
書 名 著 ・ 編 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

★小島慶子（こじま　けいこ）

女たちの和平交渉 小島慶子 光文社 2016 B341オ

不自由な男たち　その生きづらさは、どこから来るのか 小島慶子・田中俊之 祥伝社 2016 A221フ

屈折万歳！ 小島慶子 岩波書店 2015 B12ク

大黒柱マザー
夫が仕事をやめたから一家で海外に引っ越してみた！

小島慶子 双葉社 2014 コ

解縛　しんどい親から自由になる 小島慶子 新潮社 2014 コ

★湯山玲子（ゆやま　れいこ）

日本人はもうセックスしなくなるのかもしれない
湯山玲子
二村ヒトシ

幻冬舎 2016 C11ニ

喝！　迷える女子の人生相談 湯山玲子 小学館 2015
B11カ
(北）

男をこじらせる前に　男がリアルにツラい時代の処方箋 湯山玲子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015 A221オ

文化系女子という生き方　「ポスト恋愛時代宣言」！ 湯山玲子 大和書房 2014
A311ブ
（北）

ベルばら手帖　マンガの金字塔をオトナ読み！ 湯山玲子 マガジンハウス 2013 D2114ベ

★ジェーン・スー

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

ジェーン・スー相談は踊る
ＴＢＳラジオ「ジェーン・
スー相談は踊る」

ポプラ社 2015
B11ジ
（北）

私たちがプロポーズされないのには、１０１の理由があってだな ジェーン・スー  ポプラ社 2013 B17ワ

貴様いつまで女子でいるつもりだ問題 ジェーン・スー 幻冬舎 2014 ジ

★犬山紙子（いぬやま　かみこ）

女は笑顔で殴りあう　マウンティング女子の実態
犬山紙子
瀧波ユカリ

筑摩書房 2014 B31オ

高学歴男はなぜモテないのか 犬山紙子 扶桑社 2013 A221コ

負け美女　ルックスが仇になる 犬山紙子 マガジンハウス 2011 A311マ

多様な生き方を提案～ペンの力で発信！
★大橋鎭子（おおはし　しずこ）

「暮しの手帖」とわたし　ポケット版 大橋鎭子 暮しの手帖社 2016 ｆ１オ

すてきなあなたに　1～６　ポケット版 大橋鎭子 暮しの手帖社 2015 Ｄ11ス

★佐野洋子（さの　ようこ）

ヨーコさんの“言葉” 佐野洋子/文 講談社 2015 サ

北京のこども 佐野洋子 小学館 2016 サ

もぞもぞしてよゴリラ／ほんの豚ですが 佐野洋子 小学館 2015 サ

シズコさん 佐野洋子 新潮社 2008 サ

１００万回生きたねこ 佐野洋子/作・絵 講談社 1978 Ｐヒ
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発言！発信！する女性たち
請求番号：無印はフォーラム、南はフォーラム南太田、北はアートフォーラムあざみ野所蔵です。どの本も３館で貸し出しできます。

女性の意見を述べる～マスコミから発信！
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★米原万里（よねはら　まり）

