
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、衛藤幹子∥編著 明石書店 2014.3 314ｼﾞ

あなたのまちの政治は案外、あなたの力でも変
えられる

五十嵐立青∥著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

2015.12 318ｲ

地域社会における女性と政治 大山七穂、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、栗田卓也∥著 岩波書店 2010.8 318ｵ

参加と協働のデザイン　ＮＰＯ・行政・企業の役
割を再考する

世古一穂∥編著 学芸出版社 2009.10 318ｻ

議会はあなたを待っている 市川房枝政治参画
フォーラムでの学びと実践から

市川房枝記念会女性と政治
センター出版部∥編集

市川房枝記念会女性と
政治センター出版部

2014.3 318.4ｷﾞ

人口減少×デザイン 地域と日本の大問題を、
データとデザイン思考で考える。

筧裕介∥著 英治出版 2015.6 318.6ｶ

市民参加のまちづくり グローカル編 　コミュニ
ティへの自由

伊佐淳∥ほか編著 創成社 2013.3 318.6ｼ

実践事例にみる　ひと・まちづくり 瀬沼頼子、斉藤ゆか∥編著 ミネルヴァ書房 2013.1 318.6ｼﾞ

少子化は止められるか？ 政策課題と今後のあ
り方

阿部正浩∥編著 有斐閣 2016.3 334.3ｱ

少子化政策の新しい挑戦　各国の取組みを通し
て

岡沢憲芙、小渕優子∥編著 中央法規出版 2010.4 334.3ｼ

ゆっくりやさしく社会を変える ＮＰＯで輝く女たち 秋山訓子∥著 講談社 2010.10 335.8ｱ

社会を変えたい人のためのソーシャルビジネス
入門

駒崎弘樹∥著 ＰＨＰ研究所 2016.1 335.8ｺ

ソーシャル・ビジネス・ケース　少子高齢化時代
のソーシャル・イノベーション

谷本寛治∥編著 中央経済社 2015.7 335.8ｿ

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、武石恵美子∥編 東京大学出版会 2014.2 336.4ﾜ

