


ジャンル　１　（文学・小説・エッセイ）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

あ 1 アートでいきいき 日野原　重明 実業之日本社 2004

2 愛妻記 新藤　兼人 岩波書店 1995

3 青の時代　（選集） 函館文学学校作品集 函館文学学校 1995

4 赤い月　　上 なかにし　礼 新潮社 2002

5 赤い月　　下 なかにし　礼 新潮社 2002

6 茜いろの坂　下 船山　馨 新潮社 1981

7 茜いろの坂　上 船山　馨 新潮社 1981

8 あきらめない人生 瀬戸内　寂聴 小学館 1995

9 アジア　新しい物語 野村　進 文芸春秋 1999

10 明日をひらく言葉 やなせたかし PHP研究所 2016

11 あそび　私のアンソロジー 松田　道夫 筑摩書房 1972

12 新しい道徳 北野　武 幻冬舎 2015

13 新しい道徳 北野　武 幻冬舎 2015

14 穴 小山田　浩子 新潮社 2014

15 アナログ ビートたけし 新潮社 2017

16 アニバーサリー 窪　美澄 新潮社 2013

17 あの夕陽 日野　啓三 新潮社 1975

18 アメリカに行った遼子 加藤　恭子 朝日新聞社 1975

19 あやし 宮部　みゆき

20 あやし～怪～ 宮部　みゆき 角川書店 2002

21 ある日、カルカッタ 俵　万智 新潮社 2001

22 憐れみの処方箋 エルヴェ・ギベール 集英社 1992

23 晏子　　上 宮城谷　昌光 新潮社 1994

24 晏子　　下 宮城谷　昌光 新潮社 1994

25 晏子　　中 宮城谷　昌光 新潮社 1994

26 緋い記憶 高橋　克彦 文藝春秋 1991

い 27 １％の力 鎌田　實 河北書房新社 2014

28 イエスの生涯 遠藤　周作 新潮出版 1966

29 いきいき老青春 田村　総 学習研究社 1990

30 生きがいについて 神谷　美恵子 みすず書房 1981

31 生き上手　死に上手 遠藤　周作 海竜社 1996

32 生きづらい世を生き抜く作法 雨宮　処凛 あけび書房 2016

33 生きていくあなたへ 日野原　重明 幻冬舎 2017

34 生きて行く私　　上 宇野　千代 毎日新聞社 1983

35 生きて行く私　　下 宇野　千代 毎日新聞社 1983

36 生きて今あるということ 中野　孝次 海竜社 1993

37 生きて花　老いて華 大宅　昌 海竜社 1994

38 生きる幸福　老いる幸福 宇野　千代 海竜社 1996

39 生きること　着ること 大内　順子 講談社 1984

40 生きることの質 日野原　重明 岩波書店 1993

41 生きることば 瀬戸内　寂聴 光文社 2001

42 生きる事はおもしろい 五木　寛之 東京書籍 2013

43 生きるヒント 五木　寛之 文化出版局 1993

44 遺書 松本　人志 朝日新聞社 1994

45 何処へ 渡辺　淳一 新潮社 1992

46 一日だけの狼 北方　謙三 文芸春秋 1990

47 一葉の口紅　曙のリボン 群　ようこ 筑摩書房 1996

48 いっぴきの虫 高峰　秀子 潮出版社 1978

49 一本の樫の木 関谷　綾子 日本基督教団出版局 1981
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ジャンル　１　（文学・小説・エッセイ）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

い 50 いのち 瀬戸内　寂聴 講談社 2017

51 いのちと生きる 重兼　芳子 中央公論社 1993

52 いま日は海に 曽野　綾子 講談社 1982

53 いろいろあった人へ 伊集院　静 講談社 2018

う 54 ウィリアム・レニー先生小伝 神田　幸子 神田幸子 1986

55 兎の目 灰谷　健次郎 理論社刊 1979

56 産む、産まない、産めない 甘糟　りり子 講談社 2014

57 漆の実のみのる国（上） 藤沢　周平 文藝春秋 1997

58 漆の実のみのる国（下） 藤沢　周平 文藝春秋 1997

59 生れ出づる悩みと私 木田　金太郎 北海道新聞社 1994

60 霧（ウラル） 桜木　紫乃 小学館 2015

え 61 江崎玲於奈一家のアメリカ日記 江崎　真佐子 サンケイ出版 1976

62 演歌の虫 山口　洋子 文藝春秋 1985

お 63 老い　　上 シモーヌ・ド・ボーヴォワール 人文書院 1975

64 老い　　下 シモーヌ・ド・ボーヴォワール 人文書院 1975

65 老いてわかった！人生の恵み 沖藤　典子 海竜社 2017

66 老いの才覚 曽野　綾子 ＫＫベストセラーズ 2010

67 大沼ワルツ 谷村　志穂 小学館 2016

68 大家さんと僕 矢部　太郎 新潮社 2017

69 幼き日のこと 井上　靖 毎日新聞社 1981

70 おそろし 宮部　みゆき 角川書店 2008

71 おちおち死んではいられない 毎日新聞夕刊編集部 毎日新聞社 2008

72 夫の後始末 曽野　綾子 講談社 2017

73 夫の後始末(寄贈） 曽野　綾子 講談社 2017

74 夫は犬だと思えばいい。 高濱　正伸 集英社 2012

75 弟がみたホントの「チョッちゃん」 門山　修二 ネスコ 1987

76 男どき女どき 向田　邦子 新潮社 1982

77 おはぎ人生 野村　とみ イエローページ 1995

78 おむすびの味 阿部　伊都子 創元社 1971

79 おもいのほかの 篠田　桃紅 冬樹社 1985

80 親の品格 坂東　眞理子 PHP研究所 2008

81 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 河出書房新社 2017

82 おらおらでひとりいぐも　(2018.4寄贈） 若竹千佐子 河出書房新社 2017

83 女４０代からの生き方にはコツがある 塩月　弥生子 講談社 1987

84 女たちのジハード 篠田　節子 集英社 1997

85 おんな二代の記 山川　菊栄 平凡社 1976

86 女の海溝　トネ・ミルンの青春 森本　貞子 幻洋社 1994

87 おんなのことば 茨木　のり子 童話屋 1994

か 88 「限りなく少なく」豊かに生きる ﾄﾞﾐﾆｯｸ･ﾛｰﾎｰ 講談社 2013

89 「鎌倉の琴」殺人事件 吉村　達也 徳間書店 2002

90 「がんばらない」お稽古 ひろさちや PHP研究所 2013

91 回想の戦後文学 中島　健蔵 平凡社 1979

92 海賊とよばれた男（下） 百田　尚樹 講談社 2013

93 海賊とよばれた男（上） 百田　尚樹 講談社 2013

94 かがみの孤城 辻村　深月 ポプラ社 2017

95 影絵  　ある少年の愛と性の物語 渡辺　淳一 中央公論社 1990

96 風に向かって生きた女たち 住井すえ・石垣綾子　他 日本経済評論社 1993

97 風の行方（上） 佐藤　愛子 毎日新聞社 1997

98 風の行方（下） 佐藤　愛子 毎日新聞社 1997

か 99 風の良寛 中野　孝次 集英社 2001

100 火宅の人 檀　一雄 新潮社 1976

101 かたちもなく 大庭　みなこ 河出書房 1982
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ジャンル　１　（文学・小説・エッセイ）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

102 花壇 井上　靖 角川書店 1977

103 学校ごっこ 永　六輔 日本放送出版協会 1997

104 加藤シヅエ　１０４歳の人生 加藤シズエ・加藤タキ 大和書房 2002

105 悲しみの処方箋 主婦の友社 2018

106 神谷　美恵子　聖なる声 宮原　安春 講談社 1997

107 神谷　美恵子の世界 みすず書房編集部　編 みすず書房 2001

108 仮面舞踏会 萩原　葉子 中央公論社 1980

109 ガラスの天井 辻　仁成 集英社 1993

110 鴉の啼いた日 工藤　美津江 近代文藝社 1994

111 観音力疾走　木偶おがみ 高橋　揆一郎 東京新聞社 1978

112 がんばらなくていいんだよ 酒井　雄哉 実業之日本社 2014

き 113 祇園女御 瀬戸内　晴美 講談社 1975

114 帰還兵の散歩 小林　昇 未来社 1985

115 菊亭八百善の人びと 宮尾　登美子 新潮社 1991

116 危険なビーナス 東野圭吾 講談社 2016

117 季節のかたみ 幸田　文 講談社 1993

118 キッチン 吉本　ばなな 福武書店 1989

119 きっと明日はいい日になる 田口　久人 PHP研究所 2018

120 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス 2017

121 義務と演技 内舘　牧子 幻冬舎 1995

122 九十歳。何がめでたい 佐藤　愛子 小学館 2016

123 九十歳。何がめでたい（寄贈） 佐藤　愛子 小学館 2016

124 兄弟 なかにし　礼 文藝春秋

125 キリンの子 鳥居 （株）KADOKAWA 2016

126 銀座八邦亭 森田　誠吾 文藝春秋 1987

127 金太郎の誕生 鳥居　フミ子 勉誠出版 2002

く 128 空想工房 安野　光雅 平凡社 1980

129 グッドバイ、マイ・ゴッドファザー 井上　卓也 文芸春秋 1991

130 クリスマスの思い出　冬の炉端で バルバラ・バルスト 新教出版 1991

131 クロッカスの花 庄野　潤三 冬樹社 1976

け 132 劇場 又吉　直樹 新潮社 2017

133 化身　下巻 渡辺　淳一 集英社 1986

134 化身　上巻 渡辺　淳一 集英社 1986

135 結局、「すぐやる人」がすべてをてに入れる 藤由　達蔵 青春出版社 2015

136 月光・遠い海 井上　靖 文藝春秋 1977

137 結婚しなくていいですか。 益田　ミリ 幻冬舎 2008

138 幻華 松本　清張 文藝春秋 1985

139 源氏の花 松田　修 芸艸堂 1978

こ 140 孤舟 渡辺　淳一 集英社 2010

141 小石川の家 青木　玉 講談社 1995

142 恋忘れ草 北原　亞以子 文藝春秋 1993

143 行動することが生きることである 宇野　千代 海竜社 1996

144 幸福のリアリズム 犬養　道子 中央公論社 1980

145 曠野の妻 三浦　哲郎 講談社 1992

146 黄落 佐江　衆一 新潮社 1995

147 コーヒーが冷めないうちに 川口　俊和 サンマーク出版 2015

こ 148 凍える牙 乃南　アサ 新潮社 1996

149 心にに残るとっておきの話 潮文社編集部 潮文社 1993

150 心に残るとっておきの話　第一集 小島　米雄 潮文社 1994

151 心に残るとっておきの話　第二集 小島　米雄 潮文社 1994

152 こころの匙加減 髙橋　幸枝 飛鳥新社 2016

153 心の深呼吸をしてごらん いしど　大機 幻冬舎ルネッサンス 2008
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ジャンル　１　（文学・小説・エッセイ）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

154 こころを動かす言葉 加賀美　幸子 海竜社 2000

155 心をたがやす 浜田　晋 岩波書店 1994

156 孤宿の人（上） 宮部　みゆき 新人物往来社 2005

157 孤宿の人（下） 宮部　みゆき 新人物往来社 2005

158 五体不満足 乙武　洋匡 講談社 1999

159 ことことこーこ 阿川　佐和子 角川文庫 2018

160 言葉で治療する 鎌田　實 朝日新聞出版 2009

161 こぶしの花 大日向　妙子 読売新聞社 1983

162 五稜星水　堀井美鶴歌集 堀井　美鶴 雁書房 1986

163 こんな風に逝きたい　ホスピスからお墓まで 小谷　みどり 講談社 2003

164 こんな夜更けにバナナかよ 渡辺　一史 北海道新聞社 2003

165 コンビニ人間 村田沙耶香 文藝春秋 2016

さ 166 桜の樹の下で 渡辺　淳一 朝日新聞社 1989

167 サスペンスな７ストーリー 工藤　美津江 北海道新聞社出版局 2004

168 サラバ（上） 西　加奈子 小学館 2014

169 サラバ（下） 西　加奈子 小学館 2014

170 三鬼（2018.4　寄贈） 宮部みゆき 日本経済新聞出版社 2016

171 三六三月 徳永　はなれ 1990

し 172 14歳、思春期バトル 田上　藍 築地書店 2003

173 14歳の君へ 池田　晶子 毎日新聞社 2006

174 幸せってなんだろう 石井　ふく子 三笠書房 1974

175 幸せの作法 坂東　眞理子 アスキー・メディアワークス 2011

176 しがみつかない生き方 香山　リカ 幻冬舎新書 2009

177 叱られる力　～聞く力2～ 阿川　佐和子 文藝春秋 2014

178 四季・奈津子 五木　寛之 集英社 1979

179 地獄と娑婆のお地蔵さん ひろさちや 大法輪閣 1991

180 獅子吼 浅田　次郎 文藝春秋 2016

181 詩人という不思議な人々 嶋岡　晨 燃焼社 1999

182 静かな生活 大江　健三郎 精興社 1991

183 自動起床装置 辺見　庸 文藝春秋 1991

184 死ぬってどういうことですか？～今を生きるための9の討論～ 瀬戸内寂聴　堀江貴文 株式会社KADOKAWA 2014

185 死ぬときに後悔すること25 大津　秀一 致知出版社 2009

186 死の医学への日記 柳田　邦男 新潮社 1996

187 自分の始末 曽野　綾子 扶桑社新書 2011

188 自分の始末（寄贈） 曽野　綾子 扶桑社新書 2011

189 島へゆく 灰谷　健次郎 理論社 1981

190 シャトウ　ルージュ 渡辺　淳一 文藝春秋 2001

191 邪恋 藤田　宣永 毎日新聞社 2001

192 十二の風景 阿部　昭 河出書房新社 1981

193 朱夏　　上 宮尾　登美子 集英社 1985
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ジャンル　１　（文学・小説・エッセイ）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

し 194 朱夏　　下 宮尾　登美子 集英社 1985

195 守節古希詩文 山形　道文 明文社 2001

196 主夫になってはじめてわかった主婦のこと 中村　シュフ 猿江商會 2015

197 ジョヴァンニの部屋 ジェイムズ・ボールドウィン 白水社 1979

198 昭和の犬 姫野　カオルコ 幻冬舎 2014

199 序の舞（上） 宮尾　登美子 朝日新聞社 1982

200 序の舞（下） 宮尾　登美子 朝日新聞社 1982

201 白い土地の人々 澤田　誠一 構想社 1979

202 シングル・セル 増田　みず子 福武書店 1987

203 人生は８合目からがおもしろい 田部井　淳子 主婦と生活社 2011

204 しんせかい 山下　澄人 新潮社 2016

す 205 すーちゃん 益田　ミリ 幻冬舎 2006

206 スクラップ・アンド・ビルト 羽田　圭介 文藝春秋 2015

207 過越しの祭 米谷　ふみ子 新潮社 1985

208 ステップファザー・ステップ 宮部　みゆき 講談社 2005

209 スペインに死す 石垣　綾子 立風書房 1976

せ 210 青春の門　第五部　望郷篇（上） 五木　寛之 講談社 1979

211 贅肉 小池　真理子 中央公論社 1994

212 聖母の鏡 原田　康子 新潮社 1997

213 世界で仕事をするということ グロ・ブルントラント PHP研究所 2004

214 絶望の隣は希望です！ やなせたかし 小学館 2011

215 背のびして見る海峡を 山口　洋子 文藝春秋 1997

216 セラピスト 最相　葉月 新潮社 2014

217 専門馬鹿と馬鹿専門 なだ　いなだ 筑摩書房 2005

そ 218 想像ラジオ いとう　せいこう 河出書房新社 2013

219 続　江差の繁次郎 中村　純三 みやま書房 1980

220 その島のひとたちは、ひとの話をきかない 森川すいめい 青土社 2016

221 それぞれの終楽章 阿部　牧郎 講談社 1987

222 それでもこの世は悪くなかった 佐藤　愛子 文春新書 2017

た 223 大河の一滴 大森　黎 読売新聞社 1981

224 代議士の妻たち 家田　荘子 文藝春秋 1987

225 大好きなことをやっていきよう！ 本田　健 フォレスト出版 2013

226 台所のオーケストラ 高峰　秀子 潮出版社 1982

227 台所のおと 幸田　文 講談社 1993

228 だから、あなたも生きぬいて 大平　光代 講談社 1999

229 旅の終りに 五木　寛之 文芸春秋 2002

230 魂 柳　美里 小学館 2001

231 ダンシングライフ 三上　晶代 文芸社 2003

232 ダンナが会社やめたいと言いだしまして 「会社やめたいダンナ」の妻の会 PHP研究所 2015

ち 233 宙返り　　上 大江　健三郎 講談社 1999

234 宙返り　　下 大江　健三郎 講談社 1999

つ 235 憑かれたひと 室生　犀星 冬樹社 1972

236 TUGUMI 吉本　ばなな 中央公論社 1989

237 辻の華（くるわの女たち） 上原　栄子 時事通信社 1977

238 冷い夏、熱い夏 吉村　昭 新潮社 1984

て 239 ディズニー掃除の神様が教えてくれたこと 鎌田　洋 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 2011

240 天皇の金塊 高橋　五郎 学習研究社 2009

と 241 峠うどん物語（上） 重松　清　 講談社 2011

242 峠うどん物語（下） 重松　清　 講談社 2011

と 243 東京恋物語 山口　洋子 講談社 1985

244 どうしても嫌いな人 益田　ミリ 幻冬舎 2010

245 ときめき世代の生きがい探し 高見澤　たか子 集英社 2002
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ジャンル　１　（文学・小説・エッセイ）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

