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No. 書名 編著者名 出版社 出版年 ISBN

1
ネパールと私、そして図書館 : 青年海外協力隊、シニ

ア海外ボランティア、多文化社会
山田伸枝著 ; 北野康子, 深井耀

子, 田口瑛子企画・編集
女性図書館職研究会・日図研図

書館職の記録研究グループ 2011

2 女の哲学 : 男とはなにか?人生とはなにか? 女性哲学研究会編 . PHP研究所 2014 9784569820811

3 まんがカップル・セラピー
 バーバラ・ブルームフィールド, クリス・ラド

リー著 ; 渋谷繭子, 吉田精次訳 金剛出版 2015 9784772414104

4 対人関係療法で改善する夫婦・パートナー関係 水島広子著 創元社 2011 9784422114668

5 女子の国はいつも内戦 辛酸なめ子著 河出書房新社 2014 9784309412894

6 社会を問う人びと : 運動のなかの個と共同性
安田常雄編集 ; 大串潤児 [ほか]

編集協力
岩波書店 2012 9784000285490

7 7軒目になった「仁愛の家」に出会う旅 平松伴子著 [平松伴子] 2014

8
ジェシー・ターボックス・ビールズのアメリカ : 写真が映

し出した世紀末のアメリカ
杉山恵子著 慶應義塾大学出版会 2011 9784766418804

9
アフリカの風に吹かれて : 途上国支援の泣き笑いの

日々
藤沢伸子著 原書房 2013 9784562048533

10
平和構築と女性 : 女性支援の立場から : 国際シンポ

ジウム
お茶の水女子大学グローバル

協力センター編集
お茶の水女子大学グ
ローバル協力センター

2014 9784990574130

11 NGOで働く : [子ども・教育支援] 大橋正明監修 ; 3). 学研教育出版 2012 9784055008327

12 改めて問う「国際社会と連携するNGO活動」とは
改めて問う「国際社会と連携す

るNGO活動」とは
大学女性協会 2011

13 青年海外協力隊員になるには 横山和子著 ぺりかん社 2013 9784831513564

14 支援のフィールドワーク : 開発と福祉の現場から
小國和子, 亀井伸孝, 飯嶋秀治

編
世界思想社 2011 9784790715221

15
すべての人々が豊かで幸せになる世界をめざして : JICA

が取り組むジェンダー平等と女性のエンパワーメント
すべての人々が豊かで幸せになる世界をめざして : JICA

が取り組むジェンダー平等と女性のエンパワーメント
[国際協力機構経済基盤開発部・ジェンダー

平等・貧困削減推進室] 2012

16
女が先に移り住むとき : 在米インド人看護師のトラン

スナショナルな生活世界
シバ・マリヤム・ジョージ著 ; 伊

藤るり監訳
有信堂高文社 2011 9784842065809

17 はぐくむ NPOサポートセンター監修 第一書林 2012 9784886462114

18
南国港町おばちゃん信金 : 「支援」って何?"おまけ組"

共生コミュニティの創り方
原康子著 ; 田中由郎イラスト 新評論 2015 9784794809780

19 シナジー社会論 : 他者とともに生きる 今田高俊, 舘岡康雄編 東京大学出版会 2014 9784130501811

20 「働くパパ」の時間術 : 仕事も家事も育児もうまくいく! 栗田正行著 日本実業出版社 2012 9784534049568

21 働く女 (ひと)!ワーキングマザーの自分時間のつくり方 草野亜弓著 明日香出版社 2012 9784756915733

22
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
ファザーリング・ジャパンマザーリ

ングプロジェクト編
労働調査会 2014 9784863194250

23 もっと世界へ!グローバル女子力を身につける
もっと世界へ!グローバル女子力を

身につける
ジャパンタイムズ 2012 9784789080040

24 社会を動かす女性になる 社会を動かす女性になる ジャパンタイムズ 2014 9784789080101

25
「結婚」「出産」「キャリア」 : グローバル女子は進化す

る
「結婚」「出産」「キャリア」 : グロー

バル女子は進化する
ジャパンタイムズ 2014 9784789080095

26 女性を活かせる企業が生き残る 女性を活かせる企業が生き残る ジャパンタイムズ 2015 9784789080125

27 ワーク・ライフ・バランスのすすめ 村上文著 法律文化社 2014 9784589036445

28 世界女の子白書 電通ギャルラボ [編] 木楽舎 2014 9784863240674
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29 身体・性・生 : 個人の尊重とジェンダー
杉浦ミドリ [ほか] 編著 ; 北仲千里

