
Ａ．女性論とその周辺 2018年4月作成

書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

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

知らないと損をする！国の制度をトコトン使う本 清水京武 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017 A３５３シ

男も女もみんなフェミニストでなきゃ
チママンダ・ンゴズィ・
アディーチェ

河出書房新社 2017 Ａ２３オ

ウドウロク 有働由美子 新潮社 2014 ｆ１ウ

女子校育ちはなおらない 辛酸なめ子　他 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 ジＭ

この世界の片隅に　上・中・下 こうの史代 双葉社
2008
2009 コＭ

「暮しの手帖」とわたし 大橋鎭子 暮しの手帖社 2016 f１オ

ハイスペック女子の憂鬱 矢島新子 洋泉社 2017 A３１１ハ

小林カツ代伝　私が死んでもレシピは残る 中原一歩 文藝春秋 2017 ｆ１コ

まんぷく横浜 山本あり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 ヤＭ

ウソつきの国 勢古浩爾 ミシマ社 2017 A３５ウ

発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 栗原類 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 Ａ３８３ハ

神奈川すてきな旅ＣＡＦＥ　森カフェ＆海カフェ
エー・アール・ティ
鎌倉編集部 メイツ出版 2016 Ａ３１１３カ

娘が不登校になりました。
「うちの子は関係ない」と思ってた

小林薫 ぶんか社 2016 Ａ３８１ム

「奨学金」地獄 岩重佳 小学館 2017 Ａ３５２シ

不登校の１７歳。　出席日数ギリギリ日記 青木光恵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017 Ａ３８１フ

もしもごはん 今泉マユ子 清流出版 2016 A３５５モ

×華のやらかし日記 沖田×華 ぶんか社 2013 オＭ

３７．５℃の涙　1～3 椎名チカ 小学館 2014 シＭ

下り坂をそろそろと下る 平田オリザ 講談社 2016 Ａ３５ク

母さんごめん、もう無理だ 朝日新聞社会部 幻冬舎 2016 Ａ１１４カ

Ｂ．生きかた・しごと

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

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

ダーリンは７０歳 西原理恵子 小学館 2016 Ｂ３３ダ

「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理由（ワケ） 汐街コナ あさ出版 2017 Ｂ２１７シ

角野栄子の毎日いろいろ 角野栄子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017 Ｂ１１カ

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

皿洗いするの、どっち？　目指せ、家庭内男女平等！ 山内マリコ マガジンハウス 2017 B１７サ

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

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

母がしんどい 田房永子 新人物往来社 2012 Ｂ３４ハ

はじめての転職ガイド必ず成功する転職　2019 谷所健一郎 マイナビ出版 2017
仕１

Ｂ２２３ハ

とらわれない生き方母として ヤマザキマリ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015 Ｂ３４１ト

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

わたしらしく働く！ 服部みれい マガジンハウス 2016
仕１３

Ｂ２２ワ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どの本も３館で貸し出しできます！
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Ｂ．生きかた・しごと          2018年4月作成

書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

母からの解放　娘たちの声は届くか 信田さよ子 ホーム社 2016 Ｂ３４ハ

女たちの和平交渉 小島慶子 光文社 2016 Ｂ３４１オ

大人の流儀　７　さよならの力 伊集院静 講談社 2017 Ｂ１１オ

どうしても嫌いな人　すーちゃんの決心 益田ミリ 幻冬舎 2010 マＭ

明日、会社に行くのが楽しみになる　お仕事のコツ事典 文響社編集部/編 文響社 2016
Ｂ２２０オ
(南・北）

ハローワーク１５０％トコトン活用術 日向咲嗣 同文舘出版 2017 Ｂ２２３ハ

結婚の嘘 柴門ふみ 中央公論新社 2017 Ｂ１７ケ

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

働くお母さんの楽しみ方　仕事、子育て、そして家事。 西郷美穂子 朝日新聞出版 2016
仕６

Ｂ３４１ハ

すーちゃん 益田ミリ 幻冬舎 2006 マＭ

Ｃ．こころとからだ

女性のための養生ごはん 青山有紀 マイナビ出版 2017 Ｃ３１６ジ

敏感過ぎる自分に困っています 長沼睦雄 宝島社 2017
Ｃ２１ビ
（南・北）

１３歳、「私」をなくした私　性暴力と生きることのリアル 山本潤 朝日新聞出版 2017 Ｃ１３ジ

こりずに毎日やらかしてます。　発達障害漫画家の日常 沖田×華 ぶんか社 2016 Ｃ３２３マ

赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア 白川美也子 アスク・ヒューマン・ケア 2016 Ｃ２１ア

いつも怒っている人もうまく怒れない人も
図解アンガーマネジメント

戸田久実 かんき出版 2016 Ｃ２１イ

心と体によく効く　引き寄せ瞑想ヨガ 椎名慶子 日本文芸社 2016
Ｃ３１３ヒ

（北）

せいのめざめ 益田ミリ・武田砂鉄 河出書房新社 2017 Ｃ１１セ

うつヌケ　うつトンネルを抜けた人たち 田中圭一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017 Ｃ３２３ウ