246
特に深刻な事情があるわけではないけれど
私にはどうしても逃避が必要なのです。

山口　路子 中経出版 2013

247 棘の眠り 外山　真理子 長門出版 1998

248 十津川温泉殺人事件 吉村　達也 JOY　NOVELS 2002

249 十津川警部　五稜郭殺人事件 西村　京太郎 講談社 2004

250 トパーズ 村上　龍 角川書店 1988

251 ドラマチックチルドレン 乃南　アサ 読売新聞社 1996

252 取り替え子 大江　健三郎 講談社 2001

な 253 中原中也　生と身体の感覚 吉竹　博 新曜社 1996

254 泣きたい夜 見延　典子 近代文藝社 1997

255 なぜ日本人は劣化したか 香山　リカ 講談社現代新書 2007

256 ナナカマドの挽歌 秋葉　ヤエ子 恒友出版社 1980

257 ナナに吠えられた男 工藤　美津江 北海道新聞社 2010

に 258 憎いものが好き 内舘　牧子 小学館 1999

259 日蝕 平野　啓一郎 新潮社 1999

260 ニッポンには対話がない 北川達夫×平田オリザ 三省堂 2008

261 二百年の子供 大江　健三郎 中央公論社 2003

262 女人源氏物語（一） 瀬戸内　寂聴 小学館 1989

263 女人源氏物語（二） 瀬戸内　寂聴 小学館 1989

264 女人源氏物語（三） 瀬戸内　寂聴 小学館 1989

265 庭の砂場 山口　瞳 文藝春秋 1987

266 人形 木下　順一 影書房 1992

267 人間機関車　浅沼　稲次郎 豊田　穣 講談社 1991

268 人間にとって成熟とは何か 曾野　綾子 幻冬舎 2013

269 人間の大地 犬養　道子 中央公論社 1985

270 妊娠カレンダー 小川　洋子 文藝春秋 1991

ね 271 猫の時間 林　真理子 朝日新聞社 1995

272 根のいとなみ 近藤　とし子 草土文化 1979
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ジャンル　１　（文学・小説・エッセイ）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

ね 273 ネバー・ギブアップ 鍋倉　早百合 文芸社 2010

は 274 灰色地帯 榛葉　英治 日本経済新聞社 1978

275 廃墟に乞う 佐々木　譲 文芸春秋 2009

276 函館を基発にして 桂川　智 栄光出版社 1977

277 芭蕉の誘惑 嵐山　光三郎 JTB 2000

278 白球残映 赤瀬川　原平 文藝春秋 1995

279 八甲田山死の彷徨 新田　次郎 新潮社 1977

280 発達障害の僕が輝ける場所を見つけられた理由 栗原　類 株式会社KADOKAWA 2016

281 花々と星々と 犬養　道子 中央公論社 1978

282 母と神童　五嶋節物語 奥田　昭則 小学館 1998

283 母のこころを　すべてに 佐藤　初女 KTC中央出版 2008

284 母への100の質問状 森谷　雄 SBクリエイティブ 2017

285 ハピネス 桐野　夏生 光文社 2013

286 はるかな峰 野本　瞳 近代文藝社 1992

287 反応しない練習 草薙　龍瞬 KADOKAWA 2015

ひ 288 飛翔の像 竹村　まや 柏葉書院 1975

289 羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋 1979

290 人妻 三浦　朱門 集英社 1998

291 ひとりから、ひとりでも 伊東　秀子 花伝社 1983

292 ひとりぼっちのあなたに 寺山　修司 新書館 2015

293 火花 又吉　直樹 文藝春秋 2015

295 ひまわりのかっちゃん 西川　つかさ 講談社 2007

296 姫椿 浅田　次郎 文藝春秋 2001

297 ヒロのちつじょ 佐藤美紗代 太郎次郎エディタス 2017

ふ 298 夫婦二人三脚で更年期越え 赤星　たみ子 講談社 2009

299 不幸になりたがる人たち 春日　武彦 文春新書 2000

300 富士に射つ 渡辺　淳一 文芸春秋 1981

301 ふたりの余白 渡辺　淳一 中央公論社 1978

302 葡萄と郷愁 宮本　輝 光文社 1986

303 舟を編む 三浦　しをん 光文社 2012

304 冬の家 森本　貞子 文藝春秋 1988

305 冬の優しさ 遠藤　周作 文化出版局 1982

306 フランス人は仕事に振り回されない 船越　清佳 （株）ヤマハ 2017

307 フルートとオーボエ 清岡　卓行 講談社 1971

308 文学のなかの性と生 高柳　美知子 大月書店 1998

309 ふんばれ、がんばれ、ギランバレー たむら　あやこ 講談社 2016

へ 310 ペコロスの母の玉手箱 岡野　雄一 朝日新聞出版 2014

ほ 311 鳳凰の船 浮穴　みみ 双葉社 2017

312 ぼくがアメリカへ医者修行に行った理由 西村　知樹 講談社 2006

313 ぼくが子どものころ、ほしかった親になる 幡野　広志 PHP研究所 2018

314 ボクは猫よ 曽野　綾子 文芸春秋 1982

315 北海道の牧場で 岡部　彰 福音館書店 1979

316 ホテルローヤル 桜木　紫乃 集英社 2013

317 ほんとうの贅沢 吉沢　久子 あさ出版 2015

ま 318 マイ・ライフ 綾戸　智絵 幻冬社 2002

319 舞鶴の雪殺人事件 吉村　達也 徳間文庫 2003

320 まっすぐ生きる 中野　考次 春秋社 1998

321 松太郎　 高峰　秀子 潮出版 1985

ま 322 マヨルカの冬 ジョルジュ・サンド 藤原書店 1997
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ジャンル　１　（文学・小説・エッセイ）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

323 万引き家族 是枝　裕和 宝島社 2018

み 324 みだれ髪 俵　万智 河出書房 1998

325 みだれ髪 和田　芳恵 光風社書店 1967

326 蜜蜂と遠雷 恩田　陸 幻冬舎 2016

327 ミンの新しい名前 ジーン・リトル 講談社 2011

む 328 昔話にはウラがある ひろさちや 新潮社 1998

329 娘が語る　白蓮 宮崎　蕗苳 河出書房新社 2014

330 無力（ＭＵＲＩＫＩ） 五木　寛之 新潮社 2013

め 331 明治という国家（上） 司馬　遼太郎 NHKブックス 1994

332 明治という国家（下） 司馬　遼太郎 NHKブックス 1994

333 メシがくいたければ好きなことをやれ！ 岡野　雅行 こう書房 2008

334 メトレス　愛人 渡辺　淳一 文藝春秋 1991

335 迷惑旅行 山口　瞳 新潮社 1984

も 336 猛スピードで母は 長嶋　有 文芸春秋 2002

337 燃えさかる薪 曽野　綾子 中央公論社 1995

338 燃える秋 五木　寛之 角川書店 1979

339 モモ ミヒャエル・エンデ 岩波書店 2008

340 モモはなぜJ・Rにほれたのか ラフィク・シャミ 西村書店 1997

や 341 約束の海 山崎　豊子 新潮社 2014

342 やさしさごっこの時代 林　　郁 PHP研究所 1988

343 やばい老人になろう さだまさし PHP研究所 2017

344 やわらかな針 桐生　典子 集英社 1998

345 夜色 山口　洋子 新潮社 1997

346 夜界 土井　良一 河出書房 1984

ゆ 347 雪の日に　　空海の世界を辿って 野本　瞳 近代文藝社 1996

348 雪舞い 芝木　好子 新潮社 1993

349 夢の密室 泡坂　妻夫 光文社 1993

よ 350 よくわかる老荘思想 坂出　祥伸 同文書院 1997

351 与楽の飯 澤田　瞳子 光文社 2015

352 世捨て人のすすめ ひろさちや 実業之日本社 2014

353 夜の底に生きる 山口　洋子 中央公論社 1984

ら 354 ライカでショット！ 笹本　恒子 清流出版 2002

355 ライヤンツーリーのうた たかし　よいち 理論社 1993

356 ラインの古城 新田　次郎 文芸春秋 1979

357 ラバース・オンリー 山田　詠美 角川書店 1987

り 358 陸王 池井戸　潤 集英社 2016

359 李さんのピアノ 吉村　年魚子 北の街社 1994

360 リバース 湊　かなえ 講談社 2015

る 361 流浪 井上　光靖 福武書店 1989

れ 362 黎明 黎文学会 鳥影社 1989

363 歴史の使い方 境屋　太一 講談社 2004

ろ 364 老後のわかれ道 中島　れい 栄光出版社 1992

365 ６４（ロクヨン） 横山　秀夫 文芸春秋 2012

366 ロンリーウーマン 高橋　たか子 集英社 1978

わ 367 わが妻の「死の美学」 亀井　俊介 リバティ書房 1993

368 私が殺した少女 原　尞 早川書房 1989

369 私に似た人 貫井　徳郎 朝日新聞出版 2014

370 私のシネマ宣言　映像で女性が輝くとき 高野　悦子 朝日新聞社 1992

わ 371 私の函館地図 川崎　彰彦 たいまつ社 1976

372 わたしの放浪記 佐々木　久子 法蔵館 1995

373 私ひとりの私 石川　達三 文芸春秋 1965

374 われらいかに死すべきか 松田　道雄 暮らしの手帖社 1971
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ジャンル　１　（文学・小説・エッセイ）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

文 　庫　 本

あ 1 愛には少し足りない 唯川　恵 幻冬舎文庫 2003

2 愛のごとく（上） 渡辺　淳一 新潮社文庫 1988

3 愛のごとく（下） 渡辺　淳一 新潮社文庫 1988

4 赤い指 東野　圭吾 講談社文庫 2006

5 青い鳥 重松　清 新潮文庫 2010

6 赤ひげ診療譚 山本　周五郎 新潮文庫 1964

7 秋の終わりの旅 渡辺　淳一 講談社文庫 1990

8 悪意 東野　圭吾 講談社文庫 2001

9 憧れのまほうつかい さくらももこ 新潮社 2001

10 妖しき瑠璃色の魔術 吉村　達也 角川文庫 1996

11 嵐山温泉殺人事件 吉村　達也 講談社文庫 2001

い 12 刺青・秘密 谷崎　潤一郎 新潮文庫 1990

13 嫌な女 桂　望実 光文社文庫 2013

う 14 受け月 伊集院　静 文春文庫 1995

15 ウインクで乾杯 東野圭吾 祥伝社文庫 1992

16 埋火 立原　正秋 新潮文庫 1995

17 美しき薔薇色の殺人 吉村　達也 角川文庫 1996

え 18 エール！ 大崎梢　他5名 実業之日本社 2012

19 Ｎのために 湊　かなえ 双葉文庫 2014

20 永遠のゼロ 百田　尚樹 講談社文庫 2013

お 21 王都炎上 田中　芳樹 光文社 2012

22 女たちの避難所 垣谷　美雨 新潮文庫 2017

か 23 ガール 奥田　英朗 講談社 2009

24 回想電車 赤川　次郎 集英社 2010

25 顔に降りかかる雨 桐野　夏生 講談社文庫 1996

26 風の噂 渡辺　淳一 新潮文庫 1996

27 風の王国 五木　寛之 新潮文庫 2008

28 花壇 井上　靖 角川文庫 1985

29 家族シアター 辻村　深月 講談社文庫 2018

30 哀しき檸檬色の密室 吉村　達也 角川文庫 1996

31 哀しみの女 五木　寛之 新潮文庫 1989

32 紙の月 角田　光代 ハルキ文庫 2014

33 神も仏もありませぬ 佐野　洋子 ちくま文庫 2008

34 蒲生邸事件 宮部　みゆき 文春文庫 2000

35 カレンダー ひこ・田中 講談社 1997

き 36 奇跡のリンゴ 石川　拓治 幻冬舎 2011

37 北の林 原田　康子 新潮文庫 1989

38 ぎっちょんちょん 群　ようこ 新潮文庫 2015

39 侠骨記 宮城谷　昌光 講談社文庫 1997

40 霧積温泉殺人事件 吉村　達也 講談社文庫 2006

41 銀行消失 山田　智彦 講談社文庫 1997

く 42 99％の誘拐 岡嶋　二人 講談社文庫 2004

け 43 警視の偽装 デボラ・クロンビー 講談社文庫 2012

44 警視の予感 デボラ・クランビー 講談社文庫 2003

45 ケータイ紛失！ 吉村　達也 角川春樹事務所 2008

こ 46 幸福な生活 百田　尚樹 祥伝社 2014

47 ココ・シャネルという生き方 山口　路子 新人物往来社 2009

48 心に迫るパウロの言葉 曽野　綾子 新潮文庫 1989

こ 49 孤宿の人（上） 宮部　みゆき 新潮文庫 2009

50 孤宿の人（下） 宮部　みゆき 新潮文庫 2009

9

.



ジャンル　１　（文学・小説・エッセイ）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

さ 51 三人暮らし 群　ようこ 角川文庫 2012

52 ザ・ボンバー（爆殺魔） リサ・マークルンド 講談社文庫 2002

53 さくらえび さくらももこ 新潮社 2004

54 さぶ 山本　周五郎 新潮文庫 1995

55 さるのこしかけ さくらももこ 集英社 2002

56 死化粧 渡辺　淳一 角川文庫 1989

57 時代小説の愉しみ 隆　慶一郎 講談社文庫 1996

58 下町ロケット　ガウディ計画 池井戸　潤 小学館 2018

59 使命と魂のリミット 東野　圭吾 講談社文庫 2010

60 蛇の湯温泉殺人事件 吉村　達也 講談社文庫 2006

61 十字架 重松　清 講談社文庫 2012

62 宿命 東野　圭吾 講談社文庫 1993

63 手跡指南 神山　慎吾 講談社文庫 1999

64 修羅の剣（上） 津本　陽 講談社文庫 1994

65 修羅の剣（下） 津本　陽 講談社文庫 1994

66 小学五年生 重松　清 文藝春秋 2009

67 少女 湊　かなえ 双葉文庫 2012

68 娼年 石田　衣良 集英社文庫 2004

69 贖罪 湊　かなえ 双葉文庫 2012

70 食卓のエッセイ 山内　美郷 新潮文庫 1985

71 食堂かたつむり 小川　糸 ポプラ文庫 2010

72 知らずに他人を傷つける人たち 香山　リカ ＫＫベストセラーズ 2014

73 知床温泉殺人事件 吉村　達也 講談社文庫 1997

74 新源氏物語　（中） 田辺　聖子 新潮文庫 1988

75 新源氏物語（下） 田辺　聖子 新潮文庫 1988

76 新参者 東野　圭吾 講談社文庫 2013

77 人事権！ 高杉　良 講談社文庫 1998

78 新釈　走れメロス　他四篇 森見　登美彦 角川文庫 2015

79 真説　宮本武蔵 司馬　遼太郎 講談社文庫 1998

80 シンデレラの五重殺 吉村　達也 光文社文庫 1994

81 心療内科を訪ねて 夏樹　静子 新潮文庫 2006

せ 82 聖女の救済 東野　圭吾 文春文庫 2012

83 ゼームス坂から幽霊坂 吉村　達也 双葉文庫 2003

そ 84 そういうふうにできている さくらももこ 新潮社 2001

85 草原の椅子（上） 宮本　輝 新潮文庫 2008

86 草原の椅子（下） 宮本　輝 新潮文庫 2008

87 空飛ぶタイヤ 池井戸　潤 実業之日本社 2016

た 88 「正しいこと」にとらわれなくても大丈夫 名取　芳彦 三笠書房 2013

89 ダイイング・アイ 東野圭吾 光文社文庫 2011

90 対岸の彼女 角田　光代 文春文庫 2007
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ジャンル　１　（文学・小説・エッセイ）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

た 91 たいのおかしら さくらももこ 集英社 2003

92 たとえば風が 赤川　次郎 双葉文庫 1992

93 たびびと 立原　正秋 文春文庫 1987

94 魂萌え（上） 桐野　夏生 新潮文庫 2006

95 魂萌え（下） 桐野　夏生 新潮文庫 2006

96 誰もが戻れない ピーター・ロビンスン 講談社文庫 2001

97 探偵倶楽部 東野圭吾 角川書店 2005

98 短編工場 浅田次郎、他 集英社 2012

ち 99 小さいおうち 中島　京子 文春文庫 2012

100 地下街の雨 宮部　みゆき 集英社文庫 1998

101 痴人の愛 谷崎　潤一郎 新潮文庫 1989

102 鳥影の関（上） 杉本　苑子 中公文庫 1993

103 鳥影の関（下） 杉本　苑子 中公文庫 1993

104 チヨ子 宮部　みゆき 光文社文庫 2011

て 105 定年ゴジラ 重松　清 講談社文庫 2001

106 手紙 東野　圭吾 文春文庫 2006

107 天空の蜂 東野圭吾 講談社文庫 1998

108 天璋院篤姫（上） 宮尾　登美子 講談社 2007

109 天璋院篤姫（下） 宮尾　登美子 講談社 2007

と 110 東京下町殺人暮色 宮部　みゆき 光文社文庫 1994

111 遠き落日（上） 渡辺　淳一 集英社文庫 1990

112 遠き落日（下） 渡辺　淳一 集英社文庫 1990

113 時生（トキオ） 東野　圭吾 講談社文庫 2005

114 時の渚 笹本　稜平 文春文庫 2004

115 特技は殺人事件 イングリート・ノル 集英社版 2000

116 飛ぶ夢をしばらく見ない 山田　太一 講談社文庫 1989

117 鳥啼村の惨劇 吉村　達也 徳間書店 1995

118 泥棒に手を出すな 赤川　次郎 徳間文庫 1993

な 119 夏まぐろ 和田　はつ子 角川春樹事務所 2012

120 菜の花の沖（一） 司馬遼太郎 文春文庫 2000

121 菜の花の沖（二） 司馬遼太郎 文春文庫 2000

122 菜の花の沖（三） 司馬遼太郎 文春文庫 2000

123 菜の花の沖（四） 司馬遼太郎 文春文庫 2000

124 菜の花の沖（五） 司馬遼太郎 文春文庫 2000

125 菜の花の沖（六） 司馬遼太郎 文春文庫 2000

126 日本国殺人事件 吉村　達也 ハルキ文庫 1997

127 女人源氏物語（一） 瀬戸内　寂聴 集英社文庫 1999

ね 128 鼠、影を断つ 赤川　次郎 角川書店 2012

の 129 能登島黄金屋敷の殺人 吉村　達也 光文社文庫 1999

は 130 はたらく青年 原田　宗典 角川文庫 2002

131 八朔の雪 髙田　郁 時代小説文庫 2009
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ジャンル　１　（文学・小説・エッセイ）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

