
第13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 こんな生き方女性100名山 木全ミツ, 馬越恵美子, 上條茉莉子編
桜美林大学北東アジア総合

研究所
2016 9784904794784

2
後に続く女性たちへ : 秋枝蕭子・福岡女子大学名誉教授からのメッ
セージ

秋枝蕭子語り ; 森邦昭, 鈴木有美編 九州大学出版会 2015 9784798501550

3
私を幸せにする起業 : 会社を30年続けた女性経営者があなたに贈
る起業家人生を軌道に乗せるための経験則

芳子ビューエル著 同友館 2019 9784496054198

4
ビジネスモデル・ジェネレーション : ビジネスモデル設計書 : ビジョ
ナリー、イノベーターと挑戦者のためのハンドブック

アレックス・オスターワルダー, イヴ・ピ
ニュール著 ; 小山龍介訳

翔泳社 2012 9784798122977

5 主婦が輝く会社の驚異の「チーム育成術」 鹿住真弓著
幻冬舎メディアコンサルティン

グ
2018 9784344915503

6 働き方の問題地図 : 「で、どこから変える?」旧態依然の職場の常識 沢渡あまね, 奥山睦著 技術評論社 2018 9784774194271

7 実践!テレワークで「働き方改革」 （日経MOOK) 日本経済新聞出版社編 日本経済新聞出版社 2018 9784532182519

8
ワーク・ライフ・バランスと経営学 : 男女共同参画に向けた人間的
な働き方改革 (現代社会を読む経営学 ; 7)

平澤克彦, 中村艶子編著 ミネルヴァ書房 2017 9784623081400

9
日本の未来を明るくする女性たち(地域人 : Chiikijin : 地域情報満
載!地域創生のための総合情報 ; 第26号)

大正大学地域構想研究所編 大正大学出版会 2017 9784909099099

10
ワークルールの論点 : 職場・仕事・私をめぐって : issue of labor law
: about workplace, work and me

道幸哲也著 旬報社 2019 9784845116003

11
ウーマノミクス : 仕事も家庭もあきらめない新しい「働き方」のカタチ
: womenomics : work less, achieve more, live better

クレア・シップマン, キャティー・ケイ著 ;
林久実訳

アルファポリス 2014 9784434195679

12
非典型化する家族と女性のキャリア(JILPT第3期プロジェクト研究
シリーズ ; No.9)

