
第3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 いま20代女性はなぜ40代男性に惹かれるのか 大屋洋子 [著] 講談社 2009.8 9784062725965

2 恋愛感情論 西岡隆著 叢文社 2008.1 9784794706003

3 女が男を厳しく選ぶ理由(わけ)
アラン・S.ミラー, サトシ・カ
ナザワ著 ; 伊藤和子訳

阪急コミュニケーションズ 2007.8 9784484071039

4 プロカウンセラーが読み解く女と男の心模様 東山弘子, 東山紘久著 創元社 2006.8 4422113755

5 おんなの浮気 堀江珠喜著 筑摩書房 2006.8 448006317X

6 「女の勘」はなぜ鋭いのか 赤羽建美著 PHP研究所 2008.6 9784569701578

7 発言小町 : 誰にも聞けなかった女の悩み 竹書房 2008.1 9784812435694

8
女性の幸福 : 今日からできること、しなければいけ
ないこと : 仕事編

坂東真理子著 ; 仕事編 PHP研究所 2010.9 9784569777276

9 The女子力 : 生きるための処方箋
NHK「The・女子力」取材
班監修

角川マーケティング 2010.8 9784048950855

10 やっぱ、「自分ブランド」でしょ。 蟹瀬令子著 講談社 2007.1 4062138190

11
明治時代の人生相談 : 一〇〇年前の日本人は何を
悩んでいたか

山田邦紀編著 日本文芸社 2007.6 9784537255041

12 生き方に迷うあなたに、今伝えたいこと 日経WOMAN編 日経BP社 2010.4 9784822268053

13
ダークレディと呼ばれて : 二重らせん発見とロザリン
ド・フランクリンの真実

ブレンダ・マドックス [著] ;

鹿田昌美訳
化学同人 2005.8 4759810366

14 女性物理学者が歩んだひとすじの道 望月和子著 大学教育出版 2005.4 4887306113

15 コワレフスカヤ : ロシアの天才女性数学者
ユーラシア・ブックレット編
集委員会企画・編集

東洋書店 2010.2 9784885959028

16
進化生物学への道 : ドリトル先生から利己的遺伝子
へ

長谷川眞理子著 岩波書店 2006.1 4000269895

17 幸子さんと私 : ある母娘の症例 中山千夏著 創出版 2009.8 9784924718951

18 世界を救う7人の日本人 : 国際貢献の教科書 池上彰編・著 日経BP社 2010.1 9784822201838

19 暴力の発生と連鎖 上村くにこ編 人文書院 2008.2 9784409340387

20 孤立の社会学 : 無縁社会の処方箋 石田光規著 勁草書房 2011 9784326653683

21 女が嫌いな女 週刊文春編集部編 文藝春秋 2008.12 9784166606764

22 親密な関係のダークサイド

B.H.スピッツバーグ, W.R.

キューパック編 ; 谷口弘
一, 加藤司監訳

北大路書房 2008.9 9784762826207

23 腐女子化する世界 : 東池袋のオタク女子たち 杉浦由美子著 中央公論新社 2006.1 4121502299

24 コスプレ女子の時代 杉浦由美子著 ベストセラーズ 2008.3 9784584121801

25 なぜ、腐女子は男尊女卑なのか? fujyoshi syndicate著 講談社 2009.4 9784063647662
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26 「サザエさん」的コミュニティの法則 鳥越皓之著 日本放送出版協会 2008.2 9784140882467

27 これからの職業 : あなたを活かす 本多信一著 毎日新聞社 2005.9 4620317357

28
ものづくりを仕事にしました。 : 女性クリエイター15

人ができるまで
田川ミユ編著 雷鳥社 2007.1 9784844134954

29
人をきれいにしたい : ファッション・デザイン・美容・
フィットネス

しごと応援団編著 理論社 2006.7 4652049528

30
人を楽しませたい : 放送・エンタテインメント・広告・
レジャー

しごと応援団編著 理論社 2007.7 9784652049556

31 暮らしを支える : 行政・金融・建築・不動産 しごと応援団編著 理論社 2007.1 9784652049563

32 自然のなかで働きたい : 動物・植物・気象・環境 しごと応援団編著 理論社 2008.3 9784652049570

33
クリエイターになりたい : 文章・絵・音楽・コンピュー
タ

しごと応援団編著 理論社 2008.1 9784652049587

34 「夢」を仕事に変えた女性たちの成功法則 傍嶋恵子著 メディア・テック出版 2006.4 4896272927

35 日本でアジアで輝く女性たち ブレインワークス編著 カナリア書房 2009.12 9784778201227

36 男はどこにいるのか 小浜逸郎著 ポット出版 2007.4 9784780801026

37 デートDVと恋愛 伊田広行著 大月書店 2010 9784272350346

38 女たちの絆
ドゥルシラ・コーネル [著] ;

