
No. キーワード 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号 資料番号

1 政治 大学1年生からの社会を見る眼のつくり方 (シリーズ大学生の学びをつくる) 大学初年次教育研究会著 大月書店 2020 002/D16 1000137701

2 政治 「女帝」の日本史 原武史著 NHK出版 2017 210.1/J81 1000133250

3 政治 18歳からの選択 : 社会に出る前に考えておきたい20のこと
上木原弘修, 横尾俊成, 後藤
寛勝著

フィルムアート社 2016 304/J92 1000131511

4 政治 君も政治家になろう
立憲民主党国会議員有志の
会著

花伝社 2019 310.4/Ki32 1000136374

5 政治 みらいを、つかめ : 多様なみんなが活躍する時代に 野田聖子著 CCCメディアハウス 2018 310.4/Mi49 1000134485

6 政治 政治学(アカデミックナビ)
田村哲樹, 近藤康史, 堀江孝
司著

勁草書房 2020 311/Se17 1000136451

7 政治 日本のオルタナティブ : 壊れた社会を再生させる18の提言 金子勝 [ほか] 著 岩波書店 2020 312.1/N71 1000136717

8 政治 私たちの声を議会へ : 代表制民主主義の再生 三浦まり著 岩波書店 2015 312.1/W47 1000131354

9 政治 サッチャリズムの世紀 : 作用の政治学へ 豊永郁子著 勁草書房 2018 312.33/Sa83 1000136413

10 政治 国会女子の忖度日記 : 議員秘書は、今日もイバラの道をゆく 神沢志万著 徳間書店 2017 314.18/Ko43 1000133004

11 政治 イギリス女性参政権運動とプロパガンダ : エドワード朝の視覚的表象と女性像 佐藤繭香著 彩流社 2017 314.893/I24 1000132006

12 政治 地方議員は必要か : 3万2千人の大アンケート NHKスペシャル取材班著 文藝春秋 2020 318/C43 1000137291

13 政治 市民派議員になるための本 : あなたが動けば社会が変わる 寺町みどり, 寺町知正著 WAVE出版 2014 318/Sh48 1000129092
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14 政治 18歳から考える人権(第2版) 宍戸常寿編 法律文化社 2020 323.14/J92 1000137637

15 政治 国際法なくば立たず(Gleam Books; 国際法を物語る ; 1) 阿部浩己著 朝陽会 2018 329/Ko51 1000135539

16 政治 小さき者の幸せが守られる経済へ 浜矩子著 新日本出版社 2019 330/C43 1000135998

17 政治 フェミニストたちの政治史 : 参政権, リブ, 平等法 大嶽秀夫著 東京大学出版会 2017 367.2/F18 1000132455

18 政治 世界の半分、女子アクティビストになる
ケイリン・リッチ著 ; 寺西の
ぶ子訳

晶文社 2019 367.2/Se22 1000135435

19 政治 しゃべり尽くそう!私たちの新フェミニズム 望月衣塑子 [ほか] 著 梨の木舎 2018 367.2/Sh11 1000134652

20 政治 アメリカのフェミニズム運動史 : 女性参政権から平等憲法修正条項へ 栗原涼子著 彩流社 2018 367.253/A44 1000134137

21 人間関係
給与も賞与も、社員みんなで決めてます : 働きがいNo.1企業になった小さな会社
の物語

新免玲子著 あさ出版 2019 007.35/Ky9 1000135316

22 人間関係 心理学でわかる女子の人間関係・感情辞典 朝日新聞出版編著 朝日新聞出版 [2019] 143.5/Sh69 1000135370

23 人間関係 アドラーに救われた女性たち : 親子関係・夫婦関係に悩むあなたへ つるたえみこ著 みらいパブリッシング 2020 146.8/A16 1000136857

24 人間関係 極上の孤独 下重暁子著 幻冬舎 2018 159/G59 1000135253

25 人間関係 また身の下相談にお答えします 上野千鶴子著 朝日新聞出版 2017 159/Ma71 1000133099

26 人間関係 ペルソナ : 脳に潜む闇 中野信子著 講談社 2020 289.1/P43 1000137941

27 人間関係 いまはそれアウトです! : 社会人のための身近なコンプライアンス入門 菊間千乃著 アスコム 2020 320/I46 1000137287

28 人間関係
ゴールドマン・サックス流女性社員の育て方、教えます : 励まし方、評価方法、伝え
方10ケ条

キャシー松井著 中央公論新社 2020 336.4/G68 1000137000



29 人間関係
「あ～めんどくさい!」と思った時に読むママ友の距離感 : そうか!こう考えればよ
かったんだ!