は 132 花埋み 渡辺　淳一 新潮文庫 1985

133 花咲村の惨劇 吉村　達也 徳間文庫 1995

134 はなちゃんのみそ汁 安武信吾・千恵・はな 文藝春秋 2014

135 花のいのち 立原　正秋 新潮文庫 1980

136 花の鎖 湊　かなえ 文春文庫 2013

137 春の鐘（上） 立原　正秋 新潮文庫 1990

138 春の鐘（下） 立原　正秋 新潮文庫 1990

139 春の砂漠（上） 平岩　弓枝 文春文庫 1998

140 春の砂漠（下） 平岩　弓枝 文春文庫 1998

141 半夏生 今野　敏 角川春樹事務所 2009

142 犯人のいない殺人の夜 東野圭吾 光文社文庫 1994

ひ 143 光と影 渡辺　淳一 文春文庫 1987

144 BT’63（上） 池井戸　潤 講談社文庫 2006

145 BT’63（下） 池井戸　潤 講談社文庫 2006

146 美女いくさ 諸田　玲子 中公文庫 2010

147 人がガンになるたった2つの条件 安保　徹 講談社 2012

148 日はまた昇る ヘミングウェイ 新潮文庫 1987

ふ 149 フィッシュストーリー 伊坂　幸太郎 新潮文庫 2009

150 フーミンのお母さんを楽しむ本 柴門　ふみ PHP研究所 1991

151 ふたりの余白 渡辺　淳一 集英社文庫 1987

152 冬のひまわり 五木　寛之 新潮文庫 1985

153 プラチナデータ 東野圭吾 幻冬舎文庫 2012

154 フランス人は10着しか服を持たない2 ジェニファー・L・スコット だいわ文庫 2017

へ 155 ペンギン・ハイウェイ 森見　登美彦 角川書店 2012

156 変身 東野　圭吾 講談社文庫 1994

157 返事はいらない 宮部　みゆき 新潮文庫 1994

ほ 158 宝引きさわぎ 佐伯　泰英 角川春樹事務所 2012

159 僕の行く道 新堂　冬樹 双葉文庫 2008

160 仏の発見 五木　寛之・梅原　猛 学研パブリッシング 2012

ま 161 まぁ～るく生きて 阿木　燿子 集英社文庫 1988

162 魔王 伊坂　幸太郎 講談社文庫 2008

163 マスカレード・イブ 東野　圭吾 集英社文庫 2014

164 またたび さくらももこ 新潮社 2005

165 真夏の方程式 東野圭吾 文春文庫 2013

め 166 名探偵の謎 東野圭吾 講談社文庫 1999

も 167 もう、怒らない 小池龍之介 幻冬舎文庫 2012

168 もたない男 中崎　タツヤ 新潮文庫 2015

169 持たない暮らし 下重　暁子 中経出版 2008

170 モダン 原田　ハマ 文春文庫 2018

171 もものかんづめ さくらももこ 集英社 2001

や 172 やぶつばき 立原　正秋 新潮文庫 1989

ゆ 173 夢は枯野を 立原　正秋 角川文庫 1990

174 ユートピア 湊　かなえ 集英社文庫 2018

175 夢をかなえるゾウ 水野　敬也 飛鳥新書 2011

よ 176 ようこそ、わが家へ 池井戸　潤 小学館 2013

177 夜明けの街で 東野　圭吾 角川文庫 2010

178 腰痛放浪記椅子がこわい 夏樹　静子 新潮文庫 2003

179 吉野の花殺人事件 吉村　達也 徳間文庫 2004

180 予知夢 東野圭吾 文春文庫 2003

よ 181 読書村お殺人 吉村　達也 ケイブンシャ文庫 2001

ら 182 ラプラスの魔女 東野　圭吾 角川文庫 2017

り 183 理由 宮部　みゆき 新潮文庫 2004
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ジャンル　１　（文学・小説・エッセイ）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

184 流氷への旅（上） 渡辺　淳一 角川文庫 1991

185 流氷への旅（下） 渡辺　淳一 角川文庫 1991

186 龍を見た男 藤沢　周平 新潮文庫 1987

187 竜馬がゆく（一） 司馬遼太郎 文春文庫 1998

188 竜馬がゆく（二） 司馬遼太郎 文春文庫 1998

189 竜馬がゆく（三） 司馬遼太郎 文春文庫 1998

190 竜馬がゆく（四） 司馬遼太郎 文春文庫 1998

191 竜馬がゆく（五） 司馬遼太郎 文春文庫 1998

192 竜馬がゆく（六） 司馬遼太郎 文春文庫 1998

193 竜馬がゆく（七） 司馬遼太郎 文春文庫 1998

194 竜馬がゆく（八） 司馬遼太郎 文春文庫 1998

れ 195 レイクサイド 東野　圭吾 文春文庫 2006

ろ 196 老後の資金がありません 垣谷　美雨 中公文庫 2018

197 ロール・プレーイング・ゲーム(R.P.G） 宮部　みゆき 集英社文庫 2001

わ 198 わたしをみつけて 中脇　初枝 ポプラ文庫 2015
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ジャンル　１　（文学・小説・エッセイ）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

同　人　誌

1 青の時代　（３３集） 函館文学学校作品集 函館文学学校 2006

2 青の時代　（３６集） 函館文学学校作品集 函館文学学校 2009

3 青の時代　（第３７集） 「青の時代」編集委員会 函館文学学校 2010

4 青の時代　（第３８集） 「青の時代」編集委員会 函館文学学校 2011

5 青の時代　（第３９集） 「青の時代」編集委員会 函館文学学校 2012

6 青の時代　（第４０集） 「青の時代」編集委員会 函館文学学校 2013

7 青の時代　（第４1集） 「青の時代」編集委員会 函館文学学校 2014

8 サボテン通り　第１０号 サボテン通りの会 2010

9 サボテン通り　第１１号 サボテン通りの会 2011

10 サボテン通り　第１２号 サボテン通りの会 2012

11 サボテン通り　第１３号 サボテン通りの会 2013

12 サボテン通り　第１４号 サボテン通りの会 2014

13 サボテン通り　第１５号 サボテン通りの会 2015

14 函館文学学校　作品０４ 函館文学学校創作講座 函館文学学校

15 函館文学学校　作品０５ 函館文学学校創作講座 函館文学学校 2005

16 函館文学学校　作品０７ 函館文学学校創作講座 函館文学学校 2007

17 函館文学学校　作品０９ 函館文学学校創作講座 函館文学学校 2009

18 作品　２０１０ 函館文学学校創作講座 函館文学学校 2010

19 作品　２０１１ 函館文学学校創作講座 函館文学学校 2011

20 作品　２０１２ 函館文学学校創作講座 函館文学学校 2012

21 作品　２０１３ 函館文学学校創作講座 函館文学学校 2013
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ジャンル　２　（行政・労働・法律）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

あ 1 IT時代を切り拓く女性起業家たち 森本　久義・片岡　信之 日刊工業新聞社 2001

2 アジア連邦の世紀 大前　研一 小学館 1996

3 新しい家族のための経済学 大沢　真知子 中公新書 1998

4 あなたをパワーアップ　改正均等法活用のポイント 中野　麻美・池田　芳江　 労働教育センター 1999

5 あるべき明日　日本・いま決断のとき 堺屋　太一 PHP研究所 1998

い 6 育児・介護休業法の実務解説 渡邊　信 日刊労働通信社 1996

え 7 えーっ！バイト高校生も有給休暇とれるンだって！ 航薫平 清風堂書店 2012

お 8 男たちのワークライフバランス ヒューマンルネッサンス研究所 幻冬舎ルネッサンス 2008

9 男と女の法律マニュアル 三瀬　顕 主婦と生活社 1996

10 お役所の掟 宮本　政於　 講談社 1993

11 女って大変 渋谷　智子 医学書院 2011

12 女は人材　１，０００万人の若い仲間へ 石原　一子 三笠書房 1974

か 13 会社人間が会社をつぶす パク・ジョアン・スックチャ 朝日新聞社 2002

14 会社のストレスに負けない本 渡部　卓 大和書房 2005

15 「家計破綻」に負けない経済学 森永　卓郎 2004

16 家裁弁護士　ミモザの花言葉のように 平山　知子 新日本出版 2005

17 「彼女たち」の連合赤軍 大塚　英志 文藝春秋 1997

18 彼女たちが成功した理由　ＷＨＡＴ　ＩＴ　ＴＡＫＥＳ リー・ガーデンシュワルツ ＷＡＶＥ出版 1994

き 19 逆襲する「日本経済」 副島　隆彦 祥伝社 1999

20 キャリア・ウーマン マーガレット・ヘニッグ サイマル出版社 1976

21 金銭貸借の法律相談 大野　實雄・中村　巌・小池　義雄 学陽書房 1969

22 均等法改正で平等は可能か 女性労働問題研究会 青木書店 2006

く 23 崩れゆく日本をどう救うか 松下　幸之助 PHP研究所 1975

24 暮らしのトラブル　１００問１００答 三瀬　顕 PHP研究所 1994

25 グローバル資本主義の危機 ジョージ・ソロス 日本経済新聞社 1999

け 26 経済学的に考える。 伊藤　元重 日本経済新聞社 2003

27 健康で文化的な最低限度の生活（1） 柏木　ハルコ 小学館 2014

28 健康で文化的な最低限度の生活（2） 柏木　ハルコ 小学館 2014

29 健康で文化的な最低限度の生活（3） 柏木　ハルコ 小学館 2014

こ 30 高学歴ワーキングプア 水月　昭道 光文社新書 2007

31 困ったときの法律百科 斎藤　陽子 北海道新聞社 1990

32 ゴルバチョフ革命は失敗した エドゥアルド・トーポリ 第一企画出版 1990

さ 33 ザ・ジャパニーズ・トゥデイ エドウィン・Ｏ．・ライシャワ－ 文藝春秋 1990

34 サラリーマンＩＴ道場 大前　研一 小学館 2002

35 産業構造変化と女性雇用 経済協力開発機構　　ＯＥＣＤ ２１世紀職業財団 1995

36 山村が壊れるその前に 山村経済研究所 日本経済評論社 1994

し 37 仕事も結婚も三十歳からが面白い 江上　節子 海竜社 1995

38 市場　対　国家　　　　上 ダニエル・ヤーギン 日本経済新聞社 1998

39 市場　対　国家　　　　下 ダニエル・ヤーギン 日本経済新聞社 1998

40 時代末　　上 堺屋　太一 講談社 1998

41 時代末　　下 堺屋　太一 講談社 1998

42 自治行政と住民の「元気」 大森　彌 良書普及会 1990

43 自治体プロの条件 佐々木　信夫 ぎょうせい 1994

44 自分にやさしい働き方しませんか ヤンソン由美子・中嶋圭子 学陽書房 1992

45 社会保障を問い直す　ー年金・医療・少子化対策 中垣　陽子 筑波書房 2005

46 主婦の再就職作戦　　ニュージーランドに学ぶ アリソン・クーパー 柘植書房 1993

47 情報革命という神話 ジョアンナ・ヌーマン 柏書房 1998

48 情報メディア論 丸山　不二夫 八千代出版 2000

49 女性が書いた女性が年金でトクする方法 水出　祐子 中央経済社 1995
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ジャンル　２　（行政・労働・法律）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

50 女性の就労と学習 山本　和代　他 全日本社会教育連合会 1987
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ジャンル　２　（行政・労働・法律）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

し 51 女性のための相続セミナー　法律・税金の基礎知識 堀越　董・辻　敢 有斐閣 1994

52 女性のための法律相談ガイド 東京弁護士会
両性の平等に関する委員会 ぎょうせい 2003

53 女性のデータブック　　第２版 井上輝子・江原由美子　編 有斐閣 1996

54 女性労働と企業社会 熊沢　誠 岩波新書 2000

55 人権政策学のすすめ 江端　崇・山崎　公士　他 学陽書房 2003

56 新世紀への英知　 渡部昇一・谷沢永一・小室直樹 祥伝社 2001

57 シンプル人生の経済設計 森永　卓郎 中央公論社 2002

せ 58 政策学への発想　もうひとつの地方自治論 佐々木　信夫 ぎょうせい 1989

59 性の法律学 角田　由紀子 有斐閣 1992

60 世界を行動する 田中　清玄 情報センター出版社 1983

そ 61 ソビエト帝国の崩壊 小室　直樹 光文社 1981

た 62 他人事ではすまされない「民法」困った時に読む本 三瀬　顕・林　一弘 かんき出版 1996

63 誰も書かなかったソ連 鈴木　俊子 サンケイ新聞社 1971

64 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 松原　亘子 労務行政研究所 1994

65 男女共同参画と女性労働 赤岡　巧　他 ミネルバァ書房 2000

66 男女雇用機会均等法及び改正労働基準法 赤松　良子 日本労働組合 1985

ち 67 賃金差別 竹信　三恵子 ちくま新書 2012

て 68 定年後　「もうひとつの人生」への案内 大塚　信一 岩波書店 1999

69 できれば幸せに働きたい 日本経済新聞社生活情報部 日本経済新聞社 2003

と 70 統治者の条件 田中　清玄 情報センター出版社 1983

な 71 名古屋の働く女性たち　その歴史と未来 名古屋市 名古屋市勤労婦人センター 1987

に 72 日本の知恵ヨーロッパの知恵 松原　久子 三笠書房 1985

73 日本は再び孤立するか 竹村　健一 太陽企画出版 1991

74 「日本文明」の真価 清水　馨八郎 祥伝社 1999

は 75 配偶者控除なんかいらない！？ 全国婦人税理士連盟編 日本評論社 1994

76 函館　今日から明日へ　－自由時間都市像をめざして- 大野　和雄 白桃書房 1978

77 はたら区カエル野の仲間たち こども未来財団 武田印刷株式会社 2009

78 働く女性 中川　昌代　他 文眞堂 2000

79 パワハラ・セクハラ・マタハラ相談はこうして話を聞く 野原　蓉子 経団連出版 2017

80 反貧困 湯浅　誠 岩波新書 2008

ひ 81 「Ｂ」で生きる経済学 森永　卓郎 中央公論社 2003

82 貧困についてとことん考えてみた 湯浅誠・茂木健一郎 NHK出版新書 2012

83 「平等」のセカンド・ステージへ 大脇　雅子 学陽書房 1992

ふ 84 フィランソロピーと社会　　その日本的課題 林雄次郎・山岡義典 ダイヤモンド社 1993

85 婦人の現状と施策　国内行動計画第１回報告書 総理府編 ぎょうせい 1978

86 婦人の賃金と福祉 田中　恵美子 創元社 1952

へ 87 ベンチャー失敗の法則　失敗したヤツが成功する 吉田　雅紀 国際通信社 2002

ほ 88 法女性学への招待 山下　泰子　他 有斐閣 1996

89 ポストモダンの政治と宗教　　現代の宗教１２ 土屋　恵一郎 岩波書店 1998

90 北海道社会事業史研究 三吉　明 敬文堂 1983

ま 91 マーケティング・リテラシー 日野　隆生 税務経理協会 2000

92 まち・ひと・マーケティング 大野　和雄 白桃書房 1989

93 マルチメディア時代の著作権 岡本　薫 全日本社会教育連合会 1997

94 マルチメディア社会の政治と経済 池上　惇 ナカニシヤ出版 1996

み 95 未来はいま決まる 堺屋　太一 フォレスト出版 1998

め 96 メディア・リテラシー 渡辺　武達 ダイヤモンド社 1997

も 97 もっと自分を伸ばすために読む５章 江上　節子 三笠書房 1993

り 98 離婚　法律カウンセリング　女が選ぶ離婚の法 谷口　優子 有斐閣 1996

ろ 99 六十歳の法律ガイド 木村晋介・村千鶴子・島村麻里 有斐閣 1992
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ジャンル　２　（行政・労働・法律）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

わ 100 ワークライフバランス入門 荒金　雅子　他 ミネルバァ書房 2007

101 わが道を行く 影山　裕子 学陽書房 2001

102 私の政治の歩き方 小宮山　洋子 八月書館 2002

わ 103 われ判事の職にあり 山形　道文 文藝春秋 1982

18

.



