
＜一般図書＞

順位 タイトル 著者 出版社 出版年

1 作りたい女と食べたい女 １～３ ゆざきさかおみ KADOKAWA 2021- 726.1 ユ

2
「自分の感情」の整えかた・切り替えかた
モヤモヤがスッキリ！に変わる８５のセルフケア

高井祐子 大和出版 2022 146.8 タ

今日の人生 ２
世界がどんなに変わっても

益田ミリ ミシマ社 2020 726.1 マ

しあわせは食べて寝て待て １～３ 水凪トリ 秋田書店 2021- 726.1 ミ

3
「あなたらしく伝える」技術
女性のためのアサーティブ・コミュニケーション

森田汐生 産業能率大学出版部 2022 146.8 モ

人間関係のモヤモヤは３日で片付く
忘れられない嫌なヤツも、毎日顔を合わせる夫も

田房永子 竹書房 2022 726.1 タ

メタモルフォーゼの縁側 全５巻 鶴谷香央理 KADOKAWA 2019 726.1 ツ

ついでにジェントルメン 柚木麻子 文藝春秋 2022 913.6 ユ

4
よくわかるアサーション自分の気持ちの伝え方
自分も相手も大切にする、気持ちのよい自己表現

平木典子監修 主婦の友社 2013 146.8 ヒ

夜の大人、朝の子ども 今日マチ子 幻冬舎 2022 726.1 キ

海が走るエンドロール １～４ たらちねジョン 秋田書店 2021- 726.1 タ

夜に星を放つ 窪美澄 文藝春秋 2022 913.6 ク

5
セルフケアの道具箱
ストレスと上手につきあう100のワーク

伊藤絵美 晶文社 2020 146.8 イ

これからの時代を生きるあなたへ
安心して弱者になれる社会をつくりたい

上野千鶴子 主婦の友社 2022 367.2 ウ

モラハラ夫の精神的支配から抜け出す方法
７つのワークで「自分らしさ」を取り戻す

福山れい
日本能率協会マネジメン
トセンター

2022 367.3 フ

老～い、どん！２
どっこい生きてる９０歳

樋口恵子 婦人之友社 2022 367.7 ヒ

ツレヅレハナコの２素材で私つまみ ツレヅレハナコ KADOKAWA 2020 596 ツ

くたびれないごはんづくり 婦人之友社編集部編 婦人之友社 2021 596 フ

女と男、このしんどさは誰のせい？
わかりあいたいのに、なぜかすれちがう

描き子 永岡書店 2021 726.1 カ

火曜日のくま子さん 高橋和枝 中央公論新社 2022 726.1 タ

今夜すきやきだよ 谷口菜津子 新潮社 2021 726.1 タ

スナックキズツキ 益田ミリ マガジンハウス 2021 726.1 マ

女の子がいる場所は やまじえびね KADOKAWA 2022 726.1 ヤ

もう別れてもいいですか 垣谷美雨 中央公論新社 2022 913.6 カ

おいしいごはんが食べられますように 高瀬隼子 講談社 2022 913.6 タ

星を掬う 町田そのこ 中央公論新社 2021 913.6 マ

宙(そら)ごはん 町田そのこ 小学館 2022 913.6 マ

スマホになじんでおりません 群ようこ 文藝春秋 2022 914.6 ム
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＜一般図書＞
順位 タイトル 著者 出版社 出版年

