
国立女性教育会館から男女共同参画に関する本を50冊、お借りしています。（～８月３１日まで）

通常の貸出冊数とは別に　３冊２週間　借りることができます。カウンターで手続きしてください。

※学生証または図書館利用者証が必要になります

N0. 書名 著者名 出版社 出版年

1 でも、生きてるし、今日も恋してる。 : 難病女子の婚活ラ

イフ
大橋グレース愛喜恵著 宝島社 2016

2 中高生に贈る現代性教育読本 : 充実した人生を送るために 永合正和著 文芸社 2013

3 はなそうよ!恋とエッチ : みつけよう!からだときもち すぎむらなおみ+えすけん著 生活書院 2014

4 恋するきみたちへ。 : ちっちゃい先生からのメッセージ 上村茂仁著 ふくろう出版 2013

5 みんなこうなるの? : おとなになるためのベストアンサー71のQ&A
アンチェ・ヘルムス文 ; ヤン・フォン・ホレー
ベン写真 ; 北村邦夫監修 ; 畑沢裕子訳

講談社 2014

6 心のおくりびと東日本大震災復元納棺師 : 思い出が動きだす日 今西乃子著 ; 浜田一男写真 金の星社 2011

7 うちの子になりなよ : ある漫画家の里親入門 古泉智浩著 イースト・プレス 2015

8 パパやママががんになったら : チャイルド・ライフの出会いから 藤井あけみ著 新教出版社 2015

9 マンガはじめての出生前診断 : コミックエッセイ 中西恵里子絵と文 ; 関沢明彦医療監修 かもがわ出版 2015

10 Mother : いのちが生まれる 宮崎雅子写真・文 医学書院 2011

11 学校では教えてくれないセックス・妊娠・出産の話 : 女医が教える
後悔しないために知っておきたい11の事

宋美玄著 光文社 2015

12 アメリカのめっちゃスゴい女性たち : 55 fabulous women in
America

町山智浩著 マガジンハウス 2014

13 子連れバックパッカー世界をいく 島田奈緒子著 随想舎 2014

14 女ひとり、イスラム旅 常見藤代著 朝日新聞出版 2015

15 恋する台湾移住 : 94カ国旅した32歳女子が人生リセットし

てみた
歩りえこ著 朝日新聞出版 2014

16 ひとりではじめたアフリカボランティア : 渋谷ギャル店員 栗山さやか著 金の星社 2015

17 かぼちゃの下で : ウガンダ 戦争を生きる子どもたち 桜木奈央子写真・文 春風社 2011

18 ヤマザキマリのアジアで花咲け!なでしこたち ヤマザキマリ, NHK取材班著 メディアファクトリー 2013

19 Sakuraさくら : 日本人と結婚した外国人女性たち 柴田れいこ著 日本カメラ社 2010

20 私の夫はマサイ戦士 永松真紀著 新潮社 2014

21 Naked fashion : ファッションで世界を変える : おしゃれなエコのハ
ローワーク

サフィア・ミニー著 ; 小野倫子, 寺島彩子翻
訳

フェアトレードカンパニー 2012

22 13歳のホロコースト : 少女が見たアウシュヴィッツ エヴァ・スローニム著 ; 那波かおり訳 亜紀書房 2015

23 多様な性のありかたを知ろう
ロバート・ロディ, ローラ・ロス著 ; 上田勢子
訳

大月書店 2017

24 ゲイカップルに萌えたら迷惑ですか? : 聞きたい!けど聞けな

い!LGBTsのこと
牧村朝子 [著] イースト・プレス 2016

25 境界を生きる : 性と生のはざまで 毎日新聞「境界を生きる」取材班著 毎日新聞社 2013

26 LGBTなんでも聞いてみよう : 中・高生が知りたいホントのところ QWRC, 徳永桂子著 子どもの未来社 2016

27 LGBTだけじゃ、ない!「性別」のハナシ 新井祥著 ぶんか社 2016

28 にじ色の本棚 : LGBTブックガイド 原ミナ汰, 土肥いつき編著 三一書房 2016

29 オトコに恋するオトコたち : 誰も教えてくれなかったセクシュアル・
マイノリティの世界

竜超著 立東舎 2015

30 性別なんて決められない! 矢吹レオ著 竹書房 2012

31 セクシュアル・マイノリティQ&A LGBT支援法律家ネットワーク出版プロジェ
クト編著

弘文堂 2016

32 花嫁は元男子。 = the Bride was a boy ちぃ著 飛鳥新社 2016

33 女どうしで子どもを産むことにしました 東小雪, 増原裕子著 ; すぎやまえみこ漫画 KADOKAWA 2016
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34 研究開発を通じて社会に貢献するリケジョブ大特集! Rikejo編集部 講談社 2013

35 特集・リケジョブ大図鑑 : 60人の先輩リケジョに聞きました! Rikejo編集部 講談社 2015

36 20XX年、宇宙の食と農 Rikejo編集部 講談社 2016

37 美しくするリケジョブ Rikejo編集部 講談社 2017

38 ソーラー女子は電気代0円で生活してます! フジイチカコ著 ; 東園子漫画 KADOKAWA 2017

39 女子DIYの教科書 : 二子玉川tukuribaスタイル tukuriba著 講談社 2016

40 女子の武士道 : 武士の娘だった「祖母の言葉五十五」 石川真理子著 致知出版社 2014

41 図説大奥の世界 山本博文編著 河出書房新社 2012

42 魔女の世界史 : 女神信仰からアニメまで 海野弘著 朝日新聞出版 2014

43 名画とあらすじでわかる!美女と悪女の世界史 祝田秀全監修 青春出版社 2014

44 美女の日本史 : 激動の時代を生き抜いた女たちの波乱の生

涯
別冊宝島編集部著 宝島社 2016

45 物語明治・大正を生きた女101人 『歴史読本』編集部編 KADOKAWA 2014

46 ヨーロッパの王妃・プリンセス200人 新人物往来社編 新人物往来社 2013

47 日本人には二種類いる : 1960年の断層 岩村暢子著 新潮社 2013

48 少女たちの昭和 小泉和子編 河出書房新社 2013

49 化粧の日本史 : 美意識の移りかわり 山村博美著 吉川弘文館 2016

50 女性狙撃手 : フォト・ドキュメント : ソ連最強のスナイパーたち
ユーリ・オブラズツォフ, モード・アンダーズ

著 ; 龍和子訳
原書房 2015
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