
第7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 「アンアン」1970 赤木洋一著 平凡社 2007 4582853587

2 男はなぜ急に女にフラれるのか? 姫野 友美 角川書店 2007 9784047101142

3 おとなの男の心理学 香山リカ ベストセラーズ 2007 9784584121665

4
脱・女子! : ずっと憧れられる女性の“心のスタイ
ル"

桜沢エリカ著 河出書房新社 2012 9784309021362

5
10年後の名刺 : 「なりたい自分」に近づくため
のヒント

崎山みゆき著 リヨン社 2007 9784576071091

6
勝間和代のインディペンデントな生き方実践ガ
イド

勝間和代[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2008 9784887596269

7 シゴトのバイブル : 入門編 佐々木かをり著 PHP研究所 2006 4569645267

8 野心のすすめ 林真理子著 講談社 2013 9784062882019

9
一人で、悩まないで! : 現代の「駆け込み寺」奮
闘記

戸澤宗充著 佼成出版社 2008 9784333023493

10 中国儒教社会に挑んだ女性たち 李貞徳著 ; 大原良通訳 大修館書店 2009 9784469233094

11 この年齢 (とし) だった! 酒井順子著 集英社 2012 9784087806564

12 女たち。まっしぐら! 松島駿二郎著
冨山房インターナショ
ナル

2011 9784905194187

13 ラジオ深夜便時代を創った女たち NHKサービスセンター 2013 9784871081207

14 断髪のモダンガール : 42人の大正快女伝 森まゆみ著 文芸春秋 2008 9784163698403

15
明治の女子留学生 : 最初に海を渡った五人の少
女

寺沢 龍 平凡社 2009 9784582854497

16 女たちの明治維新 鈴木由紀子著 日本放送出版協会 2010 9784140911617 ※

17
「私」が「わたくし」であることへ : 吉武輝子
対話集

パド・ウィメンズ・オ
フィス

2009 9784904111338

18 10人のパリジェンヌ
山本ゆりこ, アトランさ
やか著

毎日新聞社 2013 9784620322308

19
いつだってボナペティ! : 料理家ジュリア・チャ
イルド自伝

ジュリア・チャイルド, ア
レックス・プルドーム著 ;

野口深雪訳
中央公論新社 2009 9784120040818

20 もう一度風を変えよう : 先達者からの応援歌 藤井治枝著 ドメス出版 2010 9784810707489

21
ピース・ウーマン : ノーベル平和賞を受賞した
12人の女性たち

アンゲリーカ・U・ロイッ

ター, アンネ・リュッファー著

; 松野泰子, 上浦倫人訳
英治出版 2009 9784862760449

22
太陽はみんなのものだ : 建築公害に挑戦し、本
音で生きた91歳の人生

佐藤きよ子著 ウインかもがわ 2010 9784903882260

23
わたしはマララ : 教育のために立ち上がり、タ
リバンに撃たれた少女

マララ・ユスフザイ, クリ
スティーナ・ラム著 ; 金原

瑞人, 西田佳子訳
学研パブリッシング 2013 9784054058460

24 経済からみたリスク 橘木俊詔 [ほか] 編集 岩波書店 2007 9784000281324

25
もうひとつのノーベル平和賞 : 平和を紡ぐ1000

人の女性たち

青山薫, 石原みき子, 松本真
紀子日本語版プロジェクト

コーディネーター
金曜日 2008 9784906605545
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26 職業は武装解除 瀬谷ルミ子著 朝日新聞出版 2011 9784022507464

27 女性のための法律 金井正元著 日本評論社 2010 9784535517523

28 女性弁護士の歩み : 3人から3000人へ
日本弁護士連合会両性の平

等に関する委員会編
明石書店 2007 4750325112

29
ブルー・セーター : 引き裂かれた世界をつなぐ
起業家たちの物語

ジャクリーン・ノヴォ
グラッツ著 ; 北村陽子訳

英治出版 2010 9784862760616

30
はじめての国際協力 : 変わる世界とどう向きあ
うか

内海成治編 昭和堂 2012 9784812211748

31
開発援助と人類学 : 冷戦・蜜月・パートナー
シップ

佐藤寛, 藤掛洋子編著 ;

鈴木紀 [ほか執筆]
明石書店 2011 9784750334103 ※

32
国境をこえた地域づくり : グローカルな絆が生
まれた瞬間 (とき)