ジャンル　３ー１　（教育・保育・心理学　ー子ども関係ー）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

あ 1 愛されない子 トリイ・ヘイデン 早川書房 1998

2 愛しすぎる母親たち カリン・ルーベンスタイン 主婦の友社 1998

3 愛に還れ　断崖に立つ子どもたち 永畑　道子 主婦の友社 1991

4 アダルトチルドレン・マザー 橘　由子 学陽書房 1996

5 甘えのルール 信　千秋 総合法令 1998

6 甘やかされすぎるこどもたち クライン孝子 ポプラ社 1990

い 7 いじめが終わるとき（２冊） 芹沢　俊介 彩流社 2007

8 いじめを考える なだ　いなだ 岩波ジュニア新書 1996

9 忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス 明橋　大二 一万年堂出版 2007

10 犬として育てられた少年 ブルース・Ｄ・ベリー 紀伊国屋書店 2010

11 インナーマザーは支配する 斎藤　学 新講社 1998

お 12 狼に育てられた子 Ｊ・Ａ・Ｌ・シング 福村出版 1996

13 おかあさん、あのね 荒井和江・吉野弘監修 大和書房 1991

14 お母さんを元気にするひとこと 金盛　浦子 聡明書房 1998

15 教える教育の敗北 広瀬　努 日本評論社 1996

16 大人になる前に身につけてほしいこと 坂東　眞理子 PHP研究所 2008

17 思いっきり子ども、愛してますか 吉岡　たすく 婦人者出版 1990

18 親業　新しい親子関係の創造 トマス・ゴードン サイマル出版社 1977

19 親子不全＜キレない＞子どもの育て方 水島　広子 講談社 2000

20 親に頼らない生き方 マークス・寿子 ポプラ社 2000

か 21 隠された児童虐待 鈴木　健治 文芸社 2006

22 隔絶された少女の記録 ラス・ライマー 晶文社 1995

23
学年でビリのギャルが１年で偏差値を
４０上げて慶応大学に現役合格した話 坪田　信貴 株式会社     KADOKAWA 2014

24 学問の発見 広中　平祐 佼成出版社 1983

25 学力は家庭で伸びる 陰山　英男 小学館 2003

26 学力はグーンと伸びる 隂山　英男 小学館 2005

27 学校教育の中のジェンダー 直井道子・村松泰子 日本評論社 2009

28 家庭科教育 清野きみ・豊村洋子 学術図書出版社 1982

き 29 聞いてください子どもの本音 品川　不二郎 企画室 1989

30 奇跡と呼ばれた学校 荒瀬　克己 朝日新書 2007

31 吃音からの脱出 広瀬努・石田宗男 黎明書房 1977

32 きみはいい子 中脇　初枝 ポプラ社 2012

33 教育に人間を 丸木　政臣 民衆社 1978

く 34 空海に教わる親子学 渡辺　正次郎 イースト・プレス 2001

35 クラス会議で子どもが変わる ジェーン・ネルセン 星雲社 2000

け 36 元気が出る教育の話 斎藤次郎・森毅 中公新書 1993

こ 37 凍りついた瞳 ささや　ななえ 集英社 1995

38 「子どもがいちばん」はやめなさい 町沢　静夫 海竜社 2000

39 凍りついた瞳（新） ささや　ななえ 集英社 2003

40 凍りついた瞳(続） ささや　ななえ 集英社 1996

41 こころの子育て 河合　隼雄 毎日新聞社 1999

42 小綬鶏の家 萩原朔美・萩原葉子 集英社 2001

43 子育てがつらくなったとき読む本 大日向　雅美 ＰＨＰ 2001

44 子育てで悩む人のための本 白石　浩一 社会思想社 1995

45 子連れ防災手帳 三宅　明 メディアファクトリー 2012

46 子どもからの自立 伊藤　雅子 未来社刊 1976

47 子ども虐待出口あり（マンガ） 信田さよ子・イラ姫 講談社 2001
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ジャンル　３ー１　（教育・保育・心理学　ー子ども関係ー）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

こ 48 子ども虐待という第４の発達障害 杉山　登志朗 学研 2007

49 子ども虐待と貧困 松本伊智朗　編著 明石書店 2010

50 子ども時代を失った子どもたち マリー・ウィン サイマル出版社 1984

51 こどもと大人の絵本の時間 草谷　桂子 学陽書房 2003

52 子どもの考え始める時 教育技術研究会 誠信書房 1973

53 子どもの危機をどう見るか 尾木　直樹 岩波書店 2000

54 子どもの権利を買わないで　プンとミーチャのものがたり 大久保真紀　森野さかな　横田洋三 自由国民社 2000

55 子どもの心と教育相談 河合　洋 日本放送出版協会 1989

56 こどものトラウマと心のケア 藤森　和美 誠信書房 2000

57 子どもの脳を傷つける親たち 友田　明美 NHK出版新書 2017

58 子どもは、若殿、姫君か？ 川嶋　優 ディスカバー携書 2007

59 子どもはみんな問題児。 中川　李枝子 新潮社 2015

60 子供不足に悩む国、ニッポン ミュリエル・ジョレヴェ 大和書房 1997

61 子どもを見直す 斎藤　次郎 中公新書 1991

62 この子はこの子でいいんだ。私は私でいいんだ。 開橋　大二 万年堂出版 2004

63 子別れレッスン 斉藤学・久田恵 学陽書房 1999

64 こんな母親が子どもをダメにする 金盛　浦子 日本放送出版協会 1990

65 こんにちは！性教育　－性教育入門ー 北沢　杏子 アーニ出版 1986

さ 66 「さみしいママ」にさよなら 石川　康彦 主婦の友社 1997

67 サヨナラ、学校化社会 上野　千鶴子 太郎次郎社 2002

し 68 幸せな王子 オスカー・ワイルド リトルモア 2006

69 児童虐待から考える 杉山　春 朝日新書 2017

70 自分を消したいこの国の子どもたち 町沢　静夫 ＰＨＰ研究所 2001

71 自閉症だったわたしへ ドナ・ウィリアムス 新潮社 1993

72 自閉症の子どもたち 茂木　俊彦 大月書店 1999

73 下地先生の教え 下地　敏雄 朝日新聞出版 2010

74 食育アドバイスＱ＆Ａ 服部　幸應 家の光協会 2008

75 自立と生活文化の教育 村田　泰彦 労働教育センター 1992

す 76 スウェーデンののびのび教育 河本　桂子 新評論 2002

77 ストップ・ザ・児童虐待　発見の援助 阿部　計彦 ぎょうせい 2001

78 素直な子にひそむ危険 望月　一宏 あすなろ書房 1992

79 スポック博士の家庭教育 ベンジャミン・スポック 紀伊国屋書店 1977

せ 80 性教育Ｑ＆Ａ１００ 北沢　杏子 アーニ出版 2002

た 81 たてわり保育と活動ステイション 荒井洌・小林幹夫 川島書店 1987

82 誕生日を知らない女の子 黒川　祥子 集英社 2013

ち 83 小さな手、折れた翼 落合　恵子 国土社 2000

84 父は子に何ができるか 渡部昇一・屋山太郎 ＰＨＰ研究所 2001

つ 85 積み木くずし 保住　隆信 桐原書店 1982

と 86 どもりは必ず治る 廣瀬　努 八重岳書房 1988

87 友だち幻想 菅野　仁 ちくまポリマー新書 2008

な 88 なぜ勉強するのか？ 鈴木　光司 ソフトバンク新書 2006

89 なりたい自分になれる本 上野　千鶴子 学陽書房 2003

に 90 逃げるな、父親 八幡　和郎 中央公論新社 2001

91 日本を教育した人々 齋藤　孝 チクマ新書 2007

92 乳幼児の世界 野村　庄吾 岩波書店 1981

93 人魚姫 アンデルセン リトルモア 2007

94 人間は９タイプ（子どもとあなたの伸ばし方説明書） 坪田　信貴 株式会社     KADOKAWA 2016

は 95 ハイブリッドな子供たち 宮迫　千鶴 河出書房新書 1987

96
バカヤンキーでも死ぬ気でやれば世界の名門大学で戦
える。 鈴木　琢也 ポプラ社 2015
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ジャンル　３ー１　（教育・保育・心理学　ー子ども関係ー）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

97 浮浪雲の親子塾 ジョージ　秋山 経済社 1980

98 母と子の現代病 松岡　悟 三一書房 1987

は 99 母を支える娘たち 高石　浩一 日本評論社 1997

100 パラサイトシングルの時代 山田　昌弘 筑摩書房 1999

ひ 101 「引きこもり」から、どうぬけだすか 富田　富士也 講談社 2001

102 ひびわれた仮面 保坂　渉 共同通信社 2002

ふ 103 父性の復権 林　道義 中央公論社 1996

ほ 104 保育園は、いま 前田　正子 岩波書店 1997

105 母子密着と育児障害 田中　喜美子 講談社 2004

106 ほんとうのお父さんになるための１５章 仁平　義明 ブレーン出版 2003

ま 107 まずは子どもを抱きしめて 加藤　曜子　 朝日新聞社 2002

み 108 見てる、知ってる、考えてる 中島　芭旺 サンマーク出版 2016

109 ミュンヘンの小学生 子安　美知子 中公新書 1975

む 110 娘は男親のどこを見ているか 岩月　謙司 講談社 2003

ゆ 111 幽霊のような子 トリイ・ヘイデン 早川書房 1998

よ 112 よその子 トリイ・ヘイデン 早川書房 1998

ら 113 落第ママでも子は育つ 戸川　昌子 国際光文社 1986

り 114 離婚後の親子関係　サポートBOOK 新川　てるえ ひつじ書房 2005

115 離婚と子どものこころ 二－ル・カルタ－ 創元社 2009

れ 116 連鎖・児童虐待 東京新聞特報部 角川ONEテーマ２１ 2001

ろ 117 ロウソク　いっぽん　ちょうだいな 飯野　まさ 福音館書店 2015

わ 118 わが子が不登校で教えてくれたこと 野村　俊幸 文芸社 2009

119 私には殺せない　”赤ちゃん斡旋事件”の証言 菊田　昇 誠進社 1973
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ジャンル　３ー２　（教育・保育・心理学　ー心理関係ー）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

あ 1 愛しすぎる家族が壊れるとき 信田　さよ子 岩波出版 2003

2 愛情という名の支配 信田　さよ子 海竜社 1998

3 愛するということ エーリッヒ・フロム 紀伊国屋書店 1996

4 アサーショントレーニング 平木　典子 日本・精神技術研究所 2000

5 頭に来てもアホとは戦うな！ 田村耕太郎 朝日新聞出版 2014

い 6 ＥＱこころのポジティブ革命 金盛　浦子 ｋｋベストセラー 1997

7 痛みと身体の心理学 藤見　幸雄 新潮社 1999

8 いちいち気にしな心が手に入る本 内藤　誼人 王様文庫 2018

9 癒しのメッセージ 上野　圭一 春秋社 1999

う 10 ウツな気分が消える本 高田　明和 光文社 1999

11 うその自己分析 折橋　徹彦・杉田　正樹 日本評論社 1999

12 うつ病（専門医がやさしく教える） 水島　広子 ＰＨＰ研究所 2000

13 うつ病は重症でも2週間で治る、もし・・・ 加藤　諦三 三笠書房 2012

14 「うつ」を治す 大野　裕 ＰＨＰ研究所 2000

え 15 エゴグラム ジョン・M・デュセイ 創元社 1993

16 エンカウンター・グループ カール・Ｒ・ロジャース 創元社 1992

お 17 おとぎ話にみる男と女 ヴェレーナ・カースト 新曜社 1995

18 「折れない心」をつくるたった１つの条件 植西　聡 青春出版社 2011

か 19 「家族」という名の孤独 齋藤　学 講談社 1995

20 カール・ロジャース入門　 諸富　祥彦 星雲社 1999

21 カウンセラー入門 武田　建 誠信書房 2001

22 カウンセラーの悩みと生きがい 杉渓　一言 川島書店 1991

23 カウンセリング辞典 國分　康孝 誠信書房 1997

24 カウンセリングの心 氏原　寛 創元社 1997

25 カウンセリングのための人間学 人間学的カウンセリング研究会 北海道教育社 1999

26 カウンセリングを考える　上 河合　隼雄 創元社 1997

27 カウンセリングを考える　下 河合　隼雄 創元社 1997

28 学力は家庭で伸びる 陰山　英男 小学館 2003

29 囲い込み症候群 太田　肇 筑摩書房 2001

30 家族依存症 斎藤　学 誠信書房 1999

31 家族カウンセリング 岡堂　哲雄 金子書房 2000

32 家族が心身症になったとき 河野　友信 創元社 2000

33 家族心理学講義 岡堂　哲雄 金子書房 1996

34 家族という病 下重　暁子 幻冬舎 2015

35 家族に学ぶ家族療法 鈴木　浩二 金剛出版 1991

36 家族のゆくえは金しだい 信田　さよ子 春秋社 2016

37 変わる自己変わらない自己 蘭　千壽 金子書房 1999

38 環状島＝トラウマ地政学 宮地　尚子 みすず書房 2007

39 感情的にならない本 和田　秀樹 新講社 2013

き 40 聞くだけで自立神経が整うＣＤブック 小林　弘幸 株式会社アスコム 2014

41 擬態うつ病 林　公一 宝島社 2001

42 傷ついた心への援助 池田　光幸 医学書院 1993

43 ギャンブル依存症 田辺　等 NHK出版 2002

44 教育欲を取り戻せ 齋藤　孝 NHK出版 2005

45 教育力 齋藤　孝 岩波新書 2007

46 拒食症と過食症 山登　之 講談社現代新書 1998

47 嫌われる勇気 岸見一郎・古賀史健 ダイヤモンド社 2014

48 キレる大人はなぜ増えた 香山　リカ 朝日新書 2008

く 49 ぐっすり眠るためのＣＤブック 小林弘幸 アスコム 2015
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ジャンル　３ー２　（教育・保育・心理学　ー心理関係ー）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

く 50 くらべない幸せ 香山　リカ 大和書房 2010

け 51 ケータイ・ネット人間の精神分析 小此木　啓吾 飛鳥新社 2001

52 結婚生活で悩む人のための本 白石　浩一 社会思想社 1995

53 元型論 C・G・ユング 紀伊国屋書店 1990

54 現代人の仏教思想 後藤　隆一 第三文明社 1977

こ 55 行動障害の理解と援助
長畑正道・小林重雄
野口幸弘・園山繁樹 コレール社 2000

56 心の医学 柏瀬　宏隆 朝倉書店 1994

57 こころの痛みどう耐えるか 小此木　啓吾 ＮＨＫ出版 2000

58 こころの処方箋 河合　隼雄 新潮社 1994

59 「こころの悩み」の精神医学 野村　総一郎 ＰＨＰ研究所 1998

60 こころの日曜日 菅野　泰蔵 法研 1996

61 こころの日曜日　　２ 菅野　泰蔵 法研 1996

62 こころの日曜日　　３ 菅野　泰蔵 法研 1996

63 こころの日曜日　　４ 菅野　泰蔵 法研 1996

64 心のメッセージを聴く 池見　陽 講談社現代新書 1995

65 心の問題で悩む人のための本 白石　浩一 社会思想社 1995

66 心はどこへ行こうとしているか 香山リカ・町澤静夫・大澤真幸 マガジンハウス 1998

67 心はなぜ苦しむのか 岸田　秀 毎日新聞社 1999

69 心を病むってどういうこと？ 古川　奈都子 ぶどう社 2001

70 コミュニケーション力 齊藤　孝 岩波書店 2004

71 コンプレックス・セラピィ 上田　麻結 ＮＥＣクリエイティブ 2001

し 72 「しあわせ」のかたち 岡田　美里 講談社 2001

73 ＜自立＞の心理学 国分　康孝 講談社 1982

74 幸せな死のために一刻も早くあなたにお伝えしたいこと 中山　祐次郎 幻冬舎 2015

75 シェイクスピア劇とジェンダー・アイデンティ 伊藤　洋子 近代文芸社 2008

76 時間の心理学 赤松　潤 近代文藝社 1993

77 しぐさと表情の心理分析 工藤　力 福村出版 2000

78 思考は現実化する ナポレオン・ヒル きこ書房 2001

79 自己カウンセリングとアサーションのすすめ 平木　典子 金子書房 2000

80 自己注目と抑うつの社会心理学 坂本　真士 東京大学出版会 1997

81 思春期との対話 平井　信義 朝日新聞社 1971

82 自信は人生のカギ ナサニエル・ブランデン 春秋社 1997

83 失敗学のすすめ 畑村　洋太郎 講談社 2001

84 しない生活 小池　龍之介 幻冬舎新書 2014

85 自分で決められない人たち 矢幡　洋 中央公論社 2004

86 自分の壁を破る人破れない人 渡辺　昇一 三笠書房 1998

87 自分のために生きていけるということ 齋藤　学 大和書房 2010

88 自分は自分人は人　争わない「生き方」 和田　秀樹 新講社 2012

89 自分を変える生き方 加藤　諦三 三笠書房 1993

90 自分を嫌うな 加藤　諦三 三笠書房 1995

91 自分を大切にする生き方 マッツ・ビルマーク
スーザン・ビルマーク 文嚮社 2017

92 社会学がわかる事典 森下　伸也 日本実業出版社 2001

93 社会学の基礎知識 塩原勉・松原治郎・大橋幸 有斐閣 1997

94 社会的ひきこもり 斎藤　環 ＰＨＰ研究所 1998

95 週末うつ 古賀　良彦 青春新書 2012

96 主婦うつ 大野　裕 法研 2001
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ジャンル　３ー２　（教育・保育・心理学　ー心理関係ー）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

し 97 障害者は、いま 大野　智也 岩波書店 1988

98 女性のためのライフサイクル心理学 岡本祐子・松下美知子 福村出版 1996

99 知らずに他人を傷つける人たち 香山　リカ ベスト新書 2007

100 白雪姫コンプレックス 佐藤　紀子 金子書房 2000

101 自律神経失調症 松崎　博光 新星出版社 1997

102 事例に学ぶ心理療法 河合　隼雄 日本評論社 1995

103 真実のゴッホ マンフレート・イン・デア・ベーク 西村書店 1992

104 人生にリハーサルはない 北野生涯教育振興会 産業能率大学出版部 1980

105 人生の意味の心理学 Ａ・アドラー 文春社 1999

106 人生を変えるカラーセラピーメッセージ 泉　智子 小学館 2002

107 人生を愉しむ５０のヒント 中谷　彰宏 三笠書房 1997

108 心的外傷と回復 ジュディス・L・ハーマン みすず書房 1997

109 心配事の９割は起こらない 枡野　俊明 三笠書房

110 心理学１　心のはたらきを知る 梅本堯夫・大山正・岡本浩一 サイエンス社 1998

111 心療内科 池見　酉次郎 中央公論社 1963

す 112 ストレスに負けない生活 熊野　宏昭 ちくま新書 2007

せ 113 生活経営論 清野　きみ 放送大学教育振興会 1999

114 生活と地球社会 清野きみ・原ひろ子 放送大学教育振興会 1999

115 青春を悩むひとの本 白石　浩一 社会思想社 1995

116 「性/別」攪乱-台湾における性政治 ジョセフィン・ホー 御茶ノ水書房 2013

117 整理整頓　女子の人間関係 水島　広子 サンクチュアリ出版 2014

そ 118 漱石、もう一つの宇宙 塚本　嘉壽 新曜社 1994

119 漱石の心的世界 土居　健郎 弘文堂 1994

120 続　アドラー心理学 野田　俊作 星雲社 1998

た 121 退却神経症 笠原　嘉 講談社 1988

122 対人援助の技法 尾崎　新 誠信書房 2001

123 対人恐怖 内沼　幸雄 講談社 1990

124 第二の性　　ﾎﾞｰｳﾞｫﾜｰﾙ著作集　６ ボーヴォワール 人文書院 1976

125 第二の性　　ﾎﾞｰｳﾞｫﾜｰﾙ著作集　７ ボーヴォワール 人文書院 1976

126 多重化するリアル 香山　リカ 廣済堂 2002

127 タテ社会の人間関係 中根　千枝 講談社 1976

128 食べ過ぎることの意味 ジェニーン・ロス 誠信書房 2001

ち 129 ちいさなことにイライラしなくなる本 大嶋　信頼 マガジンハウス 2017

130 チーズはどこへ消えた スペンサー・ジョンソン 扶桑社 2001

つ 131 つい怒ってしまう人の心理学 ｶｰﾙ･ｾﾒﾛｰｽﾞ/ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ｽﾐｽ ダイヤモンド社 2005

