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出版年月 書名 （編）著者名 出版社

あ

あ-１ 2002.9 男女共同参画社会をつくる 大沢真理 NHKブックス

あ-２ 2112.4 バックラッシュの生贄　フェミニスト館長解雇事件
三井マリ子・浅倉むつ子・
寺沢勝子・宮地光子

旬報社

あ-３ 2008.7 ダイバーシティ　生きる力を学ぶ物語 山口一男 東洋経済新報社

あ-４ 2011.10 ２１世紀の人権 江原由美子
神奈川人権セン
ター

あ-５ 2011.11 平等と効率の福祉革命　新しい女性の役割
イエスタ・エスピン＝アンデ
ルセン・大沢真理

岩波書店

あ-６ 2010.4
ノルウェーを変えた髭のノラ　男女平等社会はこうしてでき
た

三井マリ子 明石書房

あ-７ 2011.5 モモタロー・ノー・リターン＆サルカニ・バイオレンス 奥山和弘 十月社

あ-８ 2013.10 世界の女性問題①貧困、教育、保健
監修　公益財団法人プラ
ン・ジャパン

汐文社

あ-９ 2013.12 世界の女性問題②暴力、差別、戦争
監修　特定非営利活動法
人アジア女性資料センター

汐文社

あ-１０ 2014.3 世界の女性問題③政治、仕事、ジェンダー 監修　井上輝子 汐文社

あ-１１ 2013.5 ジェンダー視点の実践活動　未来につなげる男女共同参画
池田政子＆やまなしの仲間
たち

生活思想社

あ-１２ 2013.12 性と法律　変わったこと、変えたいこと 角田由紀子 岩波書店

あ-１３ 2014.10 何を怖れる　フェミニズムを生きた女たち 松井久子 岩波書店

あ-１４ 2015.4 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 晃洋書房

あ-１５ 2012.6 バイシクル・シティズン   「政治」を拒否する日本の主婦
ロビン・ルブラン著、尾内
隆之訳

勁草書房

い

い-１ 2009.5 リブとフェミニズム 上野千鶴子 岩波書店

い-２ 2009.11 フェミニズム理論 江原由美子 岩波書店

い-３ 2009.7 性役割 井上輝子 岩波書店

い-４ 2009.8 権力と労働 大沢真理 岩波書店

い-５ 2009.4 母性 江原由美子 岩波書店

い-６ 2009.10 セクシュアリティ 上野千鶴子 岩波書店

い-７ 2009.3 表現とメディア 井上輝子 岩波書店

い-８ 2009.1 ジェンダーと教育 天野正子 岩波書店

ジェンダー学・フェミニズム

すくらむ２１貸出書籍一覧　（2016年3月）

今月のテーマ展示：防災　（8冊）

【開架場所】４階情報提供室　貸出書籍コーナー
(今月のテーマ展示書籍のみ１階第１交流室に展示しています。第１交流室展示本には貸出整理番号に網掛けをしています。）

男女共同参画・行政



い-９ 2011.1 グローバリゼーション 伊藤るり 岩波書店

い-１０ 2011.11 新・女性学への招待　変わる/変わらない女の一生 井上輝子 有斐閣

い-１１ 2009.11 ヒューマニティーズ　女性学/男性学 千田有紀 岩波書店

い-１２ 2008.7 モノと男の戦後史 石谷二郎・天野正子 吉川弘文館

い-１３ 2010.1 女ぎらい　日本のミソジニー 上野千鶴子 紀伊國屋書店

い-１４ 2013.3 ジェンダー論をつかむ
千田有紀・中西裕子・青山
薫

有斐閣

い-１５ 2013.6 ＜おんな＞の思想 上野千鶴子
集英社インターナ
ショナル

い-１６ 2012.7 揺らぐ男性のジェンダー意識
江原由美子・山田昌弘・渡辺秀樹・船橋
恵子・直井道子・大槻奈巳・島直子 新曜社

い-１７ 3013.3 よくわかるジェンダー・スタディーズ
木村涼子・伊田久美子・熊
安貴美江編著

ミネルヴァ書房

い-１８ 2008.1 性差とは何か 江原由美子他
日本学術協力財
団

い-１９ 2009.12 男性学の新展開 田中俊之 青弓社

い-２０ 2015.6 ジェンダーと自己実現 広岡守穂 有信堂

い-２１ 2012.1 男がつらいよ　絶望の時代の希望の男性学 田中俊之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