米原万里ベストエッセイ　１、2 米原万里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 ヨ

偉くない「私」が一番自由 米原万里 文藝春秋 2016 ヨ

マイナス５０℃の世界 米原万里 角川学芸出版 2012 Ｆ313マ

心臓に毛が生えている理由（わけ） 米原万里 角川学芸出版 2008 ヨ

終生ヒトのオスは飼わず 米原万里 文藝春秋 2007 ヨ

★伊藤比呂美（いとう　ひろみ）

女の一生 伊藤比呂美 岩波書店 2014 イ

今日　Ｔｏｄａｙ 伊藤比呂美　訳 福音館書店 2013 Ｐキ

新訳説経節 伊藤比呂美 平凡社 2015 D2311シ

木霊草霊 伊藤比呂美 岩波書店 2014 イ

父の生きる 伊藤比呂美 光文社 2014 イ

★上野千鶴子（うえの　ちずこ）

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

おひとりさまの最期 上野千鶴子 朝日新聞出版 2015 Ｃ27オ

非婚ですが、それが何か！？
上野千鶴子
水無田気流

ビジネス社 2015 Ｂ16ヒ

セクシュアリティをことばにする　上野千鶴子対談集 上野千鶴子 青土社 2015 Ｃ11セ

思想をかたちにする　上野千鶴子対談集 上野千鶴子 青土社 2015 Ａ350シ

★伊藤野枝（いとう　のえ）

定本伊藤野枝全集 伊藤野枝 学芸書林 2000 D2418イ

吹けよあれよ風よあらしよ　伊藤野枝選集
伊藤野枝/著
森まゆみ/編

学芸書林 2011 D2418イ

★平塚らいてう（ひらつか　らいちょう）

平塚らいてう著作集１～７ 平塚らいてう 大月書店
1983～
1984

全Ａ218ヒ

元始、女性は太陽であった　平塚らいてう自伝 平塚らいてう 大月書店
1971～
1973

ｆ１ヒ

平塚らいてう　わたくしの歩いた道 平塚らいてう 日本図書センター 1994 ｆ１ヒ

むしろ女人の性を礼拝せよ　平塚らいてう新性道徳論集 平塚らいてう 人文書院 1977 Ａ21ム

らいてうの姿、ちひろの想い
平塚らいてう/著　飯島ユキ/編
著　いわさきちひろ/画 一兎舎 2009 Ｄ2412ラ

★北原みのり（きたはら　みのり）

奥さまは愛国 北原みのり 河出書房新社 2014 Ａ311オ

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

毒婦たち　東電ＯＬと木嶋佳苗のあいだ
北原みのり・上野千鶴子・
信田さよ子 河出書房新社 2013 Ａ22ド

アンアンのセックスできれいになれた？ 北原みのり 朝日新聞出版 2011 Ｃ11ア

毒婦。　木嶋佳苗１００日裁判傍聴記 北原みのり 講談社 2013 Ａ35ド
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請求番号：無印はフォーラム、南はフォーラム南太田、北はアートフォーラムあざみ野所蔵です。どの本も３館で貸し出しできます。

多様な生き方を提案～ペンの力で発信！

社会を変える～女性の視点から発信！
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★岡崎京子（おかざき　きょうこ）

岡崎京子戦場のガールズ・ライフ 岡崎京子 平凡社 2015
D2114オ

（北）

オカザキ・ジャーナル 岡崎京子 平凡社 2015 D2114オ

岡崎京子の仕事集
岡崎京子／著
増渕俊之／編

文藝春秋 2012
D2114オ

（北）

ｐｉｎｋ　新装版 岡崎京子 マガジンハウス 2010 オM

ヘルター・スケルター 岡崎京子 祥伝社 2003 オM

★西原理恵子（さいばら　りえこ）

ダーリンは７０歳 西原理恵子 小学館 2016 Ｂ15ダ

毎日かあさん　1～12 西原理恵子 毎日新聞出版
2004～
2015

サＭ

スナックさいばらおんなのけものみち 西原理恵子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
2013～
2014