岡野八代, 牟田和恵共訳
みすず書房 2005.5 4622071428

39 女の敵 遙洋子著 日経BP社 2007.12 9784822246259

40 だから母と娘はむずかしい
キャロリーヌ・エリアシェフ,

ナタリー・エニック [著] ; 夏
目幸子訳

白水社 2005.9 4560049726

41 家庭モラル・ハラスメント 熊谷早智子 [著] 講談社 2008.5 9784062725033

42 家族のゆくえ 吉本隆明著 光文社 2006.3 4334974953

43 家族は孤独でできている 石川結貴著 毎日新聞社 2006.11 4620317896

44 家族 : 新しい「親密圏」を求めて 岩波書店 2010.6 9784000283571

45 子守唄はなぜ哀しいか : 近代日本の母像 石子順造著 柏書房 2006.12 9784760130689

46 もういちど親子になりたい 芹沢俊介著 主婦の友社 2008.3 9784072572719

47 無慈悲と慈愛 : 母の乱 沖藤典子著 文芸社 2007.3 9784286024912

48 親子論。
週刊朝日編 : 佐藤明〔ほ
か著〕

朝日新聞社 2008.2 9784023302723

49 親子という病 香山リカ著 講談社 2008.9 9784062879620

50
それでも家族を愛してる : 自分らしい"家族"を見つ
け出した19の物語

ポー・ブロンソン著 ; 桐谷
知未訳

アスペクト 2006.1 4757213050
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51 特集*母と娘の物語 : 母/娘という呪い 青土社 2008.12 9784791701865

52 ついていく父親 : 胎動する新しい家族 芹沢俊介著 春秋社 2005.8 4393376021

53
独身王子は早く死ぬ? : 早婚、晩婚、未婚。どれが
一番"トク"をする?!

牛窪恵著 プレジデント社 2008.6 9784833418720

54
ドット・コム・ラヴァーズ : ネットで出会うアメリカの女
と男

吉原真里著 中央公論新社 2008.6 9784121019547 ※

55 「エコ恋愛(ラブ)」婚の時代 : リスクを避ける男と女 牛窪恵著 光文社 2009.6 9784334035099

56 恋愛の社会学 : 「遊び」とロマンティック・ラブの変容 谷本奈穂著 青弓社 2008.4 9784787232847

57
セックス格差社会 : 「恋愛貧者」「結婚難民」はなぜ
増えるのか?

門倉貴史著 宝島社 2008.11 9784796666848

58 ただトモ夫婦のリアル 牛窪恵著 日本経済新聞出版社 2010.9 9784532260934

59 家族という名の密室 萩田望美著 梓書院 2010.1 9784870353961

60 魂の声リストカットの少女たち : 私も「リスカ」だった 小国綾子著 講談社 2005.5 4062129205

61 AV神話 : アダルトビデオをまねてはいけない 杉田聡著 大月書店 2008.7 9784272350285

62 男女交際進化論 : 「情交」か「肉交」か 中村隆文著 集英社 2006.3 4087203360

63 だれでも一度は、処女だった。
千木良悠子, 辛酸なめ子
著

理論社 2009.2 9784652078419

64 同性愛と異性愛 風間孝, 河口和也著 岩波書店 2010.3 9784004312352 ※

65
ゲイのボクから伝えたい「好き」のハテナ?がわかる
本 : みんなが知らないLGBT

石川大我著 太郎次郎社エディタス 2011 9784811807423

66
カミングアウト・レターズ : 子どもと親、生徒と教師の
往復書簡

RYOJI, 砂川秀樹編 太郎次郎社エディタス 2007.12 9784811807256

67 近代日本における女同士の親密な関係  赤枝香奈子著
角川グループパブリッシン
グ (発売)