労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・研修機構 2018 9784538520094

13
女性労働に関する基礎的研究 : 女性の働き方が示す日本企業の
現状と将来

脇坂明著 日本評論社 2018 9784535558885

14 仕事とわたし、どっちが大事なの? : 国連ママの子育て記 森田宏子著 文芸春秋企画出版部 2017 9784160089075

15 あの会社のスゴい働き方 日経産業新聞編 日本経済新聞出版社 2019 9784532198862

16 新しいパパの働き方 : 仕事も家庭も!欲張りガイドブック ファザーリング・ジャパン著 学研教育出版 2014 9784058002902

17
働くひとの心理学 : 働くこと、キャリアを発達させること、そして生涯
発達すること

岡田昌毅著 ナカニシヤ出版 2013 9784779505829

18 デンマークの女性が輝いているわけ : 幸福先進国の社会づくり
澤渡夏代ブラント, 小島ブンゴード孝子

著
大月書店 2020 9784272350469

19
女性医師の意欲とキャリアとリーダーシップ : 自分自身を乗り越え
ると、もっと楽しい

赤嶺陽子著 メディカ出版 2020 9784840472265

20
サキドリ : じぶん時間ゼロ、ダメ主婦、ダメ社員だった私が人生を取
り戻した小さな習慣

田内しょうこ著 草思社 2016 9784794221797

21
できるリーダーはなぜメールが短いのか : 残業ゼロで「圧倒的な成
果」を上げる仕事術

安藤哲也著 青春出版社 2015 9784413044479

22
フルキャリマネジメント : 子育てしながら働く部下を持つマネジャー
の心得

武田佳奈著 東洋経済新報社 2019 9784492534144

23 結果を出して定時に帰る時間術 小室淑恵著 成美堂出版 [2015] 9784415320724

24
御社の働き方改革、ここが間違ってます! : 残業削減で伸びるすご
い会社

白河桃子著 PHP研究所 2017 9784569831527

25 雇用改革のファンファーレ : 「働き方改革」、その先へ 倉重公太朗著 労働調査会 2019 9784863197091

26
総合力 : 女性が活躍する社会に必要な15のマネジメント能力を磨
いて、新しいあなたを創り出す

岡田東詩子著 ビジネス教育出版社 2017 9784828306735

27 ママの時間割。(私のカントリー : 別冊 ; Come home! 特別編集) 主婦と生活社 2015 9784391637731

28 3人子持ち働く母の「追われない家事」 尾崎友吏子著 KADOKAWA 2017 9784046018786

29 その家事、いらない。 山田綾子著 ワニブックス 2017 9784847096242

30 働く女性のキッチンライフ : 手早く、うるおいのある食卓を作る方法 小林カツ代著 大和書房 2014 9784479304753

31 壊れた家族で生きてきた 最上うみみ著 イースト・プレス 2019 9784781618357

32 ママだって、人間 田房永子著 河出書房新社 2014 9784309274799

33 夫の扶養からぬけだしたい ゆむい著 KADOKAWA 2019 9784040655123

34
ワタシはぜったい虐待しませんからね! : 子どもを産んだ今だから宣
誓!

あらいぴろよ著 主婦の友社 [2017] 9784074224746

35 心の居場所になれたら : まんが・学童保育の子どもたち 廣瀬久子著 かもがわ出版 2017 9784780309072
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36 生理ちゃん [正] 小山健著 ; コミックビーム編集部編集 KADOKAWA 2018 9784047352377

37 生理ちゃん 2日目 小山健著 ; コミックビーム編集部編集 KADOKAWA 2019 9784047356979

38 生理ちゃん 3日目 小山健著 ; コミックビーム編集部編集 KADOKAWA 2020 9784047360808

39
乳がんステージ4だった私が、それでも合コンに行きまくって救われ
た話

白戸ミフル著 キノブックス 2018 9784909689023

40 それでも、産みたい : 40歳目前、体外受精を選びました 小林裕美子著 新潮社 2016 9784103390527

41 れもん、うむもん! : そして、ママになる はるな檸檬著 新潮社 2016 9784103365129

42 ヨチヨチ父 : とまどう日々 ヨシタケシンスケ著 赤ちゃんとママ社 2017 9784870141261

43
母の呪縛をといてありえないほど幸福になる方法 : "あの人"が原
因の生きづらさを抱え続けますか?

