
☆ 女子で生きる 2018年9月

書 名 著 ・ 編 者 出 版 社 出 版 年 請求番号
女子の心は、なぜ、しんどい？
「女」を生き抜くためのセルフカウンセリング

清水あやこ フォレスト出版 2018
Ｃ213ジ
（南）

「女子」という呪い 雨宮処凛
集英社
クリエイティブ

2018 Ａ21ジ

お坊さん、「女子の煩悩」どうしたら解決できますか？ 三浦性曉 青春出版社 2018
Ｂ11オ
（北）

ダメをみがく　“女子”の呪いを解く方法 津村記久子・深澤真紀 集英社 2017 Ｂ11ダ

女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原理恵子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017 Ｂ11オ

そういや私、女子だった！
すこやかでハッピーな童貞女子の日常

ひぐちさとこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 Ｂ13ソ

女子が旅に出る理由　Ｖｉｒｇｉｎ　Ｔｒｉｐ ＴＡＢＩＰＰＯ／編集 いろは出版 2014 Ｆ31ジ

女子校育ちはなおらない 辛酸なめ子　他 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 Ａ3734ジ

女子が読む官能小説 いしいのりえ 青弓社 2014 Ｅ141ジ

女子会川柳　１．２
シティリビング編集部
ポプラ社編集部／編

ポプラ社
2013
2014

Ｄ2412ジ

グズグズしないでお決めなさい！
恋の選択女子の決断

ゴマブッ子 幻冬舎 2013 Ｂ11グ

女子漂流　うさぎとしをんのないしょのはなし 中村うさぎ・三浦しをん 毎日新聞出版 2013 ミ

女子読みのススメ 貴戸理恵 岩波書店 2013 Ｅ141ジ

女子と作文 近代ナリコ 本の雑誌社 2013 Ｄ2411ジ

女子会２．０ 「ジレンマ＋」編集部／編 ＮＨＫ出版 2013 Ａ311ジ

女子の遺伝子
よしもとばなな
三砂ちづる

亜紀書房 2013 ヨ

だって、女子だもん！！　雨宮まみ対談集 雨宮まみ　他 ポット出版 2012 ア

☆ 女子と社会問題

女子と貧困　乗り越え、助け合うために 雨宮処凛 かもがわ出版 2017
Ａ311ジ
（南）

シングル女性の貧困
非正規職女性の仕事・暮らしと社会的支援

横浜市男女共同
参画推進協会　他　編

明石書店 2017 Ａ311シ

大卒無業女性の憂鬱
彼女たちの働かない・働けない理由

前田正子 新泉社 2017 Ａ311ダ

女子大生風俗嬢　若者貧困大国・日本のリアル 中村淳彦 朝日新聞出版 2015 Ａ311ジ

セーラームーン世代の社会論
アラサー女子の解体新書！？

稲田豊史
すばる舎
リンケージ

2015 Ａ311セ

女子のチカラ 米澤泉 勁草書房 2015 Ａ281ジ

女子高生の裏社会
「関係性の貧困」に生きる少女たち

仁藤夢乃 光文社 2014 Ａ381ジ

「女子」の誕生 米澤泉 勁草書房 2014
Ｅ161ジ
（北）

東アジアのフィールドを歩く
女子大学生がみた日・中・韓のすがお

李泳采・恵泉女学園大学
東アジアＦＳグループ／編著

梨の木舎 2014 Ａ312ヒ

女子大生原発被災地ふくしまを行く
神戸女学院大学石川康宏
ゼミナール／編著

かもがわ出版 2014 Ａ362ジ

高学歴女子の貧困
女子は学歴で「幸せ」になれるか？

栗田隆子　他 光文社 2014
Ａ311コ
（北）

