
第2回　国立女性教育会館(NWEC)女性教育センター所蔵図書展示リスト

No. 書名 編著者 出版社 出版年 ISBN/ISSN

1 弱い自分を好きになる本  香山リカ著 朝日新聞出版 2008 9784022504494

2 やがて翔く日のために : 女性がプロになるには  広瀬久美子著 スリーエーネットワーク 2006 4883193837

3 いまどきの「常識」  香山リカ著 岩波書店 2005 4004309697 ※

4 軋む社会 : 教育・仕事・若者の現在 本田由紀著 双風舎 2008 9784902465136

5 幸福論 小倉千加子, 中村うさぎ著 岩波書店 2006 4000228617

6 それってどうなの主義 斎藤美奈子著 白水社 2007 9784560027974

7 女性が政治家になって何が変わるか : 市民派の政
治論

福島みずほ著 明石書店 2004 4750319074

8 なくそう!官製ワーキングプア
官製ワーキングプア研究
会編

日本評論社 2010 9784535556331

9 ジェンダーの法律学 金城清子著 有斐閣 2007 9784641123120

10 セクハラ・DVの法律相談
石井妙子, 相原佳子, 佐野
みゆき編

青林書院 2008 9784417014591

11 知っていますか?戸籍と差別一問一答 佐藤文明著 解放出版社 2010 9784759282764

12 子どもが減って何が悪いか! 赤川学著 筑摩書房 2004 4480062114

13 少子社会日本 : もうひとつの格差のゆくえ 山田昌弘著 岩波書店 2007 9784004310709 ※

14 少子化する高齢社会 金子勇著 日本放送出版協会 2006 4140910526 ※

15 新平等社会 : 「希望格差」を超えて 山田昌弘著 文藝春秋 2006 4163684506

16 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

諸橋泰樹著 現代書館 2009 9784768456095

17 サブカルで読むセクシュアリティ : 欲望を加速させる
装置と流通

谷川建司, 王向華, 呉咏梅
編著

青弓社 2010 9784787233219

18 スウェーデンの家族とパートナー関係 善積京子編 青木書店 2004 4250204308

19 ワークフェア : 排除から包摂へ? 埋橋孝文編著 法律文化社 2007 9784589030528

20 ワーキングプア時代 : 底抜けセーフティーネットを再
構築せよ

山田昌弘著 文藝春秋 2009 9784163715308

21 働く女性とマタニティ・ハラスメント : 「労働する身体」
と「産む身体」を生きる

杉浦浩美著 大月書店 2009 9784272350292

22 働きすぎに斃れて : 過労死・過労自殺の語る労働史 熊沢誠著 岩波書店 2010 9784000244565

23 韓国の働く女性たち 島本みどり [ほか] 編著 東方出版 2003 4885918235

24 これからのライフスタイル 伊田広行文 ; 後藤範行絵 大月書店 2007 4272405853

25 女人禁制にサヨナラを : 今どきのしごと事情 松村みち子著 行研 2003 4877320172
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26 世界の女性労働 : ジェンダー・バランス社会の創造
へ

