
第1回　国立女性教育会館（NWEC）女性教育センター所蔵　展示図書リスト

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 ISBN

1
羞恥 : 女子専門学生が体験した看護・教育・保育・
介護場面

坂口哲司著 ナカニシヤ出版 2007 9784779501562

2 ジェンダーの心理学ハンドブック
青野篤子, 赤澤淳子, 松
並知子編

ナカニシヤ出版 2008 9784779502422

3 20世紀まなざしの変容 J-J・クルティーヌ編 藤原書店 2010 9784894347595

4 従軍看護婦と日本赤十字社 : その歴史と従軍証言 川口啓子, 黒川章子編 文理閣 2008 9784892595677

5
悲しみのダルフール : 大量虐殺 (ジェノサイド) の惨
禍を生き延びた女性医師の記録

ハリマ・バシール, ダミア
ン・ルイス著 ; 真喜志順子
訳

PHP研究所 2010 9784569777801

6 「わたし」を生きる : 女たちの肖像 島崎今日子著 紀伊國屋書店 2011 9784314010788

7 ほどほどに豊かな社会 香山リカ, 橘木俊詔著 ナカニシヤ出版 2011 9784779506000

8 「女子」の時代! 馬場伸彦, 池田太臣編著 青弓社 2012 9784787233387

9 コミュニケーション・スタディーズ入門 鈴木健編著 大修館書店 2011 9784469213348

10 格差と多様性 佐藤嘉倫, 尾嶋史章編 東京大学出版会 2011 9784130551311

11
ジェンダー経済格差 : なぜ格差が生まれるのか、
克服の手がかりはどこにあるのか

川口章著 勁草書房 2008 9784326503056

12
なぜ女性はケア労働をするのか : 性別分業の再生
産を超えて

山根純佳著 勁草書房 2010 9784326653522

13
働く人々のキャリア発達と生きがい : 看護師と会社
員データによるモデル構築の試み

小野公一著 ゆまに書房 2010

14
ひとはなぜ乳房を求めるのか : 危機の時代のジェ
ンダー表象

山崎明子 [ほか] 著 青弓社 2011 9784787233288

15 ジェンダー学への道案内 高橋準著 北樹出版 2009 9784779301803

16 ジェンダー学の最前線
R.コンネル著 ; 多賀太監
訳

世界思想社 2008 9784790713425

17 女の子からの出発 : ジェンダーの人間学 長島世津子著 丸善プラネット 2011 9784863450875

18 性差とは何か : ジェンダー研究と生物学の対話
金澤一郎[ほか著] ; 日本
学術協力財団編集

日本学術協力財団 2008 9784939091230

19
男女共同参画統計データブック : 日本の女性と男
性 : 2012

国立女性教育会館, 伊藤
陽一編集

ぎょうせい 2012 9784324094785

20 新・女性学への招待 : 変わる/変わらない女の一生 井上輝子著 有斐閣 2011 9784641281240

21 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 9784863420878

22
日本女性はどこにいるのか : イメージとアイデン
ティティの政治

北村文著 勁草書房 2009 9784326653393

23
家族心理学への招待 : 今、日本の家族は?家族の
未来は?

柏木惠子, 大野祥子, 平
山順子著

ミネルヴァ書房 2009 9784623054473

24
重すぎる母無関心な父 : 「いい子」という名のアダ
ルト・チルドレン

信田さよ子著 静山社 2011 9784863890923

25
私は私。母は母。 : あなたを苦しめる母親から自由
になる本

加藤伊都子著 すばる舎 2012 9784799101049
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26 子どもの無縁社会 : ルポ 石川結貴著 中央公論新社 2011 9784121504074

27 保健体育のおさらい : 性教育
現代用語の基礎知識編
集部編

自由国民社 2011 9784426110857

28 性同一性障害のエスノグラフィ : 性現象の社会学
江原由美子, 木下康仁,

山崎敬一シリーズ編集
ハーベスト社 2009 9784863390157

29
支援に関わる人のために : 性的虐待の被害にあっ
た子ども : DVと子どもへの虐待

性と身体を考えるネット
ワーク会議

2008

30 「貧困」の社会学 : 労働者階級の状態 鎌田とし子著 御茶の水書房 2011 9784275009418

31 高齢社会を生きる : 老いる人/看取るシステム 清水哲郎編 東信堂 2007 9784887137912

32 大災害と子どもの心 : どう向き合い支えるか 冨永良喜著 岩波書店 2012 9784002708294

33
災害復興東日本大震災後の日本社会の在り方を
問う : 女性こそ主役に!