て 132 電話相談の考え方とその実践 村瀬喜代子・津川律子 金剛出版 2005

と 133 どうしてもギャンブルをやめられなくなったら読む本 丹野　ゆき すばる舎リンケージ 2010

134 東洋の知恵と心理学 恩田　彰 大日本図書 1995

135 となりのクレーマー 関根　眞一 中央公論新社 2007

な 136 なぜうつ病の人がふえたのか 冨高　辰一郎 幻冬舎ﾙﾈｯｻﾝｽ新書 2010

137 なぜ自分を知らせるのを恐れるのか？ ジョン・パウエル 女子パウロ会 1981

138 「悩み」の正体 香山　リカ 岩波新書 2007

に 139 人間関係で悩む人のための本 白石　浩一 社会思想社 1995

140 人間関係の心理学 蓮見将敏・小山望 福村出版 2000

141 人間関係の心理学 斎藤　勇 誠信書房 2000

142 人間の死にかた 中野　好夫 新潮社 S58
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ジャンル　３ー２　（教育・保育・心理学　ー心理関係ー）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

に 143 人間の潜在力 カール・Ｒ・ロジャース 創元社 1990

ね 144 ネズミと怪獣とわたし パット・パルマー 原生林 2000

の 145 脳からストレスが消える 高田　明和 光文社 1996

は 146 発達障害に気づかない大人たち 星野　仁彦 祥伝社新書 2010

147 発達障害の子どもたち 杉山　登志朗 講談社 2007

148 母を許せない娘、娘を愛せない母 袰岩　秀章 ダイヤモンド社 2013

149 ハラスメントは連鎖する 安冨歩・本條晴一郎 光文社新書 2007

ひ 150 人はだれに心をひらくのか 岩井　俊憲 ＰＨＰ研究所 1997

151 人はなぜ神経症になるのか Ａ・アドラー 春秋社 2001

152 ひとむれ 谷　昌恒 評論社 1980

153 ひとりになれない女たち 衿野　未矢 文芸春秋 1998

154 103歳になってわかったこと 篠田　桃紅 幻冬舎 2015

155 開かれた小さな扉 バージニア・Ｍ・アクスライン リーダーズ・ダイジェスト社 1972

ふ 156 フェミニスト・カウンセリング 河野　貴代美 新水社 1995

157 フェミニスト・カウンセリングの未来 河野　貴代美 新水社 1999

158 プロカウンセラーの聞く技術 東山　紘久 創元社 2001

159 太るのがこわい 小野　のん子 リブリオ出版 2002

160 「ふり」の自己分析 石田　春夫 講談社 1989

161 不良少年の夢 義家　弘介 光文社 2003

へ 162 へたな人生論よりイソップ物語 植西　聰 河出書房新社 2001

む 163 無意識はどこにあるのか 小浜　逸郎 洋泉社 1998

164 難しい性格の人との上手なつきあい方 高野　優 紀伊国屋書店 2001

165 「もう疲れた」と思ったときに読む本 斎藤　茂太　 大日本印刷 2008

や 166 やさしさと冷たさの心理 加藤　諦三 大和出版 1988

167 病の心理学 小山　充道 学苑社 1989

168 やめる心の記録 西丸　四方 中央公論新社 1968

よ 169 よくわかる「うつ」の本 早坂　繁幸 ｋｋﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1999

170 夜回り先生 水谷　修 サンクチュアリ 2004

ら 171 ライフサイクルと家族の危機 日本家族心理学年報 金子書房 1986

172 楽天主義セラピー リチャード・カールソン 春秋社 1999

れ 173 「恋愛学」講義 スーザン・Ｓ・ヘンドリック 金子書房 2000

174 恋愛と結婚で悩む人のための本 白石　浩一 社会思想社 1995

わ 175 笑う主婦には福来たる 菅野　泰蔵 ＰＨＰ研究所 1997
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ジャンル　４-1　（女性学・男性学）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

あ 1 愛という名の支配 田嶋　陽子 太郎次郎社 2000

2 愛の歌　恋の歌 板東　眞理子 関東図書 2008

3 あごら 雑誌でつないだフェミニズム 第1巻 福元　満治 石風社 2016

4 あごら 雑誌でつないだフェミニズム 第2巻 福元　満治 石風社 2016

5 あごら 雑誌でつないだフェミニズム 第3巻 福元　満治 石風社 2016

6 アジア・太平洋地域の女性政策と女性学 原ひろ子・前田瑞枝・大沢真理 新曜社 1997

7 新しい女性の創造 ベティ・フリーダン 大和書房 1992

8 あっぱれ夫婦学 斎藤　茂太 同文書院 1993

9 あなたに似た家族 沖籐　典子 徳間書店 1999

い 10 怒りの方法 辛淑玉 岩波新書 2004

11 イクメンで行こう！ 渥美　由喜 日本経済新聞社 2010

12 いのちにやさしいお産 駒井　秀子 自然食通信社 1996

13 「居場所」のない男、「時間」がない女 水無田　気流 日本経済新聞 2015

う 14 生まれ変わっても女がいい国って、ホント？ マークス・寿子 清流出版 1999

え 15 映画をつくった女たち 松本　侑壬子 星雲社 1996

16 選ばれる男たち　 信田　さよ子 講談社 2009

17 エンパワーメントの女性学 村松安子・村松泰子 有斐閣 1996

お 18 〈男らしさ〉のゆくえ 伊藤　公男 新曜社 1997

19 「男だてら」に「女泣き」 奥山　和弘 文芸社 2003

20 「男らしさ」から「自分らしさ」へ メンズセンター編 かもがわ出版 1996

21 「男らしさ」という神話 伊藤　公雄 日本放送出版社 2003

22 「女」と「男」 道教育大公開講座委員会 北海道教育大学 1997

23 「女が働くこと」をもういちど考える 中島　通子 労働教育センター 1994

24 「女ことば」はつくられる 中村　桃子 ひつじ書房 2007

25 「女の子」は学校でつくられる マイラ＆デイヴィッド・サドカー 時事通信社 1996

26 「女の時代」を旅する　　フェミニズム１９９０ 池田祥子・金井淑子　他 ユック舎 1990

27 ＯＬたち+C19:F91の＜レジスタンス＞ 小笠原　祐子 中央公論社 1998

28 皇女品宮の日常生活 瀬川　淑子 岩波書店 2001

29 奥山和弘　　一寸ちゃんがゆく 奥山　和弘 静清タイプ 2001

30 奥山和弘　　サルカニ・バイオレンス 奥山　和弘 静清タイプ 2001

31 奥山和弘　　しきたり雀 奥山　和弘 静清タイプ 2001

32 夫は定年　妻はストレス 清水　博子 青木書店 1996

33 男おひとりさま術 中澤　まゆみ 法研 2010

34 男おひとりさま道 上野　千鶴子 法研 2009

35 男がみえてくる自分探しの１００冊 中村彰・中村正 かもがわ出版 1997

36 男社会の常識・非常識（マンガ） 岩男壽美子　 財務省印刷局 2000

37 男たちの「私」さがし メンズセンター編 かもがわ出版 1997

38 男たちへ 塩野　七生 文芸春秋 2001

39 男だって子育て 広岡　守穂 岩波書店 1990

40 男でもなく　女でもなく 蔦森樹 勁草書房 1996

41 男とは何か Ｅ・バダンタール 筑摩書房 1998

42 男になるのだ 橋　本治 ごま書房 2001

43 男の勘ちがい 齊藤　学 毎日新聞社 2004

44 男の子の性の本　さまざまなセクシュアリティ メンズセンター編 解放出版社 2002

45 おとこの目からなみだ　おんなの目からうろこ 日立市 ぎょうせい 2005

46 男流文化論 上野千鶴子・小倉知加子 筑摩書房 1992

47 オトナ女子の気くばり帳 気くばり調査委員会 サンクチュアリ出版 2017

48 オニババ化する女たち 三砂　ちづる 光文社 2004

49 おひとりさまの老後 上野　千鶴子 法研 2007
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ジャンル　４-1　（女性学・男性学）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

お 50 母娘の風景 松本　侑壬子 論創社 1988

51 オルタナティブのおんな論 もろさわ　ようこ ドメス出版 1994

52 お笑いジェンダー論 瀬地　山角 勁草書房 2001

53 女50歳　人生後半がおもしろい 沖籐　典子 ミルンヴァ書房 2004

54 女６５００人の証言 三多摩の会 学陽書房 1991

55 女一匹 佐野洋子・広瀬弦 マガジンハウス 1995

56 女歌の百年 道浦　母都子 岩波書店 2002

57 女が１００歳までボケない１０１の習慣 白澤　卓二 アスコム 1979

58 女が会社で 辛淑玉 マガジンハウス 1998

59 女が素敵な子どもの本 木村　民子 近代文芸社 1996

60 女五十代第二の人生が始まる 沖籐　典子 海竜社 1995

61 女たちが語る阪神大震災 ウィメンズネット・こうべ 木馬書館 1996

62 女たちが女性センターの運営に乗り出した！ ＮＰＯ法人参画プランニング・いわて編 ユック舎 2006

63 女たちのパワーブック ノルウェー労働党女性局　編 かもがわ出版 2004

64 女たちの本屋 多田　淳子 アルメディア 1993

65 女であることの希望 吉澤　夏子 勁草書房 1997

66 女と遊びの時代 青柳まちこ・伊藤恭子 六興出版 1991

67 女とオトコの経済学 加藤　敏明 寿郎社 2001

68 おんなとおとこの女性学 金谷　千慧子 柘植書房 1993

69 女と男の日本語辞典　上巻 佐々木　瑞枝 東京堂出版 2000

70 オンナ泣き 北原　みのり 晶文社 2001

71 女について　反女性論的考察 村上　信彦 こぶし文庫 1997

72 女のいい分 丸岡　秀子 日本経済評論社 1981

73 女のグループ　活動資金づくりの本 横浜市女性協会 学陽書房 1993

74 おんなのこって　なあに？おとこのこって　なあに？ ステファニー・ワックスマン 福音館 1992

75 女のせりふ１２０・・・ 伊藤　雅子 未来社 1995

76 女の大老境 田嶋　陽子 マガジンハウス 1997

77 女のネットワーキング 横浜女性フォーラム編 学陽書房 1991

78 女の文化人類学 織部　恒雄 弘文堂 1982

79 女の目で見る　　講座女性学４ 女性学研究会編 勁草書房 1987

80 おんなの歴史（上） もろさわ　ようこ 未来社 1982

81 おんなの歴史（下） もろさわ　ようこ 未来社 1982

82 女は覚悟を決めなさい 黒川　伊保子 ポプラ社 2016

83 女は結婚すべきではない シンシア・Ｓ・スミス 中央公論社 1996

84 女は元気！　北九州の燦めく１６人 市川　嘉男 講談社 1994

85 女は三角　男は四角 内館　牧子 小学館 1998

86 女は世界をかえる　　講座女性学３ 女性学研究会編 勁草書房 1986

87 女らしさの病 齋藤学・波田あい子 誠信書房 1986

88 おんなろん序説 もろさわ　ようこ 未来社 1981

89 女を幸せにしない「男女共同参画社会」 山下　悦子 羊泉社 2006

90 男女（オスメス）の怪 養老孟司・阿川佐和子 大和書房 1988

か 91 輝いてしなやかに 中西　英治 新日本出版社 2002

92 輝く会社のための女性活躍推進ハンドブック 清水レナ ディスカヴァー・トゥエンティワン 2015

93 風と光の花束を抱いて 国分　真一 日本文学館 2005

27

.



ジャンル　４-1　（女性学・男性学）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

か 94 家族収容所 信田　さよ子 講談社 2003

95 家族制度 磯野誠一・磯野富士子 岩波書店 1976

96 家族卒業 速水　由紀子 紀伊国屋書店 1999

97 家族というリスク 山田　昌弘 勁草書房 2002

98 家族の現象論 芹沢　俊介 筑摩書房 1983

99 家族のゆくえ 中村　正 人文書院 1998

100 家庭科、男も女も 家庭科の男女共修をすすめる会　編 ドメス出版 1997

101 家庭と女性　つくられたマイホームからの脱出 藤井　治枝 現代婦人問題研究会 1990

102 家庭モラル・ハラスメント 熊谷　早智子 講談社 2008

103 下流社会 三浦　展 1991

104 下流社会　第２章 三浦　展 1991

105 変わってしまった女と」「変わりたくない男」 三浦　清一郎 学文社 2009

き 106 企業中心社会を超えて 大沢　真理 時事通信社 1995

107 北の命を抱きしめて 北海道女性医師史編纂刊行委員会 ドメス出版 2006

108 きっと変えられる性差別語 上野　千鶴子 三省堂 1998

109 木下明美の健康ダイエット日記 木下　明美 ウィメンズブックストア松香堂 2000

110 気難しい女性との上手な接し方 遥　洋子 朝日新聞社 2010

111 キャリアを拓く 女性研究者のあゆみ ドメス出版 2005

112 きょうだいリスク 平山　亮　古川　雅子 朝日新書 2016

く 113 くたばれ！専業主婦 石原　里紗 ぶんか社 1999

け 114 ケータイを持ったサル 正高　信男 中公公論新社 2003

115 結婚しないかもしれない症候群　（男性版） 谷村　志穂 主婦の友社 1996

116 結婚しません 遥　洋子 講談社 2000

117 結婚すべきか　講座おんな３ 富岡多恵子・瀬戸内晴美他 筑摩書房 1992

118 結婚帝国　女の岐れ道 上野千鶴子・信田さよ子 講談社 2004

119 結婚と家族　　　 福島　瑞穂 岩波新書 1994

120 結婚の条件 小倉　千加子 朝日新聞社 2003

121 元始、女性は太陽であった　下 平塚　らいてう 大月書店 1974

122 源氏物語の美　シリーズ源氏大学 杉本苑子・近藤富江・尾崎左永子 講談社 2000

こ 123 「ことば」に見る女性 東京女性財団 クレヨンハウス 1999

124 ５０代・女ざかりと男の自立 樋口　恵子 文化出版社 1997

125 広告のヒロインたち 島森　路子 岩波新書 1998

126 公認売春宿 アレクサ・アルバート 講談社 2002

127 国境お構いなし 上野　千鶴子 朝日新聞社 2003

128 ことばとジェンダー 中村　桃子 勁草書房 2001

129 ことばとフェミニズム 中村　桃子 勁草書房 1995

130 この国で女であるということ 島崎　今日子 教育史料出版会 2001

子の無い人生 酒井　順子 角川書店 2016

131 これからの選択　　夫婦別姓 東京弁護士会 日本評論社 1996

さ 132 ザ・フェミニズム 上野千鶴子・小倉千加子 筑摩書房 2002

133 差異の政治学 上野　千鶴子 岩波書店 2002

134 サザエさんからいじわるばあさんへ 樋口　恵子 ドメス出版 1993

135 察しない男　説明しない女 五百田　達成 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2014

136 錆びない生き方 板東　眞理子 講談社 2010

137 さよならHanako族 山下　悦子

138 皿洗いするの、どっち？ 山内　マリコ マガジンハウス 2017

し 139 ジェンダー・トラブル ジュディス・パトラー 青土社 1999

140 ジェンダー・バランスへの挑戦 青島　祐子 学文社 1997

141 ジェンダー・フリー教材の試み　国語にできること 金井　景子 学文社 2001
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し 142 ジェンダー化される身体 荻野　美穂 勁草書房 2002