西川芳昭, 木全洋一郎,

辰己佳寿子編
新評論 2012 9784794808974

33
国際協力のレッスン : 地球市民の国際協力論入
門

牧田東一編著 学陽書房 2013 9784313340220

34
国際協力専門員 : 技術と人々を結ぶファシリ
テータたちの軌跡

林俊行編 新評論 2008 9784794807878

35
ミレニアム開発目標世界から貧しさをなくす8

つの方法
動く→動かす編 合同出版 2012 9784772610919

36 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 9784822201838

37 多文化共生キーワード事典
多文化共生キーワード
事典編集委員会編

明石書店 2010 9784750331966

38
あなたも社会起業家に! : 走る・生きる十五のス
トーリー

油井文江編著
富山房インターナショ
ナル

2012 9784905194330

39 社会起業家という仕事 渡邊奈々著 日経BP社 2007 9784822246181

40 社会起業入門 : 社会を変えるという仕事 神野直彦, 牧里毎治編著 ミネルヴァ書房 2012 9784623062546

41
女性起業家に学ぶ : 自己表現による自分おこし
から街おこし・村おこしへ

今井朗子編 松本大学出版会 2010 9784902915150

42
10万人のホームレスに住まいを! : アメリカ「社
会企業」の創設者ロザンヌ・ハガティの挑戦

青山?著 ; ロザンヌ・ハ
ガティ対談

藤原書店 2013 9784894349148

43
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

44
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

45 「女縁」を生きた女たち 上野千鶴子編 岩波書店 2008 9784006031718

46 団塊格差 三浦展著 文藝春秋 2007 9784166605590

47
現代奴隷制に終止符を! : いま私たちにできるこ
と

ケビン・ベイルズ著 ; 大
和田英子訳

凱風社 2011 9784773635065

48 ジェンダーの社会学 伊藤公雄著 放送大学教育振興会 2008 9784595308512

49 会社は2年で辞めていい 山崎元著 幻冬舎 2007 9784344980662

50 微笑みの国の工場 : タイで働くということ 平井京之介著 臨川書店 2013 9784653042327
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51 プライドワーク : 自分をつくる働き方 今一生著 春秋社 2007 9784393495285

52 暴力とジェンダー : 連続講義
林博史, 中村桃子, 細谷
実編著

白澤社 2009 9784768479315

53 ジェンダーの系譜学
ジェニファー・ジャー
モン [著] ; 左古輝人訳

法政大学出版局 2012 9784588009860

54
女性の人権とジェンダー : 地球規模の視座に
立って

マージョリー・アゴシ
ン編著 ; 堀内光子 [ほか]

訳
明石書店 2007 9784750326900

55 格差社会を生きる : 男と女の新ジェンダー論 杉井静子著 かもがわ出版 2008 9784780302011

56
「性」の分割線 : 近・現代日本のジェンダーと
身体

荻野美穂編著 青弓社 2009 9784787232939

57 女性史・ジェンダー史
天野正子 [ほか] 編集委員 ;

斎藤美奈子編集協力 ; 加納

実紀代解説
岩波書店 2009 9784000281454

58 ジェンダーの地平 植野妙実子, 林瑞枝編著 中央大学出版部 2007 9784805761670

59
母性と仕事に揺れる三十代 : イタリア女性たち
は語る

マリーナ・ピアッツァ著 ;