2011 9784046532312

68 クィア・セクソロジー : 性の思いこみを解きほぐす 中村美亜著 インパクト出版会 2008.1 9784755401916

69 レンタル彼氏 酒井あゆみ[著] 幻冬舎 2007.4 9784344409538

70 セックスレスは罪ですか?
エステル・ペレル著 ; 高月
園子訳

ランダムハウス講談社 2008.4 9784270003336

71 セックスレス亡国論
鹿島茂著 ; 斎藤珠里聞き
手

朝日新聞出版 2009.7 9784022732842

72 DV・被害者のなかの殺意 : ネット依頼殺人の真実 北村朋子著 現代書館 2009.9 9784768456088

73
「よい子」が人を殺す : なぜ「家庭内殺人」「無差別
殺人」が続発するのか

尾木直樹著 青灯社 2008.8 9784862280244

74 「虐待」は愛からおこる 富田富士也著 河出書房新社 2007.3 9784309244112

75
「生存者 (サバイバー) 」と呼ばれる子どもたち : 児
童虐待を生き抜いて

宮田雄吾著 角川書店 2010.5 9784048850599
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76 トラウマ返し : 子どもが親に心の傷を返しに来るとき 小野修著 黎明書房 2007.1 9784654065301

77 オトコの子育て講座 青木匡光著 教育評論社 2006.5 4905706017

78 現代「女の一生」 : 人生儀礼から読み解く 関沢まゆみ著 日本放送出版協会 2008.6 9784140911143 ※

79 ビヨンド・エジソン : 12人の博士が見つめる未来 最相葉月著 ポプラ社 2009.9 9784591111529

80 科学者になる方法 : 第一線の研究者が語る
科学技術振興機構プレス
ルーム編

東京書籍 2005.1 4487800552

81 科学者たちの奇妙な日常 松下祥子著 日本経済新聞出版社 2008.12 9784532260309

82
"おいしい"を届けるお仕事、大特集! (Rikejo(リケ
ジョ) : 理系女子応援マガジン ; 2)

講談社 2010.1

83
"命を救う"お仕事、大特集!  (Rikejo(リケジョ) : 理系
女子応援マガジン ; 3)

講談社 2010.11

84
"つなげる"お仕事、大特集!  (Rikejo(リケジョ) : 理系
女子応援マガジン ; 4)

講談社 2010.12

85
"ものをつくる"お仕事、大特集! (Rikejo(リケジョ) :

理系女子応援マガジン ; 6)
講談社 2011.1

86
女と男はなぜ引き寄せあうのか?なぜ理解しあえな
いのか?

生田哲 [著] 講談社 2009.1 9784062725545

87
看護師のキャリア論 : 多くの節目を越えて生涯にわ
たる成長の道筋を見出すために

勝原裕美子著 ライフサポート社 2007.9 9784904084014

88 A子と依存症 : 絶望と回復の軌跡 ともに歩む会編 晃洋書房 2007.12 9784771018747

89
「やせたい」に隠された心 : 摂食障害から回復する
ための13章

粕谷なち, 草薙和美著 新宿書房 2004.6 4880083178

90
男が知りたい女の「気持ち」 : 永遠のナゾに女医が
答える

田村秀子著 講談社 2010.1 9784062577021 ※

91 医師の過重労働 : 小児科医療の現場から 江原朗著 勁草書房 2009.1 9784326700646

92
女性医師からのメッセージ : 医系キャリアアップの
道しるべ

津田喬子編著 真興交易(株)医書出版部 2005.12 4880037605 ※

93 光が照らす未来 : 照明デザインの仕事 石井幹子著 岩波書店 2010.1 9784005006663

94 私たちのセックス白書 : 彼には内緒
二松まゆみ著 : 須藤なほ
み著

小学館 2007.7 9784093877367

95 父子消費(ちちこしょうひ) 山岡拓著 日本経済新聞出版社 2007.7 9784532313395

96 女子のりもの系就職図鑑 東京乗り物研究会編 光人社 2008.12 9784769814054

97
彼女たちの「Sex and the city」 : 海外ドラマ視聴の
エスノグラフィ

河津孝宏著 せりか書房 2009.5 9784796702898

98 シネマでごちそうさま : 恋と仕事と、女たち まつかわゆま著 近代映画社 2009.3 9784764822320

99 『源氏物語』を「母と子」から読み解く 鈴木裕子著 角川書店 2005.1 404702130X

100 私は、死なない : 死刑台から生還した女
キャスリーン・A.ケアンズ
著 ; 佐藤貞子訳

現代書館 2008.7 9784768469699

※No.54, 64, 78, 90, 92　の図書は附属図書館でも所蔵しています。
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