西東桂子著 青春出版社 2018 361.4/A44 1000134508

30 人間関係 あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 : 10代から知っておきたい 森山至貴著 WAVE出版 2020 361.4/A46 1000137677

31 人間関係 エピソードでわかる社会心理学 : 恋愛・友人・家族関係から学ぶ 谷口淳一 [ほか] 編著 北樹出版 2020 361.4/E66 1000136659

32 人間関係 女の人間関係はめんどうなのよ : 人付き合いの処方箋 DJあおい著 KADOKAWA 2018 361.4/O66 1000134071

33 人間関係 コミュニティの幸福論 : 助け合うことの社会学 桜井政成著 明石書店 2020 361.6/Ko69 1000137307

34 人間関係 誰にも言えない夫婦の悩み相談室 小野美世著 WAVE出版 2018 367.3/D41 1000136276

35 人間関係 毒親サバイバル 菊池真理子著 KADOKAWA 2018 367.3/D83 1000134689

36 人間関係 ルポ定形外家族 : わたしの家は「ふつう」じゃない 大塚玲子著 SBクリエイティブ 2020 367.3/R86 1000136315

37 人間関係 結婚の哲学 : 21世紀にふさわしい結婚のかたちを求めて 長町裕司著 春秋社 2020 367.4/Ke29 1000136628

38 人間関係 男性は何をどう悩むのか : 男性専用相談窓口から見る心理と支援
濱田智崇, 『男』悩みのホット
ライン編

ミネルヴァ書房 2018 367.5/D38 1000134100

39 人間関係 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, 上野千鶴子著 マガジンハウス 2020 367.7/J52 1000137407

40 人間関係 世界一孤独な日本のオジサン 岡本純子 [著] KADOKAWA 2018 367.7/Se22 1000134337

41 人間関係 どこで、誰と、どう暮らす? : 40代から準備する共生の住まいづくり
近山恵子, 櫛引順子, 佐々木
敏子著

彩流社 2018 369.26/D83 1000134189

42 人間関係
どうして、男と女はすれちがう? : 妻から母へ、夫から父になるとき+現役のあとに
(おそい・はやい・ひくい・たかい ; 105)

岡崎勝編著 ; 貴戸理恵 [ほ
か] 著

ジャパンマシニスト社 2019 370.5/D88 1000135483

43 人間関係 後悔しない子育て : 世代間連鎖を防ぐために必要なこと 信田さよ子著 講談社 2019 379.9/Ko95 1000136251

https://winet.nwec.jp/bunken/opac_detail_book/?lang=0&amode=11&opkey=B162149690714618&blkey=1225796&bibid=BB11463499&start=1&place=&check=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&listnum=4


44 ダイバーシティ 女の一生、「幸せ」ってなんだ? 匹野房子 [著]
クロスメディア・パブ
リッシング

2017 159.6/O66 1000134142

45 ダイバーシティ 自由への手紙オードリー・タン
オードリー・タン語り ; クーリ
エ・ジャポン編集チーム編

講談社 2020 304/J55 1000137814

46 ダイバーシティ 憲法判例から考える自由と平等 : 権利をめぐる多様性と妥当性 加藤隆之著 ミネルヴァ書房 2019 323/Ke51 1000136139

47 ダイバーシティ ダイバーシティ・マネジメント入門 : 経営戦略としての多様性 尾崎俊哉著 ナカニシヤ出版 2017 336.4/D14 1000132680

48 ダイバーシティ
法律家が教えるLGBTフレンドリーな職場づくりガイド : 従業員が安心して実力を
発揮できる職場をつくるために : よくわかるステップバイステップ

LGBTとアライのための法律
家ネットワーク著 ; 藤田直
介, 東由紀編著

法研 2019 336.4/H89 1000136229

49 ダイバーシティ 日本の人事システム : その伝統と革新 上林憲雄, 平野光俊編著 同文舘出版 2019 336.4/N71 1000136740

50 ダイバーシティ 女性が共に、さらに輝くということ = Together, she shines brighter. ザ・ドリーム・コレクティブ著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

2020 336.4/J76 1000136610

51 ダイバーシティ 「いじめ」や「差別」をなくすためにできること 香山リカ著 筑摩書房 2017 361.4/I29 1000134015

52 ダイバーシティ 「混血」と「日本人」 : ハーフ・ダブル・ミックスの社会史 下地ローレンス吉孝著 青土社 2018 361.42/Ko75 1000134619

