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タイトル 著編者 出版者 請求記号

大正期の女性雑誌＜新装普及版＞　 近代女性文化史研究会∥著 大空社

愛・性・家族の哲学２　 藤田  尚志∥編 ナカニシヤ出版

愛・性・家族の哲学１　 藤田  尚志∥編 ナカニシヤ出版

女性のキャリアアップ３８の嘘　 ジェーン・ミラー∥著 すばる舎

働く女性たちへ　 佐々木  常夫∥著 ＷＡＶＥ出版

伸びる女の社内政治力　 関下  昌代∥著 さくら舎

婦人常識訓　 下田  歌子∥著 三元社

村に火をつけ、白痴になれ　 栗原  康∥著 岩波書店

インド独立の志士「朝子」　 笠井  亮平∥著 白水社

ヒラリー・クリントン  本当の彼女　 カレン・ブルーメンタール∥著 汐文社

幻の旅路　 大湾  節子∥著 茉莉花社

女たちの情熱政治　 東京新聞・北陸中日新聞取材班∥編 明石書店

公民権運動の歩兵たち　 北  美幸∥著 彩流社

女性弁護士がわかりやすく書いた  離婚したいと思ったら読む本　 中里  妃沙子∥著 自由国民社

女子高生社長、経営を学ぶ　 椎木  里佳∥著 ダイヤモンド社

女性活躍の教科書　 麓  幸子・日経ＢＰヒット総合研究所∥編 日経ＢＰ社

愛を言い訳にする人たち　 山口  のり子∥著 梨の木舎

教養としてのジェンダーと平和　 風間  孝∥編著 法律文化社

ジェンダー研究／教育の深化のために　 小林  富久子∥編 彩流社

これからの女性の基礎力　 坂東  眞理子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

アフリカの女性とリプロダクション　 落合  雄彦∥編著 晃洋書房

未来をひらく男女共同参画　 西岡  正子∥編著 ミネルヴァ書房

家族という名のクスリ　 金  美齢∥著 ＰＨＰ研究所

アメリカで生きた女性たち　 浅井  正行∥著 風間書房

後妻白書　 工藤  美代子∥著 小学館

ＬＧＢＴサポートブック　 はた  ちさこ∥編著 保育社

たたかうＬＧＢＴ＆アート　 山田  創平∥編 法律文化社

同性愛は「病気」なの？　 牧村  朝子∥著 星海社

ストーカー加害者　 田淵  俊彦∥著 河出書房新社

１０代の母というライフスタイル　 大川  聡子∥著 晃洋書房
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大学生のキャリアとジェンダー　 谷田川  ルミ∥著 学文社

幸年期メソッド　 宇江佐  りえ∥著 自由国民社

ザ・町工場　 諏訪  貴子∥著 日経ＢＰ社

女ひとりの楽しい暮らし方　 越  龍子∥編 オレンジページ

結婚したらすぐ考えるお金のこと　 カタノ  トモコ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

颯爽美人になる心と体の筋トレ　 山本  元一∥監修 ブルーロータスパブリッシング

子育てをブラックにしないための最新心理メソッド　 尾畠  真由美∥著 三恵社

今日も今日とてイヤイヤ期　 きの  かんち∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ハワイの女神ペレに導かれて　 佐藤  知己∥著 かざひの文庫

女流画家ゲアダ・ヴィーイナと「謎のモデル」　 荒俣  宏∥著 新書館

女性と茶の湯のものがたり　 依田  徹∥著 淡交社

やさしくあがりを治す本　 鳥谷  朝代∥著 すばる舎

「フランスかぶれ」の誕生　 山田  登世子∥著 藤原書店

セーラー服の歌人  鳥居　 岩岡  千景∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

負けんとき（上）　 玉岡  かおる∥著 新潮社

負けんとき（下）　 玉岡  かおる∥著 新潮社

震災風俗嬢　 小野  一光∥著 太田出版
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