143 ジェンダーがやって来た 船越　邦子 木犀社 1996

144 ジェンダーから世界を読む 関啓子・木本喜美子 明石書店 1996

145 ジェンダーからみた新聞のうら・おもて 田中和子・諸橋泰樹 現代書店 1996

146 ジェンダーの語られ方、メディアのつくられ方 諸橋　泰樹 現代書館 2002

147 ジェンダーの社会学 江原由美子・長谷川公一 新曜社 1996

148 ジェンダーの社会学 井上　俊　他 岩波書店 1995

149 ジェンダーの心理学 東清和・小倉千加子 早稲田大学出版会 2000

150 ジェンダー平等の経済学 二宮　厚美 新日本出版社 2006

151 ジェンダー平等の種を蒔きつづけて 藤枝　澪子 冬芽工房 2012

152 ジェンダー論」の教え方ガイド 沼崎　一郎 (有)フェミックス 2006

153 自信のない女がブランド物を持ち歩く マークス・寿子 草思社 2002

154 時代を拓く女性たち　国際婦人連絡会40年の記録 国際婦人連絡会編 パド・ウィメンズ・オフィス 2015

155 自治体の女性政策と女性問題講座 グループみこし 学陽書房 1994

156 自治のなかの女たち 自治体学会 良書普及会 1992

157 自分の人生、　自分で決める 金　美齢 講談社 1998

158 自分を信じて生きてみよう ソニア・フリードマン 大和書房 1995

159 市民が拓く女性問題解決への道 女性問題くにたち市民会議 未来社 1993

160 主婦の復権 林　道義 講談社 1998

161 「主婦の復権」はありうるか。 田中喜美子・鈴木由美子 社会思想社 1999

162 証言　現代の性暴力とポルノ被害 ポルノ被害と性暴力を考える会 東京都社会福祉協議会 2011

163 昭和の女性　一日一史 月守晋 岩波書店 1996

164 女子差別撤廃条約注解 国際女性の地位協会 尚学社 1996

165 女女格差 橘木　俊 東洋経済報社 2008

166 女性解放思想の歩み 水田　珠枝 岩波書店 1976

167 女性学キーワード 岩男寿美子・加藤千穂 有斐閣 1997

168 女性学教育/学習ハンドブック 国立婦人教育会館編 有斐閣 1997

169 女性学とその周辺 井上　輝子 勁草書房 1989

170 女性学入門 冨士谷　あつ子 サイマル出版社 1979

171 女性学の挑戦 金井　淑子 明石書店 1997

172 女性学への招待 井上　輝子 有斐閣 1996

173 女性学を学ぶ 内藤　和美 三一書房 1994

174 女性がつくる２１世紀　私たちの北京「行動綱領」 清水澄子・北沢洋子 ユック舎 1996

175 女性候補者を勝利に導くガイドブック 全米女性政治コーカス 築地書館 2000

176 女性施設ジャーナル　Ｖｏｌ．１ １９９５年版 横浜市女性協会 学陽書房 1995

177 女性施設ジャーナル　Ｖｏｌ．２　１９９６年版 横浜市女性協会 学陽書房 1996

178 女性施設ジャーナル　Ｖｏｌ．３　１９９７年版 横浜市女性協会 学陽書房 1997

179 女性施設ジャーナル　Ｖｏｌ．４　１９９８年版 横浜市女性協会 学陽書房 1998

180 女性施設ジャーナル　Ｖｏｌ．５　１９９９年版 横浜市女性協会 学陽書房 1999

181 女性施設ジャーナル　Ｖｏｌ．６　２００１年版 横浜市女性協会 学陽書房 2001

182 女性施設ジャーナル　Ｖｏｌ．７　２００２年版 横浜市女性協会 学陽書房 2002

183 女性施設ジャーナル⑧　２００３年版 （財）横浜市女性協会 学陽書房 2003

184 女性と教育 池木　清 ぎょうせい 1988

185 女性と生涯学習 堀田剛吉・須田博司 家政教育社 1996

186 女性のいない世界　　 マーラ・ヴィステンドール 講談社 2012

187 女性の権利　ハンドブック女性差別撤廃条約 国際女性の地位協会編 岩波ジュニア新書 1999

188 女性の幸福　（仕事編） 板東　眞理子 PHP新書 2010

189 女性の自己表現術 パメラ・バトラー 創元社 1996
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し 190 女性の心理 國分 康孝 編 三笠書房 1992

191 女性のための自己発見学 河野　貴代美 学陽書房 1986

192 女性のための人間関係講座 リンダアダムス他 大和書房 1996

193 女性はいまどこにいるのか 芹沢　俊介 毎日新聞社 1983

194 女性問題学習の視点　国立公民館の実践から 伊藤　雅子 未来社 1993

195 女性問題キーワード１１１ 矢澤　澄子　監修 ドメス出版 1997

196 自立する女　ジョルジュ・サンド 小坂　裕子 NHK出版 1998

197 資料集　男女共同参画社会 関　哲夫　編 ミネルヴァ書房 2001

198 新・現代女性の意義と生活 神田道子・木村啓子・野口眞代 日本放送出版協会 1992

199 新・国民の油断 西尾幹二・八木秀次 PHP研究所 2005

200 新・世界の女たちはいま 柴山　恵美子 学陽書房 1993

201 シングル化する日本 伊田　広行 羊泉社 2003

202 シングルマザー 奥村　典子 ボイックス社 2002

203 シングルマザーに乾杯！ しんぐるまざあず・ふぉーらむ 現代書館 2001

204 シングルマザーのあなたに しんぐるまざあず・ふぉーらむ 現代書館 2008

205 人権の絵本⑥　学びの手引き 岩辺　泰吏 大月書店 2003

206 人生の午後へ　男も女も今が変わりどき 沖籐　典子 労働旬報社 1996

207 シンデレラ王子の物語 バベット・コール ウィメンズブックストア 1995

208 人物日本の女性史２　栄光の女帝と后 円地　文子 集英社 1977

209 人物日本の女性史３　源平争乱期の女性　 円地　文子 集英社 1977

210 人物日本の女性史４　戦国乱世に生きる 円地　文子 集英社 1977

211 人物日本の女性史５　政権を動かした女たち 円地　文子 集英社 1977

212 人物日本の女性史６　日記につづる哀歓 円地　文子 集英社 1977

213 人物日本の女性史７　信仰と愛と死と 円地　文子 集英社 1977

214 人物日本の女性史８　徳川家の夫人たち 円地　文子 集英社 1977

215 人物日本の女性史９　芸の道ひとすじに 円地　文子 集英社 1977

216 人物日本の女性史１０　江戸期女性の生き方 円地　文子 集英社 1977

217 人物日本の女性史１１　自由と権利を求めて 円地　文子 集英社 1977

218 人物日本の女性史１２　教育・文学への黎明 円地　文子 集英社 1977

219 神話に学ぶ男の生き方 ロバート・Ａ・ジョンソン 青土社 2000

す 220 「好き」の？がわかる本 石川　大我 （株）太郎次郎エディタス 2011

221 少し立ち止まって、男たち 江原　由美子　他 東京女性財団 1997

222 図説　「人物日本の女性史」２王朝の恋とみやび 相賀　徹夫 小学館 1979

223 図説　「人物日本の女性史」３源平女性の光と影 相賀　徹夫 小学館 1979

224 図説　「人物日本の女性史」５　戦国の愛と死 相賀　徹夫 小学館 1979

225 図説　「人物日本の女性史」８　封建女性の哀歓 相賀　徹夫 小学館 1979

226 図表でみる女の現在 フォーラム女性の生活と展望編 ミネルヴァ書房 1994

せ 227 １９４５年のクリスマス ベアテ・シロタ・ゴードン 柏書房 1997

228 〈性〉と日本語 中村　桃子 日本放送出版協会 2007

229 精子提供 歌代　幸子 新潮出版 2012

230 生殖技術とジェンダー 江原　由美子 勁草書房 1998

231 世界の女性史１　神話の女　　死と性と月と豊穣 大森　太良 評論社 1975

232 世界の女性史２　未開社会の女　母権制の謎 大森　太良 評論社 1976

233 世界の女性史３　古代　美の世界の女たち 秀村　欣二 評論社 1976

234 世界の女性史４　フランス　愛の世界の女たち 木村　尚三郎 評論社 1976

235 世界の女性史５　フランス　自由の国の女たち 木村　尚三郎 評論社 1975

236 世界の女性史６　イギリス　忍従より自由へ 青山　吉信 評論社 1976

237 世界の女性史８　イタリア　南欧の永遠の女たち 平川　祐弘 評論社 1978

238 世界の女性史９　アメリカ　新大陸の女性たち 本間　長世 評論社 1975

30

.



ジャンル　４-1　（女性学・男性学）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

せ 239 世界の女性史１０　アメリカ　新しい女性像を求めて 本間　長世 評論社 1977

240 世界の女性史１１　ロシア　大地に生きる女たち 米川　哲夫 評論社 1976

241 世界の女性史１２　ロシア・東欧　未来を築く女たち 米川　哲夫 評論社 1976

242 世界の女性史１３　中東・アフリカ　東方の輝き 板垣　雄三 評論社 1978

243 世界の女性史１４　中東・アフリカ　閉ざされた世界から 板垣　雄三 評論社 1978

244 世界の女性史１５　インド　サリーの女たち 田中　於菟弥 評論社 1976

245 世界の女性史１６　中国　儒教社会の女性たち 岸辺　成雄 評論社 1975

246 世界の女性史１７　　中国　革命の中の女性たち 岸辺　成雄 評論社 1976

247 世界の女性史１８　日本　王朝の世と女性の役割 笠原　一男 評論社 1977

248 世界の女性史１９　日本　目覚めゆく女性の哀歓 笠原　一男 評論社 1976

249 セクシュアリティ ジェフリー・ウィークス 河出書房 1996

250 セクシュアリティ入門 関修・木谷麦子 夏目書房 1999

251 接近遭遇　上野千鶴子対談集 上野　千鶴子 勁草書房 1988

252 専業主婦が消える 末包　房子 同友社 1995

253 専業主婦の消える日 金森トシエ・北村節子 有斐閣 1990

254 戦争がつくる女性像 若桑　みどり 筑摩書房 1995

た 255 代議士になったパリの娼婦 ニコル・カスティオーニ 草思社 2002

256 大切なパートナーだから　あなたに贈るミニポエム 日立市 ぎょうせい 2004

257 たかがお茶されどお茶 日本秘書クラブ能力向上研究会 時事通信社 1992

258 食べ過ぎてしまう女たち ジェニーン・ロス 講談社 1996

259 団塊格差 三浦　展 文芸春秋 2007

260 男女共同参画/ジェンダーフリー・バッシング 日本女性学会ジェンダー研究会 明石書店 2006

261 男女共同参画」が問いかけるもの 伊藤　公雄 インパクト出版会 2009

262 男女共同参画社会基本法 内閣府男女共同参画局　編 ぎょうせい 2004

263 男女共同参画社会と学校教育 福山　喜弘 教育開発研究所 2002

264 男女共同参画社会へ 板東　眞理子 勁草書房 2004

265 男女共同参画推進条例のつくり方 山下　泰子　他 ぎょうせい 2001

266 男女共同参画政策と女性のエンパワーメント 川橋　幸子 労働教育センター 1998

267 男女共同参画の時代 鹿嶋　敬 岩波新書 2004

268 男女共同参画物語 よしかわ女／
男たちのあゆみを記録する会 生活思想社 2001

269 男女共同社会を考える 天野　正子　他 ぎょうせい 1987

270 男女平等教育　今まで　これから 櫛田　真澄 ドメス出版 2002

271 男性改造講座 足立区女性総合センター編 ドメス出版 1995

272 男性学 井上輝子・上野千鶴子・江原由美子 岩波書店 1996

273 男性論 柴門　ふみ 角川文庫 1999

ち 274 町内資料に読む石狩町女性史年表 駒井　秀子 石狩市郷土研究会 2002

つ 275 妻が僕を変えた日 広岡　守穂 フレーベル館 1992

276 妻に異議あり　男の離婚 アンカップリング研究会 青木書店 1996

277 妻をみなおす 小嵐　九八郎 ちくま新書 2004

て 278 テキスト　現代女性読本 神田　道子 三省堂 1996

279 哲学は女を変える 村上　益子 はまの出版 1993

280 天皇制とジェンダー 加納　実紀代 インパクト出版 2002
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と 281 ドイツ人はなぜ、1年に１５０日休んでも仕事が回るのか 熊谷　徹 青春出版社 2015

282 どうして男は、そんな言い方　なんで女は、あんな話し方 デボラ・タネン 講談社 2001

283 東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ 遥　洋子 筑摩書房 2000

284 道南女性史研究　第三号 道南女性史研究会　第三号 三和印刷 1980

285 道南女性史研究　第四号 道南女性史研究会　第四号 三和印刷 1981

286 道南女性史研究　第五号 道南女性史研究会　第五号 三和印刷 1985

287 道南女性史研究　第六号 道南女性史研究会　第六号 三和印刷 1988

288 道南女性史研究　第八号 道南女性史研究会　第八号 三和印刷 1991

289 道南女性史研究　第九号 道南女性史研究会　第九号 三和印刷 1992

290 道南女性史研究　第十号 道南女性史研究会　第十号 三和印刷 1993

291 道南女性史研究　第十一号 道南女性史研究会　第十二号 三和印刷 1998

292 道南女性史研究　第十二号（２冊） 道南女性史研究会　第十二号 三和印刷 1999

293 道南女性史研究　第十三号（2冊） 道南女性史研究会　第十三号 三和印刷 2001

294 道南女性史研究　第十四号 道南女性史研究会　第十四号 三和印刷 2003

295 道南女性史研究　第十五号 道南女性史研究会　第十五号 三和印刷 2005

296 道南女性史研究　第十六号（2冊） 道南女性史研究会　第十六号 三和印刷 2009

297 道南女性史研究　第十七号 道南女性史研究会　第十七号 三和印刷 2012

298 道南女性史研究　第十八号 道南女性史研究会　第十八号 三和印刷

299 道婦連協三十年史 北海道婦人団体連絡協議会 北海道婦人団体連絡協議会 1988

300 トンデレラ姫物語 バベット・コール ウィメンズブックストア松香堂 1995

な 301 なぜ、あの会社は女性管理職が順調に増えているのか 麓　幸子 日経BP社 2015

302 なかなか結婚しない女すぐ結婚する女 海原　純子 大和書房 2001

303 ナショナリズムとジェンダー 上野　千鶴子 青土社 1998

304 なにが女性の主要な敵なのか クリスティーヌ・デルフィ 勁草書房 1996

に 305 ２１世紀家族へ 落合　恵美子 有斐閣選書 1997

306 日本株式会社の女たち 竹信　三恵子 朝日新聞社 1994

307 日本語は女をどう表現してきたか キトレッジ・チェリー 福武書店 1992

308 日本史にみる   女の愛と生き方 永井　路子 新潮文庫 1983

309 日本女性肖像大事典 永原　和子 日本図書センター 1995

310 日本人に生まれて幸せですか 金　美麗 海竜社 2000

311 日本の女性史１　女帝と才女たち 和歌新太郎・山本藤枝 集英社 1969

312 日本の女性史２　乱世に生きる 和歌新太郎・山本藤枝 集英社 1969

313 日本の女性史３　忍従と美徳と 和歌新太郎・山本藤枝 集英社 1969

314 日本の女性データバンク 板東　眞理子 財務省印刷局 2001

315 日本の女性は100年たっても面白い 深澤　真紀 KKベストセラーズ 2013

316 乳がん治療・日本の医療 イデアフォー編 幻冬舎 2008

317 ニューフェミニズムレヴュー　恋愛テクノロジー　　① 上野　千鶴子 学陽書房 1991

318 ニューフェミニズムレヴュー　　女と表現　　② 水田　宗子 学陽書房 1991

319 ニューフェミニズムレヴュー　　ポルノグラフィー 　 ③ 白藤　花夜子 学陽書房 1992

320 ニューフェミニズムレヴュー　エイジズムおばあさんの逆襲④ 樋口　恵子 学陽書房 1992

321 ニューフェミニズムレヴュー　　リスキー・ビジネス　　⑤ 上野　千鶴子 学陽書房 1994

ぬ 322 ＮＷＥＣ　実践研究 独立行政法人　国立女性教育会館 独立行政法人　国立女性教育会館 2011

は 323 働くお母さんからの６１通の手紙 深谷　和子 PHP研究所 1991
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ジャンル　４-1　（女性学・男性学）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

は 324 働く女子の運命 濱口桂一郎 文藝春秋 2015

325 働く女性の生き方 平井　潔 新興出版社 1968

326 働く女性の出産・育児 前田　己治子 双葉社 1993

327 働くママは天から花束をもらう 沖籐　典子 徳間書店 1993

328 話を聞かない男、地図が読めない女 アラン・ピーズ＆バーバラ・ピーズ 主婦の友社 2000

329 羽生もと子著作集　第二巻　思想しつつ生活しつつ　（上） 羽仁　もと子 婦人之友社 1984

330 羽生もと子著作集　第三巻　思想しつつ生活しつつ　（中） 羽仁　もと子 婦人之友社 1984

331 羽生もと子著作集　第四巻　思想しつつ生活しつつ　（下） 羽仁　もと子 婦人之友社 1984

332 羽生もと子著作集　第九巻　家事家計篇 羽仁　もと子 婦人之友社 1984

333 羽生もと子著作集　第十一巻　家庭教育篇 羽仁　もと子 婦人之友社 1984

334 羽生もと子著作集　第十二巻　子供読本 羽仁　もと子 婦人之友社 1984

335 羽生もと子著作集　第十六巻　みどりごの心 羽仁　もと子 婦人之友社 1984

336 羽生もと子著作集　第十八巻　教育三十年 羽仁　もと子 婦人之友社 1984

337 羽生もと子著作集　第十九巻　友への手紙 羽仁　もと子 婦人之友社 1984

338 羽生もと子著作集　第二十巻　自由・協力・愛 羽仁　もと子 婦人之友社 1984

339 羽生もと子著作集　第二十一巻　真理のかがやき 羽仁　もと子 婦人之友社 1984

340 母親の就業と家庭生活の変動 原　ひろ子　編 弘文堂 2004

341 〈母〉の根源を求めて ジュリア・クリステヴァ 光芒社 2001

342 パラサイト・シングルの時代 山田　昌弘 筑摩書房 1999

ひ 343 〈非婚〉のすすめ 森永　卓郎 講談社 1998

344 「一人っ子長女」のための本 多湖　輝 新講社 2004

345 東アジアの家父長制 瀬地　山角 勁草書房 1999

346 ひたすら　憲法 寿岳　章子 岩波書店 1998

347 百年の女 酒井　順子 中央公論新社 2018

348 ひ弱な男とフワフワした女の国日本 マークス・寿子 草思社 1997

349 平塚らいてう物語り 竹中　らんこ こもがわ出版 1996

350 ビリー・ホリディと「奇妙な果実」 デーヴィッド・マーゴリック 大月書店 2003

351 ヒロインは、なぜ殺されるのか 田嶋　陽子 講談社 1997

352 ピンクトライアングルの男たち Ｈ．ヘーガ- パンドラ 1999

ふ 353 夫婦別姓への招待 高橋菊江・折井美耶子・二宮周平 有斐閣 1994

354 フェミニズムのイズムを超えて 天野　正子 岩波書店 1997

355 フェミニズムのパラドックス 江原　由美子 勁草書房 2001

356 フェミニズムはどこへ行ったのか 山下　悦子 大和書房 1996

357 婦人・家庭欄こと始め 川嶋　保良 青蛙房 1996

358 婦人・女性・おんな 鹿野　政直 岩波新書 1989

359 婦人の歩み３０年 労働省婦人少年局 労働法令協会

360 父性の誕生 鈴木　光司 角川書店 2000

361 再び男たちへ 塩野　七生 文芸春秋 2001

362 ふたつの文化のはざまから 加藤　シヅエ 不二出版 1994

363 仏教のなかの男女観 植木　雅俊 岩波書店 2004

364 不愉快な男たち 辛　淑玉 講談社 1998

ほ 365 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 ｻｯｻ･ﾌﾞｰﾚｸﾞﾚｰﾝ 岩崎書店 2018

