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■世界の国々と日本をくらべると
書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 武器としての人口減社会
 国際比較統計でわかる日本の強さ

村上由美子／著 光文社 2016.8 302.1ム

 娘と話す世界の貧困と格差ってなに? 勝俣誠／著 現代企画室 2016.10 333.6カ

 社会福祉の国際比較 埋橋孝文／編著
放送大学教育振興
会

2015.3 364シ

「稼得とケアの調和モデル」とは何か
「男性稼ぎ主モデル」の克服

田中弘美／著 ミネルヴァ書房 2017.10 367.1タ

 ジェンダー平等の国際的潮流
 国際女性年(1975)以降の動きを通して

信田理奈／著 三恵社 2015.4 367.1ノ

 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

 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

 地図とデータで見る女性の世界ハンドブック
イザベル・アタネ／ほか編
土居佳代子／訳 セシル・マ
ラン／地図製作

原書房 2018.8 367.2チ

 WOMEN EMPOWERMENT 100
 世界の女性をエンパワーする100の方法

ベッツィ・トイチュ／著 松本
裕／訳

英治出版 2016.8 367.2ト

 貧しい国で女の子として生きるということ
 開発途上国からの5つの物語

遊タイム出版／編 プラン・
ジャパン／編集協力

遊タイム出版 2010.8 367.2マ

 少子高齢時代の女性と家族
 パネルデータから分かる日本のジェンダーと親
子関係の変容

津谷典子／ほか編著
慶應義塾大学出版
会

2018.2 367.21シ

 女性の就業、結婚、出産に関する行動、価値観
の国際比較
 日本、韓国、台湾のパネルデータを用いた実証
分析

萩原里紗／著 三菱経済研究所 2018.3 367.21ハ

 国際比較・若者のキャリア
 日本・韓国・イタリア・カナダの雇用・ジェンダー・
政策

岩上真珠／編 酒井計史／
[ほか著]

新曜社 2015.3 367.6コ

 日本の若者はなぜ希望を持てないのか
 日本と主要6カ国の国際比較

鈴木賢志／著 草思社 2015.11 367.6ス

 紛争、貧困、環境破壊をなくすために世界の子
どもたちが語る20のヒント
 子どもが主役で未来をつくる

小野寺愛、高橋真樹／編著
ピースボート／編

合同出版 2011.3 367.6フ

　　　　　　　　　世界の国々と日本をくらべてみると? 各国の女性事情は? SDGsって、何のこと? ……
　　　　　　　　　ここに集めた本で、そんな疑問が解けるかもしれません。

ジェンダーの視点で
世界をみてみよう



書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号
 現地レポート世界LGBT事情
 変わりつつある人権と文化の地政学

フレデリック・マルテル／
[著]  林はる芽／訳

岩波書店 2016.11 367.9マ

 世界の子どもの貧困対策と福祉関連QOL
 日本、韓国、イギリス、アメリカ、ドイツ

黒木保博／監修 中嶋和
夫、近藤理恵／編著

学文社 2018.3 369.4セ

 世界の子育て格差
 子どもの貧困は超えられるか

内田伸子、浜野隆／編 金子書房 2012.9 371.4セ

 教科書にみる世界の性教育 橋本紀子／ほか編著 かもがわ出版 2018.2 372キ

 世界の学校と教職員の働き方
 米・英・仏・独・中・韓との比較から考える日本の
教職員の働き方改革

藤原文雄／編著 学事出版 2018.3 372セ

 池上彰の世界の見方
 15歳に語る現代世界の最前線

池上彰／著 小学館 2015.11 T304イ

 わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。
 未来をうばわれる2億人の女の子たち

プラン・ジャパン／ほか著 合同出版 2014.10 T367.2ワ 

 世界の統計 2018 総務省統計局／編集 日本統計協会 2018.3 R350.9セ

 OECD幸福度白書 3
 より良い暮らし指標:生活向上と社会進歩の国際
比較

OECD／編著 西村美由起
／訳

明石書店 2016.12 R361.9オ

 図表でみる世界の社会問題 4
 OECD社会政策指標　貧困・不平等・社会的排
除の国際比較

OECD／編著 高木郁朗／
監訳 麻生裕子／訳

明石書店 2017.7 R361.9ズ

 データブック国際労働比較 2018
労働政策研究・研修機構／
編集

労働政策研究・研
修機構

2018.3 R366デ

 図表でみる教育 2014年版
 OECDインディケータ

経済協力開発機構／編著
徳永優子／[ほか]訳

明石書店 2014.10 R370.5ズ

 図表でみる世界の保健医療 2013年版
 OECDインディケータ

OECD／編著 鐘ケ江葉子／
訳

明石書店 2014.11 R498ズ

■国々の事情　欧米
書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 フィンランド 育ちと暮らしのダイアリー
藤井ニエメラみどり／著 高
橋睦子／解説

かもがわ出版 2017.8 302.3フ

 限りなく完璧に近い人々
 なぜ北欧の暮らしは世界一幸せなのか?