きちんとかんたん離乳食 中村美穂 赤ちゃんとママ社 2017 Ｃ２５２キ

どんなに体がかたい人でも
ベターッと開脚できるようになるすごい方法

Ｅｉｋｏ サンマーク出版 2016 Ｃ３１３ド

ムショ医　1,2 佐藤智美 芳文社 2009 サＭ

自律神経が整う時間コントロール術 小林弘幸 小学館 2016 Ｃ３２３ジ

死を笑う　うさぎとまさると生と死と 中村うさぎ・佐藤優 毎日新聞出版 2015 Ｃ２７シ

だって更年期なんだもーん ほしばあやこ　他 主婦の友社 2009～2017 Ｃ２６ダ

ヨガが丸ごとわかる本 Ｙｏｇｉｎｉ編集部／編 エイ出版社 2016
Ｃ３１３ヨ

（北）

わたしは漢方美人 遠野かず実 集英社クリエイティブ 2016 Ｃ３１５ワ

Ｄ．生活と芸術・文学

きのう何食べた？　1～13 よしながふみ 講談社 2007～2017 ヨＭ

しない家事 マキ すばる舎 2016 Ｄ１１シ

平野レミのお勝手ごはん 平野レミ 宝島社 2016 Ｄ１４３ヒ

ふしぎの国のバード　1～3 佐々大河 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015～2016 サＭ

羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋 2015 ミ

傘寿まり子　1～4 おざわゆき 講談社 2016～2017 オＭ

定年男子定年女子　４５歳から始める「金持ち老後」入門！ 大江英樹・井戸美枝 日経ＢＰ社 2017 Ｄ１２１テ

忙しいママでもできる！毎日の時短ごはん 田内しょうこ 辰巳出版 2016 Ｄ１４３イ
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Ｄ．生活と芸術・文学 2018年4月作成

書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

３月のライオン　1～13 羽海野チカ 白泉社 2008～2017 ウＭ

今日の人生 益田ミリ ミシマ社 2017
Ｄ２３１２マ
（南・北）

弟の夫　1～3 田亀源五郎 双葉社 2015～2016 タＭ

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

ごはんですよ　くり返し作るわたしの定番レシピ集 なかしましほ 文藝春秋 2011 Ｄ１４３ゴ

こんぺいとう
八十歳を生きてきた…八十人の喜びや哀しみを綴った人生の詩

松山真子 星の環会 2016 Ｄ２４１２コ

北欧テイストのシンプルすっきり暮らし Ｍisa マイナビ出版 2016 D１５ホ

海街ｄｉａｒｙ　1～8 吉田秋生 小学館 2007～2017 ヨＭ

Ｅ．情報と市民活動

重版出来！　1～3 松田奈緒子 小学館 2013～2014 オ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
（南・北）

僕らが毎日やっている最強の読み方 池上彰・佐藤優 東洋経済新報社 2016 Ｅ１６１ボ

Ｎ女の研究 中村安希 フィルムアート社 2016 Ｅ２３エ

一瞬で片づく！ずるいパソコン仕事術 中山真敬 宝島社 2017
Ｅ１３イ
（北）

読まされ図書室 小林聡美 宝島社 2014 Ｅ１４１ヨ

ａｎ・ａｎの嘘 酒井順子 マガジンハウス 2017 Ｅ１６１ア

夜明けの図書館　1～3 埜納タオ 双葉社 2011～2014 ノＭ

ウィンドウズ１０基本＆便利ワザまるわかり ー 学研プラス 2017 Ｅ１３ウ

これからはじめるエクセルの本 井上香緒里 技術評論社 2017
仕７

Ｅ１３コ

妻が遺した一枚のレシピ 山田和夫 青志社 2015 Ｅ２２ツ

「考える人」は本を読む 河野通和 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017 Ｅ１４１カ

７日でわかる！はじめてのスマホ ＮＨＫ出版/編 ＮＨＫ出版 2015
Ｅ１１ナ
（南）

Ｅｘｃｅｌお悩み解決ＢＯＯＫ
きたみあきこ
できるシリーズ編集部 インプレス 2015

Ｅ１３エ
（北）

定番のＬＩＮＥ　＆　Ｆａｃｅｂｏｏｋ　＋Ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ，Ｉｎｓｔａｇｒａｍ
丸山弘詩
佐々木和宏 マイナビ出版 2016

Ｅ１２テ
（北）

Ｆ．国際協力と開発

パリに住むこと、生きること 雨宮塔子 文藝春秋 2016 Ｆ３１３パ

北欧女子オーサが見つけた日本の不思議　1.3 オーサ・イェークストロム ＫＡＤＯＫＡＷＡ
2015
2017 Ｆ３１１ホ

今日も世界のどこかでひとりっぷ ひとりっＰ 集英社 2016 Ｆ３１３キ

韓国女ひとり旅 ミカヅキカンナ 中経出版 2012 Ｆ３１２カ

日本人の知らない日本語　1～4 蛇蔵・海野凪子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2009～2013 ウＭ

３泊５日のハノイ旅ガイドＢＯＯＫ 西澤智子 河出書房新社 2017 Ｆ３１２ハ

渡辺直美の撮る！旅！台湾！ 渡辺直美 光文社 2016 Ｆ３１２ワ

台湾女ひとり旅 ヒラマツオ 中経出版 2013 Ｆ３１２タ

ｋ．ｍ．ｐ．の、台湾ぐるぐる。 ｋ．ｍ．ｐ． 東京書籍 2017 Ｆ３１２タ

女ひとり韓国ごはん旅 acha 中経出版 2013 Ｆ３１２オ

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

幻冬舎
メディアコンサルティング 2015 Ｆ３１オ

ハワイ女ひとり旅 アヌエヌエリエ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 Ｆ３１５ハ

男女共同参画センター横浜　情報ライブラリ資料リスト

2017年度　よく読まれた本


