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☆男女共同参画・ジェンダー

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

子どもと話すマッチョってなに？ クレマンティーヌ・オータン／著 現代企画室 2014.6 367.1オ

ジェンダーとセクシュアリティ
現代社会に育つまなざし

大越愛子／編
倉橋耕平／編

昭和堂 2014.1 367.1ジ

ジェンダー・スタディーズ
女性学・男性学を学ぶ

牟田和恵／編 大阪大学出版会 2015.3 367.1ジ

ポジティヴ・アクション
「法による平等」の技法

辻村みよ子／著 岩波書店 2011.9 367.1ツ

男女平等の社会へ
世界のいまと日本の女性

広井暢子／著 新日本出版社 2013.6 367.1ヒ

よくわかるジェンダー・スタディーズ 木村涼子／ほか編著 ミネルヴァ書房 2013.3 367.1ヨ

日本のジェンダーを考える 川口章／著 有斐閣 2013.9 367.21カ

ジェンダーから見た日本史
歴史を読み替える

久留島典子／ほか編 大月書店 2015.1 367.21ジ

男女共同参画社会と市民 藤原千賀／著 武蔵野大学出版会 2012.9 367.21フ

未来につなげる男女共同参画
ジェンダー視点の実践活動

池田政子＆やまなしの仲
間たち／編著

生活思想社 2013.6 367.21ミ

カミングアウト・レターズ
子どもと親、生徒と教師の往復書簡

ＲＹＯＪＩ／編
砂川秀樹／編

太郎次郎社エディタス 2007.12 367.9リ

無意識の男女差別 櫛田真澄／著 現代図書 2014.12 372.1ク

学校社会の中のジェンダー
教師たちのエスノメソドロジー

木村育恵／著 東京学芸大学出版会 2014.4 374.3キ

☆暮らし

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

家事労働ハラスメント
生きづらさの根にあるもの

竹信三恵子／著 岩波書店 2013.10 366.3タ

脱・不機嫌な女
夫・職場・子どもを変えて笑顔になる三七の方法

武部純子／著 柏書房 2013.7 366.3タ

迫りくる「息子介護」の時代
２８人の現場から

平山亮／著 光文社 2014.2 367.5ヒ

最貧困シングルマザー 鈴木大介／著 朝日新聞出版 2015.1 368.4ス

男性漂流
男たちは何におびえているか

奥田祥子／著 講談社 2015.1 367.5オ

おとなの「家庭科の教科書」
家事の苦手がなくなる！生活が楽しくなる！

青木幸子／監修 笠倉出版社 2014.2 590オ

共働きごはん
夕食を作りながら、作りおきもできる！

上田淳子／著 主婦の友社 2014.10 596ウ

共働き子育てを成功させる５つの鉄則 普光院亜紀／著 集英社 2015.2 599フ

ひとりひとりが幸せな社会をめざして 
～男女共同参画の視点から～ 
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☆こころ・身体