サ

きみのかみさま 西原理恵子 角川書店 2010 Pキ

いきのびる魔法　いじめられている君へ 西原理恵子 小学館 2013 Ｐイ

★沖田×華（おきた　ばっか）

こりずに毎日やらかしてます。・ますます毎日やらかしてます。
毎日やらかしてます。 沖田×華 ぶんか社

2016
2.014
2012

Ｃ323マ

蜃気楼家族　１～４ 沖田×華 幻冬舎
2010～
2014

オＭ

ニトロちゃん 沖田×華 光文社 2013 オＭ

★こうの史代（こうの　ふみよ）

日の鳥 こうの史代 日本文芸社 2014 コＭ

ぼおるぺん古事記　1～3 こうの史代 平凡社 2012 コＭ

この世界の片隅に　上中下 こうの史代 双葉社 2009 コＭ

夕凪の街　桜の国 こうの史代 双葉社 2004 コＭ

★草間彌生（くさま　やよい）

草間彌生 草間彌生 平凡社 2014
D211ク
（北）

不思議の国のアリス　Ｗｉｔｈ　ａｒｔｗｏｒｋ　ｂｙ草間彌生 草間彌生 グラフィック社 2013
D2111フ

（北）

わたし超スキッ！！草間彌生　世界を感動させた自己愛 草間彌生 美術出版社 2013
D211ワ
（北）

水玉の履歴書 草間彌生 集英社 2013
D211ミ
（北）

草間彌生、たたかう
ワタリウム美術館／企画
草間彌生スタジオ／協力・監修 ＡＣＣＥＳＳ 2010

D2112ク
（北）

★蜷川実花（にながわ　みか）

ＭＡＭＡ　ＭＡＲＩＡ　ｖｏｌ．１ 蜷川実花／責任編集 光文社 2013
B341マ
（北）

オラオラ女子論 蜷川実花 祥伝社 2012 D2112オ

桜 蜷川実花 河出書房新社 2011
D2112サ

（北）

ニナデジ 蜷川実花 ＭＡＴＯＩ　ＰＵＢＬＩＳＨＩＮＧ 2011
D2112ニ

（北）

ＮＩＮＡＧＡＷＡ　ＷＯＭＡＮ 蜷川実花 講談社 2008
D2112ニ

（北）
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自分らしさ～マンガで発信！

芸術で表現～アートで発信！
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★清川あさみ（きよかわ　あさみ）

男糸 清川あさみ 講談社 2013
Ｄ2112ダ

（北）

こども部屋のアリス
ルイス・キャロル/著
清川あさみ/絵

リトルモア 2013
Ｐコ
（北）

かみさまはいるいない？
谷川俊太郎/著
清川あさみ/絵

クレヨンハウス 2012
Ｐカ
（北）

美女採集 清川あさみ 講談社 2012
Ｄ2112ビ

（北）

もうひとつの場所 清川あさみ/絵 リトルモア 2011
Ｄ215モ
（北）

★西村玲子（にしむら　れいこ）

玲子さんのおしゃれクロゼット 西村玲子 ポプラ社 2016
D131レ
（南）

おしゃれは楽しくいつも好きな服で 西村玲子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015
D131オ
（北）

もっと素敵に、美しく 西村玲子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014
D131モ
（南）

よそおい手帖 西村玲子 毎日新聞出版 2014
D131ヨ
（南）

西村玲子のていねいだけど軽やかな暮らし 西村玲子 ハルメク 2014
D11ニ
（南）

★阿部絢子（あべ　あやこ）

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
（南・北）

６０代の生き方・働き方　第二の人生を楽しむ心得帖 阿部絢子 大和書房 2015
B15ロ

（南・北）

６０歳からの「シンプルな家事」私の方法 阿部絢子 三笠書房 2014
D112ロ
（南）

男子家事　料理・洗濯・掃除は、男の道楽！ 阿部絢子 マガジンハウス 2013
D112ダ
（北）

阿部絢子のひとりでもハッピーに生きる技術 阿部絢子 主婦の友社 2013 B15ア

★枝元なほみ（えだもと　なおみ）

親子でがっちょりおかん飯
枝元なほみ
西原理恵子

毎日新聞出版 2015
D143オ
（南）

今日もフツーにごはんを食べる 枝元なほみ 芸術新聞社 2013 D143キ

世界一あたたかい人生相談
枝元なほみ
ビッグイシュー販売者

講談社 2011
D143セ
（北）

なにたべた？　伊藤比呂美＋枝元なほみ往復書簡
枝元なほみ
伊藤比呂美

中央公論新社 2011 D143ナ

かくし味は旅を少々 枝元なほみ
スイッチ・パブリッシン
グ

2010 D2413カ

★辰巳芳子（たつみ　よしこ）

辰巳芳子の野菜に習う 辰巳芳子 マガジンハウス 2016 D143タ

娘につたえる私の味　６月～１２月
辰巳芳子
辰巳浜子

文藝春秋 2015 D143ム

食に生きて　私が大切に思うこと 辰巳芳子 新潮社 2015 D14シ

食といのち 辰巳芳子 文藝春秋 2012 D14シ
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芸術で表現～アートで発信！

ファッション・生活・料理～日常の場から発信！