い-２２ 2015.10 女性の学びと意識変容 山澤和子 学文社

う

う-１ 1992.9 ｢モノと女｣の戦後史 天野正子 有信堂

う-２ 1987.11 夜明けの航跡
神奈川県立婦人総合ｾﾝﾀｰか
ながわ女性史編集委員会

ドメス出版

う-３ 1992.11 共生への航路
神奈川県立かながわ女性ｾﾝﾀｰか
ながわ女性史編集委員会 ドメス出版

う-４ 2012.11 ジェンダー平等の種を蒔きつづけて 藤枝澪子
特定非営利活動法
人グループみこし

う-５ 1990.1 多摩川の流れにときを紡ぐ　近代かわさきの女たち
折井美耶子・江刺昭子・加
納実紀代

ぎょうせい

う-６ 2011.10 シモーヌ・ヴェーユ回想録 シモーヌ・ヴェーユ
パド・ウィメンズ・オ
フィス

う-７ 1999.5 グリム,アンデルセンの罪深い姫の物語 松本侑子 角川書店

う-８ 2006.4 絵本屋の日曜日 落合恵子 岩波書店

う-９ 2001.9 紅一点論　アニメ・特撮・伝記のヒロイン像 斎藤美奈子 ちくま文庫

う-１０ 1993.3 ボロずきんの冒険　女の子のための世界の民話 エセル・Ｊ・フェルプス 学陽書房

う-１１ 2002.7 ジェンダー・フリーで楽しむ子どもと大人の絵本の時間 草谷桂子 学陽書房

う-１２ 2003.6 お姫様とジェンダー 若桑みどり 筑摩書房

う-１３ 1989.12 アリーテ姫の冒険 ダイアナ・コールス 学陽書房

女性史・女性の文学・批評



う-１４ 2013.12
わたしはマララ　教育のために立ち上がり、タリバンに撃た
れた少女

マララ・ユスフザイ
学研マーケティン
グ

う-１５ 2014.10 わたしは１３歳、学校に行けずに花嫁になる
公益財団法人プラン・ジャ
パン

合同出版

う-１６ 2015.3 北欧女子オーサが見つけた日本の不思議 オーサ・イェークストロム
 KADOKAWA/メ
ディアファクトリー

う-１７ 2014.7 貴様いつまで女子でいるつもりだ問題 ジェーン・スー 幻冬舎

え

え-１ 2010.7 子連れ離婚を考えたときに読む本 新川てるえ 日本実業出版社

え-２ 2008.4 シングルマザーのあなたに
NPO法人しんぐるまざー
ず・ふぉーらむ

現代書屋館

え-３ 2010.3 シングルマザー生活便利帳 新川てるえ・田中涼子
太郎次郎社エディ
タス

え-４ 2012.11
ひとり親でも子どもは健全に育ちます　シングルのための幸
せ子育てアドバイス

佐々木正美 小学館

え-５ 2012.8
ひとり親家族を支援するために　その現実から支援策を学
ぶ

竹川幸子・乘井弥生・神原文子・大森順
子・牟田和恵・加藤伊都子・植田香代
子・社納葉子

大阪大学出版会

え-６ 2011.12
子ども虐待としてのDV　母親と子どもへの心理臨床的援助
のために

春原由紀・上原由紀・古市
志麻・宮川千春

星和書店

え-７ 199710 殴る夫逃げられない妻 吉澤紀代子 青木書店

え-８ 2007.11 デートＤＶ 遠藤智子
Ｋ．Ｋ．ベストセ
ラーズ

え-９ 2011.8 パパと怒り鬼　話してごらん、だれかに グロー・ダーレ ひさたかチャイルド

え-１０ 2011.3 ストーカー・DV被害にあっていませんか？
秋山里得・大坪和敏・長森
亨

中央経済社

え-１１ 2009.3 ドメスティック・バイオレンス　絶望のフチからの出発 道あゆみ 実業之日本社

え-１２ 2010.6
ドメスティック・バイオレンス　新版　男性加害者の暴力克服
の試み

草柳和之 岩波書店

え-１３ 2012.8 カウンセラーが語るモラルハラスメント 谷本恵美 晶文社

え-１４ 2009.3 それ、恋愛じゃなくてDVです 瀧田信之 WAVE出版

え-１５ 2002.11
なぜ男は暴力を選ぶのか ドメスティック・バイオレンス理解
の初歩

沼崎一郎 かもがわ出版

え-１６ 2008.5 家庭モラル・ハラスメント 熊谷早智子 講談社

え-１７ 2013.4 マイ・レジリエンス　トラウマとともに生きる 中島幸子 梨の木舎

え-１８ 2005.1
傷ついたあなたへ　わたしがわたしを大切にするということ
ＤＶトラウマからの回復ワークブック

ＮＰＯ法人レジリエンス 梨の木舎

え-１９ 2010.4
傷ついたあなたへ２　わたしがわたしを幸せにするというこ
と　ＤＶトラウマからの回復ワークブック

ＮＰＯ法人レジリエンス 梨の木舎

え-２０ 2013.2 ＤＶはいま　協働による個人と環境への支援 高畠克子 ミネルヴァ書房

え-２1 1999.12 モラル・ハラスメント　人を傷つけずにはいられない マリー・フランス・イルゴンヌ 紀伊國屋書店

え-２２ 2013.6 部長、その恋愛はセクハラです！ 牟田和恵 集英社

え-２３ 2006.12
