
第6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 女の選択 今野由梨著 日本放送出版協会 2009 9784140814017

2
世紀のヒロインだって悩んでる。 : 恋愛・仕事・家庭・
人生のハードルを越えた20の物語

桑原恵美子著 ゴマブックス 2009 9784777113781

3
国際社会で活躍した日本人 : 明治～昭和13人のコ
スモポリタン

植木武編 弘文堂 2009 9784335551277

4 ある女性科学者の一世紀 岡本歌子著 ドメス出版 2008 9784810707120

5 不器用 野田聖子著 朝日新聞社 2007 9784022503329

6
物理学者湯浅年子の肖像 : 最後まで徹底的に =

Portrait de Toshiko Yuasa : jusqu'au bout
山崎美和恵編著 梧桐書院 2009 9784340401260

7 一番じゃなきゃダメですか? 蓮舫著 PHP研究所 2010 9784569779645

8 一途、ひたすら、精一杯 稲川素子著 講談社 2009 9784062158947

9 マーガレット・ミード : はるかな異文化への航海
オーウェン・ギンガリッチ編
集代表

大月書店 2009 9784272440528

10
ネバー・ギブアップ : レディースだった私が大学で教
鞭をとるまで

鍋倉早百合著 文芸社 2010 9784286085517

11 マイクロトレンド : 世の中を動かす1%の人びと
マーク J.ペン, E.キニー・
ザレスン著 ; 吉田晋治訳

日本放送出版協会 2008 9784140812853

12
女性経済学者群像 : アダム・スミスを継ぐ卓越した
八人

B・ポーキングホーン, D・
L・トムソン著 ; 木村直人
[ほか] 訳

御茶の水書房 2008 9784275005755

13
女性起業家・リーダー名鑑 : 仕事に家庭に社会に輝
く女性たち

伊藤淳子編 エイガアル 2010 9784890229260

14
目標は夢を叶える近道 : 女性、中国人、弁護士、起
業家。それが私のブランドです。

馬英華著 ビジネス教育出版社 2006 482830116X

15
世界を変えるオシゴト : 社会起業家になったふたり
の女の子の感動物語

マリー・ソー, キャロル・
チャウ著 ; 林路美代, 林民
子訳

講談社 2010 9784062821360

16
社会起業家スタートブック : 自分と社会を活かす仕
事

百世瑛衣乎著 亜紀書房 2010 9784750510101

17 リーダーは自然体 : 無理せず、飾らず、ありのまま 増田弥生, 金井壽宏著 光文社 2010 9784334035679

18 働く女の胸のウチ 香山リカ著 大和書房 2005 9784479781363

19
人生のキャリアデザイン術 : あなたの天職が見つか
る

西山昭彦著 KKロングセラーズ 2009 9784845408283

20
ガールズファイル : 27人のはたらく女の子たちの報
告書

柴崎友香著 マガジンハウス 2007 9784838718191

21 貴女 (あなた) を輝かせるキャリアデザイン
広岡守穂, 木本喜美子, 西
山昭彦編著

中央大学出版部 2010 9784805752234

22 夢を実現したわたしの仕事わたしの方法 トレンダーズ株式会社編 ダイヤモンド社 2006 9784478733059

23
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 ※

24
若者の働く意識はなぜ変わったのか : 企業戦士か
らニートへ

岩間夏樹著 ミネルヴァ書房 2010 9784623056460

25 変貌する日本の大学教授職 有本章編著 玉川大学出版部 2008 9784472403811
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26 女性科学者に一条の光を : 猿橋賞30年の軌跡
女性科学者に明るい未来
をの会編

ドメス出版 2010 9784810707380

27 理系思考 : 分からないから面白い 元村有希子著 毎日新聞社 2007 9784620318370

28 女性研究者のエンパワーメント 伊藤セツ著 ドメス出版 2008 9784810707083

29
日本人ナースはなぜアメリカで評価されるのか? : ア
メリカ看護師試験「NCLEX-RN」の合格者に学ぶ成
功論

中村明著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

2009 9784344997028

30 エンブリオロジスト : 受精卵を育む人たち 須藤みか著 小学館 2010 9784093897235

31 医療を支える女たちの力 橋口佐紀子著 へるす出版事業部 2009 9784892696787 ※

32
あなたらしいキャリアを創ろう : 日本女医会からの
メッセージ

津田喬子, 荒木葉子編著 真興交易医書出版部 2009 9784880038308 ※

33
日本一BMWを売る女 : カーセールス勝本光江の販
売術

高木省一著 グラフ社 2007 9784766210750

34
宇宙飛行士になった子どもたち : どんな家庭でどう
育てられたか?

