
分類 著書名 著者名 出版社

ボーイズ　男の子はなぜ「男らしく」育つのか
レイチェル・ギーザ著
冨田直子訳

ＤＵ　BOOKS

女性のいない民主主義 前田健太郎 岩波書店

女性が政治を変えるとき
五十嵐暁郎
ミランダ・A・シュラーズ

岩波書店

ジェンダー・クオータ　世界の女性議員はなぜ増
えたのか

三浦まり　衛藤幹子 明石書店

争点としてのジェンダー　交錯する科学・社会・政
治

江原由美子　加藤秀一　左古
輝人　三部倫子　須永将史
林原玲洋

ハーベスト社

女性地方議員と地域の変貌　女性の政治参画を
進めるために

春日雅司 晃洋書房

憲法九条は世界遺産 古賀　誠 かもがわ出版

紛争地の看護師 白川優子 小学館

南極ではたらく　かあちゃん、調理隊員になる 渡貫淳子 平凡社

自分もまわりもうまくいく！　公務員女子のおしご
と帳

村川美詠 学陽書房

なぜ　女性管理職は少ないのか
大沢真知子編著　日本女子大
学現代女性キャリア研究所編

青弓社

キャリア・マネジメントの未来図 二神枝保　村木厚子編著 八千代出版

D　女性・子供に
対する暴力

〈性〉なる家族 信田さよ子 春秋社

できる大人は、男も女も断り上手 伊藤由美 ワニブックス

キレる！ 中野信子 小学館

すきすきちゅー！
イアン・ホワイブラウ　ぶん
ロージー・リーヴ　え
おびかゆうこ　やく

徳間書店

ひみつのビクビク
フランチェスカ・サンナ作
なかがわちひろ訳

廣済堂あかつき

やさしくわかる！愛着障害　理解を深め、支援の
基本を押さえる

米澤好史 ほんの森出版

愛着障害・愛着の問題を抱えるこどもをどう理解
し、どう支援するか？アセスメントと具体的支援の
ポイント５１

米澤好史 福村出版

社会格差はどこから？
プランテルグループ　文
ジュアン・ネグレスコロール 絵
宇野和美　訳

あかね書房

独裁政治とは？
プランテルグループ　文
ミケル・カサル 絵
宇野和美　訳

あかね書房

男と女のちがいって？
プランテルグループ 文
ルシ・グティエレス 絵
宇野和美 訳

あかね書房

民主主義は誰のもの？
プランテルグループ 文
マルタ・ピナ 絵
宇野和美　訳

あかね書房

遊んで学ぶ！るるぶ都道府県いちばんかるた しみずだいすけ JTBパブリッシング

令和2年2月　新着図書  

Ａ　フェミニズム
（女性学・ジェン

ダー）

B　労働・法律

E　こころ・癒し

Ｆ子育て（子供の
権利）



分類 著書名 著者名 出版社

遊んで学ぶ！るるぶ国旗と世界の国かるた しみずだいすけ JTBパブリッシング

G　からだ（お産・
妊娠・更年期）

その不調、すべて女性ホルモンの減少が原因か
も！プレ更年期1年生

対馬ルリ子 つちや書店

I　女性史 戦後日本を読みかえる４　ジェンダーと生政治 坪井秀人編 臨川書店

日本型組織の病を考える 村木厚子 角川

続　忘れられぬ人々 赤松良子 ドメス出版

続々　忘れられぬ人々 赤松良子 ドメス出版

日本の天井　時代を変えた「第一号」の女たち 石井妙子 角川

フランスを目覚めさせた女性たち

ジャン＝ルイ・ドブレ　ヴァレ
リーボシュネク著　西尾治子
松田祐子　吉川佳英子　佐藤
浩子　田戸カンナ　岡部杏子
津田奈菜恵/訳

パド･ウイメンズ・オフィス

現代アメリカの「女性政治家」 藤本一美　　濱賀祐子 学文社

市川房枝　女性の一票で政治を変える 伊藤康子 ドメス出版

世界を驚かせた女性の物語　社会を変えたい女
性リーダー＆活動家たち

ジョージア・アムソンーブラッド
ショー
リタ・ペトルッチオーリ絵
阿欄ヒサコ訳

旬報社

これは経費で落ちません！3
　～経理部の若森さん～

青木裕子 集英社

これは経費で落ちません！4
　～経理部の若森さん～

青木裕子 集英社

これは経費で落ちません！5
　～落としてください森若さん～

青木裕子 集英社

これは経費で落ちません！4
　～経理部の若森さん～

青木裕子 集英社

誰の見方でもありません 古市憲寿 新潮社

未来のミライ 細田守 角川

夏物語 川上未映子 文藝春秋

４１歳の東大生 小川和人 草思社

ぼくがスカートをはく日
エイミ・ポロンスキー著
西田佳子訳

学研プラス

人間 又吉直樹 毎日新聞出版

落日 湊　かなえ 角川春樹事務所

マダム・キュリーと朝食を 小林エリカ 集英社

ラストダンスは私に　岩谷時子物語 村岡恵理 光文社

ライオンのおやつ 小川　糸 ポプラ社

明日の子供たち 有川　浩 幻冬舎

ある奴隷少女に起こった出来事
ハリエット・アン･ジェイコブズ
堀越ゆき訳

新潮社

女たちの避難所 垣谷美雨 新潮文庫

J　自伝・評伝 

K エッセイ・文学



分類 著書名 著者名 出版社

夫のトリセツ 黒川伊保子 講談社

神さまを待っている 畑野智美 文藝春秋

ほんのちょっと当事者 青山ゆみこ ミシマ社

愛の夢とか 川上未映子 講談社

みきママのおうちで作る外食ごはん　あの人気店
の味をまねちゃいました～!!

藤原美樹 扶桑社

政治を選ぶ力 橋下徹　三浦瑠麗 文藝春秋

あなたに伝えたい　政治の話 三浦瑠麗 文藝春秋

国家共生という生き方　女性が輝く時代 花村邦昭 三和書籍

国民国家のリアリズム 三浦瑠麗　猪瀬直樹 角川

社会をちょっと変えてみた　ふつうの人が政治を
動かした七つの物語

駒崎弘樹　秋山訓子 岩波書店

生きづらさに立ち向かう
前川喜平　三浦まり　福島み
ずほ

岩波書店

日本に絶望している人のための政治入門 三浦瑠麗 文藝春秋

日本の未来は女性が決める ビル・エモット　川上純子訳 日本経済新聞出版社

私たちの声を議会へ 三浦まり　衛藤幹子 岩波書店

日本の政治の第一歩 上神貴佳　三浦まり 有斐閣

全国データ　SDGｓと日本　誰も取り残されないた
めの人間の安全保障指数

NPO法人「人間の安全保障」
フォーラム編　高須幸雄編著

明石書店

女性情報２０１９－10 パド・ウィメンズ･オフィス パド･ウィメンズ・オフィス

女性情報２０１９－11 パド・ウィメンズ･オフィス パド･ウィメンズ・オフィス

女性情報２０１９－12 パド・ウィメンズ･オフィス パド･ウィメンズ・オフィス

生理ちゃん　２日目 小山健 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

夫の扶養からぬけだしたい ゆむい ＫＡＤＯＫＡＷＡ

傘寿まり子１０ おざわゆき 講談社

傘寿まり子１１ おざわゆき 講談社

Ｏ　その他

Ｑ　コミック

N　資料・雑誌