移住女性が切り拓くエンパワメントの道　DVを受けたフィリ
ピン女性が語る

カラカサン--移住女性のた
めのエンパワメントセンター

解放出版社

離婚・DV・性暴力



えｰ２４ 2013.6 「モラル・ハラスメント」のすべて
本田りえ・露木肇子・熊谷
早智子

講談社

えｰ２５ 2013.7 婦人保護施設と売春・貧困・ＤＶ問題 須藤八千代・宮本節子 明石書店

え-２６ 2012.9
DV加害者が変わる　解決指向グループセラピー実践マニュ
アル

モー・イー・リー/ジョン・シーボルト
/エイドリナ・ウーケン 金剛出版

え-２７ 2007.1
知らずに他人を傷つける人たち　モラルハラスメントという
「大人のいじめ」

香山リカ KKベストセラーズ

え-２８ 2014.4 ひとり親家庭 赤石千恵子 岩波書店

え-２９ 2010.11 デートDVと恋愛 伊田広行 大月書店

え-３０ 2014.7 モラル・ハラスメント　こころのＤＶを乗り越える 橋本 俊和、 橋本 智子 緑風出版

え-３１ 2014.4
夫からのモラル・ハラスメント　愛する人からの精神的イジメ
苦しいのはあなた一人じゃない

まっち～ 河出書房新社

え-３２ 2013.12 知っておきたい！養育費算定のこと
大阪弁護士会貧困生活再建問題
対策本部女性と子どもの貧困部
会

かもがわ出版

え-３３ 2014.3 「離婚」のやさしい事典 比留田薫 主婦の友社

え-３４ 2009.3 被災地における性暴力　防止と対応のためのマニュアル アリサ・クラインほか
NPO法人　ウィメンズ
ネット・こうべ

え-３５ 2011.5 子づれシングル　一人親家族の自立と社会的支援 亀井明子 明石書店

え-３６ 2015.2 ひとり親の子育て 諸富祥彦 WAVE出版

え-３７ 2010.2 離婚で壊れる子どもたち 棚瀬一代 光文社

え-３８ 2004.6
知っていますか？スクール・セクシュアル・ハラスメント　一
門一答

杉本貴代栄・森田明美 解放出版社

え-３９ 2005.12 デートレイプってなに？　知り合いからの性的暴力
アンドレア　パロット著、村瀬幸
治（むらせゆきひろ）監修

大月書店

え-４０ 2015.2
デートDV・ストーカー対策のネクストステージ  被害者支援/
加害者対応のコツとポイント

伊田広行 解放出版社

え-４１ 2007.12 Q&Aモラル・ハラスメント
橋本 俊和、・橋本 智子・矢
田りつ子

明石書店

え-４２ 2003.3 男たちの脱暴力 中村正夫 朝日新聞社

え-４３ 2015.3
ドメスティック・バイオレンスと民間シェルター　被害当事者
支援の構築と展開

小川真理子 世織書房

え-４４ 2014.5 ストーカー被害に悩むあなたにできること 長谷川京子、山脇絵里子 日本加除出版

え-４５ 2005.3
新　気づいて乗りこえる　精神的DV（夫のモラルハラスメン
ト）に悩む女性のためのガイドブック

長谷川七重、グループおし
ん

メディアランド

え-４６ 2013.8
離婚後の共同養育と面会交流 実践ガイド　　子どもの育ち
を支えるために

J・Aロス 北大路書房

え-４７ 2015.11 リベンジポルノ 渡辺真由子 弘文堂

え-４８ 2015.11
妊娠相談の現場で役立つ！　妊娠SOS相談対応ガイドブッ
ク

公益財団法人　日本財団
公益財団法人　日
本財団

お

お-１ 2012.2
女性の健康と働き方マニュアル　ワーク・ライフ・バランスと
ヘルスケア

水沼英樹・NPO法人女性の
健康とメノポーズ協会

SCICUS

お-２ 2012.3 がんと一緒に働こう！　必携CSRハンドブック CSRプロジェクト 合同出版

性・からだ・健康



お-３ 2011.11 夫源病　こんなアタシに誰がした 石蔵文信 大阪大学出版会

お-４ 2012.5 「乳がん」といわれたら　乳がんの最適治療2012～2013 日経ヘルスプルミエ 日経BP

お-５ 1985.1 毒の話 山崎幹夫 中央公論新社

お-６ 1991.11 薬の話 山崎幹夫 中央公論新社

お-７ 2004.9 セルフ・ディフェンス　あなたは、正しい！ 橋本明子 三五館

おｰ８ 2014.2 タクティールケア入門
タクティールケア普及を考
える会

日経ＢＰコンサル
ティング

おｰ９ 2010.6
セクシャルマイノリティをめぐる学校教育と支援　エンパワメ
ントにつながるネットワークの構築にむけて

加藤慶・渡辺大輔 開成出版

おｰ１０ 2009.8 ルポ産科医療崩壊 軸丸靖子 筑摩書房

おｰ１１ 2003.7 更年期、一人で悩まないで！ メノポーズを考える会 古川書房

おｰ１２ 2014.9
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・古堂 達也 ・小
川 奈津己、・笹原 千奈未