日本弁護士連合会編 日本加除出版 2012 9784817839756

34
ふだんのかかわりから始める子ども虐待防止&対
応マニュアル

山崎嘉久, 前田清, 白石
淑江編

診断と治療社 2006 4787815326 ※

35
ヒューマンサービスに関わる人のための子ども支援
学

西館有沙, 徳田克己, 高
玉和子編著 ; 原田智沙
[ほか] 執筆

文化書房博文社 2009 9784830111532

36
子どもの最貧国・日本 : 学力・心身・社会におよぶ
諸影響

山野良一著 光文社 2008 9784334034702

37
子どもを虐待死から守るために : 妊婦健診・乳幼児
健診未受診者から見えること

太田由加里著 ドメス出版 2011 9784810707571

38
小児科医が語る子育て支援の実際 : 支援者をサ
ポートするために

中村敬著 大正大学 2011 9784924297708

39
タイ・ビルマ国境の難民診療所 : 女医シンシア・マ
ウンの物語

宋芳綺著 ; 松田薫編訳 新泉社 2010 9784787710086

40 ケアの社会学 : 当事者主権の福祉社会へ 上野千鶴子著 太田出版 2011 9784778312411

41 ケアとサポートの社会学 三井さよ, 鈴木智之編 法政大学出版局 2007 9784588672064

42

東邦大学「生命 (いのち) の科学で未来をつなぐ女
性研究者への継続的支援モデル」活動報告書 : 平
成23年度

東邦大学男女共同参画
推進室編

東邦大学男女共同参画
推進室

2011

43

東邦大学「生命 (いのち) の科学で未来をつなぐ女
性研究者への継続的支援モデル」活動報告書 : 平
成22年度

東邦大学男女共同参画
推進室編

東邦大学男女共同参画
推進室

2010

44
「保育とワークシェアによる女性医学研究者支援プロジェクト」
報告書 : 文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モ

デル育成」事業 : 平成20年度

東京女子医科大学女性
医学研究者支援室編

[東京女子医科大学女性
医学研究者支援室]

2009

45

東京女子医科大学女性医師・研究者支援センター : 研究発表
会・交流会 : 厚生労働省成育医療研究「女性医療従事者の支

援に関する研究」研究班 : 女性外科系医師のシンポジウム :

抄録集

東京女子医科大学男女
共同参画推進局

2011

46
男女共同参画推進局事業報告書 : 2009.4.1～
2011.3.31

女性医師・研究者支援セン
ター, 女性医師再教育セン
ター, 看護職キャリア開発支
援センター[編]

東京女子医科大学 [2011]

47
おしゃべり・雑談の政治哲学 : 近代化が禁じた女た
ちの話し合いと「講」

岩谷良恵著 大月書店 2011 9784272350353

48
はじめて学ぶ生命倫理 : 「いのち」は誰が決めるの
か

小林亜津子著 筑摩書房 2011 9784480688682

49 命は誰のものか 香川知晶 [著]
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

2009 9784887597341 ※

50
モラルのある人は、そんなことはしない : 科学の進
歩と倫理のはざま

アクセル・カーン著 ; 林昌
宏訳

トランスビュー 2011 9784901510981
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51 日本の生命倫理 : 回顧と展望 高橋隆雄, 浅井篤編 九州大学出版会 2007 9784873789439

52
男女共同参画委員会報告書 : 女性医師の勤務支
援についての日本医師会の取り組み : 平成18・19

年度

日本医師会男女共同参
画委員会

2008

53 ピッツバーグ大学医学部教員日記 赤津晴子著 日本評論社 2008 9784535983045

54 生命倫理と医療倫理
伏木信次, 樫則章, 霜田
求編

金芳堂 2008 9784765313353 ※

55
大切な人をどう看取るのか : 終末期医療とグリーフ
ケア

信濃毎日新聞社文化部
著

岩波書店 2010 9784000237864

56 女の老い・男の老い : 性差医学の視点から探る 田中冨久子著 NHK出版 2011 9784140911778 ※

57 暴力被害者と出会うあなたへ : DVと看護 友田尋子著 医学書院 2006 4260002171

58
いのちと向き合う看護と倫理 : ケーススタディ : 受
精から終末期まで

エルシー・L. バンドマン,

バートラム・バンドマン著 ;

