
分類 著書名 著者名 出版社
CULOTEES　DOUX　世界を変えた15人のスゴい
女たち

ペネロープ・バジュー著
関澄かおる　訳

ディスクユニオン

＜敵＞と呼ばれても ジョージ･タケイ 作品社

世界の半分,女子アクティビストになる
ケイリン・リッチ
寺西のぶ子　訳

株式会社晶文社

ジェンダーとセクシュアリティ　現在社会に育つま
なざし

大越愛子・倉橋耕平 昭和堂

ジェンダーで読む映画評／書評 杉本貴代栄 株式会社学文社

侍女の物語
マーガレット・アトウッド　原作
齊藤英治　訳

早川書房

クレール オード･ピコ－　大西愛子訳 ディスクユニオン

ちいさなフェミニスト宣言
デルフィーヌ・ボーヴォワ　文
クレール・カンテ絵
新行内美和　訳

現代書館

「男女格差後進国」の衝撃　無意識のジェンダー・
バイアスを克服する

治部れんげ 小学館

女の答えはピッチにある キム・ホンビ　小山内園子訳 白水社

肉体のジェンダーを笑うな 山﨑ナオコーラ 集英社

バナナ・ビーチ・軍事基地　ー国際政治をジェン
ダーで読み解く

シンシア・エンロー
望戸愛果　訳

人文書院

エトセトラ　VOL.1　特集　コンビニからエロ本がな
くなる日

田房永子　責任編集 エトセトラブックス

エトセトラ　VOL.2　特集　We　Love　田嶋陽子！
山内マリコ　柚木麻子　責任編
集

エトセトラブックス

エトセトラ　VOL.3　特集　私の　私による　私のた
めの身体

長田杏奈　責任編集 エトセトラブックス

エトセトラ　VOL.４　特集　女性運動とバックラッ
シュ

石川優実　責任編集 エトセトラブックス

シモーヌ　VOL.3　特集　オランプ・ドゥ・グージュ シモーヌ編集部　編 現代書館

サフラジェット　平等を求めてたたかった女性たち
デイヴィッド・ロバーツ
富原まさ江訳

合同出版

すてきで偉大な女性たちが歴史をつくった
ケイト・パンクハースト
堀江里美訳

化学同人

すてきで偉大な女性たちが世界を変えた
ケイト・パンクハースト
田元明日菜訳

化学同人

あなたの会社その働き方は幸せですか？ 出口治明　上野千鶴子 祥伝社

主婦の給料、5億円ほしー！！！ 鳥谷T子 KADOKAWA

ロスジェネのすべて　格差、貧困、「戦争論」 雨宮処凛 あけび書房株式会社

女性が「不動産」を買うときに読む本 杉山智子 幻冬舎

妻が口をきいてくれません 野原広子 集英社

私の夫は発達障害？ 真行結子 すばる舎

なぜ共働きも専業もしんどいのか 中野円佳 PHP研究所

「男の子の育て方」を真剣に考えてたら夫とのセッ
クスが週3回になりました

田房永子 大和書房

夫を捨てたい いくたはな 祥伝社

心の不調をなくす毒消し食 小垣佑一郎 アチーブメント出版

人生のやめどき　しがらみを捨ててこれからを楽
しむ

樋口恵子　上野千鶴子 マガジンハウス

「嫌いっ！」の運用 中野信子 小学館

あつかったらぬげばいい ヨシタケ　シンスケ 白泉社

A　フェミニズム
（女性学・ジェン

ダー）

B　労働・法律

C　家族・結婚

E　こころ・癒し

令和３年5月　②　新着図書  



会いたくて　会いたくて 室井滋･長谷川義史 小学館

10代から考える生き方選び 竹信三恵子 岩波書店

TIMELESS 石岡瑛子とその時代 河尻亨一 朝日新聞出版

コンジュジ 木崎みつ子 集英社

十の輪をくぐる 辻堂ゆめ 小学館

魯肉飯（ロバプン）のさえずり 温又柔 中央公論新社

そして、海の泡になる 葉真中顕 朝日新聞出版

何がおかしい 佐藤愛子 中央公論新社

密やかな結晶 小川洋子 講談社

たちどまって考える ヤマザキマリ 中央公論新社

私を月に連れてって 鈴木るりか 小学館