合同出版

おｰ１３ 2014.6 リオとタケル 中村安希
集英社インターナ
ショナル

お-１４ 2015.7
「ありのままの自分」で働ける環境を目指して　職場のLGBT
読本

柳沢正和・村木真紀・後藤
純一

実務教育出版

お-１５ 2015.3 ＬＧＢＴ問題と教育現場  いま、わたしたちにできること
早稲田大学教育総合研究
所

学文社

お-１６ 2007.6
多様なセクシュアリティとジェンダーの公正　個人・家族・性
の「やさしい地平」へ

田中弘子　編 明石書店

お-１７ 2014.11 私、産めるのかな？ 小林裕美子 河出書房新社

お-１８ 2013.2 境界を生きる 性と生のはざまで
毎日新聞「境界を生きる」取
材班

毎日新聞「境界を
生きる」取材班

お-１９ 2016.1 にじいろの本棚　LGBTブックガイド 原ミナ汰、土肥いつき 三一書房

か

か-１ 2012.12 よくわかるアサーション　自分の気持ちの伝え方 平木典子 主婦の友社

か-２ 2004.3 わたしもひとりで暮らせる　心の病気をしたって大丈夫 松浦幸子 教育史料出版会

か-３ 2007.11 生きてみようよ！　心の居場所で見つけた回復へのカギ 松浦幸子 教育史料出版会

か-４ 2003.2 モラル・ハラスメントが人も会社もダメにする マリー・フランス・イルゴンヌ 紀伊國屋書店

か-５ 2007.1 結婚したふたりのためのソーシャルスキル 園田雅代 サイエンス社

か-６ 2007.9 女性の発達臨床心理学 園田雅代 金剛出版

か-７ 2008.11 生きづらさから自由になる気持ちのキセキ 箱崎幸恵・せきあやこ 明石書店

か-８ 2004.3 ひとりでできるこころの手あて 八巻香織・ティーンズポスト 新水社

か-９ 2010.9
ふりまわされない 会社、仕事、人間関係がらくになる７つの
物語

信田さよ子 ダイヤモンド社

か-１０ 2014.4 カウンセラーは何を見ているか 信田さよ子 医学書院

心



か-１１ 2009.3
間違いだらけの企業の「職場うつ」対策　それってホントに
「うつ」？

吉野聡 講談社

か-１２ 2007.9
アサーティブ・コミュニケーション　言いたいことを「言える」
人になる

岩舩展子・渋谷武子
PHPエディターズ・
グループ

か-１３ 2010.2 働く人のための「読む」カウンセリング 高山直子 研究社

か-１４ 2007.8 少し「心配性」のほうが、うまくいく！ 大野裕 大和書房

か-１５ 2009.2 いいことがいっぱい起きる！「ほめ言葉」ブック
平木典子・アサーション研
究グループ

大和出版

か-１６ 2007.7 ココロが軽くなるエクササイズ 越川房子 東京書籍

き

き-１ 2008.5
素敵にサイエンス　かがやき続ける女性キャリアを目指して
企業編

中村立子 近代科学社

き-２ 2008.9
素敵にサイエンス　かがやき続ける女性キャリアを目指して
研究者編

中村立子 近代科学社

き-３ 2010.3
ちっちゃいけど、世界一誇りにしたい会社　日本中から顧客
が追いかけてくる８つの物語

坂本光司 ダイヤモンド社

き-４ 2010.9 女性を活用する国、しない国 武信三恵子 岩波書店

き-５ 2007.1 対等な夫婦は幸せか 永井暁子・松田茂樹 勁草書房

き-６ 2010.7 専業主婦のキャリア再開発　もう一度仕事に戻るには 奥津真里 風間書房

き-７ 2008.12 女性の再就職力　いくつになっても今が旬 坂巻美和子 北辰堂出版

き-８ 2011.5 ５４歳のハローワーク＋アラウンド定年の就活ハンドブック 竹内康代・吉川紀子 集英社

き-９ 2013.2 さあ、育休後からはじめよう～働くママへの応援歌～ 山口理栄・新田香織 労働調査会

き-１０ 2009.4 ルポ雇用劣化不況 武信三恵子 岩波書店

き-１１ 2012.2
人を助けるすんごい仕組み　ボランティア経験のない僕が、
日本最大級の支援組織をどうつくったのか

西條剛央 ダイヤモンド社

き-１２ 2010.5
日本型ワーキングプアの本質　多様性を包み込み活かす
社会へ

大沢真知子 岩波書店

き-１３ 2011.10 働く女子の夢　２６人の働き方、夢、なりたい自分 日本ドリームプロジェクト いろは出版

き-１４ 2009.5 働き方革命　あなたが今日から日本を変える方法 駒崎弘樹 筑摩書房

き-１５ 2009.9
ゼロからわかる事業計画書の作り方　　アイデアのふくらませ方か
ら、マーケティングプランの詰め方、事業収支計画の立て方まで。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＊CD-ROMは館内閲覧のみ）