ジェンダーの社会学入門 江原由美子、山田昌弘∥著 岩波書店 2008.4 361ｴ

日本の不平等を考える　少子高齢社会の国際
比較

白波瀬佐和子∥著 東京大学出版会 2009.5 361.8ｼ

女性はなぜ活躍できないのか 大沢真知子∥著 東洋経済新報社 2015.3 366.3ｵ

「男女共同参画」が問いかけるもの　現代日本
社会とジェンダー・ポリティクス　増補新版

伊藤公雄∥著 インパクト出版会 2009.2 367.1ｲ

ジェンダーで学ぶ政治社会学入門　男女平等の
未来のために

大海篤子∥著 世織書房 2010.4 367.1ｵ

語り継ぐ女性学  次代を担う女性たちへのメッ
セージ

神戸女学院大学女性学イン
スティチュート∥編

御茶の水書房 2015.1 367.1ｶ

どうする日本の女性政策 クライン孝子∥著 海竜社 2015.6 367.1ｸ

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

ジェンダーで学ぶ社会学　全訂新版 伊藤公雄、牟田和恵∥編 世界思想社 2015.10 367.1ｼﾞ

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、倉橋耕平∥編 昭和堂 2014.1 367.1ｼﾞ

ジェンダー・スタディーズ　女性学・男性学を学ぶ
改訂版

牟田和恵∥編 大阪大学出版会 2015.3 367.1ｼﾞ

ウィルあいち情報ライブラリー資料リスト　2016.5

「男女共同参画」を学ぶ～地域で女性の力を活かすために～



書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

ジェンダー平等と多文化共生　複合差別を超え
て

辻村みよ子、大沢真理∥編 東北大学出版会 2010.3 367.1ｼﾞ

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 2010.10 367.1ｼﾞ

ジェンダー論をつかむ 千田有紀∥ほか著 有斐閣 2013.3 367.1ｼﾞ

女性学／男性学 千田有紀∥著 岩波書店 2009.11 367.1ｾ

男女平等参画社会へ　女性のエンパワメントと
自治体

建石真公子∥編 公人社 2009.4 367.1ﾀ

女性学・ジェンダー研究の創成と展開 舘かおる∥著 世織書房 2014.3 367.1ﾀ

ジェンダー学への道案内　４訂版 高橋準∥著 北樹出版 2014.5 367.1ﾀ

男女共同参画政策　行政評価と施設評価 内藤和美、山谷清志∥編著 晃洋書房 2015.4 367.1ﾀﾞ

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ﾀﾞ

性と法律　変わったこと、変えたいこと 角田由紀子∥著 岩波書店 2013.12 367.1ﾂ

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

概説ジェンダーと法 　人権論の視点から学ぶ 辻村みよ子∥著 信山社 2013.9 367.1ﾂ

２０／３０プロジェクト。
小池百合子、 上野通子∥ほ
か著

プレジデント社 2013.6 367.1ﾆ

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

カリータ・ベッケメレム男女格差のない社会
カリータ ・ベッケメレム∥ほか
著

日本放送出版協会 2008.3 367.1ﾍﾞ

女性活躍後進国ニッポン 山田昌弘∥著 岩波書店 2015.9 367.1ﾔ

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

女性の自立と政治参加 ある女性参議院議員の
歩みとたたかい

吉川春子∥著 かもがわ出版 2015.7 367.1ヨ

新編日本のフェミニズム 全12巻 天野正子∥〔ほか〕編集委員 岩波書店
2009～
2011

367.2ｼ

女性のからだとこころ　自分らしく生きるための
絆をもとめて

内田伸子∥編著 金子書房 2012.4 367.2ｼﾞ

女性学・男性学  ジェンダー論入門　改訂版 伊藤公雄∥ほか著 有斐閣 2011.5 367.2ｼﾞ

逐条解説男女共同参画社会基本法
内閣府男女共同参画局∥編
集

ぎょうせい 2004.2 367.2ﾁ

変革の鍵としてのジェンダー 歴史・政策・運動
落合恵美子、橘木俊詔∥編
著

ミネルヴァ書房 2015.8 367.2ﾍ

レクチャージェンダー法 犬伏由子∥ほか編 法律文化社 2012.4 367.2ﾚ

あいち女性面白マップ 2015　あなたの町の女性
の力は？

ウィル２１フォーラム∥〔編〕 ウィル２１フォーラム 2015.11 D367.21ｱ

新・女性学への招待 井上輝子∥著 有斐閣 2011.11 367.21ｲ

下層化する女性たち　労働と家庭からの排除と
貧困

小杉礼子、宮本みち子∥編
著

 勁草書房 2015.8 367.21ｶ

日本のジェンダーを考える 川口章∥著 有斐閣 2013.9 367.21ｶ

子育て期にみる女性のライフコース選択の困難 佐々木さつみ∥著 クリエイツかもがわ 2012.6 367.21ｻ

男女共同参画による日本社会の経済・経営・地
域活性化戦略

吉田浩∥編 河北新報出版センター 2013.3 367.21ﾀﾞ

地域から変える女性たちが変える　男女共同参
画社会をめざして

市川房枝記念会出版部∥編
集

市川房枝記念会出版部 2009.10 367.21ﾁ

日本の女性政策　男女共同参画社会と少子化
対策のゆくえ

坂東真理子∥著 ミネルヴァ書房 2009.10 367.21ﾊﾞ

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



書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

男性学の新展開 田中俊之∥著 青弓社 2009.12 367.5ﾀ

揺らぐ男性のジェンダー意識　仕事・家族・介護 目黒依子∥ほか編 新曜社 2012.7 367.5ﾕ

2050年超高齢社会のコミュニティ構想 若林靖永、樋口恵子∥編 岩波書店 2015.8 367.7ﾆ

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

ＬＧＢＴサポートブック 　学校・病院で必ず役立つ はたちさこ∥ほか編著 保育社 2016.3 367.9ｴ

なぜ理系に進む女性は少ないのか？ Ｓ．Ｊ．セシ∥ほか編 西村書店 2013.6 407ﾅ

魅力ある地域を興す女性たち 小川理恵∥著 農山漁村文化協会 2014.3 611.7ｵ

☆視聴覚資料

タイトル 発行者 形態　／　収録時間 発行年 請求記号

女性の活躍促進ＤＶＤ 女性が輝き、女性が最も