[ほか執筆]
尚学社 2013 9784860310943

30 父親の心理学 尾形和男編著 北大路書房 2011 9784762827655

31 不機嫌な夫婦 : なぜ女たちは「本能」を忘れたのか 三砂ちづる著 朝日新聞出版 2013 9784022734662

32 結婚できないのはママのせい? : 娘と母の幸福論 五百田達成, 桜場江利子著 阪急コミュニケーションズ 2013 9784484132358

33 老いた親とは離れなさい 坂岡洋子著 朝日新聞出版 2014 9784022512246

34 事実婚 : 新しい愛の形 渡辺淳一著 集英社 2011 9784087206197

35
子どもが主役で未来をつくる紛争、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
小野寺愛, 高橋真樹編著 ; ピース

ボート編
合同出版 2011 9784772610094

36
つながりっぱなしの日常を生きる : ソーシャルメディア

が若者にもたらしたもの
ダナ・ボイド著 ; 野中モモ訳 草思社 2014 9784794220875

37 人間、最後はひとり。 吉沢久子著 さくら舎 2014 9784906732852

38
おひとり死 : 誰にも迷惑をかけない最期を迎えるため

に
松原惇子著 河出書房新社 2010 9784309020082

39 老い方上手 上野千鶴子[ほか] 著 WAVE出版 2014 9784872907285

40 同居人の美少女がレズビアンだった件。 Miki Koike ; et Asako Makimura イースト・プレス 2015 9784781612492

41
LGBTってなんだろう? : からだの性・こころの性・好きに

なる性
藥師実芳 [ほか] 著 合同出版 2014 9784772611985

42
虹色の貧困 : L・G・B・Tサバイバル!レインボーカラー

では塗りつぶせない「飢え」と「渇き」
竜超著 彩流社 2010 9784779115493

43 男に生まれて、女になって、結婚もできました。 吉井奈々著 日本文芸社 2013 9784537260540

44 レズビアン的結婚生活 東小雪, 増原裕子著 イースト・プレス 2013 9784781611075

45 性別なんて決められない! 矢吹レオ著 竹書房 2013 9784812449912

46 性同一性障害 : 3.11を超えて 谷合規子著 論創社 2013 9784846011727

47
性同一性障害の医療と法 : 医療・看護・法律・教育・行

政関係者が知っておきたい課題と対応
南野知惠子代表編 ; 川崎政司, 針

間克己編著
メディカ出版 2013 9784840440899

48
グローバルな地域福祉実践への視座 : 福井県とマ
レーシアとCBR(地域住民参加型リハビリテーション)

小林明子著 晃洋書房 2012 9784771023550

49 孤独死 : 被災地で考える人間の復興 額田勲著 岩波書店 2013 9784006032524

50 児童家庭福祉 : 子どもと家庭を支援する 大津泰子著 ミネルヴァ書房 2013 9784623065523

51
子育て支援ガイドブック : 「逆境を乗り越える」子育て

技術
橋本和明編 金剛出版 2014 9784772413848

52
性的虐待を受けた子ども・性的問題行動を示す子ども
への支援 : 児童福祉施設における生活支援と心理・

医療的ケア
八木修司, 岡本正子編著 明石書店 2012 9784750337180

53 産めないから、もらっちゃった! うさぎママ著 メタモル出版 2012 9784895958349

54 ケアのリアリティ : 境界を問いなおす 三井さよ, 鈴木智之編著 法政大学出版局 2013 9784588602566

55 子ども期の養育環境とQOL (クオリティ・オブ・ライフ) お茶の水女子大学 [編] ; 1巻). 金子書房 2013 9784760895342

56
東邦大学周産期人材育成推進事業活動報告書 : 出

生前から介入できる人材を育てる。
東邦大学周産期人材育成

推進室
[2012]
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57
保育・介護・看護分野での女性の就労促進学び直しプ