井口嘉則
日本能率協会マネジ
メントセンター

き-１６ 2011.7
僕がバナナを売って算数ドリルをつくるワケ　スポーツでこ
の国を変えるために

天野春果 小学館

き-１７ 2007.5 私だって働きたいっ！ 小澤佳代子 ヴィヴル

き-１８ 2012.5
商店街はなぜ滅びるのか　社会・政治・経済史から探る再
生の道

新雅史 光文社

き-１９ 2009.11 働きだして見つけた夢 日本ドリームプロジェクト いろは出版

き-２０ 2009.7 働く幸せ　仕事でいちばん大切なこと 大山泰弘 WEVE出版

き-２１ 20210.4 これならできる個人事業のはじめ方と運営 高橋敏則 ナツメ社

働く



き-２２ 2008.7 ママも今日から働くワ！ 上田晶美 日本経済出版社

き-２３ 2011.9
理系なお姉さんは苦手ですか？　理系な女性10人の理系
人生カタログ

内田麻里香 加藤文明社

き-２４ 2010.11 小島貴子式　学生のためのキャリアレッスン 小島貴子
日本能率協会マネジ
メントセンター

き-２５ 2012.7 妻が再就職するとき―セカンド・チャンス社会へ 大沢真知子・鈴木陽子 ＮＴＴ出版

き-２６ 2013.6 リーン・イン　女性、仕事、リーダーへの意欲 シェリル・サンドバーグ 日本経済新聞社

き-２７ 2008.3 キャリアも恋も手に入れる、あなたが輝く働き方 小室淑恵 ダイヤモンド社

き-２８ 2011.3
市民のためのコミュニティ・ビジネス入門　新たな生きがい
プラットホーム作り

徳田賢二・神原理 専修大学出版局

きｰ２９ 2011.1 働きママン１年生 お迎え18時を死守せよ！ おぐらなおみ
メディア・ファクト
リー

き-３０ 2013.2
働きママン　小学校編　祝ご入学！小学1年生の壁を突破
せよ！

おぐらなおみ
メディア・ファクト
リー

き-３１ 2009.12 働きママンのための！　ママ能力UP術！ 働きママン応援団
メディア・ファクト
リー

き-３２ 2013.9 女たちのサバイバル作戦 上野千鶴子 文藝春秋

き-３３ 2013.1 ホワイト企業　女性が本当に安心して働ける会社 経済産業省 文藝春秋

き-３４ 2010.5 人を助けて仕事を創る　社会起業家の教科書 山本繁 TOブックス

き-３５ 2010.12 社会起業家の教科書　世界で一番役に立つ仕事を目指す 大島七七三 中経出版

き-３６ 2012.3 あなたも社会起業家に!  走る・生きる　15のストーリー
油井 文江、・ソーシャルビ
ジネス研究会

冨山房インターナ
ショナル

き-３７ 2014.1
ダイバーシティ経営処方箋   一からわかるダイバーシティ
男・女・高齢者・障がい者・外国人 多様性を力に

油井 文江・ダイバーシティ
研究会

全国労働基準関
係団体連合会

き-３８ 2009.9 働く女性とマタニティ・ハラスメント 杉浦浩美 大月書店

き-３９ 2013.10 知らないと損するパート・契約社員の労働法
酒井和子（監）清水直子
（著）

東洋経済新報社

き-４０ 2009.3 はじめての人の飲食店 赤松慎太郎 かんき出版

き-４１ 2007.7 職場のいじめとパワハラ防止のヒント 涌井美和子 経営書院

き-４２ 2012.1 社会人の生き方 暉峻淑子 岩波書店

き-４３ 2013.8 「時間がない」から、なんでもできる！ 吉田穂波 サンマーク出版

き-４４ 2014.2 高学歴女子の貧困
大理奈穂子・栗田隆子・大
野左紀子・水月昭道（監）

光文社

き-４５ 2007.4 新版　女性のキャリアデザイン 青島祐子 学文社

き-４６ 2014.10 女性が活躍する会社 大久保幸夫・石原直子
日本経済新聞出
版社

き-４７ 2010.7 貴方を輝かせるキャリアデザイン 広岡守穂 中央大学出版部

き-４８ 2013.4 イザ再就職！熱さこそ就活成功のカギ 坂巻美和子,・辻俊行 ブレーン

き-４９ 2014.6
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

NPO法人ファザーリング・ジャ
パン　マザーリングプロジェクト

労働調査会



き-５０ 2011.9 女性はなぜ活躍できないのか 大沢真知子 東洋経済新報社

き-５１ 2014.4 キャリアのみかた 阿部正浩・松繁寿和（編） 有斐閣

き-５２ 2014.5 働く女性がしたたかにしなやかに生き抜く仕事術 下澤純子 合同フォレスト

き-５３ 2015.4 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ＤＵＡＬ

き-５４ 2014.1
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 朝日新聞出版

き-５５ 2011.9 NPOでキャリアを描く　　NPO就職ハンドブック NPOサポートセンター
NPOサポートセン
ター

き-５６ 2012.12 現場女子　輝く働き方を手に入れた７つの物語 遠藤功
日本経済新聞出
版社

き-５７ 2015.6 ボランティア募集冊子　ボラ・ナビ2015
公益財団法人かわさき市
民活動センター

公益財団法人かわさ
き市民活動センター