53 ダイバーシティ 女性学入門 : ジェンダーで社会と人生を考える 杉本貴代栄編著 ミネルヴァ書房 2018 367.2/J76 1000133845

54 ダイバーシティ 誰も教えてくれなかった子どものいない女性の生き方 くどうみやこ著 主婦の友社 2020 367.21/D41 1000136208

55 ダイバーシティ かぞくってなあに?
フェリシティ・ブルックス文 ;
石津ちひろ訳

文化学園文化出版局 2019 367.3/Ka99 1000137778

56 ダイバーシティ 「ふつう」ってなんだ? : LGBTについて知る本 藥師実芳, 中島潤監修 学研プラス 2018 367.9/F97 1000133873

57 ダイバーシティ 教養のためのセクシュアリティ・スタディーズ 風間孝 [ほか] 著 法律文化社 2018 367.9/Ky7 1000134817

58 ダイバーシティ 家族や周囲にどう伝える?(わたしらしく、LGBTQ ; 2)
 ロバート・ロディ, ローラ・ロ
ス著 ; 上田勢子訳

大月書店 2017 367.9/W47 1000132448



59 ダイバーシティ
はじめよう!SOGIハラのない学校・職場づくり : 性の多様性に関するいじめ・ハラ
スメントをなくすために

「なくそう!SOGIハラ」実行
委員会編

大月書店 2019 367.97/H16 1000135703

60 ダイバーシティ
多様な私たちがともに暮らす地域 : 障がい者・高齢者・子ども・大学(京都文教大学
地域協働研究シリーズ;2)

松田美枝編著 ミネルヴァ書房 2020 369/Ta98 1000136402

61 ダイバーシティ
「どうして頭にスカーフを巻いているの?」 : スリランカ人の女の子・ナヤナの場合
ほか(同級生は外国人!? : 多文化共生を考えよう;2)

松島恵利子編著 汐文社 2018 371.5/D83 1000134778

62 ダイバーシティ 多文化社会で多様性を考えるワークブック
有田佳代子, 志賀玲子編著,
渋谷実希編著 ; 新井久容,
新城直樹, 山本冴里著

研究社 2018 371.5/Ta12 1000134993

63 病気・闘病記 Passion = パッション : 受難を情熱に変えて 前田恵理子著 医学と看護社 2019 289/P26 1000136137

64 病気・闘病記 千夏(ちなっ)ちゃんが行く 福本千夏著 飛鳥新社 2016 289.1/C46 1000132008

65 病気・闘病記 ひとすじの光 : 喜谷昌代の生涯
重い病気を持つ子どもと家
族を支える財団著

文藝春秋企画出版部 2020 289.1/H77 1000137898

66 病気・闘病記
心病む夫と生きていく方法 : 統合失調症、双極性障害、うつ病…9人の妻が語りつ
くした結婚、子育て、仕事、つらさ、そして未来

蔭山正子編著 ; 全国精神保
健福祉会連合会監修

ペンコム 2020 369.28/Ko44 1000137592

67 病気・闘病記 子どもを持つ親が病気になった時に読む本 : 伝え方・暮らし方・お金のこと
ポーラ・ラウフ, アンナ・ミュ
リエル著 ; 慶應義塾大学医
学部心理研究グループ訳

創元社 2018 490.145/Ko21 1000134336

68 病気・闘病記 お母さんのこと忘れたらごめんね 石泰子著 ブイツーソリューション 2019 493/O36 1000135990

69 病気・闘病記 ひめは今日も旅に出る : ALSと一緒に
そねともこ著 ; 長久啓太編
著

日本機関紙出版セン
ター

2019 493.6/H59 1000136478

70 病気・闘病記 悲しいけど、青空の日 : 親がこころの病気になった子どもたちへ
シュリン・ホーマイヤー文・絵
; 田野中恭子訳

サウザンブックス社 2020 493.7/Ka46 1000137753

71 病気・闘病記 今日のわたしは、だれ? : 認知症とともに生きる
ウェンディ・ミッチェル著 ; 宇
丹貴代実訳

筑摩書房 2020 493.7/Ky5 1000136918

72 病気・闘病記 マンガ認知症 ニコ・ニコルソン, 佐藤眞一著 筑摩書房 2020 493.7/Ma43 1005044468

73 病気・闘病記
お母さん、お父さんどうしたのかな? : 「こころの病気を抱える親をもつ子ども」の
ハンドブック

トゥッティ・ソランタウス著 ;
アントニア・リングボムイラス
ト ; 上野里絵訳

東京大学出版会 2016 493.7/O86 1000131455



74 病気・闘病記 話しかけてよ、ママ : あるレット症候群少女の叫び 霧原澪著 文芸社 2016 493.937/H28 1000131383

75 病気・闘病記 まっくらやみで見えたもの : 光アレルギーのわたしの奇妙な人生
アンナ・リンジー著 : 真田由
美子訳

河出書房新社 2016 494/Ma38 1000130614

76 病気・闘病記 Stage For～ : 舌がん「ステージ4」から希望のステージへ 堀ちえみ著 扶桑社 2019 494.5/St1 1000136143

77 病気・闘病記 親子で考える「子宮頸がん」と「女性のカラダ」 : ドクターが教える! 太田寛著 日東書院本社 2020 495.4/O94 1000137068