366 母性の復権 林　道義 中公新書 1999

367 ほどよく距離を置きなさい 湯川　久子 サンマーク出版 2017

ま 368 マーガレット・サンガー エレン・チェスラー 日本評論社 2003

369 負け犬の遠吠え 酒井　順子 講談社 2003

370 また身の下相談にお答えします 上野　千鶴子 朝日文庫 2017

め 371 明治快女伝　わたしはわたしよ 森　まゆみ 労働旬報社 1996

372 明治の結婚　明治の離婚 湯沢　雍彦 角川学芸出版 2005
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ジャンル　４-1　（女性学・男性学）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

め 373 めざめる女　つぶやく男 ジェンダー・学び・プロジェクト　編 解放出版社 2003

も 374 もう、男たちにまかせられない 水上　洋子 近代文芸社 1996

375 もう、貴方はいりません 山田　秀雄 角川書店 2006

376 もうカエルオトコなんて愛さない ナイラ・シャミ 竹書房 2002

377 もうひとつの人生が始まる ジュディス・サマーズ 海竜社 1989

378 モダンガール論 斉藤　美奈子 マガジンハウス 2000

379 モノも気持ちも溜め込まない！夫婦の断捨離 やましたひでこ すばる舎 2014

よ 380 よりよく生き延びる せんだい男女共同参画財団 新潮社 2017

り 381 リプロダクティブ・ヘルス/ライツ ヤンソン柳沢　由実子 国土社 1997
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ジャンル　４ー２　（女性学・男性学　ー犯罪被害ー）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

あ 1 愛する、愛される 山口　のり子 梨の木舎 2009

い 2 癒しと和解への旅 坂上　香 岩波書店 1999

お 3 夫・恋人の暴力から自由になるために Ｇ．ニッキャーシー　Ｓ．デビットソン パンドラ 2000

4 男たちの脱暴力　ＤＶ克服プログラムの現場から 中村　正夫 朝日新聞社 2003

5 男たちよ妻を殴って幸せですか？ 西舘　代志子 早稲田出版 2002

6 御直披 板谷　利加子 角川書店 1998

7 女盗賊プーラン（上） プーラン・デヴィ 草思社 1997

8 女盗賊プーラン（下） プーラン・デヴィ 草思社 1997

9 女は男のそれをなぜセクハラと呼ぶか 山田　秀雄 角川書店 2003

10 女を殴る男たち　ＤＶは犯罪である 梶山　寿子 文芸春秋 1999

か 11 家族・暴力・虐待の構図 日本弁護士連合会 読売新聞社 1998

き 12 傷ついたあなたへ レジリエンス 梨の木舎 2005

13 気持ちのキセキ 箱崎　幸恵 明石書店 2008

14 Ｑ＆Ａ　セクシュアル・ハラスメント　ストーカー規制法 山田　秀雄 三省堂 2001

け 15 検死捜査 トーマス野口・ノーマン酒井 クレスト社 1996

こ 16 心の傷を抱きしめて 岡田　信子 主婦の友社 2002

17 心への侵入　性的虐待と性暴力の告発から 中島一成・宮城由江 本の時遊社 1999

18 心を殺された私 緑河　実紗 河出書房新社 1998

19 壊れる男たち　-セクハラはなぜ繰り返されるのか- 金子　雅臣 岩波書店 2006

さ 20 裁判の女性学　 福島　瑞穂 有斐閣 1997

21 最貧困女子 鈴木　大介 幻冬舎 2014

22 砂漠の女　ディリ― ワイス・ディリ― 草思社 1999

23 砂漠の薔薇 新堂　冬樹 幻冬舎 2006

し 24 シェルター　女が暴力から逃れるために 波田あい子・平川和子 青木書店 1998

25 知っていますか？　ドメスティック・バイオレンス　一問一答 日本DV防止・情報センター 解放出版社 2002

26 女性たちが変えたＤＶ法 ＤＶ法を改正しよう
全国ネットワーク 新水社 2006

27 女性・暴力・人権 渡辺　和子 学陽書房 1994

す 28 ストーカーの真実 近代文芸社編 近代文芸社 1997

せ 29 「性/別」攪乱ー台湾における性政治 ジョセフィン・ホー 御茶ノ水書房 2013

30 セクシャル・ハラスメント撃退マニュアル 福島瑞穂・金子雅臣・中川瑞代 日本評論社 1990

31 セクシュアル・ハラスメントのない世界へ （財）東京女性財団 有斐閣 2000

32 セクハラ１１０番 三井　マリ子 集英社 1994

そ 33 その後の不自由 上岡陽江・大嶋栄子 医学書院 2010

34 それ、恋愛じゃなくてＤＶです 瀧田　信之 ＷＡＶＥ出版 2009

35 デートＤＶってなに？　Ｑ＆Ａ 日本DV防止・情報センター編著 解放出版社 2008

36 デートＤＶと恋愛 伊田　広行 大月書店 2010

37 ＤＶ加害男性への心理臨床の試み 草柳　和之 新水社 2008

38 ＤＶ家庭における性暴力被害の実態 特定非営利活動法人
全国女性シェルターネット

特定非営利活動法人
全国女性シェルターネット

2009

39 ＤＶ・虐待にさらされた子どものトラウマを癒す ランディ・バンクロフト 明石書店 2006

40 ＤＶ防止とこれからの被害当事者支援 戒能　民江 ミネルヴァ書房 2006

41 ＤＶ防止法（２００８年版） 南野知恵子　他　監修 ぎょうせい 2008

と 42 １２
トゥエルブ

イヤーズ　ア　スレーブ ソロモン　ノーサップ著 花泉社 2014

43 ドキュメント　女子割礼　 内海　夏子 集英社新書 2003

44 毒婦たち　東電OLと木嶋佳苗のあいだ 上野千鶴子・信田さよ子・北原みのり 川出書房新社 2013

45 ドメスティック・バイオレンス 戒能　民江 不磨書房 2002

46 ドメスティック・バイオレンス 「夫（恋人）からの暴力」
調査研究会 有斐閣 1998

47 ドメスティック・バイオレンス 小西　聖子 白水社 2001

48 ドメスティック・バイオレンス 鈴木隆文・麻鳥澄江 教育資料出版社 2003

49 ドメスティック・バイオレンス 草柳　和之 岩波ブックレット№629
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ジャンル　４ー２　（女性学・男性学　ー犯罪被害ー）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

と 50 ドメスティック・バイオレンス　女性情報ライブラリーvol.4 パド・ウィメンズ・オフィス パド・ウィメンズ・     オフィス 2003

51 ドメスティック・バイオレンス　セクシャル・ハラスメント 東京弁護士会 商事法務研究会 2001

52 ドメスティック・バイオレンス　夫婦ゲンカが犯罪になるとき 戒能　民江 主婦と生活社 2002

53 ドメスティック・バイオレンスへの視点 日本ＤＶ防止・情報センター 朱鷺書房 2001

な 54 殴る夫　逃げられない妻 吉廣　紀代子 青木書店 1997

55 なぜ夫は、愛する妻を殴るのか？ ドナルド・Ｇ・ダットン 作品社 2001

は 56 橋の上の「殺意」 鎌田　慧 平凡社 2009

57 働く女性の相談室 安西　美津子 生産性出版 1996

58 犯罪被害者の心の傷 小西　聖子 白水社 1998

59 ハーフ・ザ・スカイ ニコラス・D・クリストフ
シェリル・ウーダン 英治出版 2010

ふ 60 富士見産婦人科病院事件 被害者同盟・原告団 一葉社 2010

へ 61 平気でうそをつく人たち Mスコット・ペック 草思社 1996

ほ 62 暴力男性の教育プログラム エレン・ペンス 誠信書房 2004

63 暴力被害者と出会うあなたへ　ＤＶと看護 友田　尋子　 医学書院 2006

64 保険・医療のためのＤＶ対応トレーニング・マニュアル 友田　尋子　編訳 解放出版社 2005

65 ホットライン相談対応マニュアル 全国女性シェルターネット 2010

66 ポルノグラフティと性暴力 中里見　博 明石書店 2007

も 67 モラル・ハラスメント 北風　めい 新風社 2005

68 物は言いよう 斉藤　美奈子 平凡社 2004

よ 69 喜びの秘密 アリス・ウォーカー 集英社 1999

れ 70 レイプ・クライシス　この身近な危機 東京・強姦救援センター 学陽書房 1991

わ 71 わかりやすい　セクシュアルハラスメント ２１世紀職業財団 ２２世紀職業財団 2005
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ジャンル　５　（趣味・教養・その他）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

あ 1 アウシュヴィッツは終わらない プリーモ・レーヴィ 朝日新聞社 1982

2 青森市の歴史 青森市史編さん委員会 青森市 1989

3 秋ざくら 宮下　初峰 いちゐ出版 1992

4 あたらしい栄養学 吉田企世子・松田早苗 高崎書店 2010

5 あなたが動けば、人は動く 中谷　彰宏 PHP研究所 1999

6 あなたの知らない福岡県の歴史 山本　博文 洋泉社 2012

7 アメリカ人のホンネ 木村　太郎　監訳 ダイヤモンド社 1992

8 アレクサンダー・テクニーク W・バーロウ 誠信書房 1991

9 あれも家族　これも家族 福島　瑞穂

10 淡雪 榎　八千代 北海道アララギ発行所 1981

い 11 「いい人」をやめると楽になる 曽野　綾子 祥伝社 2002

12 毬栗 園田　蓬春 川柳きずな吟社 1992

13 生きがいの確信 出口　日出麿 講談社 1985

14 生きる場所のつくりかた 島村　菜津 家の光協会 2013

15 池上彰の宗教がわかれば世界が見える 池上　彰 文藝春秋 2011

16 池谷虎一遺稿集　帰来翁 関　輝夫 龍文堂印刷 1988

17 池谷虎一画集 池田虎一　画集刊行会 龍文堂印刷 1986

18 医者が教える食事術 牧田　善二 ダイヤモンド社 2017

19 いま会いたい　いま話をしたい 福島　瑞穂 明石書房 2003

う 20 打たれても出る杭になれ 秋山　仁　他 ＰＨＰ研究所 1996

え 21 エイズがわかる本 宗像　恒次 法研 1992

22 蝦夷に咲いた百合 函館日仏協会 幻洋社 1993

23 延命の医学から生命を与えるケア 日野原　重明 医学書院 1992

お 24 大沼・駒ケ岳　碧光る水辺 市根井　孝悦 北海道新聞社 1998

25 オーブンからの手紙 明坂　英二 青土社 1998

26 おかたづけの作法 三谷　直子 カナリアコミュニケーションズ 2014

27 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 幻冬舎 2012

28 おてんば歳時記 酒巻　寿 草思社 1979

29 女が酒を選ぶとき 友田　晶子 WAVE出版 1994

30 おんなときもの 土性　至凡 繊研新聞社 1985

か 31 海外旅行で役に立つ英会話 金子　良三 成美堂出版 1988

32 会議・行事の司会術入門 藤倉修一・黒瀬市郎 日本実業出版社 1983

33 会話がとぎれない！話し方　６６のルール 野口　敏 すばる舎 2009

34 家事は8割捨てていい 佐光　紀子 宝島社 2019

35 風わたる街 船矢　深雪 星雲社 2008

36 家族データブック 久武綾子・戒能民江　他

37 家庭でできる食品添加物・農薬を落とす方法 増尾　清 ＰＨＰ研究所 2004

38 がまんしなくていい 鎌田　實 集英社 2013

39 カラダを温めるストレッチの基本 角　謙二 枻（えい）出版社 2011

40 カルビーお客様相談室 カルビーお客様相談室 日本実業出版社 2017

41 河合　隼雄　その多様な世界 今江祥智・大江健三郎　他 岩波書店 1997

42 がん医療の選び方 吉原　清児 講談社現代新書 2003

43 考えないヒト 正高　信男 中公新書 2005

44 漢字　女偏のルーツとドラマ 杉本　つとむ 東書選書 1993

45 漢詩入門 一海　知義 岩波ジュニア新書 1998

46 がんとウソと真実 小野寺時夫 中央公論新社 2007

き 47 基礎中国語分類単語集１０００ 呉念聖 駿河台出版社 1997

48 北の住まい 遠藤　俊次 北海道新聞社 1991

49 北の生活 北の生活懇話会 北海道 1980
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ジャンル　５　（趣味・教養・その他）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

50 きちんと生きてる人がやっぱり強い！ 内藤　実 KAWADE夢新書 2006

き 51 キトポリィの抗アトピー効果がわかる本 庄司　昭伸 婦人生活社 1999

52 キモチをカタチで伝える　マナー・レシピ 藤本統紀子・南かおり 同朋社 2001

53 京のいろ 小穴　康二 世界文化社 2017

54 今日はなんの日 元木　省吾 幻洋社 1988

55 蕎和歓酔 大野そば愛好会 三和印刷 1996

56 綺麗な言葉 蕪木　裕 星雲社 2007

57 金融のしくみ 糸瀬　茂 東洋経済新報社 2001

く 58 ＣＯＯＫＩＮＧ　ＢＯＯＫ リンナイ株式会社 リンナイ株式会社 1995

59 口のきき方 梶原　しげる 新潮社 2003

60 くまのプーさん小さなしあわせに気づく言葉 安藤　卓 PHP研究所 2011

61 くらしの豆知識２０００ 国民生活センター 国民生活センター 1999

け 62 経絡リンパマッサージ　デトックスダイエット 渡辺　佳子 高橋書店

63 源氏物語必携 秋山　虔 学燈社 1978

64 幻想のさなかに ロジェ・カイヨワ 法政大学出版局 1976

こ 65 ５０歳からのおしゃれ暮らし 中山　庸子 海竜社 2014

66 ５０代からの選択 大前　研一 集英社 2004

67 ５５歳からの一番楽しい人生の見つけ方 川北　義則 三笠書房

68 紅茶画廊へようこそ 磯淵　猛 扶桑社 1996

69 紅茶の国　紅茶の旅 磯淵　猛 筑摩書房 1996

70 更年期であるということ 安部　徹良 学陽書房 1994

71 神戸市立博物館所蔵名品展　南蛮・ハイカラ・異国趣味 函館美術館・神戸市立博物館 函館美術館・道新 1989

72 高齢者のすまい 高木　佳子・高橋　儀平 有斐閣 1993

73 声に出して読みたい日本語 齋藤　考 草思社 2002

74 ココミル　日光　鬼怒川 横山　裕司　 JTBパブリッシング 2012

75 骨粗鬆症 江澤　郁子・林　泰史 農文協 1995

76 孤独と生きる 瀬戸内　寂聴 光文社文庫 1998

77 ことばのハンドブック ＮＨＫ放送文化研究所 日本放送出版協会 1992

78 ことばの文化背景 上野　恵司 白帝社 1997

79 こんにちは！更年期 美馬　宏夫充 二見書房 1995

さ 80 再会　ベトナムのダーちゃん 早乙女　勝元 大月書店 1992

81 佐藤清太郎作品集 佐藤　節子 函館ギャラリー 1984

82 佐野忠吉　その人と作品と遺稿 関　輝夫 遺作展実行委員会 1984

83 佐野忠吉展 函館市文化・スポーツ財団 三和印刷 1999

84 サービス三流なんて言わせない！ 佐藤　あけみ 北海道新聞社 2012

85 残念な人のお金の習慣 山崎　将志 青春出版社 2011

し 86 四季の山菜　採り方と食べ方 畔上　能力 成美堂出版 2001

87 静かに流れよテムズ川 木村　治美 文藝春秋 1978

88 自然食は安全か 高橋　胱正 農文協 1990

89 自然の戒律 森本　良平 古今書院 1983

90 自然流「せっけん」読本 森田　光徳 農文協 1996

91 質屋の蔵 吉井　民子 みやま書房 1977

92 失敗しない話しことば

93 質問する力 大前　研一 文芸春秋 2003

94 質問力 齋籐　孝 筑摩書房 2003

95 指導者たちのユーモア 村松　増美 サイマル出版 1996
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ジャンル　５　（趣味・教養・その他）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