女子会「憲法」サークル 近藤三津枝 ＰＨＰ研究所 2013 Ａ111ジ

男女共同参画センター横浜　情報ライブラリ資料リスト

(請求番号：無印はフォーラム、北はアートフォーラムあざみ野、南はフォーラム南太田所蔵です。どの本も３館で貸し出しできます。）

「女子」ということばから社会を見てみれば・・・

～主体的に女子を生きるわたしたち～



☆ 女子と人間関係

書 名 著 ・ 編 者 出 版 社 出 版 年 請求番号

「女子の人間関係」から身を守る本 石原加受子／監修 ＰＨＰ研究所 2017
Ｂ31ジ
（南）

女子の国はいつも内戦 辛酸なめ子 河出書房新社 2014 シ

女子の人間関係　整理整頓 水島広子 サンクチュアリ出版 2014 Ｂ31ジ

格付けしあう女たち　「女子カースト」の実態 白河桃子 ポプラ社 2013 Ｂ31カ

☆ 女子と仕事

女子の働き方
男性社会を自由に歩く「自分中心」の仕事術

永田潤子 文響社 2017
Ｂ220ジ
（北）

女子の給料＆職業図鑑 給料ＢＡＮＫ 宝島社 2017
Ｂ222ジ
（北）

女子のひとり起業２年目の教科書
マイペースでずっと働く！

滝岡幸子 同文舘出版 2016 Ｂ241ジ

女子のひとり起業　マイペースで働く！ 滝岡幸子 同文舘出版 2015 Ｂ24ジ

定年女子
これからの仕事、生活、やりたいこと　Ａｒｏｕｎｄ６０

岸本裕紀子 集英社 2015 Ｂ15テ

「産む」と「働く」の教科書 齊藤英和・白河桃子 講談社 2014 Ｂ１３ウ

お客様が不思議とファンに変わる！女子脳営業術　 舛岡美寿子 こう書房 2013 Ｂ234オ

給与明細で比べる「女子のお仕事」 働く女子研 宝島社 2013 Ｂ214キ

わたし色の生き方　女子才彩 石山智恵 ＰＨＰ研究所 2013 Ａ263ワ

女子のキャリア　〈男社会〉のしくみ、教えます 海老原嗣生 筑摩書房 2012
Ｂ220ジ
（北）

女子社長の優雅で過激な毎日
「爆笑問題と私」の未来はどうなる？

太田光代 大和書房 2012 Ｂ241ジ

山形ガールズ農場！　女子から始める農業改革 菜穂子 角川書店 2012 Ａ3112ヤ

☆ 女子と健康

オトナ女子あばれるカラダとのつきあい方
マリ先生の健康教室　更年期・加齢期のトラブルはこうして解決する

常喜眞理 すばる舎 2018 Ｃ26オ

女子と乳がん 松さや香 扶桑社 2017 Ｃ322ジ

やせる、不調が消える読む冷えとり
女子の体の悩みは、あたためれば解消

石原新菜／監修 主婦の友社 2017
Ｃ313ヤ
（北）

腹筋を美しく見せる！女子の体幹トレーニング ＭＡＹＵＭＩ／監修 成美堂出版 2017 Ｃ313フ

女子の体幹レッスン　美しい身体になる筋肉のつけ方 広瀬統一 学研プラス 2015
Ｃ313ジ
（北）

カラダいたわりＢＯＯＫ
女子だからこそ抱える不調５０をすっきり解消！

ー エイ出版社 2014
Ｃ313

（南）

女子漢方　つらい症状を改善 木下優子　他 法研 2013
Ｃ315ジ

（南）

女子のためのカラダ事典 小池ひとみ/監修 新星出版社 2012
Ｃ11ジ
（南）

男女共同参画センター横浜　情報ライブラリ資料リスト

「女子」ということばから社会を見てみれば・・・

(請求番号：無印はフォーラム、北はアートフォーラムあざみ野、南はフォーラム南太田所蔵です。どの本も３館で貸し出しできます。）
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～主体的に女子を生きるわたしたち～