き-５８ 2013 働き方デザイン本 NPO法人Arrow Arrow
NPO法人Arrow
Arrow

き-５９ 2014.5
なぜ、女性が活躍する組織は強いのか？　先進19社に学
ぶ　女性の力を引き出す「仕組み」と「習慣」

麓幸子・日経BPヒット総合
研究所編

日経BP社

きｰ６０ 2015.5 一歩先のキャリアへ　女性リーダーが語る働き方の知識
公益財団法人２１世紀職業
財団

東京図書出版

きｰ６１ 2015.7 高卒女性１２年　不安定な労働、ゆるやかなつながり 杉田真衣 大月書店

きｰ６２ 2012.12 これからも働き続けるあなたへ 太田彩子 大和書房

きｰ６３ 2015.6 輝く会社のための女性活躍推進ハンドブック 清水レナ
ディスカバー・トゥ
エンティ・ワン

きｰ６４ 2015.8 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 勁草書房

き-６５ 2004.3 「産む」と「働く」の教科書 齊藤英和、白河桃子 講談社

き-６６ 2015.6
なぜ、女性は仕事を辞めるのか　5155人の軌跡から読み解
く

岩田正美、大沢真知子、日本
女子大学現代キャリア研究所

青弓社

き-６７ 2015.12 働く女子の運命 濱口桂一郎 文春新書

き-６８ 2015.12 女性はもっと活躍できる！　女性活躍推進の課題とポイント 岩田喜美枝、菅原千枝
公益財団法人21
世紀職業財団

き-６９ 2015.6 女、今日も仕事する 大瀧純子 ミシマ社

く

く-１ 2008.3
ワークライフシナジー　生活と仕事の“相互作用”が変える
企業社会

大沢真知子 岩波書店

く-２ 2008.7 個を活かすダイバーシティ戦略 マーサージャパン ファーストプレス

く-３ 2007.7 ワークライフバランス　考え方と導入法 小室淑恵
日本能率協会マネジ
メントセンター

く-４ 2008.4 経営戦略としてのワーク・ライフバランス
脇坂明・木谷宏・西岡由美・
藤波美帆・今野浩一郎

第一法規

く-５ 2008.3 男たちのワークライフバランス
ヒューマン・ルネッサンス研
究所

幻冬舎ルネッサン
ス

く-６ 2010.12 仕事と子育て　男たちのワークライフバランス 中間真一・鷲尾梓
幻冬舎ルネッサン
ス

く-７ 2011.7
２人が「最高のチーム」になるワーキングカップルの人生戦
略

小室淑恵・駒崎弘樹 英治出版

ワーク・ライフ・バランス



く-８ 2007.11 ワークライフバランス入門　日本を元気にする処方箋 荒金雅子・小﨑恭弘・西村智 ミネルヴァ書房

く-９ 2012.3
実践　ワークライフバランス　プロジェクトの進め方と定着の
仕組みづくり

小室淑恵
日本能率協会マネジ
メントセンター

く-１０ 2013.12 フランスのワーク・ライフ・バランス
石田久仁子・井上たか子・
神尾真知子・中嶋公子

パド・ウィメンズ・オ
フィス

く-１１ 2015.11
介護離職から社員を守る　ワーク・ライフ・バランスの新課
題

佐藤博樹・矢島洋子 労働調査会

け

け-１ 1999.1 学校文化とジェンダー 木村涼子 勁草書房

け-２ 1999.2 子育てと出会うとき 大日向雅美
日本放送出版協
会

け-３ 2008.6 子どもの貧困　子ども時代のしあわせ平等のために
浅井春夫・松本伊智朗・湯
澤直美

明石書店

け-４ 2007.9
なぜそんなに「まわり」を気にするの？　親と子をめぐる事件
に思う

青木悦 けやき出版

け-５ 2009.3 たいせつなことは…　子どもと生きる「あなた」への手紙 青木悦 けやき出版

け-６ 1998.2
ジェンダー・トラック　青年期女性の進路形成と教育組織の
社会学

中西祐子 東洋館出版社

け-７ 2008.8 幻の子ども像　子育て「論」にまどわされないで！ 青木悦 坂本鉄平事務所

け-８ 2011.11 絶望の国の幸福な若者たち 古市憲寿 講談社

け-９ 2008.1 論争　若者論 細井秀雄 文藝春秋

け-１０ 2010.1
ちゃんと泣ける子に育てよう　親には子どもの感情を育てる
義務がある

大河原美以 河出書房新社

け-１１ 2012.5 親子でつくれるひばりっこくらぶ保育園の偏食解消レシピ MAMA-PLUG
K&Bパブリッシャー
ズ

け-１２ 2011.11 いじめと戦おう！ 玉聞伸啓 小学館

け-１３ 2002.7 母性愛神話とのたたかい 大日向雅美 草土文化

け-１４ 2007.3 モノと子どもの戦後史
天野正子・石谷二郎・木村
涼子

吉川弘文館

け-１５ 2010.6 命を救う「ふれあい囲碁」 安田泰敏
日本放送出版協
会

け-１６ 2008.11 子どもの貧困　日本の不公平を考える 阿部彩 岩波新書

け-１７ 2010.6 〝Ｉｔ（それ）″と呼ばれた子（幼年期） デイブ・ペルザー ヴィレッジブックス

け-１８ 2010.6 〝Ｉｔ（それ）″と呼ばれた子（少年期） デイブ・ペルザー ヴィレッジブックス

け-１９ 2010.7 〝Ｉｔ（それ）″と呼ばれた子（青春期） デイブ・ペルザー ヴィレッジブックス

け-２０ 2010.7 〝Ｉｔ（それ）″と呼ばれた子（完結編　さよなら〝Ｉｔ″） デイブ・ペルザー ヴィレッジブックス

