシュー日本 ー 93
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◆フォーラム（男女共同参画センター横浜）の情報ライブラリは、女性にも男性にも役立つ、男女共

同参画社会をテーマにした情報を収集し、提供しています。 

◆資料はどなたでもご利用でき、横浜市在住または在勤・在学の方にはライブラリカードを発行し貸

出をしています。 

◆フォーラム（男女共同参画センター横浜）、フォーラム南太田（男女共同参画センター横浜南）、

アートフォーラムあざみ野（男女共同参画センター横浜北）の３館で資料の相互貸借サービスを

行っています。 

男女共同参画センター横浜 

情報ライブラリ 

ＴＥＬ：045-862-5056 