杉山由美子著 岩崎書店 2009 9784265801909

35 絵筆は語る : 自分色を生きた女たち 堀尾真紀子著 清流出版 2009 9784860293109

36 凛とした「女性の基礎力」 坂東眞理子著 暮しの手帖社 2008 9784766001587

37 時代を生きた女たち : 新・日本女性通史 総合女性史研究会編 朝日新聞出版 2010 9784022599650

38
アジアの花たちへ : 「慰安婦」問題と格闘した国会議
員の記録

吉川春子著 かもがわ出版 2008 9784780301526

39
慰安婦問題という問い : 東大ゼミで「人間と歴史と社
会」を考える

大沼保昭, 岸俊光編 ; 和
田春樹 [ほか講演]

勁草書房 2007 9784326248391

40 戦後思想と社会意識 : 新装版 中村政則 [ほか] 編 岩波書店 2005 4000036858

41 女たちのビルマ : 軍事政権下を生きる女たちの声 藤目ゆき監修 明石書店 2007 9784750326832

42 台湾女性史入門
台湾女性史入門編纂委員
会編

人文書院 2008 9784409510612

43 アメリカの女性の歴史 : 自由のために生まれて
サラ・M・エヴァンズ著 ; 小
檜山ルイ [ほか] 訳

明石書店 2005 475032213X

44 大統領への道 : ヒラリー・ロダム・クリントンの野望
ジェフ・ガース, ドン・ヴァ
ン・ナッタ・ジュニア著 ; 成
毛眞監訳

バジリコ 2008 9784862380654

45
ヘレン・ケラーの急進的な生活 : 「奇跡の人」神話と
社会主義運動

キム・E・ニールセン著 ; 中
野善達訳

明石書店 2005 4750320382

46 へこたれない : ワンガリ・マータイ自伝
ワンガリ・マータイ著 ; 小
池百合子訳

小学館 2007 9784093877114

47 ヒラリーとライス : アメリカを動かす女たちの素顔 岸本裕紀子著 PHP研究所 2006 4569657737

48 自由民権家中島信行と岸田俊子 : 自由への闘い 横澤清子著 明石書店 2006 4750324469

49 銃とジャスミン : アウンサンスーチー7000日の戦い
ティエリー・ファリーズ著 ;

山口隆子, 竹林卓訳
ランダムハウス講談社 2008 9784270003343

50 たまには、時事ネタ 斎藤美奈子著 中央公論新社 2007 9784120037979
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51
ヒラリーvs.ライス : 次期アメリカ合衆国大統領をめ
ぐる闘い

ディック・モリス, アイリー
ン・マクガン著 ; 大須賀典
子訳

アスペクト 2007 9784757213456

52
戦争と憲法危機の時代に政治をあきらめない : 話
せば元気がわいてくる福島みずほ対談集

福島みずほ著 ; 立松和平
[ほか述]

明石書店 2005 4750321958

53
ハンナ・アレントの政治理論 : 人間的な政治を求め
て

寺島俊穂著 ミネルヴァ書房 2006 4623046737

54 なぜアーレントが重要なのか
E.ヤング=ブルーエル [著]

; 矢野久美子訳
みすず書房 2008 9784622074144

55 ユダヤ女ハンナ・アーレント : 経験・政治・歴史
マルティーヌ・レイボヴィッ
チ著 ; 合田正人訳

法政大学出版局 2008 9784588008832

56 平等と政治 日本政治学会編 木鐸社 2006 9784833223829

57 政治理論とフェミニズムの間 : 国家・社会・家族 田村哲樹著 昭和堂 2009 9784812209318

58
アフリカと政治 : 紛争と貧困とジェンダー : わたした
ちがアフリカを学ぶ理由

戸田真紀子著 御茶の水書房 2008 9784275005892

59
ジェンダーと政治参加 : the impact of women in

politics
大海篤子著 世織書房 2005 4902163179

60
はじめての女性代議士たち : 新しき明日の来るを信
ず

岩尾光代著 新風舎 2006 4289501818

61
女性は政治とどう向き合ってきたか : 検証・婦人参
政権運動

伊藤康子, 進藤久美子, 菅
原和子著 ; 市川房枝記念
会出版部編集

市川房枝記念会出版部 2005 4901045075

62
北米マイノリティと市民権 : 第一次大戦における日
系人、女性、先住民

高村宏子著 ミネルヴァ書房 2009 9784623052479

63
神の法vs.人の法 : スカーフ論争からみる西欧とイス
ラームの断層

内藤正典, 阪口正二郎編
著

日本評論社 2007 9784535584655

64 レイラ・ザーナ : クルド人女性国会議員の闘い
中川喜与志, 大倉幸宏, 武
田歩編

新泉社 2006 4787705008

65 「対テロ戦争」と現代世界
木戸衛一編 ; 石郷岡建
[ほか執筆]

御茶の水書房 2006 4275005015

66
国際関係論とジェンダー : 安全保障のフェミニズム
の見方

J.アン・ティックナー [著] ;