け-２１ 2014.3 チャイルド・プア 新井直之 TOブックス

け-２２ 2009.11 学校教育の中のジェンダー　子どもと教師の調査から 直井道子・村松泰子ほか 日本評論社

け-２３ 2011.1 ルポ若者ホームレス
飯島裕子・ビッグイシュー基
金

ちくま新書

子ども・子育て



け-２４ 2010.4 居場所を失った子どもを守る　子どものシェルターの挑戦 カリヨン・てんぽ・パオ・モモ 明石書店

け-２５ 2009.8 光とともに・・・自閉症児を抱えて 戸部けいこ 秋田書店

け-２６ 2014.4 教育社会とジェンダー 河野銀子、藤田由美子 学文社

け-２７ 2015.12 ネウボラ　フィンランドの出産・子育て支援 高橋睦子 かもがわ出版

け-２８ 2015.11 障がい児の子育て支援ハンドブック
豊かな地域療育を考える連
絡会

豊かな地域療育を
考える連絡会

け-２９ 2015.6 若者の貧困・居場所・セカンドチャンス
青砥 恭、さいたまユースサ
ポートネット編

太郎次郎社エディ
タス

こ

こ-１ 2010.12 変わる家族と介護　「無縁社会」時代の介護を考える 春日キスヨ 講談社

こ-２ 2010.9 いまこそ考えたい生活保障のしくみ 大沢真理 岩波書店

こ-３ 2011.12 弱者の居場所がない社会　品行・格差と社会的包摂 阿部彩 講談社

こ-４ 2011.6 日本で暮らす移住者の貧困 移住連　貧困プロジェクト
移住労働者と連帯する
全国ネットワーク

こ-５ 2000.3 介護とジェンダー　男が看取る女が看取る 春日キスヨ 家族社

こｰ６ 2013.5 ケアメンを生きる　男性介護者１００万人へのエール 津止正敏 クリエイツかもがわ

こｰ７ 2014.2 迫りくる「息子介護」の時代 平山亮 光文社

こｰ８ 2014.10 ペコロスの母の玉手箱 岡野雄一 朝日新聞出版

こｰ９ 2013.11 誰も制度の谷間に落とさない福祉 大阪府社会福祉協議会 ミネルヴァ書房

こｰ１０ 2012.11 70歳すぎた親をささえる７２の方法 太田差惠子 かんき出版

こｰ１１ 2005.4
雇用労働とケアのはざまで　20カ国母子ひとり親政策の国
際比較

マジェラー・キルキー ミネルヴァ書房

こｰ１２ 2009.4
シングルマザーの暮らしと福祉政策　日本・アメリカ・デン
マーク・韓国の比較調査

杉本貴代栄・森田明美 ミネルヴァ書房

こｰ１３ 2015.2 改正生活保護法・生活困窮者自立支援法のポイント 中央法規出版編集部 中央法規

こｰ１４ 2010.7 母子世帯のワーク・ライフと経済的自立 周　燕飛 （シュウ・エンピ）
労働政策研究・研
修機構

こ-１５ 2012.1 もう限界!!介護で仕事を辞めないために読む本 高室成幸 自由国民社

こ-１６ 2012.4 あなたの親を支えるための介護準備ブック 小室淑恵 英治出版

こｰ１７ 2015.3
問いからはじめる家族社会学　多様化する家族の包摂に向
けて

岩間暁子、大和礼子、田間
泰子

有斐閣

さ

さ-１ 1999.2 セルフヘルプグループ 岡知史 星和書店

さ-２ 2001.11 知っていますか？　セルフヘルプ・グループ　一問一答 伊藤伸二・中田智恵海 解放出版社

さ-３ 2012.1 セルフヘルプ･グループとサポート・グループ実施ガイド 高松里 金剛出版

介護・社会福祉

グループ・団体活動



さ-４ 2005.4 「つきあい」の戦後史　サークル・ネットワークの啓く地平 天野正子 吉川弘文館

さ-５ 2011.6
主婦たちがつくった‘‘暮らしの砦’’　NPO「コスモスの家」の
２０年

渡辺ひろみ・本田和隆・山
本敏貢

自治体研究社

さ-６ 2005.4
デイ・サービスからまちづくり　主婦たちがつくったNPO「コス
モスの家」

渡辺ひろみ 自治体研究社

さ-７ 2009.10 日置真世のおいしい地域作りのためのレシピ５０ 日置真世 筒井書房

さ-８ 1999.10
女性のための草の根まちづくり　ノルウェーの地域計画にお
ける女性参画プロジェクト

ノルウェー環境省（編） 女
性とまちづくり研究会（訳）

かもがわ出版

し

し-１ 2010.12 イクメンで行こう！育児も仕事も充実させる生き方 渥美由喜
日本経済新聞出
版社

し-２ 2012.2 パパの危機管理ハンドブック　家族の笑顔を守ろう！ 安藤哲也 集英社

し-３ 2008.3 パパの極意　仕事も育児も楽しむ生き方 安藤哲也
NHK出版生活人新
書

し-４ 2013.4
「育メン」現象の社会学　育児・子育て参加への希望を叶え
るために

石井クンツ昌子 ミネルヴァ書房

し-５ 2010.11
自閉症のきみの心をさがして　シンガーソングライターパパ
の子育て

うすいまさと ぶどう社

し-６ 2013.5 フィンランド流イクメンＭＩＫＫＯの世界一しあわせな子育て ミッコ・コイヴマー かまくら春秋社

し-７ 2011.6 父親になる、父親をする　家族心理学の視点から 柏木惠子 岩波書店

し-８ 2013.10 新しいパパの教科書　プレパパ～３歳児パパまで
NPO法人　ファザーリング・
ジャパン

学研教育出版

し-９ 2013.8 家事シェア白書 NPO法人ｔadaima! NPO法人ｔadaima!