マイケル・ブース／著 黒田
眞知／訳

KADOKAWA 2016.9 302.3ブ

 スウェーデン・モデル
 グローバリゼーション・揺らぎ・挑戦

岡澤憲芙、斉藤弥生／編著 彩流社 2016.1 364.1ス

 フランスはどう少子化を克服したか 高崎順子／著 新潮社 2016.10 364.1タ

 あたりまえの暮らしを保障する国デンマーク
 DVシェルター・子育て環境

上野勝代／ほか編著 ドメス出版 2013.10 367.23ア

 現代イギリス女性運動史
 ジェンダー平等と階級の平等

今井けい／著 ドメス出版 2016.8 367.23イ

　　　※Rで始まる請求記号の図書はライブラリー内でご覧ください（貸出できません）。



書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 フランス人の新しい孤独
マリー=フランス・イリゴエン
／著 小沢君江／訳

緑風出版 2015.12 367.23イ

 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

 アメリカの第二波フェミニズム
 一九六〇年代から現在まで

吉原令子／著 ドメス出版 2013.12 367.25ヨ

 子どもがひとりで遊べない国、アメリカ
 安全・安心パニック時代のアメリカ子育て事情

谷口輝世子／著 生活書院 2011.11 367.6タ

■国々の事情　アジア・オセアニア
書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 東南アジアのポピュラーカルチャー
 アイデンティティ・国家・グローバル化

福岡まどか／ほか編著 スタイルノート 2018.3 361.5ト

 アジアのなかのジェンダー　第2版
 多様な現実をとらえ考える

川島典子、三宅えり子／編
著

ミネルヴァ書房 2015.5 367.22ア

 インドジェンダー研究ハンドブック 粟屋利江、井上貴子／編
東京外国語大学出
版会

2018.3 367.22イ

 独りじゃダメなの
 中国女性26人の言い分

呉淑平／著 南雲智／監訳
宮入いずみ／ほか訳

論創社 2017.3 367.22ウ

 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、吉村慎太郎／編
飯塚央子／[ほか]著

新水社 2014.10 367.22ゲ

 ジェンダーとセクシュアリティで見る東アジア 瀬地山角／編著 勁草書房 2017.11 367.22ジ

 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、小島優生／編 亜紀書房 2014.6 367.3カ

 オーストラリアの学校外保育と親のケア
 保育園・学童保育・中高生の放課後施設

臼田明子／著 明石書店 2016.6 369.4ウ

 東アジアで学ぶ文化人類学 上水流久彦／ほか編 昭和堂 2017.4 382.2ヒ

■国々の事情　アフリカ・中東
書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 中東・イスラーム研究概説
 政治学・経済学・社会学・地域研究のテーマと理
論

私市正年／ほか編著 明石書店 2017.3 302.2チ

 安定を模索するアフリカ 木田剛、竹内幸雄／編著 ミネルヴァ書房 2017.3 302.4ア

 中東・北アフリカにおけるジェンダー
 イスラーム社会のダイナミズムと多様性

ザヒア・スマイール・サル
ヒー／編著 鷹木恵子／ほ
か訳

明石書店 2012.1 367.22チ

 イスラーム世界のジェンダー秩序
 「アラブの春」以降の女性たちの闘い

辻上奈美江／著 明石書店 2014.9 367.22ツ

 アフリカの女性とリプロダクション
 国際社会の開発言説をたおやかに超えて

落合雄彦／編著 晃洋書房 2016.2 367.24オ

 



■こどももしりたい　せかいのこと
書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 今、世界はあぶないのか?　1～4
 1　争いと戦争　2　難民と移民　3　貧困と飢餓
 4　差別と偏見

ハナネ・カイ／絵 ルイーズ・
スピルズベリー、セリ・ロ
バーツ／文 大山泉／訳

評論社
2017.10
2017.12

Eイ

 日本と世界のしくみがわかる!よのなかマップ
 新版

日能研、日本経済新聞出版
社／編

日本経済新聞出版
社

2014.10 K300ニ

 幸せとまずしさの教室
 世界の子どものくらしから

石井光太／著 少年写真新聞社 2015.8 K367イ

 ジェンダーの世界地図
 くらべてわかる世界地図 3

菅原由美子、鈴木有子／著
藤田千枝／編

大月書店 2004.11 K367ス

 世界の女性問題　1～3
 1　貧困、教育、保健　2　暴力、差別、戦争
 3　政治、仕事、ジェンダー

関橋眞理／著 プラン・ジャ
パン、アジア女性資料セン
ター、井上輝子／監修

汐文社
2013.10
2013.12
2014.2

K367セ

 シリーズ・貧困を考える 1
 世界の貧困・日本の貧困　国際比較

稲葉茂勝／著 池上彰／監
修

ミネルヴァ書房 2017.1 K368イ

■持続可能な開発目標SDGs
書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 サステイナビリティ
 地球と人類の課題

矢ケ崎典隆／ほか編 朝倉書店 2018.3 290サ

 国際開発と協働
 NGOの役割とジェンダーの視点

鈴木紀、滝村卓司／編著 明石書店 2013.2 333.8コ

 はじめてのジェンダーと開発
 現場の実体験から

田中由美子／ほか編著 新水社 2017.1 333.8ハ

 未来を変える目標SDGsアイデアブック
Think the Earth／編著 蟹江
憲史／監修 ロビン西／マン
ガ

Think the Earth 2018.5 333.8ミ

 人間中心の開発とジェンダー
 共生社会の実現に向けて

信田理奈／著 三恵社 2013.4 367.1ノ

 SDGsと開発教育
 持続可能な開発目標のための学び

田中治彦／ほか編著 学文社 2016.8 371.5エ

 持続可能な生き方をデザインしよう
 世界・宇宙・未来を通していまを生きる意味を考
えるESD実践学

高野雅夫／編著 明石書店 2017.9 519ジ

●貸出数･貸出期間● 図書:１０冊 視聴覚資料:３点 いずれも１５日以内
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