し 96 自分でできる！筋膜リリースパーフェクトガイド 竹井　仁 自由国民社 2016

97 自分を活かす極意 齋籐　孝 マガジンハウス 2003

98 写真の失敗と対策　シリーズ日本カメラ 日本カメラ社 1997

99 主婦の文章修行 渡辺　弘子

100 旬の味　サケ料理 北海道サケ・マス調理研究会 北海道新聞社 1994

101 小児科医からおかあさんへ 丸尾　美津穂 日本消費者連盟 1991

102 女子会川柳「調子どう？」あんたが聞くまで絶好調 ポプラ社 2013

103 女性外来がよくわかる本 対馬　ルリ子 リヨン社 2002

104 女性のための新医学事典 矢野　方夫 東京堂出版 1995

105 書とその周邊 金子鷗亭・金田石城 日貿出版社 1984

106 シルバー川柳 ポプラ社 2012

107 シルバー川柳２「アーンして」むかしラブラブいま介護 ポプラ社 2013

108 シルバー川柳３　来世も一緒になろうと犬に言い ポプラ社 2013

109 ジロジロ見ないで 高橋聖人　撮影・
茅島奈緒深　構成 扶桑社 2004

110 進化　ライフ大自然シリーズ ルース・ムーア タイムライフ 1969

111 新食品添加物とつきあう法 増尾　清 農文協 1996

112 新世紀対談 福島　瑞穂

113 新！断糖宣言 荒木　裕/本多裕里 ブックウェイ 2017

114 新編　函館町物語 元木　省吾 幻洋社 1987

す 115 好きです函館　大野和雄先生追悼集 函館プロモーションビューロー 函館プロモーションビューロー 2004

116 すてきな夫婦暮らし 村瀬敦子・村瀬幸浩 旬報社 2009

117 素敵に更年期 スーザン・ペリー 風媒社 1995

せ 118 成人病がわかる本 横山　泉 法研 1994

119 世界の宝石博物館 山口　遼 徳間書店 1993

120 世界美術全集　７　　　マネ　モネ 中村　健之助 教育図書出版

121 世界美術全集　８　　　ルノアール 中村　健之助 教育図書出版

122 世界美術全集　１０　　ゴッホ 中村　健之助 教育図書出版

123 世界美術全集　１１　　セザンヌ 中村　健之助 教育図書出版

124 世界美術全集　１３　　ルソー　ルドン　モロー 中村　健之助 教育図書出版

125 ゼロトレ 石村　友見 サンマーク出版 2018

126 善人は、なぜまわりの人を不幸にするのか 曽野　綾子 祥伝社 2000

そ 127 掃除は「ついで」にやりなさい！ 新津春子 主婦と生活社 2016

128 続　体脂肪計タニタの社員食堂 株式会社タニタ 大和書房 2010

129 続　やわらかい頭 森政弘・片山龍二 時事通信社 1973

130 続続　やわらかい頭 森政弘・片山龍二 時事通信社 1974

131 育てて食べるハーブ 光藤　タカ子 NHK出版 1998

132 その調理、9割の栄養捨ててます！ 東京慈恵会医科大学付属病院　栄養部 株式会社　世界文化社 2018

133 蕎麦百景 浪川　寛治 三一書房 1998

た 134 退屈力 齋藤　孝 文藝春秋 2008

135 大正の日本人 中野　久夫 ぺりかん社 1981

136 大腸ガンにならない食生活 神田　光悦 労働旬報社 1991

137 ダカーポの文章上達講座 ダカーポ編集部 マガジンハウス 2000

138 啄木の函館 竹原　光哉 紅書房 2012

139 タバコはこんなに害になる 平山　雄 健友館 1991

140 食べものちょっといい話 やまがた　ひろゆき 新潮文庫 1984

141 誰にでもわかる保険の本 高橋　伸子 時事通信社 1994

ち 142 潮音 伊藤　紫朗 小樽川柳文庫 1991

143 ちょっとユニークな披露宴の演出法 東天紅企画室 高橋書店 1989

つ 144 伝える力２ 池上　彰 ＰＨＰ研究所 2006
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ジャンル　５　（趣味・教養・その他）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

て 145 Ｄｉｇｔａｌ　Ａｒｃｈｉｖｅ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ 函館マルチメディア
推進協議会　編

函館マルチメディア
推進協議会　編

2005

て 146 帝王学　「貞観政要」の読み方 山本　七平 日本経済新聞社 1983

147 デキる上司は定時に帰る 小松　俊明 ＰＨＰ研究所 2012

148 伝説の大道芸人　ギリヤーク尼ヶ崎への手紙 紀　あさ 日進堂 2015

と 149 ドイツ節約生活の楽しみ サンドラ・ヘフェリン 光文社 2000

150 遠野の昔話 佐々木　喜善 宝文館出版 1988

151 どこからでも読める反核・反原発入門 日本消費者連盟 日本消費者連盟 1989

152 ともに歩むボランティア 北海道ボランティア研究会 北海道新聞社 1982

153 ともに生きる 北海道民医連看護委員会 北海道民主医療機関連合会 1995

な 154 中村光蔵作品集 中村光蔵作品集刊行会 阿部総合印刷 1997

155 なぜ、結婚はうまくいかないのか？ 森川　友義 株式会社ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ・ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 2013

156 なぜ、「これ」は健康にいいのか？ 小林　弘幸 サンマーク出版 2011

157 なぜ、これがアートなの アメリア・アレナス 淡交社 1998

158 謎の古代文明 Ｃ・ベルリッツ 紀伊国屋書店 1974

に 159 日常の中国語会話辞典 松田　和夫 日東書院 1998

160 ニッコール年鑑　１９９３－９４ ニッコールクラブ ニッコールクラブ 1994

161 ニッコール年鑑　１９９４－９５ ニッコールクラブ ニッコールクラブ 1995

162 日本一短い「家族」への手紙 福井県丸岡町 大功社 1995

163 日本一短い「母」への手紙 福井県丸岡町 大功社 1995

164 日本型福祉社会」と家庭経営学 日本家政学会・
家庭経営学部会 新評論 1981

165 日本近代絵画全集　9 萬鉄五郎・小出楢重・古賀春江 講談社 1963

166 日本語教室 井上　ひさし 新潮社 2011

167 日本語練習帳 大野　晋 岩波新書 1999

168 日本最初の盲導犬 葉上　太郎 文藝春秋 2009

169 日本食材百科事典 講談社編 講談社 1999

170 日本人が知らない幸福 武永　賢 新潮新書 2009

171 日本人の周辺 加藤　秀俊 講談社 1975

172 日本人を創った１２人  前編 堺屋　太一 ＰＨＰ新書 1997

173 日本人を創った１２人  後編 堺屋　太一 ＰＨＰ新書 1997

174 日本の家族と地域性（上） 熊谷　文枝 ミネルヴァ書房 1997

175 ニューヨーク人間図鑑 宮本　美智子 草思社 1979

176 人間の基本 曽野　綾子 新潮新書 2012

の 177 脳あるヒト心あるヒト 養老孟司・角田光代 扶桑社新書 2008

178 脳内リセット 吉野　 槇一 主婦の友社 2003

は 179 ハーバードの人生を変える授業 タル･ベン･シャハー 大和書房 2010

180 ハーブの事典 北野　佐久子 東京堂出版 1996

181 俳句・連句療法 飯森眞喜雄・浅野欣也 創元社 1990

182 箱館昔話 坂口　延幸 函館パルス企画 2003

183 箱館英学事始め 井上　能孝 道新選書 1989

184 函館外人墓地 馬場　脩 図書裡会 1986

185 函館蕎麦史 函館麺類飲食業協会 長門出版 1987

186 函館街並み今・昔 木下　順一 北海道新聞社 2001

187 はじめてのバラづくり 日本ばら会著 成美堂出版 2005

188 パリ近郊の小さな旅 吉村　葉子 東京書籍 1995
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ジャンル　５　（趣味・教養・その他）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

は 189 阪神大震災 川井　龍介 労働旬報社 1995

ひ 190 秘境を開く　そこに生きて七十年 青森県救らい協会 北の街社 1979

191 ビジネスイラスト ＭＰＣ編集部 ＭＰＣ 1999

192 一人五句集 野村　圭祐　編 川柳きやり吟社 1990

193 「非まじめ」対談 森　政弘 講談社文庫 1986

194 百人一首 安東　次男 新潮文庫 1986

195 病気にならない１５の食習慣 日野原　重明 青春出版社 2011

196 病気になる人、ならない人 土橋　重隆 ソフトバンク新書 2007

ふ 197 ふだん着のパリ案内 飛幡　祐規 晶文社 1991

198 冬芽 今井　星女 牧羊社 1981

199 フランス・ハルスと１７世紀オランダ絵画の黄金期 フランス・ハルス美術館 印象社 1988

200 フランス料理の手帖 辻　静雄 新潮文庫 1983

ほ 201 法医学の現場から 須藤　武雄 中公文庫 1990

202 ボケないための１２５章 田中　良治 北海道新聞社 1993

203 ホスピス ビクター＆ローズマリー・ゾルザ 家の光協会 1981

204 北海道・活動する女性人名事典 鷲田　小彌太 三一書房 1995

205 北海道の生活文化 北の生活文庫企画編集会議 北海道 2000

206 北海道の歴史 榎本　守恵 北海道新聞社 1981

207 北海道ふしぎふしぎ物語 合田　一道 幻洋社 1987

208 北海道方言辞典 石垣　福雄 北海道新聞社 1985

209 北海道を考える 石黒　直文 未来社 1985

ま 210 マイ・ウエィ　奥平　忠志 奥平　洋子 北海道新聞社 2008

211 「待つ」ということ 鷲田　清一 角川書店 2006

212 まっすぐな生き方 木村　耕一 １万年堂出版 2010

213 マルクスの娘たち ヴォロヴィヨヴァ 大月書店 1989

214 マルクス夫人の生涯 ヴィノグラドスカヤ 大月書店 1985

み 215 みすず 五十嵐　匠・荒木　経惟 紀伊国屋書店 2001

216 みなみ北海道の自然 自然史研究ネットワーク２０００ 幻洋社 1994

217 ミヒャエル・エンテ 安達　忠夫 講談社 1988

218 宮崎学の兵法 宮崎　学 サンマーク出版 2002

む 219 むしできないからおもしろい さかもと　よいち 中西出版 1991

め 220 名文を書かない文章講座 村田　喜代子 華曹房 2000

221 目からウロコの文化人類学入門 斗鬼　正一 ミネルヴァ書房 2003

も 222 もう一つの五稜郭 中村　勝実 株式会社　櫟 1997

223 「儲け」のカラクリ 押鐘　冨士雄 三笠書房 2001

224 文字の正しい迷い方 藤富　保男 思潮社 1996

225 「森の思想」が人類を救う 梅原　猛 小学館 1995

や 226 やさしい血液の基礎知識 野中　泰延 オーム社 1997

227 病は冷えから 石原　結實 光文社 2005

228 山下清 大塚巧藝社 1985

229 「やりがいのある仕事」という幻想 森　博嗣 朝日新聞出版 2013

よ 230 養老孟司の「逆さメガネ」 養老　孟司 PHP研究所 2003

231 よのなか　　人生の教科書 藤原和博・宮台真司 筑摩書房 1999

ら 232 蘭興 三木　淳 ニッコールクラブ 1993

り 233 料理の起源 中尾　佐助 日本放送出版協会 1985

234 リンパさらさらマッサージ 鏡　久美子 日本文芸社

れ 235 レポートの組み立て方 木下　是雄 筑摩書房 1994

わ 236 若さと健康をつくるウォーキング 岡本香代子・港野恵美 歩行開発研究所 2005

237 「私探し」の綱渡り 斎藤　次郎 有斐閣新書 1988
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ジャンル　５　（趣味・教養・その他）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

わ 238 わたしは瞽女 杉本　キクエ　口伝 音楽之友社 1977

239 私も英語が話せなかった 村松　増美 サイマル出版 1978

240 われら人間コンサート 秋山　ちえ子 暮らしの手帖社 1985
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ジャンル　６　（介護関係）
番号 図　　書　　名 著　　者　　名 出　版　社 発行年

お 1 老いて光る生き方 一番ヶ瀬　康子 中経出版 2000

2 老いの混乱 阿部　初枝 日本看護協会出版会 1999

3 老いの人間学 村田　忠幸 中央出版社 1991

4 男の介護 中村　和仁 新泉社 2010

5 おとしよりに太陽を フィリップ・グロード 労働旬報社 1977

6 おひとりさま介護 村田　くみ 河出書房新社 2010

か 7 介護革命 京極　高宣 ベネッセ 1996

8 介護とジェンダー 春日　キスヨ 家族社 1997

9 家族だから介護なんかこわくない？ 久田　恵 海竜社 1999

そ 10 続　夫と妻のための老年学 水野　肇 中央公論社 1978

た 11 誰が老いを看とるのか 沖籐　典子 ミネルヴァ書房 1993

は 12 発想する老人たち 笠　智衆 日本テレビ 1993

ほ 13 ぼくに「老後」がくる前に　　老人体験レポート 永井　明 飛鳥新書 1998

14 ぼけさん介護体験記 北海道新聞社 北海道ぼけ老人を支える家族の会 1999

む 15 無縁介護 山口　道宏 現代書館 2012

め 16 メディカル　はこだて メディカル　はこだて 2015

よ 17 横丁のご隠居たち　旭ヶ岡の家から フィリップ・グロード 日本ＹＭＣＡ同盟出版部 1986

ろ 18 老人漂流社会 ＮＨＫスペシャル取材班 主婦と生活社 2013

19 60歳でボケる人80歳でボケない人 フレディ　松川 集英社文庫 2005

わ 20 わたしだって看取れる 徳永　進 KKベストセラーズ 2013
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　Ｄ　Ｖ　Ｄ
№ 題　　　　　　名 企　　　　画 制　　　　作 制作年 時間

1
体験！発信！チャレンジストーリー
～まちづくりにかける元気な女性たち～

内閣府
男女共同参画局

（株）テレパック 2006 ２９分

2
夢へのパスポート
～まちづくりにかける元気な女性たち～（３本）

内閣府
男女共同参画局

（株）テレパッ
ク

2007 ２９分

3
明日への道しるべ
～まちづくりにかける元気な女性たち～（２本）

内閣府
男女共同参画局

テレビ朝日映像
（株）

2008 ３０分

4
明日への道しるべ
  ～まちづくりにかける元気な女性たち～

内閣府
男女共同参画局

テレビ朝日映像
（株）

2008 ３０分

5
ワーク・ライフ・バランスを知っていますか？
～働くオトコたちの声～　（２本）

内閣府
男女共同参画局

（株）テレパック 2008

6
ワーク・ライフ・バランスを知っていますか？
～働くオトコたちの声～　（３本）

内閣府
男女共同参画局

（株）テレパック 2008

7 評　　　議 最高裁判所

8 函館空港からはじまる、南北海道の旅。 Ｋ＆Ｎ 2006

9 観光標識でめぐる函館物語・歴史探訪、函館。 Ｋ＆Ｎ

10 釧路新聞　「啄木」 Ｋ＆Ｎ

11 ずっと一緒にいたいから  ～あなたと私とデートＤＶ～　
早稲田大学
平山郁夫記念
ボランティアセンター

2009 ６分

12
配偶者からの暴力の根絶をめざして
  ～配偶者暴力防止法のしくみ～（２本）

内閣府
男女共同参画局

（株）桜映画社 2009 ３５分

13
配偶者からの暴力の根絶をめざして
 ～配偶者暴力防止法のしくみ～（２本）

内閣府
男女共同参画局

（株）桜映画社 2009 ３５分

14 ずっと一緒にいたいから  ～あなたと私とデートＤＶ～　 ＷＡＶＯＣ 2009 ６分

15
人と人とのよりよい関係をつくるために
～交際相手とのすてきな関係をつくっていくには～

内閣府
男女共同参画局

凸版印刷株式会社
2010.7
寄　 贈

７３分

16 １枚のコイン
乳がん検診啓発
ショートムービー
制作実行委員会

乳がん検診啓発
ショートムービー
制作実行委員会

2011 １８分
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　ビ　デ　オ
№ 題　　　　　　名 企　　　　画 制　　　　作 制作年 時間

1 あそびの中にみる１歳児 田中昌人・田中杉恵大月書店 1996 ３１分

2 あなたのナイス・エイジング 中外製薬株式会社 桜映画社 1999 ２７分

3 「隠れたカリキュラム」を考える 東京女性財団 東京女性財団 1996 ３１分

4 根絶！夫からの暴力
内閣府
男女共同参画局

日本広報協会 2001 ２７分

5 根絶！夫からの暴力　’０４
内閣府
男女共同参画局

日本広報協会 2004 ２７分

6 ザ・石油
クロスメディ
ア・         ジャ
パン

石油連盟 1991 ３０分

7 ジェンダー・フリー 東京女性財団 東京女性財団 1997 ３０分

8 縄文遺跡を探検しよう！　函館空港遺跡群 北海道開発局 ＨＢＣ映画社 １５分

9
ドメスティックバイオレンス
家庭内における女性と子どもへの影響

女性のための
アジア平和国民基
金

レーベン企画 2000 ２５分

10 ドメスティックバイオレンス　どうして私を殴るのですか
女性のための
アジア平和国民基
金

レーベン企画 1999 ２５分

11 ２１世紀はみんなが主役
内閣府
男女共同参画局

日本広報協会

12 ２１世紀はみんなが主役
内閣府
男女共同参画局

日本広報協会

13 函館空港遺跡群と縄文人の青函交流 北海道開発局 ＨＢＣ映画社 ２５分

14 ビジュアル歳時記　日本の暦 ワールドエール ワールドエール 1999

15 ベアテ・シロタ・ゴードン講演とトークとビデオの夕べ 1997

16 私は男女平等を憲法に書いた
神戸大学教授
 五百旗頭真

ドキュメンタリー工房 1997 ７２分

17
体験！発信！チャレンジストーリー
 ～まちづくりにかける元気な女性たち～

内閣府
 男女共同参画局

（株）テレパック 2006 ３９分

18 パートタイマーの”やる気”を企業活力に ２１世紀職業財団 東京シネ・ビデオＫＫ ２７分

19 元気に再チャレンジ　～キラキラしている女性たち～
内閣府
 男女共同参画局

2006 ２５分

20 元気に再チャレンジ　～キラキラしている女性たち～
内閣府
男女共同参画局

2006 ２５分

21
ワーク・ライフ・バランス
～働きがいのある職場と生き生きした暮らし～（３本）

内閣府
男女共同参画局

株式会社キノックス 2007 ２７分

22 米国東海岸の挑戦　後編　ワークスタディ編
駆け込み
シェルター運営委員会
女のスペース・おん

３０分

23 広がる未来！　私が選ぶ　チャレンジする女たち
内閣府
男女共同参画局

２９分

24 広がる未来！　私が選ぶ　チャレンジする女たち
内閣府
男女共同参画局

２９分

25 地域こぞって子育てを！
内閣府
 男女共同参画局

日本広報協会 2003 ２８分

26 評　　　議 最高裁判所

45


	１．文学・小説・エッセイ
	２．行政・労働・法律 
	３－１（子ども関係）教育・保育・心理学
	３－２（心理関係）教育・保育・心理学
	４－１女性学・男性学
	４－２（犯罪被害）女性学・男性学
	５．趣味・教養・その他
	６．介護関係
	ＤＶＤ・ビデオ目録 



