
分類 著書名 著者名 出版社

A　フェミニ
ズム（女性学
・ジェンダー
）

WOMEN 女性たちの世界史 大図鑑 ルーシーワーズリー他 河出書房新社 

母親になって後悔してる
オルナ・ドーナト　著
鹿田昌美　翻訳

新潮社

3000以上の家計を診断した人気FPが教
える 
お金・仕事・家事の不安がなくなる 
共働き夫婦 最強の教科書

内藤眞弓 東洋経済新報社 

かくれ繊細さんの「やりたいこと」の
見つけ方

時田ひさ子 あさ出版

アーユルヴェーダが教える 
せかいいち心地よい 
こころとからだの磨き方

アカリ・リッピー 三笠書房

夫婦・カップルのためのアサーション: 
 
自分もパートナーも大切にする自己表

野末武義 金子書房

「気がつきすぎて疲れる」が驚くほど
なくなる 「繊細さん」の本

武田友紀 飛鳥新社

図解 勇気の心理学 アドラー超入門 永藤かおる
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

話し方で損する人 得する人 
(五百田達成の話し方シリーズ) 

五百田達成
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン 

やる気に頼らず「すぐやる人」になる3
7のコツ

大平信孝 かんき出版

子どもが心配 人として大事な三つの力 養老孟司 PHP研究所

性の絵本 
みんながもってるたからものってなー
んだ? 

たきれい KADOKAWA

かみはこんなに くちゃくちゃだけど 
(MOEのえほん)

ヨシタケシンスケ 白泉社

おかあさんはね
エイミー・クラウス・ロ
ーゼンタール

マイクロマガジン社

ピンクはおとこのこのいろ

ロブ・バールマン著
イダ・カバン　イラスト
ロオバート・キャンベル
　訳

KADOKAWA

マチルダとふたりのパパ
メル・エリオット　さく
三辺律子　やく

岩崎書店

きみのことがだいすき いぬいさえこ パイインターナショナル

心が落ち着き、集中力がグングン高ま
る！子どものためのマインドフルネス

キラ・ウィリー　著
アンニ・ベッツ　イラス
ト
大前泰彦　翻訳

創元社

令和4年9月　新着図書  

C　家族・結婚

E　こころ・
癒やし



だいじ　だいじ　どーこだ？
えくみ　さきこ　さく
かわはら　みずまる　え

大泉書店

ちくちくとふわふわ
なないろ　著・イラスト
松本えつを　監修

CHICORA　BOOKS

子どもから話したくなる「かぞくかい
ぎ」の秘密～ー生ものの対話力を磨く

玉居子泰子 白夜書房

ママ、怒らないで。 斎藤裕、斎藤暁子
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

「人に迷惑をかけるな」と言ってはい
けない

坪田信貴 SBクリエイティブ

自分を大切にする北欧の小さな幸せ習
慣HYGGEな子どもたち

Niina ジービー

スウェーデンの保育園に待機児童はい
ない（移住して分かった子育てに優し
い社会の暮らし）

久山葉子 東京創元社

じゃあじゃあびりびり まついのりこ 偕成社

いないいないばあ まつたにみよこ 童心社

くっついた 三浦太郎 こぐま社

がたんごとんがたんごとん 安西水丸 福音館書店

きょだいなきょだいな 長谷川摂子 福音館書店

だるまちゃんとかみなりちゃん 加古里子 福音館書店

そらいろのたね 中川李枝子 福音館書店

だいくとおにろく 松居直 福音館書店

たろうのおでかけ 村山桂子 福音館書店

はろるどのふしぎなぼうけん クロケット・ジョンソン 文化出版局

おんなじおんなじ 多田ヒロシ こくま社

ぴかくんめをまわす 松井直 福音館書店

いっしょにあそぼ　しましまぐるぐる 柏原晃夫 学研プラス

おつきさまこんばんは 林明子 福音館書店

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 福音館書店

「伝える力」が伸びる! 
12歳までに知っておきたい語彙力図鑑 

齋藤孝
日本能率協会マネジメント
センター

スウェーデンに学ぶ「幸せな子育て」
子どもの考える力を伸ばす聴き方・伝
え方 

岸田雪子 三笠書房

ベイビーレボリューション
浅井健一　文
奈良美智　絵

クレヨンハウス

F　子育て
（子供の権利

）



あの湖のあの家におきたこと トーマス・ハーディング　文クレヨンハウス

バスが来ましたよ
由美村　嬉々　文
松本春野　絵

アリス館

新訳　チェブラーシカ　ワニのゲーナ
とおともだち

エドゥワルド・ウスペンスキー　著平凡社

オトナ女子の不調をなくすカラダにい
いこと大全 (Sanctuary books)