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

大人のための「困った感情」のトリセツ
取扱説明書

水島広子／著 大和出版 2014.10 141.6ミ

男をこじらせる前に
男がリアルにツラい時代の処方箋

湯山玲子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.1 367.5ユ

老い方上手 上野千鶴子／ほか著 ＷＡＶＥ出版 2014.12 367.7オ

ＬＧＢＴってなんだろう？
からだの性・こころの性・好きになる性

薬師実芳／ほか著 合同出版 2014.9 367.9エ

５７歳からの意識革命
人生を最後まで充実させるために

石蔵文信／著 双葉社 2013.10 493.7イ

女医が教える働く男の怒りと疲れをパワー
に変える処方箋

奥田弘美／著 メディカルトリビューン 2014.6 498.3オ

自分を「もっと大切に」する生き方
働く女性のストレス対策

鴨下一郎／著 新講社 2013.10 498.3カ

７の女、８の男
節目年齢に負けない３４のトラブル回避術

福田千晶／監修 新潮社 2013.3 498.3ナ

☆地域・社会・政治

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

ジェンダー・クオータ
世界の女性議員はなぜ増えたのか

三浦まり／編著
衛藤幹子／編著

明石書店 2014.3 314ジ

地域社会における女性と政治
大山七穂／著
国広陽子／著

東海大学出版会 2010.4 318ｵ

新しい公共を担う人びと
奥野信宏／著
栗田卓也／著

岩波書店 2010.8 318ｵ

地方消滅
東京一極集中が招く人口急減

増田寛也／編著 中央公論新社 2014.8 334.3チ

小さな起業で楽しく生きる
仲間と始める地域協働ビジネス

ワーカーズ・コレクティブ
ネットワークジャパン／著

ほんの木 2014.2 335.6ワ

希望をつくる仕事ソーシャルデザイン
アイデアは地球を救う。

ソーシャルデザイン会議実
行委員会／編著

宣伝会議 2013.3 360キ

弱者の居場所がない社会
貧困・格差と社会的包摂

阿部彩／著 講談社 2011.12 361.8ｱ

定年後年金プラス、ひとの役に立つ働き方 杉山由美子／著 朝日新聞出版 2014.7 366.2ス

クオータ制の実現をめざす ＷＩＮ　ＷＩＮ／編著 パド・ウィメンズ・オフィス 2013.3 367.1ク

女性を活用する国、しない国 竹信三恵子／著 岩波書店 2010.9 367.1タ

２０／３０プロジェクト。 小池百合子／編 プレジデント社 2013.6 367.1ニ

災害支援に女性の視点を！
竹信三恵子／編
赤石千衣子／編

岩波書店 2012.10 369.3サ

防災コミュニティ
現場から考える安全・安心な地域づくり

中村八郎／ほか著 自治体研究社 2010.4 369.3ボ

「子育て」という政治
少子化なのになぜ待機児童が生まれるのか？

猪熊弘子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.7 369.4イ

ワンコインの子育てシェアが社会を変える！！ 甲田恵子／著 合同フォレスト 2013.11 369.4コ

日本の大課題子どもの貧困
社会的養護の現場から考える

池上彰／編 筑摩書房 2015.3 369.4ニ

定年紳士たちの料理教室
江上和子／著、当仁公民
館・男の料理教室／著

梟社 2015.3 596エ



☆働き方・ワーク・ライフ・バランス

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

ハードワーク！グッドライフ！
新しい働き方に挑戦するための６つの対話

山崎亮／ほか著 学芸出版社 2014.10 159.4ハ

定年が見えてきた女性たちへ
自由に生きる「リ・スタート力」のヒント

野村浩子／著 ＷＡＶＥ出版 2014.5 159.6ノ

実践ワーク・ライフ・ハピネス　２
ワーク・ライフ・バランスを超えて

阿部重利／著
榎本恵一／著

万来舎 2015.2 335.3ア

女性リーダーを組織で育てるしくみ
先進企業に学ぶ継続就業・能力発揮の有効策

牛尾奈緒美／著
志村光太郎／著

中央経済社 2014.9 336.4ウ

会社の未来は女性が拓く！ 植田寿乃／著 日本経済新聞出版社 2014.11 336.4ウ

崖っぷちで差がつく上司のイクボス式チー
ム戦略

日経ＤＵＡＬ／編 日経ＢＰ社 2015.4 336.4ガ

なぜ女性部下から突然辞表を出されるのか
女性の活躍推進

竹之内幸子／著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

2014.2 336.4タ

なぜ、あの会社は女性管理職が順調に増
えているのか　先進２０社が実践する女性人材
育成の戦略と施策

麓幸子／編、日経ＢＰヒッ
ト総合研究所／編

日経ＢＰ社 2015.4 336.4ナ

ワーク・ライフ・バランス支援の課題
人材多様化時代における企業の対応

佐藤博樹／編
武石恵美子／編

東京大学出版会 2014.2 336.4ワ

５０代からのお仕事探しアタフタ日記 高橋陽子／著 主婦と生活社 2014.12 366.2タ

子育てがプラスを生む「逆転」仕事術
産休・復帰・両立、すべてが不安なあなたへ

小室淑恵／著 朝日新聞出版 2014.1 366.3コ