進藤久美子, 進藤榮一訳
岩波書店 2005 4000228587

67 策略 : 女性を軍事化する国際政治
シンシア・エンロー [著] ;

佐藤文香訳
岩波書店 2006 4000230158

68 冬の蕾 : ベアテ・シロタと女性の権利
樹村みのり著 ; 船橋邦子
解説

労働大学出版センター 2005

69 「家族計画」への道 : 近代日本の生殖をめぐる政治 荻野美穂著 岩波書店 2008 9784000224888

70 差別と日本人 野中広務, 辛淑玉 [著] 角川書店 2009 9784047101937

71
安心社会を創る : ラテン・アメリカ市民社会の挑戦に
学ぶ

篠田武司, 宇佐見耕一編 新評論 2009 9784794807755

72 総合生活学 : 女性の視点からみた現代社会 大羽宏一編 法律文化社 2007 9784589030498

73 ワークライフバランス社会へ : 個人が主役の働き方 大沢真知子著 岩波書店 2006 4000257587

74 EUからの風 : 深化しつづける男女均等政策
均等待遇アクション21 EU

男女均等政策調査団 [編]
均等待遇アクション21事
務局

[2005]

75 現代政治と女性政策 堀江孝司著 勁草書房 2005 4326648643
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76 フェミニズムの歴史と女性の未来 : 後戻りさせない
エステル・フリードマン著 ;

安川悦子, 西山惠美訳
明石書店 2005 4750320595

77 いま、世界で女性たちは : World report 浅野素女 [ほか] 著 パド・ウィメンズ・オフィス 2008 9784904111222

78 現代中国のジェンダー 蘇林著 明石書店 2005 4750322288

79 若者と社会変容 : リスク社会を生きる
アンディ・ファーロング, フ
レッド・カートメル著 ; 乾彰
夫 [ほか] 訳

大月書店 2009 9784272350315

80 今、ここがあぶない日本の農業 白石雅也著 筑波書房 2006 4811902963

81 情報メディア社会へのアクセス 加藤慶, 松下慶太編著 八月書館 2007 9784938140571

82
帝国と暗殺 : ジェンダーからみる近代日本のメディ
ア編成

内藤千珠子著 新曜社 2005 4788509687

83
主婦になったパリのブルジョワ女性たち : 100年前
の新聞・雑誌から読み解く

松田祐子著 大阪大学出版会 2009 9784872593006

84
こちら南極ただいまマイナス60度 : 越冬460日のホ
ワイトメール

中山由美著 草思社 2005 4794214685

85 多様化するメディア環境と人権
武蔵大学社会学部, 武蔵
社会学会編

御茶の水書房 2006 4275004140

86 NHK番組改変事件 : 制作者9年目の証言 放送を語る会編 かもがわ出版 2010 9784780303292

87 現代社会とメディア・家族・世代
NHK放送文化研究所編 ;

児島和人 [ほか著]
新曜社 2008 9784788511019

88
メディア文化を社会学する : 歴史・ジェンダー・ナショ
ナリティ

高井昌吏, 谷本奈穂編 世界思想社 2009 9784790714453

89 女性とメディア
北九州市立男女共同参画
センター"ムーブ"編

明石書店 2005 4750320935

90 子どものケータイ : 危険な解放区 下田博次著 集英社 2010 9784087205510

91
世界の子どもとケータイ・コミュニケーション : 5カ国
比較調査

モバイル社会研究所著 NTT出版 2009 9784757102682

92
ユビキタス社会の中での子どもの成長 : ケータイ時
代を生きる子どもたち

深谷昌志, 深谷和子, 高旗
正人編著

ハーベスト社 2010 9784863390232

93
ポルノグラフィ防衛論 : アメリカのセクハラ攻撃・ポ
ルノ規制の危険性

ナディーン・ストロッセン著
; 岸田美貴訳

ポット出版 2007 9784780801057

94 メディア・リテラシー教育 : 学びと現代文化
D.バッキンガム著 ; 鈴木
みどり監訳

世界思想社 2006 9784790712268

95 女子アナ失格 藪本雅子 [著] 新潮社 2005 4104764019

96 男よりテレビ、女よりテレビ 小倉千加子著 朝日新聞出版 2008 9784022504852

97 韓流サブカルチュアと女性 水田宗子[ほか]編 至文堂 2006 4784302646

98 社会を構築することば : 特集
岡本能里子, 佐藤彰, 竹野
谷みゆき編

ひつじ書房 2008 9784894763647

99 「流行語大賞」を読み解く 木下幸男著 日本放送出版協会 2006 4140882018

100
女詐欺師たちのアメリカ : 19世紀女性作家とジャー
ナリズム

山口ヨシ子著 彩流社 2006 4779111595

※No.23, 31, 32　の図書は附属図書館でも所蔵しています。

4 / 4 ページ