6
心がラクになる思考法
「うまくいかないことばかり」が改善される

細野正人 ポプラ社 2022 146.8 ホ

自分の意見で生きていこう
「正解のない問題」に答えを出せる４つのステップ

ちきりん ダイヤモンド社 2022 159.6 チ

マンガでわかる！わたしの味方になる法律の話 遠藤研一郎 大和書房 2021 320 エ

あなたにもある無意識の偏見
アンコンシャスバイアス

北村英哉 河出書房新社 2021 361.4 キ

モヤる言葉、ヤバイ人
自尊心を削る人から心を守る「言葉の護身術」

アルテイシア 大和書房 2021 367.2 ア

９０歳になっても、楽しく生きる 樋口恵子 大和書房 2022 367.7 ヒ

もし親友が婦人科医で、何でも聞けるとしたら？
女性が知っておくべき女性のからだ

シーラ・デ・リス サンマーク出版 2022 495.13 リ

妄想美術館 原田マハ, ヤマザキマリ SBクリエイティブ 2022 723 ハ

眠れぬ夜はケーキを焼いて １, ２ 午後 KADOKAWA 2021 726.1 ゴ

たのしみノートのつくりかた 杉浦さやか 祥伝社 2021 726.5 ス

うまれることば、しぬことば 酒井順子 集英社 2022 814 サ

燕は戻ってこない 桐野夏生 集英社 2022 913.6 キ

掬えば手には 瀬尾まいこ 講談社 2022 913.6 セ

三千円の使いかた 原田ひ香 中央公論新社 2018 913.6 ハ

若葉荘の暮らし 畑野智美 小学館 2022 913.6 ハ

両手にトカレフ ブレイディみかこ ポプラ社 2022 913.6 ブ

らんたん 柚木麻子 小学館 2021 913.6 ユ

7
女性の生きづらさとジェンダー
「片隅」の言葉と向き合う心理学

心理科学研究会ジェン
ダー部会編

有斐閣 2021 143.1 シ

こころのストレッチ
しなやかで折れない自分になる３０のヒント

下山晴彦, 東京認知行動
療法センター

主婦の友社 2021 146.8 シ

私は私のままで生きることにした キム・スヒョン ワニブックス 2019 159 キ

ホントはやなこと、マジでやめてみた
誰にもジャマされない「自分の時間」が生まれるドイツ式ルール４２

アレクサンドラ・ラインヴァ
ルト

飛鳥新社 2020 159.6 ラ

わたしの体に呪いをかけるな リンディ・ウェスト 双葉社 2022 367.2 ウ

根のないフェミニズム
フェミサイドに立ち向かったメガリアたち

キム・インミョン〔ほか〕 アジュマ 2021 367.2 キ

フェミニストってわけじゃないけど、どこか感じる
違和感について
言葉にならないモヤモヤを１つ１つ「全部」整理してみた

パク・ウンジ ダイヤモンド社 2021 367.2 パ

母親になって後悔してる オルナ・ドーナト 新潮社 2022 367.3 ド

言葉を失ったあとで 信田さよ子, 上間陽子 筑摩書房 2021 367.3 ノ

これからの男の子たちへ
「男らしさ」から自由になるためのレッスン

太田啓子 大月書店 2020 367.5 オ

ジェンダーで読み解く男性の働き方・暮らし方
ワーク・ライフ・バランスと持続可能な社会の発展のために

多賀太 時事通信出版局 2022 367.5 タ

女はいつも、どっかが痛い
がんばらなくてもラクになれる自律神経整えレッスン

やまざきあつこ 小学館 2022 498.39 ヤ

くらしがしごと
土着のフォークロア

早川ユミ 扶桑社 2022 590 ハ

親になってもわからない
深爪な子育てのはなし

深爪 KADOKAWA 2022 599 フ

やさしい猫 中島京子 中央公論新社 2021 913.6 ナ
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＜女性就労支援コーナー＞
順位 タイトル 著者 出版社 出版年