みずがきひろみ著 河出書房新社 2019 9784309249070

44 草むらにハイヒール : 内から外への欲求 = High heels on the gras 小倉千加子著 いそっぷ社 2020 9784900963887

45
長女が"母の呪縛"から自由になる方法 : あなたは、もっとラクに生
きられる

横山真香著 大和出版 2016 9784804762678

46
長女はなぜ「母の呪文」を消せないのか : さびしい母とやさしすぎる
娘

大美賀直子著 さくら舎 2014 9784906732951

47 母娘問題 : オトナの親子 おぐらなおみ, 読売新聞生活部著 中央公論新社 2017 9784120049385

48 母娘問題 : オトナの親子　2 おぐらなおみ, 読売新聞生活部著 中央公論新社 2018 9784120050596

49 「母と子」という病 高橋和巳著 筑摩書房 2016 9784480069306

50 母になるのがおそろしい ヤマダカナン著 KADOKAWA 2016 9784040683669

51 母と娘の「しんどい関係」を見直す本 石原加受子著 学研パブリッシング 2014 9784054059870

52
母を許せない娘、娘を愛せない母 : 奪われていた人生を取り戻す
ために

袰岩秀章著 ダイヤモンド社 2013 9784478026168

53 「母」がいちばん危ない : "いい娘"にならない方法 斎藤学, 村山由佳著 大和書房 2013 9784479794035

54 「人生案内」にみる女性の生き方 : 母娘関係 大日向雅美著 日本評論社 2016 9784535563513

55 きらいな母を看取れますか? : 関係がわるい母娘の最終章 寺田和代著 主婦の友社 2020 9784074384693

56  逃げたい娘 諦めない母 朝倉真弓, 信田さよ子著 幻冬舎 2016 9784344029446

57
お母さん、私を自由にして! : 毒母だった本人が書いた、母親の呪
いを解く方法

高橋リエ著 飛鳥新社 2016 9784864104586

58 卒母のススメ 西原理恵子, 卒母ーズ著 毎日新聞出版 2017 9784620324784

59 ママ、あたしを好きになって : 虐待を越えて 白河紫枝著 さんこう社 2007 9784902386189

60 母親が知らないとツライ「女の子」の育て方 江藤真規著 秀和システム 2019 9784798055985

61
人生100年時代の医療・介護サバイバル : 親と自分のお金・介護・
認知症の不安が消える

中澤まゆみ著 築地書館 2019 9784806715870

62 日本の介護 : 経済分析に基づく実態把握と政策評価 中村二朗, 菅原慎矢著 有斐閣 2017 9784641165144

63 「母親に、死んで欲しい」 : 介護殺人・当事者たちの告白 NHKスペシャル取材班著 新潮社 2017 9784104056088

64 決定版 母に歌う子守唄 : 介護、そして見送ったあとに 落合恵子著 朝日新聞出版 2017 9784022648525

65 半ダース介護 : 6人のおジジとおババお世話日記 井上きみどり著 集英社 2019 9784087861181

66 子育てとばして介護かよ 島影真奈美著 KADOKAWA 2019 9784041081563

67
超高齢社会の介護はおもしろい! : 介護職と住民でつくる地域共生
のまち

羽田冨美江著 ブリコラージュ 2019 9784907946173

68 超高齢社会の介護制度 : 持続可能な制度構築と地域づくり
加藤久和, 財務省財務総合政策研究所

編著
中央経済社 2016 9784502164712

69 介護漂流 : 認知症事故と支えきれない家族 山口道宏編著 現代書館 2016 9784768435472

70 介護のこころが虐待に向かうとき : その真実を知る 松本一生, 松本章子著 ワールドプランニング 2016 9784863511125
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71 これで安心!入院・介護のお金 : 知らないと損する48のこと 畠中雅子, 新美昌也著 技術評論社 2018 9784774196770

72 親の介護をする前に読む本 東田勉著 講談社 2016 9784062884037

73 尊厳ある介護 : 「根拠あるケア」が認知症介護を変える 里村佳子著 岩波書店 2019 9784000237390

74 すみません。介護のしごと、楽しいです。 のちりょうこ文 ; 大越京子マンガ 第三書館 2010 9784807410040

75 だいじょうぶ!よネコさん : 介護の絵本 国栖晶子絵と文 かもがわ出版 2015 9784780307962

76 ちょっと気になる医療と介護　増補版 権丈善一著 勁草書房 2017 9784326701032

77 闘うナイチンゲール : 貧困・疫病・因襲的社会の中で 徳永哲著 花乱社 2018 9784905327875

78 ペニスカッター : 性同一性障害を救った医師の物語 和田耕治, 深町公美子著 方丈社 2019 9784908925443

79 私は、看取り士。 : わがままな最期を支えます 柴田久美子著 佼成出版社 2018 9784333027859

80 こどもホスピス : 限りある小さな命が輝く場所 田川尚登著 新泉社 2019 9784787719218

81
認知症を乗り越えて生きる : “断絶処方"と闘い、日常生活を取り戻
そう

ケイト・スワファー著 : 寺田真理子訳 クリエイツかもがわ 2017 9784863422100

82 「ヒキタさん!ご懐妊ですよ」 : 男45歳・不妊治療はじめました ヒキタクニオ著 光文社 2012 9784334036904

83 私のおっぱい戦争 : 29歳・フランス女子の乳がん日記 リリ・ソン作 ; 相川千尋訳 花伝社 2019 9784763409034

84 我がおっぱいに未練なし 川崎貴子著 大和書房 2017 9784479783992

85
性暴力被害者の医療的支援 : リプロダクティブ・ヘルス&ライツの回
復に向けて (性暴力被害者の総合的・包括的支援シリーズ ; 2)

性暴力救援センター・大阪SACHICO編 信山社 2018 9784797286953

86 女医問題ぶった斬り! : 女性減点入試の真犯人 筒井冨美著 光文社 2019 9784334044183

87 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

88 給食費未納 : 子どもの貧困と食生活格差 鳫咲子著 光文社 2016 9784334039455

89 食育保育園 : この子らに食の未来を託して 松本紘宇著 明石書店 2012 9784750336565

90 若者たちの食卓 : 自己、家族、格差、そして社会
外山紀子, 長谷川智子, 佐藤康一郎編

著
ナカニシヤ出版 2017 9784779511424

91 カレーライスは日本食 : わたしの体験的食文化史 剣持弘子著 女子栄養大学出版部 2017 9784789554541

92 家庭料理の近代 江原絢子著 吉川弘文館 2012 9784642057561

93 きょうも料理 : お料理番組と主婦葛藤の歴史 山尾美香著 原書房 2004 4562037636

94 料理は女の義務ですか 阿古真理著 新潮社 2017 9784106107368

95 ナチスのキッチン : 「食べること」の環境史 藤原辰史著 水声社 2012 9784891769000

96 摂食障害。食べて、吐いて、死にたくて。 遠野なぎこ著 ブックマン社 2014 9784893088161

97 食に生きる : 栄養士活動65年の軌跡 本田節子著 本の泉社 2011 9784780706246

98 給食のおばさん、ブータンへ行く! 平澤さえ子著 飛鳥新社 2017 9784864105019

99 世界のおばあちゃん料理
ガブリエーレ・ガリンベルティ著 ; 小梨

直訳
河出書房新社 2016 9784309286075

100 おばあちゃんとおやつ 産業編集センター編 産業編集センター 2017 9784863111714
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