柴山恵美子, 藤井治枝, 守
屋貴司編著

ミネルヴァ書房 2005 4623043258

27 就職・失業・男女差別 : いま、何が起こっているか 岸智子著 日本経済評論社 2010 9784818821354

28 労働法とジェンダー 浅倉むつ子著 勁草書房 2004 4326648635

29 人間に格はない : 石川経夫と2000年代の労働市場 玄田有史著 ミネルヴァ書房 2010 9784623056224

30 できれば幸せに働きたい : 働く女の身の振り方
日本経済新聞生活情報部
編

日本経済新聞社 2003 4532310776

31 21世紀の女性と仕事
大沢真知子, 原田順子編
著

放送大学教育振興会 2006 4595306261

32 生理休暇の誕生 田口亜紗著 青弓社 2003 4787232126

33 働く女性のユニオン手帳
女性ユニオン東京, 企画
編集室ゆじょんと制作

女性ユニオン東京 2006

34 好きを仕事に! : 女性(わたし)が創る・活かす・変え
る・続ける

江園啓造, 山本のりこ, 平
尾俊著

雄山社 2006 4990122224

35 夢をかたちにした女性たち : 将来のキャリアを考え
たいあなたへ

国立女性教育会館編 朝陽会 2007 9784903059112

36 脱フリーター社会 : 大人たちにできること 橘木俊詔著 東洋経済新報社 2004 4492222561

37 「できない男」から「できる男」へ 伊藤公雄著 小学館 2002 4093873240

38 女性学/男性学 千田有紀著 岩波書店 2009 9784000283267

39 男を脱ぐ! : ジェンダーが救う新・サラリーマン幸福論 蔦森樹著 全日出版 2003 4921044988

40 男の勘ちがい 斎藤学著 毎日新聞社 2004 4620317012

41 「男らしさ」の快楽 : ポピュラー文化からみたその実
態

宮台真司, 辻泉, 岡井崇之
編

勁草書房 2009 9784326653478

42 男女共同参画社会へ 坂東眞理子著 勁草書房 2004 4326652993

43 男女共同参画意識の芽生え : 保育者から子どもへ
の再生産

佐藤和順著 ふくろう出版 2010 9784861864315

44 女性をめぐる法と政策 : 原理・体系・課題 高橋保著 ミネルヴァ書房 2004 4623038017

45 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

坂東眞理子著 ミネルヴァ書房 2009 9784623050277

46
愛する、愛される : デートDVをなくす・若者のための
レッスン7

山口のり子著 梨の木舎 2004 481660409X

47 「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

伊藤公雄著 インパクト出版会 2003 4755401305

48 「伝統的ジェンダー観」の神話を超えて : アメリカ駐
在員夫人の意識変容

山田礼子著 東信堂 2004 4887135599

49 フェミニズムはみんなのもの : 情熱の政治学
ベル・フックス著 : 堀田碧
訳

新水社 2003 4883850501

50 概説フェミニズム思想史 : 明日にむかって学ぶ歴史
奥田暁子, 秋山洋子, 支倉
寿子編著

ミネルヴァ書房 2003 4623037339
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51 はじめてのジェンダー・スタディーズ
森永康子, 神戸女学院大
学ジェンダー研究会編

北大路書房 2003 4762822930

52 ジェンダーを科学する : 男女共同参画社会を実現す
るために

松本伊瑳子, 金井篤子編 ナカニシヤ出版 2004 4888488401

53 ジェンダーと歴史学
ジョーン・W.スコット著 ; 荻
野美穂訳

平凡社 2004 4582765165

54 ジェンダーの心理学 : 「男女の思いこみ」を科学する
青野篤子, 森永康子, 土肥
伊都子著

ミネルヴァ書房 2004 4623041530

55 ジェンダー家族を超えて : 近現代の生/性の政治と
フェミニズム

牟田和恵著 新曜社 2006 4788509822

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

57 女女格差 橘木俊詔著 東洋経済新報社 2008 9784492222836

58 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 9784623058341

59 「男だてら」に「女泣き」 : ジェンダーと男女共同参画
社会入門

奥山和弘著 文芸社 2003 483556622X

60 ライフストーリーとジェンダー 桜井厚編 せりか書房 2003 4796702504

61 知らないと恥ずかしいジェンダー入門 加藤秀一著 朝日新聞社 2006 4023303739

62 争点・フェミニズム
ヴァレリー・ブライソン著 ;
長谷部美佳 [ほか] 訳

勁草書房 2004 4326601760

63 ヒロインたちの百年 : 文学・メディア・社会における
女性像の変容

岩見照代著 學藝書林 2008 9784875170808

64 ジェンダーからみた中国の家と女 関西中国女性史研究会編 東方書店 2004 4497204081

65 東南アジアのNGOとジェンダー
田村慶子, 織田由紀子編
著

明石書店 2004 4750318612

66
インドの女性問題とジェンダー : サティー(寡婦殉
死)・ダウリー問題・女児問題

マラ・セン著 ; 鳥居千代香
訳

明石書店 2004 4750318485

67 「女性をつくりかえる」という思想 : 中東におけるフェ
ミニズムと近代性

ライラ・アブー=ルゴド編著
; 後藤絵美 [ほか] 訳

明石書店 2009 9784750330150

68 女性と復興支援 : アフガニスタンの現場から
緒方貞子, ユニフェム日本
[著]

岩波書店 2004 4000093142

69 ヴェールよさらば : イスラム女性の反逆
ファティマ・メルニーシー著
; 庄司由美 [ほか訳]