1
やりたいこと、全部やりたい。
自分の人生を自分で決めるための方法

立花佳代 アスコム 2021 159.4 タ

2 昨日とは違う明日を生きるための新しい幸せの始め方 中道あん KADOKAWA 2022 159.6 ナ

3 明日、会社に行くのが楽しみになるお仕事のコツ事典 文響社編集部編 文響社 2016 336.4 ブ

この働き方大丈夫？ 中国新聞取材班編著 集広舎 2021 366.021 チ

女性のためのお金の不安、仕事のもやもや相談Book
大竹のり子, 相田良子
監修

朝日新聞出版 2021 591 オ

4 私らしく、のびのびと。「やめる」ことを「やってみた」 多田千里 主婦の友社 2022 159.6 タ

「女性ひとり起業」スタートBOOK
小さく始めて夢をかなえる！

小谷晴美 コスミック出版 2020 335 コ

女性のための「起業の教科書」
法律・お金・経営のプロが教える

豊増さくら 日本実業出版 2018 335 ト

働く女子の仕事力アップTips大全
わたしらしく楽しく長く働くために必要なこと

SHE KADOKAWA 2021 336.4 シ

働く人を守る！職場六法 岩出誠 講談社 2021 366.14 イ

女子の副業
夢もお金もあきらめない。

滝岡幸子 青春出版社 2020 366.29 タ

心のざわざわ・イライラを消す がんばりすぎない休み方
すき間時間で始めるマインドフルネス

荻野淳也 文響社 2018 498.39 オ

大人女子の安心シングルライフプラン
見えない未来を“見える化”する

じゃこめていsinglelife
編集部

じゃこめてい出版 2016 591 ジ

＜児童書・青少年図書コーナー＞
順位 タイトル 著者 出版社 出版年

1 香君 西から来た少女 上・下 上橋菜穂子 文藝春秋 2022 K913.8 ウ

2
生き抜くためのごはんの作り方
悩みに効く１６人のレシピ

河出書房新社編
有賀薫〔ほか〕

河出書房新社 2022 K596 カ

3
きめつけないで！「女らしさ」「男らしさ」
みんなを自由にするジェンダー平等

治部れんげ 汐文社 2022 K367.2 ジ

ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた
あなたがあなたらしくいられるための２９問

一橋大学社会学部佐藤
文香ゼミ生一同

明石出版 2019 367.2 ヒ

4
１０代で知っておきたい「同意」の話
YES、NOを自分で決める１２のヒント

ジャスティン・ハンコック 文
ヒューシャ・マクアリー 絵

河出書房新社 2022 361.4 ハ

ヤングケアラーってなんだろう 澁谷智子 筑摩書房 2022 K369 シ

親を頼らないで生きるヒント
家族のことで悩んでいるあなたへ

コイケジュンコ 岩波書店 2021 369.4 コ

CHOICE
自分で選びとるための「性」の知識

シオリーヌ （大貫詩織） イースト・プレス 2020 495 シ

１３歳からのファシリテーション
クラスで、学校で、社会で役立つコミュニケーション力が身につく本

ちょんせいこ
メイツユニバーサルコン
テンツ

2022 809.6 チ

5 緒方貞子
小手鞠るい
佐竹美保 絵

岩崎書店 2022 K289.1 コ

YOUTH QUAKE
Ｕ３０世代がつくる政治と社会の教科書

NO YOUTH NO JAPAN
編著

よはく舎 2021 312.1 ノ

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 WAVE出版 2020 361.4 モ

女の子はどう生きるか
教えて、上野先生！

上野千鶴子 岩波書店 2021 K367.2 ウ

イラストで学ぶジェンダーのはなし
みんなと自分を理解するためのガイドブック

アイリス・ゴットリーブ
イラスト・文

フィルムアート社 2021 367.2 ゴ

女の子だから、男の子だからをなくす本
ユンウンジュ 文
イヘジョン 絵

エトセトラブックス 2021 K367.2 ユ

生理中です パク・ボラム, ミン・ウネ 世界文化ブックス 2022 495.13 パ

ピンクはおとこのこのいろ
ロブ パールマン 文
イダ カバン 絵

KADOKAWA 2021 K726.5 パ
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順位 タ　イ　ト　ル 監督／制作 製作国/年/時間