78 病気・闘病記 聖路加病院 : 生と死の現場 早瀬圭一著 岩波書店 2020 498.1/Se19 1000137139

79 病気・闘病記 ハンセン病療養所に生きた女たち 福西征子著 昭和堂 2016 498.6/H29 1000131340

80 病気・闘病記
性感染症から子どもを守るために大切なこと : 感染症・ワクチン開発の専門家が語
る : 原因から症状・治療法・検査・予防・教育法まで

奥田研爾著 現代書林 2020 498.6/Se17 1000137004

81 病気・闘病記 がんと生き、母になる : 死産を受け止めて 村上睦美著 まりん書房 2019 598.4/G19 1000137215

82 病気・闘病記 バクバクっ子の在宅記 : 人工呼吸器をつけて保育園から自立生活へ 平本歩著 現代書館 2017 916/B15 1000133190

83 移民 女たちの満洲 : 多民族空間を生きて 生田美智子編 大阪大学出版会 2015 210.7/O66 1000129468

84 移民 イスラームからヨーロッパをみる : 社会の深層で何が起きているのか 内藤正典著 岩波書店 2020 316/I85 1000137095

85 移民
「外国人の人権」の社会学 : 外国人へのまなざしと偽装査証、少年非行、LGBT、そ
してヘイト

丹野清人著 吉田書店 2018 316.81/G14 1000133984

86 移民
移民受け入れと社会的統合のリアリティ : 現代日本における移民の階層的地位と
社会学的課題

是川夕著 勁草書房 2019 334.4/I47 1000135851

87 移民 自治体がひらく日本の移民政策 : 人口減少時代の多文化共生への挑戦 毛受敏浩編著 明石書店 2016 334.4/J47 1000131548

88 移民 わたしも水着をきてみたい
オーサ・ストルク作 ; ヒッテ・
スペー絵 ; きただいえりこ訳

さ・え・ら書房 2017 334.4/W47 1000137684



89 移民 移民・外国人と日本社会(人口学ライブラリー ; 18) 小敏男, 佐藤龍三郎編著 原書房 2019 334.41/I47 1000135431

90 移民 移民の政治経済学
ジョージ・ボージャス著 ; 岩
本正明訳

白水社 2018 334.453/I47 1000133857

91 移民 日本に暮らすロシア人女性の文化人類学 : 移住、国際結婚、人生作り ゴロウィナ・クセーニヤ著 明石書店 2017 334.5/N71 1000132461

92 移民 出来事から学ぶカルチュラル・スタディーズ
田中東子, 山本敦久, 安藤丈
将編著 ; 川端浩平 [ほか]
著

ナカニシヤ出版 2017 361.5/D54 1000134009

93 移民 ヘイトの時代に対抗する(対抗言論 : 反ヘイトのための交差路 ; 1号)
杉田俊介, 櫻井信栄編 ; 川
村湊編集協力

法政大学出版局 2019 361.8/Ta22 1000136452

94 移民 国際移動と親密圏 : ケア・結婚・セックス 安里和晃編 京都大学学術出版会 2018 366.22/Ko51 1000133720

95 移民
外国人移住者と「地方的世界」 : 東アジアにみる国際結婚の構造と機能(地域研究
ライブラリ ; 5)

藤井勝, 平井晶子編 昭和堂 2019 367.4/G14 1000135388

96 移民 国際結婚と多文化共生 : 多文化家族の支援にむけて 佐竹眞明, 金愛慶編著 明石書店 2017 367.4/Ko51 1000133573

97 移民 世界の難民をたすける30の方法 滝澤三郎編著 合同出版 2018 369.38/Se22 1000134303

98 移民 移民の子どもと学校 : 統合を支える教育政策
OECD編著 ; 三浦綾希子,
大西公恵, 藤浪海訳

明石書店 2017 373.1/I47 1000132930

99 移民
多文化社会に生きる子どもの教育 : 外国人の子ども、海外で学ぶ子どもの現状と
課題

佐藤郡衛著 明石書店 2019 373.1/Ta12 1000136018

100 移民 移動とことば
川上郁雄, 三宅和子, 岩典子
編

くろしお出版 2018 801.03/I19 1000134573