アストラル 2003 4916109635

70 女性進出の影で : オーストラリアのジェンダー事情 臼田明子著 新風舎 2003 4797431334

71 DVにさらされる子どもたち : 加害者としての親が家
族機能に及ぼす影響

ランディ・バンクロフト, ジェ
イ・G・シルバーマン著 ; 幾
島幸子訳

金剛出版 2004 4772408312

72 ドメスティック・バイオレンスから子どもを守るために

P・G・ジャッフェ, L・L・ベイ
カー, A・J・カニングハム共
編 ; 岩本隆茂 [ほか] 共訳

培風館 2009 9784563057190

73
稼ぐ妻・育てる夫 : 夫婦の戦略的役割交換 : アメリ
カ人52人のワーク・ライフ・バランス

治部れんげ著 勁草書房 2009 9784326602209

74 変わる家族変わらない絆 : ともに支えあう少子化社
会をめざして

袖井孝子著 ミネルヴァ書房 2003 4623038904

75 家族とジェンダー : 教育と社会の構成原理 藤田英典著 世織書房 2003 490638899X
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76 メディアにひそむ母性愛神話 大日向雅美著 草土文化 2003 4794508700

77 純潔の近代 : 近代家族と親密性の比較社会学 デビッド・ノッター著 慶應義塾大学出版会 2007 9784766414233

78 結婚帝国女の岐れ道
上野千鶴子, 信田さよ子
著

講談社 2004 4062124130

79 対等な夫婦は幸せか 永井暁子, 松田茂樹編 勁草書房 2007 9784326648764

80 対論生き抜くこと 雨宮処凛, 香山リカ著 七つ森書館 2008 9784822808778

81 若者の労働と生活世界 : 彼らはどんな現実を生きて
いるか

本田由紀編 大月書店 2007 9784272350254

82 明るいトランスジェンダー生活 佐倉智美著 トランスビュー 2004 4901510274

83 男の戸籍をください 虎井まさ衛著 毎日新聞社 2003 4620316342

84
性同一性障害30人のカミングアウト : I recognize
myself as what I am!

相馬佐江子編著 双葉社 2004 4575297224

85 置き去り社会の孤独 大津和夫著 日本評論社 2008 9784535585409

86 性犯罪被害とたたかうということ 小林美佳著 朝日新聞出版 2010 9784022507754

87 ジェンダーで読む21世紀の福祉政策 杉本貴代栄著 有斐閣 2004 4641280932

88 女性障害者とジェンダー 伊藤智佳子著 一橋出版 2004 4834805050

89 「こうのとりのゆりかご」を見つめて 熊本県立大学編著 熊本日日新聞社 2010 9784877553494

90 黙りこくる少女たち : 教室の中の「性」と「聖」 宮淑子著 講談社 2003 4062119161

91 理科離れしているのは誰か : 全国中学生調査の
ジェンダー分析

村松泰子編 ; 河野銀子
[ほか著]

日本評論社 2004 4535561990

92 軍事組織とジェンダー : 自衛隊の女性たち 佐藤文香著 慶應義塾大学出版会 2004 4766411250

93 科学技術とジェンダー : EUの女性科学技術者政策
ヘルガ・リュープザーメン=
ヴァイクマン [ほか] 編著 ;
小川眞里子, 飯島亜衣訳

明石書店 2004 4750320021

94 科学にときめく : ノーベル賞学者の頭の中 益川敏英著 かもがわ出版 2009 9784780302806

95 お母さんは忙しくなるばかり : 家事労働とテクノロ
ジーの社会史

ルース・シュウォーツ・コー
ワン著 ; 高橋雄造訳

法政大学出版局 2010 9784588364143

96 テレビニュースの解剖学 : 映像時代のメディア・リテ
ラシー

小玉美意子編 新曜社 2008 9784788510937

97 宮崎駿「紅の豚」論 : ジェンダー論から 桑原のゐん著 新風舎 2007 9784289018260

98 「お茶」はなぜ女のものになったか : 茶道から見る戦
後の家族

加藤恵津子[著] 紀伊國屋書店 2004 4314009721

99 「少女小説」ワンダーランド : 明治から平成まで 菅聡子編 明治書院 2008 9784625684081

100 ゲイでええやん。 : カミングアウトは息子からの生き
るメッセージ

伊藤真美子著 東京シューレ出版 2010 9784903192147

※No.3, 13,14　の図書は附属図書館でも所蔵しています。
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