1 ノマドランド クロエ･ジャオ アメリカ/2020/本編約108分

2 ノッティングヒルの洋菓子店 エリザ・シュローダー
イギリス/2020年/本編98分+
特典

3 チャンシルさんには福が多いね キム・チョヒ 韓国/2019年/本編96分

4 5月の花嫁学校 マルタン・プロヴォ
フランス/2020/本編110分+
特典

ステージ・マザー トム・フィッツジェラルド
カナダ/2020/本編93分+特
典映像15分

5 朝が来る 河瀬直美
日本/2020/本編139分+予告
編

サンドラの小さな家 フィリダ・ロイド
アイルランド・イギリス/2020/
本編98分＋特典

トーベ ザイダ・バリルート
フィンランド,スウェーデン
/2020/本編103分

ミス・マルクス スザンナ・ニッキャレッリ
イタリア,ベルギー/2020/本
編107分

ペトルーニャに祝福を
テオナ･ストゥルガル・ミテ
フスカ

北マケドニア,フランス,ベル
ギー,クロアチア,スロヴェニア
/2019/本編101分+特典

6 ブックスマート オリヴィア・ワイルド
アメリカ/2021/本編102分+
特典約2分

明日へ プ・ジヨン
韓国/2014/本編104分+特典
映像7分

幸福路のチー ソン・シンイン 台湾/2017年/本編111分

7 マイ・ブックショップ イザベル・コイシェ
イギリス・スペイン・ドイツ
/2017年/112分

８２年生まれ、キム・ジヨン キム・ドヨン 韓国/2019年/118分

海辺の金魚 小川紗良
日本/2021/本編76分+特典
映像

モロッコ、彼女たちの朝 マリヤム・トゥザニ
モロッコ,フランス,ベルギー
/2019/本編101分+特典映像
8分

ぼけますから、よろしくお願いします。 信友直子
日本/2018年/本編102分+特
典映像約7分

8 リンドグレーン
ペアニレ・フィシャー・クリ
ステンセン

スウェーデン・デンマーク
/2018年/本編124分+特典

リスペクト リーズル・トミー
アメリカ合衆国/2021/本編
145分+特典映像24分

9
ビリーブ
未来への大逆転

ミミ・レダー アメリカ/2018年/120分

パピチャ
未来へのランウェイ

ムニア･メドゥール
フランス・アルジェリア・ベル
ギー・カタール/2019年/本編
109分

ストーリー・オブ・マイライフ
わたしの若草物語

グレタ・ガーウィグ アメリカ/2019年/本編135分

メアリーの総て
ハイファ・アル＝マンスー
ル

イギリス・ルクセンブルク・ア
メリカ/2018年/本編121分

カランコエの花 中川駿
日本/2016/本編39分+特典
映像83分

映像で学ぶジェンダー入門
1　男らしさ／女らしさ : 社会を覆うジェンダー・ステレオタイプ

加藤秀一 監修 日本/2021年/40分

◎ライブラリーカードで図書・行政資料・雑誌・ＤＶＤの貸出をしています。

　　　　資料種別　　　　　　　　　　　貸出冊数（期間）

　 　　　　図書・行政資料・雑誌　　　　　15冊（3週間）

　　　　DVD　　　　　　　　　　　 　　　3点（2週間）

＜DVD＞

ドラマ D308

ドラマ D291

ドラマ D296

ドラマ D312

ドキュメンタリー
D174

アニメ D6

ドラマ D298

区　分

ドラマ D304

ドラマ D303

ドラマ D313

ドラマ D307

ドラマ D301

ドラマ D299

ドラマ D309

ドラマ D273

ドラマ D289

教材 D139

ドラマ D272

ドラマ D295

ドラマ D293

ドラマ D310

ドラマ D306

ドラマ D311

ドラマ D305

ドラマ D297

ドラマ D315

ドーンセンター情報ライブラリー
（大阪府立男女共同参画・青少年センター）

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-49

ＴＥＬ 06-6910-8616 ／ ＦＡＸ 06-6910-8775
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