
小分類名 小分類№ No 図書名 著者名 発行所（者）

女性問題・男性問題 52001 1109 女医問題ぶった斬り！－女性減点入試の真犯人－ 筒井冨美 光文社新書

女性問題・男性問題 52001 1110 ハラスメントの境界線－セクハラ・パワハラに戸惑う男たち－ 白河桃子 中公新書ラクレ

女性問題・男性問題 52001 1111 シニアシングルズ　女たちの知恵と縁
わくわくシニアシン
グルズ 大月書店

女性問題・男性問題 52001 1112 お金のために働く必要がなくなったら、何をしますか？
エノ・シュミット、山森
亮、堅田香緒里、山
口純

光文社

女性問題・男性問題 52001 1113 総務部長はトランスジェンダー　父として、母として 岡部鈴 文藝春秋

女性問題・男性問題 52001 1114 樹木希林１２０の遺言－死ぬときぐらい好きにさせてよ－ 樹木希林 宝島社

女性問題・男性問題 52001 1115 ヤングケアラー－介護を担う子ども・若者の現実－ 澁谷智子 中央公論新社

女性問題・男性問題 52001 1116 炎上しない企業情報発信　ジェンダーはビジネスの新教養である 治部れんげ 日本経済新聞出版社

女性問題・男性問題 52001 1117 女５０歳からの１００歳人生の生き方 小島貴子 さくら舎

女性問題・男性問題 52001 1118 オトナの保健室　セックスと格闘する女たち
朝日新聞『女子
組』取材班

集英社

女性問題・男性問題 52001 1119 文系と理系はなぜ分かれたのか 隠岐さや香 星海社

女性問題・男性問題 52001 1120 おちゃめに１００歳！寂聴さん 瀬尾まなほ 光文社

女性史 52002 267 百年の女－『婦人公論』が見た大正、昭和、平成－ 酒井順子 中央公論新社

女性史 52002 268 『家族・地域のなかの女性と労働』－共稼ぎ労働文化のもとで 木本喜美子 明石書店

性・こころ・からだ 52003 612 女性のための漢方生活レッスン 薬日本道 主婦の友社

性・こころ・からだ 52003 613 男子が１０代のうちに考えておきたいこと 田中俊之 岩波新書

性・こころ・からだ 52003 614 みんなの「わがまま」入門 富永京子 左右社

性・こころ・からだ 52003 615 大丈夫。人間だからいろいろあって 香山リカ 新日本出版

性・こころ・からだ 52003 616 わたしを決めつけないで
小林深雪・落合由佳・
黒川裕子・大島恵真 講談社

性・こころ・からだ 52003 617 相手も自分も大切にするコミュニケーション＋社会学 吉井奈々 晃洋書房

性・こころ・からだ 52003 618 ありがとうって言えたなら 瀧波ユカリ 文藝春秋

性・こころ・からだ 52003 619 ハッピーシニアの参考書 河村都 海竜社

性・こころ・からだ 52003 620 ほめ下手だから上手くいく 西村貴好 ユサブル

家・家族・福祉 52004 625 夫の扶養からぬけだしたい ゆむい KADOKAWA

仕事・労働 52005 438 わたし、定時で帰ります。 矢野帰子 新潮社

仕事・労働 52005 439 わたし、定時で帰ります。ハイパー 矢野帰子 新潮社

仕事・労働 52005 440 「アンコンシャス・バイアス」マネジメント　最高のリーダーは自分を信じない 守屋智敬 かんき出版

教育・その他 52006 355 むらさきのスカートの女 今村夏子 朝日新聞出版

教育・その他 52006 356 用事のない旅 森まゆみ 産業編集センター

教育・その他 52006 357 人生で大切なことはすべて家庭科で学べる 末松孝治 文芸社

令和元年度 男女共同参画関連 新着図書のご案内（情報ルーム）
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小分類名 小分類№ No 図書名 著者名 発行所（者）

キャリアアップ 52007 205 先輩に可愛がられ、同僚に疎まれず、後輩に慕われる女子になる 関下昌代 中央公論

キャリアアップ 52007 206 プロティアン 田中研之輔 日経BP

キャリアアップ 52007 207 日本の天井 石井妙子 KADOKAWA

キャリアアップ 52007 208 楽しくなければ仕事じゃない 干場弓子
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

キャリアアップ 52007 209 最軽量のマネジメント 山田理 ライツ社

キャリアアップ 52007 210 「人生の勝率」の高め方 土井英司 KADOKAWA

キャリアアップ 52007 211 サードドア
アレックス・バナ
ヤン、大田黒奉
之

東洋経済新報社

キャリアアップ 52007 212 仕事が早いのにミスしない人は何をしているのか？ 飯野謙次 文響社

キャリアアップ 52007 213 最高の教師がマンガで教える目標達成のルール 原田隆史 日経BP

キャリアアップ 52007 214 女の視点で見直す人材育成 中原淳 ダイヤモンド社

キャリアアップ 52007 215 日本の未来は女性が決める！ ビル・エモット 日本経済新聞出版社

キャリアアップ 52007 216 企業ファースト化する日本　虚妄の「働き方改革」を問う 竹信三恵子 岩波新書

キャリアアップ 52007 217 赤ちゃん本部長 竹内佐千子 講談社

起業・経営 52008 74 ２１世紀の女性と仕事 大沢真知子 キャリア文庫

起業・経営 52008 75 女性のための「起業の教科書」 豊増さくら 日本実業出版社

起業・経営 52008 76 地方を変える女性たち 麓幸子 日経BP社

再就職・就業 52009 72 ４０歳からの「転職格差」まだ間に合う人、もう手遅れな人 黒田真行 PHP研究所

再就職・就業 52009 73
「いつでも転職できる」を武器にする市場価値に左右されない「自分軸」の作
り方

松本利明 KADOKAWA

両立支援 52010 94 なぜ共働きも専業もしんどいのか－主婦がいないと回らない構造－ 中野円佳 PHP研究所

両立支援 52010 95 新・ワーママ入門 堀江敦子
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

令和元年度 男女共同参画関連 新着図書のご案内（ふくい女性活躍支援センター）
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