夜明けのすべて 瀬尾まいこ 水鈴社

青い鳥 重松清 新潮社

彼女の体とその他の断片 カルメン・マリア・マチャド エトセトラブックス

わたしに無害なひと チェ･ウニョン　古川綾子訳 亜紀書房

海をあげる 上間陽子 筑摩書店

女たちのテロル ブレイディみかこ 岩波書店

「その日」の前に　Right,before I die
アンドルー・ジョージ
鈴木晶　訳

ONDRI-BOOKS

遠距離介護で自滅しない選択 太田差恵子 日本経済新聞出版

障害者雇用マニュアルコミック版　１　視覚障害者
と働く
－理解と配慮で、ともに働く環境づくり－

独立行政法人　高齢・障
害・求職者雇用支援機構

障害者雇用マニュアルコミック版　２　知的障害者
と働く
－理解を深め、ともに働く環境づくり－

独立行政法人　高齢・障
害・求職者雇用支援機構

障害者雇用マニュアルコミック版　３　聴覚障害者
と働く
 ともに働く喜びを感じる職場づくりのために

独立行政法人　高齢・障
害・求職者雇用支援機構

障害者雇用マニュアルコミック版　４　精神障害者
と働く
～理解と思いやりの職場環境づくり～

独立行政法人　高齢・障
害・求職者雇用支援機構

障害者雇用マニュアルコミック版　５　発達障害者
と働く
－よく知ることから始まるともに働く環境づくり－

独立行政法人　高齢・障
害・求職者雇用支援機構

男子が10代のうちに考えておきたいこと 田中俊之 岩波書店

中年男ルネッサンス 田中俊之　山田ルイ53世 イースト・ブレス

〈40男〉はなぜ嫌われるか 田中俊之 イースト・ブレス

男性の育休 小室淑恵　天野妙 PHP新書研究所

男性育休の困難 齊藤早苗 青弓社

N　資料・雑誌 女性情報２０２１－４ パド･ウィメンズ・オフィス パド･ウィメンズ・オフィス

ひとりを楽しむ、がんばらない家事 岸本葉子 海竜社

自炊力　料理以前の食生活改善スキル 白央篤司 光文社

ジェンダーレス男子に愛されます１ ためこう 祥伝社

ジェンダーレス男子に愛されます2 ためこう 祥伝社

F　子育て（子供
の権利）・絵本

K　エッセイ・文学

L　高齢社会・福
祉

M　男性学

O　その他



ジェンダーレス男子に愛されます３ ためこう 祥伝社

コウノドリ　30 鈴ノ木ユウ 講談社

コウノドリ　31 鈴ノ木ユウ 講談社

コウノドリ　３２ 鈴ノ木ユウ 講談社

３７，5℃の涙　19 椎名チカ 小学館

３７，5℃の涙　20 椎名チカ 小学館

ミステリと言う勿れ　7 田村由美 小学館

ミステリと言う勿れ　8 田村由美 小学館

戦争は女の顔をしていない　１ 小梅けいと ＫＡＤＯＫＡＷＡ

戦争は女の顔をしていない　２ 小梅けいと ＫＡＤＯＫＡＷＡ

おっさんずラブ　３ 山中梅鉢 講談社

おっさんずラブ　４ 山中梅鉢 講談社

妻は他人　ふたりの距離とバランス さわぐちけいすけ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

妻は他人　変化の日々を夫婦で歩む さわぐちけいすけ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

メタモルフォーゼの縁側　⑤ 鶴谷香央理 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

よつばと！　１５ あずまきよひこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

逃げるは恥だが役に立つ　１１ 海野つなみ 講談社

うちの息子はたぶんゲイ　３ おくら スクウェア・エニックス

僕らの色彩　３ 田亀源五郎 双葉社

Q　コミック