共働きファミリーの仕事と子育て両立バイブ
ル　マンガでわかる！

日経ＤＵＡＬ／編 日経ＢＰ社 2014.12 366.3ト

「育休世代」のジレンマ
女性活用はなぜ失敗するのか？

中野円佳／著 光文社 2014.9 366.3ナ

リーママたちへ
働くママを元気にする３０のコトバ

博報堂リーママプロジェク
ト／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.1 366.3ハ

ママの仕事復帰のために
パパも会社も知っておきたい４６のアイディア

ファザーリング・ジャパンマ
ザーリングプロジェクト／編

労働調査会 2014.6 366.3マ

マタニティハラスメント 溝上憲文／著 宝島社 2013.11 366.3ミ

予防・解決職場のパワハラセクハラメンタル
ヘルス　使用者責任・労災・防止規定・事実調
査・処分・復帰支援

水谷英夫／著 日本加除出版 2014.1 366.3ミ

部長、その恋愛はセクハラです！ 牟田和恵／著 集英社 2013.6 366.3ム

これで解決。働くママが必ず悩む３６のこと
子育てを楽しみながら職場で活躍するためのヒ
ント

毛利優子／著 日本実業出版社 2015.5 366.3モ

サラリーマン介護
働きながら介護するために知っておくこと

池田心豪／監修 法研 2014.3 366.7サ

仕事と介護両立ハンドブック
コア社員の退職を防ぐ

新田香織／著
日本生産性本部生産
性労働情報センター

2015.1 366.7ニ

ワーク・ライフ・バランスのすすめ 村上文／著 法律文化社 2014.12 366.7ム

パパの働き方が社会を変える！ 吉田大樹／著 労働調査会 2014.9 366.7ヨ

ママ、今日からパートに出ます！
１５年ぶりの再就職コミックエッセイ

野原広子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.1 366.8ノ

はたらく女子の夜遅ごはん おおたわ歩美／著 大和書房 2014.9 596オ



☆海外の状況

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

人を見捨てない国、スウェーデン 三瓶恵子／著 岩波書店 2013.2 T302サ

フランスに学ぶ男女共同の子育てと少子化
抑止政策

富士谷あつ子／編著
伊藤公雄／編著

明石書店 2014.7 364.1フ

オランダ流ワーク・ライフ・バランス
「人生のラッシュアワー」を生き抜く人々の技法

中谷文美／著 世界思想社 2015.1 366.7ナ

現代アジアの女性たち
グローバル化社会を生きる

福原裕二／編
吉村慎太郎／編

新水社 2014.10 367.22ゲ

男女機会均等社会への挑戦 岡沢憲芙／著 彩流社 2014.12 367.23オ

ハウスワイフ２．０ エミリー・マッチャー／著 文芸春秋 2014.2 367.25マ

韓国家族
グローバル化と「伝統文化」のせめぎあいの中で

平田由紀江／編
小島優生／編

亜紀書房 2014.6 367.3カ

☆リケジョ（理系女子）の世界

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

理系生活
先輩理系人からのキャリアアドバイス

日本セラミックス協会／編 学事出版 2015.4 366.2リ

フロントランナー挑戦する科学者 日経サイエンス編集部／編 日経サイエンス社 2014.6 402.1フ

娘に「リケジョになりたい！」と言われたら
文系の親に知ってほしい理系女子の世界

秋田直美／著 ダイヤモンド・ビッグ社 2014.11 407ア

なぜ理系に進む女性は少ないのか？
トップ研究者による１５の論争

Ｓ．Ｊ．セシ／編
Ｗ．Ｍ．ウィリアムス／編

西村書店 2013.6 407ナ

あなたは理系女子（リケジョ）？
ＹＵＫＯ教授がつぶやく超「理系女子」論

原山優子／著 言視舎 2014.6 407ハ

挑戦する女性研究者たち　２
名古屋市立大学女性研究者ロールモデル集

名古屋市立大学男女共同参画
室・女性研究者支援室／編

名古屋市立大学男女共同
参画室・女性研究者支援室 2013.7 Ｄ407ナ

理系女子（リケジョ）的生き方のススメ 美馬のゆり／著 岩波書店 2012.12 Ｔ407ミ

☆社会に出る前に

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

１０代のうちに知っておきたい折れない心の
作り方

水島広子／著 紀伊国屋書店 2014.7 T146ミ

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／著
えすけん／著

生活書院 2014.12 T367ス

大人になる前のジェンダー論 浅野富美枝／ほか編著 はるか書房 2010.4 T367.1オ

ＬＧＢＴＱってなに？
セクシュアル・マイノリティのためのハンドブック

ケリー・ヒューゲル／著 明石書店 2011.12 T367.9ヒ

いきのびる魔法
いじめられている君へ

西原理恵子／著 小学館 2013.1 T371サ

大学生のためのキャリアデザイン入門
岩上真珠／編
大槻奈巳／編

有斐閣 2014.6 377.9ダ

正しいパンツのたたみ方
新しい家庭科勉強法

南野忠晴／著 岩波書店 2011.2 T590ミ
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