
毎年６月２３日から２９日は男女共同参画週間です！

No. 資料名 著者名 出版者 請求記号

1 ジェンダーの心理学 　青野 篤子∥著 ミネルヴァ書房

2 女子の働き方 　永田 潤子∥著 文響社

3 ガールズ・ビー・アンビシャス  集英社インターナショナル∥編 集英社インターナショナル

4 働き方改革 　小室 淑恵∥著 毎日新聞出版

5 　羽生 祥子∥著

6 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本 　宮武 貴美∥著 日本実業出版社

7 なぜ女性管理職は少ないのか 　大沢 真知子∥編著 青弓社

8 子育てしながらフリーランス 　カワグチ マサミ∥著 左右社

9 　藤井 佐和子∥監修 KADOKAWA

10 　千葉 博∥監修 三修社

11 清文社

12 　三成 美保∥編著 晃洋書房

13 　秋山 開∥著 プレジデント社

14 　中村 一∥著 KADOKAWA

15 フェミニズム大図鑑  ハンナ マッケン∥ほか著 三省堂

16 失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック 小学館

17 男女平等はどこまで進んだか 　山下 泰子∥監修 岩波書店

18 話すことを選んだ女性たち  アナスタシア ミコバ∥著 日経ナショナルジオグラフィック社

19 ふたりの子育てルール 　治部 れんげ∥著

20 　高草木 陽光∥著 左右社

21 僕たちは育児のモヤモヤをもっと語っていいと思う 　常見 陽平∥著 自由国民社

22 　布施 太朗∥著 三輪舎

23 　清田 隆之∥著 扶桑社

24 ジェンダーで読み解く男性の働き方・暮らし方 　多賀 太∥著 時事通信出版局

25 　石田 仁∥著 ナツメ社

26 緑風出版

27 　小島 あゆみ∥著 かもがわ出版

28 子どもを育てられるなんて思わなかった 　古田 大輔∥編 山川出版社

29 見えない性的指向アセクシュアルのすべて ジュリー ソンドラ デッカー∥著 明石書店

令和４年６月１日（水）～６月29日（水）　ミニ展示コーナー図書リスト

 143.1 /ｼﾞ       

 159.4 /ﾅ          

 159.6 /ｶﾞ          

 336.4 /ｺ          

多様性って何ですか? 日経BP  336.4 /ﾊ        

 336.4 /ﾐ        

 366.3 /ｵ       

 366.3 /ｶ    

がんばりすぎないお仕事復帰BOOK  366.3 /ｶﾞ         

入門図解職場のハラスメント
<セクハラ・パワハラ・マタハラ>の法律と対策

 366.3 /ﾆ        

判例から読み解く職場のハラスメント実務対応Q&A 小笠原六川国際
総合法律事務所∥著  366.3 /ﾊ         

LGBTIの雇用と労働  366.3 /ﾐ          

18時に帰る  366.7 /ｱ           

お先に失礼します!  366.7 /ﾅ          

 367.1 /ﾌ           

　新聞労連ジェンダー表現
ガイドブック編集チーム∥著  367.2 /ｼ         

 367.2 /ﾀﾞ         

 367.2 /ﾐ         

PHP研究所  367.3 /ｼﾞ      

心が折れそうな夫のためのモラハラ妻解決BOOK  367.3 /ﾀ        

 367.3 /ﾂ        

父親(オトン)が子どもとがっつり遊べる
時期はそう何年もない。  367.3 /ﾌ        

自慢話でも武勇伝でもない「一般男性」の話
から見えた生きづらさと男らしさのこと

 367.5 /ｷ         

 367.5 /ﾀ       

はじめて学ぶLGBT  367.9 /ｲ           

Xジェンダーって何? 　Label X∥編著  367.9 /ｴ          

ALLYになりたい  367.9 /ｺ       

 367.9 /ｺ         

 367.9 /ﾃﾞ            



30 にじ色の本棚 　原 ミナ汰∥編著 三一書房

31 学研プラス

No. 資料名 著者名 出版者 請求記号

32 働く人のためのメンタルヘルス術 　尾林 誉史∥著 あさ出版

33 家事のワンオペ脱出術 　佐光 紀子∥著 エクスナレッジ

34 主夫になってはじめてわかった主婦のこと 　中村 シュフ∥著 猿江商會

35 夫が知らない家事リスト 　野々村 友紀子∥著 双葉社

36 世界一簡単なメンズメイクの教科書  西日本ヘアメイクカレッジ∥編著 幻冬舎

37 弁当男子 　 自由国民社

38 　岩下 宣子∥著 主婦と生活社

39 　安藤 哲也∥著 扶桑社

40 　前田 晃平∥著 光文社

41 　羽田 共一∥著 雷鳥社

42 逃げるは恥だが役に立つ　１～１１  海野 つなみ∥著 講談社

43 きのう何食べた？　１～１９  よしなが ふみ∥著 講談社

44 ヘイケイ日記　女たちのカウントダウン 　花房 観音∥著 幻冬舎

45 元女子、現男子。 　木本 奏太∥著 KADOKAWA

46 王さまと王さま 　リンダ ハーン∥絵と文 ポット出版

 367.9 /ﾆ             

「ふつう」ってなんだ? 　ReBit∥監修  367.9 /ﾌ    

 498.8 /ｵ       

 590   /ｻ       

 590   /ﾅ          

 590.4 /ﾉ       

 595.5 /ｾ       

 596.4 /ﾍﾞ        

好印象を与えるママ&パパの子連れマナー  599   /ｲ          

「パパは大変」が「面白い!」に変わる本  599   /ﾊﾟ    

パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ!  599   /ﾏ      

男も育休って、あり?  599.0 /ﾊ  

 726.1 /ｳ  

 726.1 /ﾖ  

 914.6 /ﾊ      

 916   /ｷ      

 949.3 /ﾊ       
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