鶴若麻理, 仙波由加里訳
人間と歴史社 2010 9784890071777

59 女性看護学 : Women's health
吉沢豊予子, 鈴木幸子編
著

メヂカルフレンド社 2008 9784839213480

60 シック・マザー : 心を病んだ母親とその子どもたち 岡田尊司著 筑摩書房 2011 9784480015211

61 ビミョーな子どもたち: 精神科思春期外来 武井明著 日本評論社 2012 9784535563025

62 医療における子どもの人権

栃木県弁護士会「医療にお
ける子どもの人権を考える
シンポジウム」実行委員会
編

明石書店 2007 9784750326627

63
医療従事者のための子ども虐待防止サポートブッ
ク : 医療現場からの発信

奥山眞紀子 [ほか] 編 クインテッセンス出版 2010 9784781201290

64 児童虐待へのアプローチ 市川光太郎編著 中外医学社 2007 9784498145061

65
子どもの育ちをひらく : 親と支援者ができる少しば
かりのこと

牧真吉著 明石書店 2011 9784750334950

66 女性医療の会話分析
西阪仰, 高木智世, 川島
理恵著

文化書房博文社 2008 9784830111280

67 不妊治療、やめました。 : ふたり暮らしを決めた日
堀田あきお著 : 堀田かよ
著

ぶんか社 2011 9784821143146

68 不妊を語る : 19人のライフストーリー 白井千晶 [著] 海鳴社 2012 9784875252870 ※

69 子供のいない風景 : 最先端不妊治療に挑んで十年 山田貴美子著 新風舎 2006 4797485736

70
産科医療と生命倫理 : よりよい意思決定と紛争予
防のために

吉武久美子著 昭和堂 2011 9784812211137

71 生殖補助医療で生まれた子どもの出自を知る権利 才村眞理編著 福村出版 2008 9784571420184

72
やっぱり子どもがほしい! : 産婦人科医の不妊治療
体験記

田口早桐著 集英社インターナショナル 2006 4797671521

73 赤ちゃんを産む場所がない!? 阿部知子編著 ジャパンマシニスト社 2008 9784880491851

74
妊娠 : あなたの妊娠と出生前検査の経験をおしえ
てください

柘植あづみ, 菅野摂子,

石黒眞里著
洛北出版 2009 9784903127118

75 ともに生きる : たとえ産声をあげなくとも
流産・死産経験者で作る
ポコズママの会編集

中央法規出版 2007 9784805828991
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76 現代の助産習俗 助産所出産 山名香奈美著 一藝社 2011 9784863590335

77
訪問医が見た男の介護・女の介護 : 夫婦の老後は
「語らい」が決める

苛原実著 洋泉社 2010 9784862484970

78 医療・看護スタッフのためのLGBTIサポートブック
藤井ひろみ, 桂木祥子, は
たちさこ, 筒井真樹子編
集・執筆

メディカ出版 2007 9784840420938

79 看取りの文化とケアの社会学 大出春江編著 梓出版社 2012 9784872622331

80
富士見産婦人科病院事件 : 私たちの30年のたた
かい

富士見産婦人科病院被害
者同盟, 富士見産婦人科病
院被害者同盟原告団編著

一葉社 2010 ※

81
院内助産院 : 佐野病院の成功の軌跡 : 助産師にし
かできないケアがここにある。

石村朱美 [ほか] 著 日総研出版 2008 9784776013389

82
医療現場におけるDV被害者への対応ハンドブック
: 医師および医療関係者のために

宮地尚子編著 明石書店 2008 9784750327198

83
女性医師の働く環境改善のための提言 : 医療にお
ける男女共同参画社会の実現のために : 2007年5

月

全国保険医団体連合会
女性部 [編]

全国保険医団体連合会 2007

84
女性医師としての生き方 : 医師としてのキャリアと
人生設計を模索して

Marjorie A.Bowman〔著〕 :

Erica Frank〔著〕 : Deborah

I.Allen〔著〕 : 片井みゆき翻訳・

編集代表 : 櫻井晃洋監修

じほう 2006 4840735409

85 看護崩壊 : 病院から看護師が消えてゆく 小林美希著
アスキー・メディアワーク
ス

2011 9784048700870

86
看護師の仕事につきたい! : 命を救う看護のプロ
フェッショナル

坂本すが著 中経出版 2011 9784806140948

87 三重の看護史 : 昭和から平成への軌跡

三重県立看護大学地域交
流センター「三重の看護史」
編纂・発行プロジェクト・チー
ム編

三重県立看護大学 2012

88
新卒看護職員の入職後早期離職防止対策報告書
: 2005年

日本看護協会 2006

89
ストップ!病医院の暴言・暴力対策ハンドブック : 医
療機関における安全で安心な医療環境づくりのた
めに

和田耕治編集 メジカルビュー社 2008 9784758300254

90 未妊 : 「産む」と決められない 河合蘭著 日本放送出版協会 2006 4140881798 ※

91
男性介護者100万人へのメッセージ : 男性介護体
験記 : 第3集

男性介護者と支援者の全
国ネットワーク編

男性介護者と支援者の全
国ネットワーク

2012 9784863420779

92 家で病気を治した時代 : 昭和の家庭看護 小泉和子編著 農山漁村文化協会 2008 9784540040832

93 育児不安の国際比較 深谷昌志編 学文社 2008 9784762018442

94
ビューティー・サロンの社会学 : ジェンダー・文化・
快楽

ポーラ・ブラック著 ; 鈴木
眞理子訳

新曜社 2008 9784788510890

95 スポーツする身体とジェンダー 谷口雅子著 青弓社 2007 9784787232779

96
少女小説から世界が見える : ペリーヌはなぜ英語
が話せたか

川端有子著 河出書房新社 2006 4309204597

97 小説の恋愛感触 内藤千珠子 [著] みすず書房 2010 9784622075196

98 私は戦犯なのか : 従軍看護婦物語 日高一郎, 日高みどり著 日刊現代 2009 9784879691125

99 オバサン論 : オバの復権をめざして 大塚ひかり著 筑摩書房 2006 4480816453

100 自負と偏見のイギリス文化 : J・オースティンの世界 新井潤美著 岩波書店 2008 9784004311492 ※

※No.34, 49, 54, 56, 59, 68, 80, 90, 100　の図書は、附属図書館でも所蔵しています。
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