ログラム報告書
横浜市男女共同参画推進

協会
2015

58
アフガニスタンの女子教育支援 : ノンフォーマル教育の視
点から : 第4回アフガニスタン復興支援国際シンポジウム

お茶の水女子大学グローバル協
力センター編集

お茶の水女子大学グロー
バル協力センター

2012 9784990574116

59
自分で決める人生の終い方 : 最期の医療と制度の活

用
樋口恵子編 ミネルヴァ書房 2015 9784623071005

60 おっぱいの科学
フローレンス・ウィリアムズ著 ; 梶

山あゆみ訳
東洋書林 2014 9784887218147

61 ミラクルガール 大塚弓子著 無明舎出版 2010 9784895445122

62 訪問看護の泣き笑い : あなたのお宅へ今日もゆく 訪問看護書籍編集委員会編著
洛和会ヘルスケアシステム介

護支援部介護事業部 2012 9784883384631

63 “訪問看護"で変わる希望の在宅介護 角田直枝著 小学館 2014 9784093108232

64
家で死ぬこと、考えたことありますか? : "プロフェッショナル"訪問
看護師が綴る看取りのためのガイドブック : あなたの隣の在宅ケ

ア
秋山正子著 保健同人社 2011 9784832706637

65
死に向きあって生きる : ホスピスと出会い看護につと

めた日々
季羽倭文子著 講談社 2012 9784062170574

66 女性医療とメンタルケア 久保田俊郎, 松島英介編 創造出版 2012 9784881583210

67
なぜふつうに食べられないのか : 拒食と過食の文化

人類学
磯野真穂著 春秋社 2015 9784393333365

68 性依存症の治療 : 暴走する性・彷徨う愛 榎本稔編著 金剛出版 2015 9784772413770

69 生きる力の源に : がん闘病記の社会学 門林道子著 青海社 2011 9784902249576

70
女性のがん心のケア : 乳がん/子宮がん/卵巣がん/

大腸がん
大西秀樹著 滋慶出版/土屋書店 c2013 9784806912903

71 再建手術、承ります 寺尾保信著 毎日新聞社 2011 9784620320359

72
ある日、妻が乳がんになった : 夫として、言語聴覚士と

して、調理師として、僕にできたこと
櫻井正太郎著 エクスナレッジ 2012 9784767812977

73 がん看護へのことづて 武田悦子著 すぴか書房 2012 9784902630176

74
女医が乳がんを乗り越えた時 : 乳がんです。乳房全

摘です
安藤郁著 メタモル出版 2011 9784895957762

75 こうのとり相談室 : 不妊治療の心のよりどころとして 渡辺みはる著 はる書房 2011 9784899841180

76 ピンクリボン咲いた! : 認知率95%のひみつ 岡山慶子, 高木富美子著 ブックエンド 2015 9784907083212

77 さしのべる手 : 近代産科医の誕生とその時代 長谷川まゆ帆著 岩波書店 2012 9784000230391

78 周産期医療と生命倫理入門 窪田昭男, 齋藤滋, 和田和子編著 メディカ出版 2014 9784840450270

79 内診台から覗いた高齢出産の真実 宋美玄著 中央公論新社 2013 9784121504425

80 病院勤務の看護職の賃金に関する調査報告書
日本能率協会総合研究所製作 ;

2012年
日本看護協会 2014

81
医学を志す女性のためのキャリア・シンポジウム報告

書
日本女医会 2011.7-

82
女性医師を中心とした産婦人科医の就労状況についての

調査 : 女性医師の継続的就労に向けて
日医総研 2014

83 女性医師のさらなる活躍を応援する懇談会 [厚生労働省医政局医事課] 2015

84
看護のワークライフバランスマネジメント実践集 : 3ス

テップで職場がイキイキ!
ナーシングビジネス編集室編 メディカ出版 2013 9784840444033
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85
看護職のワーク・ライフ・バランス推進ガイドブック : 多様な

勤務形態による働き方の変革を目指して
日本看護協会 2013

86 看護職の職業紹介等の実態に関する報告書 日本看護協会 2014

87
「看護職の夜勤・交代制勤務ガイドライン」の普及等に

関する実態調査報告書
日本看護協会 2014.7-

88 産婆・看護の学校方式化
木村元編・解説 ;  第1期 . 学校方

式の受容の諸相 ; 第5巻).
クレス出版 2013 9784877336578

89
SANE : Sexual Assault Nurse Examiner : 性暴力被害

者支援看護職養成講座テキスト
女性の安全と健康のための支援

教育センター [編]
女性の安全と健康のための

支援教育センター 2013

90
シーボルトの娘楠本イネの志を継ぐ : 第一回西予市おイネ

賞事業懸賞作文集 : 女性医師と女子医学生の夢
愛媛県西予市編集 ぎょうせい (発売) 2014 9784324800706

91
都道府県ナースセンターによる看護職の再就業実態

調査報告書
日本看護協会専門職支援・中央ナースセン

ター事業部 [編] ; 平成24年度 日本看護協会 2013

92
わたしたちはいのちの守人(もりびと) : 三人の看護師・

助産師の現場
岩貞るみこ著 講談社 2015 9784062870047

93 エイズで学ぶ : 心豊かに生きるために
ワイズメンズクラブ国際協会西日

本区編著
エピック 2011 9784899851554

94 しあわせのハードル : タイでエイズ孤児たちと暮らして 名取美和著 御茶の水書房 2013 9784275010575

95 アフガニスタン母子診療所 梶原容子著 白水社 2008 9784560031926

96
「在宅医療」なら患者も家族も笑顔になれる : 自宅での介
護・看護から「看取り」まで。この一冊ですべてがわかる

福田幹久著 現代書林 2015 9784774514871

97
ふたりの子育てルール : 「ありがとう」の一言から始ま

るいい関係
治部れんげ著 PHP研究所 2012 9784569804026

98 ちいさな夢たち : フェアトレードマリちゃんレポート 北出睦子著 桂書房 2012 9784905345084

99
妻を看取る日 : 国立がんセンター名誉総長の喪失と

再生の記録
垣添忠生著 新潮社 2009 9784103212218

100 私と僕が生きた道 : 性同一性障害と向き合った29年 流星著 幻冬舎 2010 9784344017863
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