伊藤あき子, 進藤多代訳
ミネルヴァ書房 2007 9784623047796

60
アップルパイ神話の時代 : アメリカモダンな主
婦の誕生

原克著 岩波書店 2009 9784000220491

61 母性のゆくえ : 「よき母」はどう語られるか
エリザベート・バダン
テール著 ; 松永りえ訳

春秋社 2011 9784393366325

62 家族の変容と暴力の国際比較 古橋エツ子編 明石書店 2007 9784750324937

63 「少女」の社会史 今田絵里香著 勁草書房 2007 4326648783

64
テクノ/バイオ・ポリティクス : 科学・医療・技
術のいま

舘かおる編著 作品社 2008 9784861821783

65
セクシィ・ギャルの大研究 : 女の読み方・読ま
れ方・読ませ方

上野千鶴子著 岩波書店 2009 9784006002176

66
働きながら、社会を変える。 : ビジネスパーソ
ン「子どもの貧困」に挑む

慎泰俊著 英治出版 2011 9784862760913

67
タイ・ビルマ国境の難民診療所 : 女医シンシ
ア・マウンの物語

宋芳綺著 ; 松田薫編訳 新泉社 2010 9784787710086

68 ケアとサポートの社会学 三井さよ, 鈴木智之編 法政大学出版局 2007 9784588672064

69
女性百年 : 教育・結婚・職業 : いかに生きた
か、いかに生きるか

「女性百年」刊行委員
会編

東北大学出版会 2009 9784861631191

70
砂漠に創った世界一の学校 : 学力世界ナンバーワンの

生徒を育てた日本人女性校長、涙のビジネス戦記

スワーダ・アル・ムダ
ファーラ著

アスペクト 2009 9784757216372

71 女子校という選択 おおたとしまさ著 日本経済新聞出版社 2012 9784532261818

72
岐阜大学女性研究者ロールモデル集 : 輝く先輩からの

メッセージ : 平成22年度文部科学省科学技術振興調整

費「女性研究者支援モデル育成」事業

岐阜大学男女共同参画
推進室編

岐阜大学男女共同参画
推進室

2011

73 理系研究者ロールモデル集 :  2
奈良先端科学技術大学
院大学男女共同参画室

[2010]

74
静岡大学「女性研究者と家族が輝くオンデマンド支

援」報告書 : 文部科学省科学技術振興調整費「女性研
究者支援モデル育成」事業 : 平成22年度

鯉沼葉子, 白木由香編
静岡大学男女共同参画
推進室

2009

75
TCU ROLE MODEL : 東京都市大学女性研究者
紹介

東京都市大学女性研究
者支援室

2010

3 / 4 ページ



第7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

76 ジェンダーと国際教育開発 : 課題と挑戦
菅野琴, 西村幹子, 長岡
智寿子編著

福村出版 2012 9784571410475

77
ヨカッタさがしの子育て論 : 「子どものしあわ
せ」格差か平等か

浅井春夫著 草土文化 2007 9784794509703

78
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 9784591111529 ※

79 分別される生命 : 二〇世紀社会の医療戦略 川越修, 鈴木晃仁編著 法政大学出版局 2008 9784588672095 ※

80 日本の生命倫理 : 回顧と展望 高橋隆雄, 浅井篤編 九州大学出版会 2007 9784873789439

81 生命倫理学の誕生
アルバート・R・ジョン
セン著 ; 細見博志訳

勁草書房 2009 9784326101894

82 死の人間学 袖井孝子編著 金子書房 2007 9784760895267

83 医療における子どもの人権
栃木県弁護士会「医療におけ

る子どもの人権を考えるシン

ポジウム」実行委員会編
明石書店 2007 9784750326627

84 困ってるひと 大野更紗著 ポプラ社 2011 9784591124765 ※

85 この国で産むということ 野田聖子, 根津八紘著 ポプラ社 2011 9784591120569

86 ともに生きる : たとえ産声をあげなくとも
流産・死産経験者で作
るポコズママの会編集

中央法規出版 2007 9784805828991

87
産む・産まない・産めない : 女性のからだと生
きかた読本

松岡悦子編 講談社 2007 9784061498761

88
ウーマンズヘルス : 女性のライフステージとヘ
ルスケア

久米美代子, 飯島治之編
著

医歯薬出版 2007 9784263234891

89
女性医師の働く環境改善のための提言 : 医療における

男女共同参画社会の実現のために : 2007年5月

全国保険医団体連合会
女性部 [編]

全国保険医団体連合会 2007

90
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

91 看護職の社会学 佐藤典子著 専修大学出版局 2007 9784881251836

92
「ナースのお悩み」相談室 : 転職・結婚・子育
て・人間関係

ナースビーンズスマー
トナース編集室編著

メディカ出版 2007 9784840421034

93
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

94
揺らぐ性・変わる医療 : ケアとセクシュアリ
ティを読み直す

根村直美編著 明石書店 2007 9784750326504

95 観光人類学の挑戦 : 「新しい地球」の生き方 山下晋司著 講談社 2009 9784062584302

96
少女マンガジェンダー表象論 : 「男装の少女」
の造形とアイデンティティ

押山美知子著 彩流社 2007 4779112443

97
脱がない、媚びない、NOと言えるアイドル : 制
服向上委員会の生き残り戦略

橋本美香著
ヤマハミュージックメ
ディア

2012 9784636881820

98 Noと言わない生き方 : 自分の人生への責任と愛 足立禮子著 三五館 2007 9784883204021

99 家族の肖像 : ホームドラマとメロドラマ 岩本憲児編 森話社 2007 9784916087744

100 父と子の思想 : 日本の近代を読み解く 小林敏明著 筑摩書房 2009 9784480064905

※No.16, 31, 78, 79, 84　の図書は附属図書館でも所蔵しています。
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