働きやすいあいちを目指して

愛知県県民生活部男女共同
参画推進課

ＤＶＤ／11分 2015.10 DWｱ1718

ポジティブ・アクション 日本経済新聞出版社 ＤＶＤ／３０分 [2010.6] DWﾆ1558

☆参考図書・行政資料（貸出できません。館内でご覧ください。）

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

労働経済白書 　平成27年版 厚生労働省∥編 音羽印刷 2015.9 R366ﾛ

女性労働の分析　2014年 21世紀職業財団 2015.12 R366.3ｼﾞ

岩波女性学事典 井上輝子∥〔ほか〕編集 岩波書店 2002.6 R367.2ｲ

世界の女性 2010 国際連合∥著 日本統計協会 2011.12 R367.2ｺ

女性の暮らしと生活意識データ集　2014 三冬社 2014.6 R367.21ｼﾞ

男女共同参画統計データブック　2015 男女共同参画統計研究会∥編 ぎょうせい 2015.5 R367.1ﾀﾞ

男女共同参画社会データ集　2015年版 三冬社 2015.6 R367.1ﾀﾞ

現代日本女性問題年表　1975-2008 鈴木尚子∥編 ドメス出版 2012.12 R367.21ｹﾞ

女性白書　2015 日本婦人団体連合会∥編 ほるぷ出版 2015.8 R367.21ｼﾞ

男女共同参画白書　平成27年版
内閣府男女共同参画局∥編
集

勝美印刷 2015.6 R367.21ﾀﾞ

少子化社会対策白書 平成27年版 内閣府∥編集 日経印刷 2015.7 R369.4ｼ

厚生労働白書　平成27年版 厚生労働省∥編 日経印刷 2015.10 R498.1ｺ

第4次男女共同参画基本計画
内閣府男女共同参画局推進
課∥編

内閣府男女共同参画局
推進課

2015.12 G00

ひとりひとりが幸せな社会のために　平成27年
版　男女共同参画社会の実現を目指して

内閣府男女共同参画局∥編
集

内閣府男女共同参画局 2015.9 G00

女性の政策・方針決定参画状況調べ　平成26
年度

内閣府男女共同参画局推進
課∥〔編〕

内閣府男女共同参画局 2015.1 G00

地方公共団体における男女共同参画社会の形
成又は女性に関する施策の推進状況
平成26年度　都道府県政令都市編、市町村編

内閣府男女共同参画局∥
〔編〕

内閣府男女共同参画局 2015.1 G00

少子化社会に関する国際意識調査報告書
内閣府政策統括官（共生社
会政策担当）∥〔編〕

内閣府 2011.3 G00

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レ
ポート 2015

仕事と生活の調和連携推進・
評価部会∥ほか〔編〕

内閣府仕事と生活の調
和推進室

2016.3 G00

男女間における暴力に関する調査報告書
内閣府男女共同参画局推進
課∥〔編〕

内閣府男女共同参画局
推進課

2015.3 G00



書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

「ストーカー行為等の被害者支援実態等の調査
研究事業」報告書

内閣府男女共同参画局推進
課∥〔編〕

内閣府 2015.3 G00

「女性の活躍推進に関する世論調査」の概要 内閣府政府広報室∥〔編〕 内閣府 2014.11 G00

あいち男女共同参画プラン　2020
愛知県県民生活部男女共同
参画推進課∥〔編〕

愛知県県民生活部男女
共同参画推進課

2016.3 G23

あいちの男女共同参画　平成27年度版
愛知県県民生活部男女共同
参画推進課∥編

愛知県県民生活部男女
共同参画推進課

2015.10 G23

男女共同参画意識に関する調査報告書
愛知県県民生活部男女共同
参画室∥編

愛知県県民生活部男女
共同参画室

2009.3 G23

あいち仕事と生活の調和行動計画　2016-2020
愛知県産業労働部労政局労
働福祉課∥〔編集〕

あいちワーク・ライフ・バ
ランス推進協議会

2016.2 G23

仕事と介護の両立支援等実態調査結果 
愛知県産業労働部労政局労
働福祉課∥〔編〕

愛知県産業労働部労政
局労働福祉課

2016.2 G23

仕事と生活の調和をめざして　2015
愛知県産業労働部労政局労
働福祉課∥編

愛知県産業労働部労政
局労働福祉課

2015.10 G23

あいちはぐみんプラン２０１５－２０１９ 「日本一
子育てしやすいあいち」の実現をめざして

愛知県健康福祉部子育て支
援課∥〔編〕

愛知県健康福祉部子育
て支援課

2015.3 G23

新あいち農山漁村男女共同参画プラン
愛知県農林水産部農業経営
課∥〔編〕

愛知県農林水産部農業
経営課

2011.3 G23

配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計
画（3次)

愛知県∥〔編〕
愛知県健康福祉部児童
家庭課

2013.3 G23

☆雑誌

タ　　イ　　ト　　ル 発　　　行　　　者 刊行頻度

共同参画 内閣府 月刊

月刊女性情報 パド・ウィメンズオフィス 月刊

女性展望 市川房枝記念会出版部 隔月刊

※この他にも、男女共同参画に関する専門雑誌、県内市町村の基本計画や条例、意識調査等があります。

●Ｗｅｂサイト　※情報ライブラリー検索コーナーのインターネット端末でも閲覧できます。

＊内閣府男女共同参画局ホームページ　http:∥www.gender.go.jp

＊愛知県男女共同参画推進課　http:∥www.pref.aichi.jp/danjo/

＊女性情報ポータルWinet　http:∥winet.nwec.jp

＊ＵＮ　Ｗｏｍｅｎ 　http:∥www.unwomen.org

＊Ｗｏｍｅｎ　Ｗａｔｃｈ 　http:∥www.un.org/womenwatch

　　国連の女性に関するサイト。

　　２０１０年７月に国連が設立した、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントをめざす機関。

　　男女共同参画に関する総合的な情報提供サイト。男女共同参画社会基本法や基本計画、各種会議、
　　DV、少子化と男女共同参画等の取組を始め、女子差別撤廃条約や世界女性会議など国際的動向
　　についても情報が豊富にある。

　　国立女性教育会館が運営。女性と男性に関する統計データベースや新聞・雑誌記事検索、女性情報
　　ナビゲーションなど、役立つ情報が得られる。

　　条例や計画、審議会等、愛知県の男女共同参画施策に関する情報がある。
　　あいち女性の活躍促進応援サイトも開設。

●ウィルあいち情報ライブラリー利用案内●
○貸出 図書：１０冊／ＡＶ資料：３点 １５日以内 ○利用時間 火～日：９時～１９時

発行：愛知県女性総合センター情報ライブラリー