し-１０ 2010.9 ママとこどもに作ってあげたいパパごはん 滝村雅晴 マガジンハウス

し-１１ 2011.4 パパ料理のススメ 滝村雅晴 赤ちゃんとママ社

し-１２ 2014.7 新しいパパの働き方
ＮＰＯ法人ファザーリング・
ジャパン

学研教育出版

し-１３ 2013.12 父親を嫌っていた僕が「笑顔のパパ」になれた理由 安藤哲也 廣済堂出版

し-１４ 2012.2 パパ1年生 安藤哲也 かんき出版

し-１５ 2005.3 絵本であそぼ！ パパ’ｓ絵本プロジェクト 小学館

し-１６ 2007.4 働くおうちの親子ごはん 田内しょうこ 英治出版

し-１７ 2002.10 Fathers／父親
伊志嶺美津子 編,  向田久
美子 訳

ドメス出版

し-１８ 2014.4 新ニッポンの父ちゃん　兼業主夫ですが、なにか？ 杉山錠士 主婦の友社

し-１９ 2007.3 フランス父親事情 浅野素女 築地書館

す

す-１ 2009.6
メディア・リテラシーとジェンダー　構成された情報とつくられ
る性のイメージ

諸橋泰樹 現代書館

す-２ 1995.6 メディア・セクシズム
ジュリアンヌ・ディッキー
井上輝子

垣内出版

イクメン・イキメン

メディア



せ

せ-１ 2012.3 3.11キヲクのキロク　市民が撮った3.11大震災　記憶の記録
NPO法人２０世紀アーカイ
ブ仙台

NPO法人　２０世
紀アーカイブ仙台

せ-２ 2011.12 3.11からの子育て「知らなかった」から半歩前へ 月刊クーヨン１月号増刊 クレヨンハウス

せ-３ 2011.11
自分と子どもを放射能から守るには　今日からできる！キッ
チンでできる！チェルノブイリからのアドバイス

ウラジーミル・バベンコ・ベルラド放
射能安全研究所（ベラルーシ） 世界文化社

せ-４ 2012.3
防災ゲームで学ぶリスク・コミュニケーション　クロスロード
への招待

矢守克也・吉川肇子・網代
剛

ナカニシヤ出版

せ-５ 2008.8 これからの防災・減災がわかる本 河田惠昭 岩波書店

せ-６ 2011.1
女性のための防災BOOK　もしものときに、あなたを守ってく
れる知恵とモノ

マガジンハウス マガジンハウス

せ-７ 2011.6 震災不況でも倒れない家計術 荻原博子 徳間書店

せ-８ 2012.10 3.11女たちが走った　女性からはじまる復興への道
特定非営利活動法人　日
本BPW連合会

ドメス出版

せ-９ 2012.10 災害支援に女性の視点を！ 赤石千衣子・竹信三恵子 岩波書店

せ-１０ 2012.3 特別授業3.11　君たちはどう生きるか
あさのあつこ・池澤夏樹・鷲
田清一・鎌田浩毅ほか

河出書房新社

せ-１１ 2012.12 被災ママ812人が作った子連れ防災実践ノート Mama-plug
メディア・ファクト
リー

せ-１２ 2012.8 大学生、ボランティアの襷をつなぐ　もうひとつの駅伝物語
神奈川大学米田吉盛伝編
集委員会

御茶ノ水書房

せ-１３ 2010.12 地震イツモノート　キモチの防災マニュアル 地震イツモプロジェクト ポプラ社

せ-１４ 2012.3 被災ママ812人が作った　子連れ防災手帳 つながる.com
メディア・ファクト
リー

せ-１５ 2013.8 みな また、よみがえる 尾崎たまき 新日本出版社

せ-１６ 2014.2 防災ピクニックが子どもを守る！ Ｌｏ紀子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

せ-１７ 2014.2 水俣物語 尾崎たまき 新日本出版社

せ-１８ 2013.2 聞き取り集　40人の女性たちが語る東日本大震災
ＮＰＯ法人　イコールネット
仙台

ＮＰＯ法人　イコー
ルネット仙台

せ-１９ 2012.10 復興に女性たちの声を 比留田薫 主婦の友社

せ-２０ 2014.8 an・an SPECIAL 新装版 女性のための防災BOOK マガジンハウスムック マガジンハウス

せ-２１ 2015.3 3.11後を生きる　シングルマザーたちの体験を聞く
NPO法人　しんぐるまざあ
ず・ふぉーらむ

NPO法人　しんぐ
るまざあず・ふぉー
らむ

そ

そ-１ 2012.3 男女共同参画　統計データブック２０１２
独立行政法人国立女性教
育会館

ぎょうせい

そ-２ 2012.8
女性白書２０１２　「私たちの求める社会保障と税」ージェン
ダーの視点から

日本婦人団体連合会 ほるぷ出版

そｰ３ 2013.8 女性白書２０１３　今、女性にとって家族とは 日本婦人団体連合会 ほるぷ出版

そｰ４ 2015.5 男女共同参画　統計データブック２０１５ 男女共同参画行政研究会 ぎょうせい

そｰ５ 2014.2
OECDジェンダー白書　今こそ男女格差解消に向けた取り
組みを！

OECD 明石書店

防災・災害・環境

統計・白書



た

た-1 2003.5 アニメクリエータになるには 小出正志・比留間行雄 ぺりかん社

た-2 2003.11 イラストレーターになるには 須長千夏 ぺりかん社

た-3 2011.10 今からはじめる！就職へのレッスン 杉山由美子 ぺりかん社

た-4 2006.2 「運転」で働く 広田民郎 ぺりかん社

た-5 2012.8 NPO法人で働く 小堂敏郎 ぺりかん社

た-6 2013.10 絵本作家になるには 小野明・柴田こずえ ぺりかん社

た-7 2005.7 おもちゃクリエータになるには トイジャーナル編集局 ぺりかん社

た-8 2002.1 環境スペシャリストになるには 古田ゆかり ぺりかん社

た-9 2009.10 「教育」で働く 杉山由美子 ぺりかん社

た-10 2004.2 空港で働く 松井大助 ぺりかん社

た-11 2011.3 社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中英樹・菱沼幹男 ぺりかん社

た-12 2010.4 知っておきたい！働く時のルールと権利 旗知優子 ぺりかん社

た-13 2007.3 声優になるには 山本健翔 ぺりかん社

た-14 2006.8 テレビ業界で働く 小張アキコ・山中伊知郎 ぺりかん社

た-15 2012.5 ネイリストになるには 津留有希 ぺりかん社

た-16 2000.7 花屋さんになるには 須長千夏 ぺりかん社

た-17 2010.7 パティシエになるには 辻製菓専門学校 ぺりかん社

た-18 2003.2 美容師・理容師になるには 石田素弓 ぺりかん社

た-19 2007.9 「福祉」で働く 浅野恵子 ぺりかん社

た-20 2014.12 保育士になるには 金子恵美 ぺりかん社

た-21 2011.11 未来を切り拓く！数学は「働く力」 高濱正伸 ぺりかん社

た-22 2002.8
臨床検査技師･診療放射線技師・臨床工学技師にな
るには

横田俊弘 ぺりかん社

職業（しごと）を考える本