小池弘人 サンクチュアリ出版

はじめまして更年期　40代からの不調
が消える　心と体のプチ習慣

永田京子 青春出版社

H　セクシャ
リティ

ぼくが小さなプライド・パレード　北
欧スウェーデンのLGBT＋

ソフィア・ヤンベリ　著
ミツイパブリッシング

J 自伝・評伝
ドムドムの逆襲　39歳まで主婦だった
私の「思いやり」経営戦略

藤﨑忍 ダイヤモンド社

地球、この複雑なる惑星に暮らすこと 養老孟司・ヤマザキマリ 文芸春秋

世間とズレちゃうのはしょうがない  養老孟司・伊集院光 PHP研究所

たゆたえども沈まず (幻冬舎文庫) 原田マハ 幻冬舎

不機嫌な妻 無関心な夫 
うまくいっている夫婦の話し方 
(五百田達成の話し方シリーズ) 

五百田達成
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

オードリー・タン母の手記『成長戦争
』
自分、そして世界との和解

近藤弥生子 KADOKAWA

自由もお金も手に入る! 
勝間式超スローライフ 

勝間和代 KADOKAWA

かわいい見聞録 (集英社文庫)  益田ミリ 集英社

今日も怒ってしまいました (文春文庫) 益田ミリ 文藝春秋

ひとり暮らし (新潮文庫)  谷川俊太郎 新潮社

スーパーマーケットでは人生を考えさ
せられる (幻冬舎文庫) 

銀色夏生 幻冬舎

風のベーコンサンド　高原カフェ日誌 柴田よしき 文藝春秋

本日のメニューは。 行成薫 集英社

今宵も喫茶ドードーのキッチンで。 標野凪 双葉社

ほろよい読書
織守きょうや　坂井希久
子　額賀澪　原田ひ香　
柚木麻子

双葉社

G　からだ
（お産・妊娠

・
更年期）

K　エッセイ
・文学



派遣添乗員ヘトヘト日記　当年66歳、
本日も"日雇い派遣"で旅に出ます

梅村達 三五館シンシャ

M　男性学 46歳で父になった社会学者 工藤保則 ミシマ社

女性情報2022－5 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2022－6 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2022－7 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2022－8 パド･ウィメンズ・オフィスパド･ウィメンズ・オフィス

血流がすべて解決する 堀江昭佳 サンマーク出版 

「雨の日、なんだか体調悪い」がスー
ッと消える本　「雨ダルさん」の本

佐藤純 文響社

親子で学ぶ防災教室 災害食がわかる本 今泉マユ子 理論社

親子で学ぶ防災教室 
身の守りかたがわかる本 

今泉マユ子 理論社

親子で学ぶ防災教室 
防災グッズがわかる本

今泉マユ子 理論社

しょうゆさしの食いしん本スペシャル スケラッコ リイド社

野菜たっぷり！いつもの食材で、新し
いお弁当。ケータリング気分のBox　Fo
od

田中美奈子 文化出版局

料理大好き　小学生がフランスの台所
で教わったこと

ケイタ 自然食通信社

マンガでよくわかる！　
13歳までに伝えたい男の子の心と体の
こと

やまがたてるえ かんき出版

13歳までに伝えたい女の子の心と体の
こと

やまがたてるえ かんき出版

アルテ　１５巻 大久保圭 コアミックス

アルテ　１６巻 大久保圭 コアミックス

はらぺこあおむし エリック・カール 日本コロムビア株式会社

ロイヤルコーギー　レックスの大冒険
ヴァンサン・ケステロー
ベン・スタッセン

株式会社ハピネット

おしりたんてい おしりたんてい制作委員会日本コロムビア株式会社

N資料・雑誌
（全集・著作

集）

O　その他

Ｑ　コミック

P　ビデオ・
ＤＶＤ


