
図書一覧表   [ ジェンダー論・男女共同参画]
平成29年3月末日現在

NO 題名 著者 出版社

禁貸出岩波女性学事典 岩波書店

1 夫と妻のための新・専業主婦論争 中村　仁 中央公論新社
2 ドキュメント　時代を拓いた女性たち 中村　仁 中央公論新社
3 男と女　変わる力学 鹿嶋　敬 岩波新書
4 豊かな人生のために 生涯学習館
5 女が考えねば、この国は本当に消えて行く！ 光藤　亜沙美 新風舎
6 男女共同参画社会をつくる 大沢　真理 日本放送出版協会
7 少子化をのりこえたデンマーク 湯沢　雍彦 朝日選書
8 張扇一筋ジェンダー講談 宝井　琴桜 悠飛社
9 現代日本の女性と人権 富岡　恵美子 明石書店

10 ザ・フェミニズム 上野　千鶴子　　小倉　千加子 筑摩書房
11 近代フェミニズムの誕生 安達　みち代 世界思想社
12 ２０人の男たちと語る性と政治 松井　やより 御茶の水書房
13 女性史は可能か ミシェル・ペロー 藤原書店
14 主婦再生　自分と向きあう１０の講座 石川　結貴 本の時遊社
15 フェミニズム的転回 大越　愛子 現代書館
16 あのとき、この人 縫田　曄子 ドメス出版
17 家族本４０ 山田　昌弘 平凡社
18 お笑いジェンダー論 瀬地山　角 勁草書房
19 歴史の中のジェンダー 網野　善彦　他 藤原書店
20 ヨーロッパ・ジェンダー研究の現在 姫岡　とし子 御茶の水書房
21 ジェンダー化される身体 萩野　美穂 勁草書房
22 自分らしさとわがままの境で アンヌ・ガリグ 草思社
23 ラディカルに語れば・・・ 上野　千鶴子 平凡社
24 ジェンダー秩序 江原　由美子 勁草書房
25 文学・ジェンダー・＜新しい女＞「青鞜」という場 飯田　祐子 森話社
26 フェミニズムとリベラリズム 江原　由美子 勁草書房
27 ポルノグラフィと性差別 キャサリン・マッキノン　他 青木書店
28 「産まない女」として生きるあなたへ リンダ・H・アントン 積信堂
29 男であることを拒否する J・ストルテンバーグ 勁草書房
30 男女共同参画推進条例のつくり方 山下　泰子・橋本　ヒロ子・齋藤　誠 ぎょうせい
31 ２１世紀の女性政策と男女共同参画社会基本法 大沢　真理 ぎょうせい
32 アメリカ・フェミニズムのパイオニアたち 武田　貴子　他 彩流社
33 女性のための相談」事業ハンドブック 大阪府立女性総合センター 大阪府男女協働社会づくり財団
34 女性情報とライブラリー活動 大阪府立女性総合センター 大阪府男女協働社会づくり財団
35 メディア・リテラシーとジェンダー 大阪府立女性総合センター 大阪府男女協働社会づくり財団
36 女性グループ・ネットワークのための組織開発ハンドブック 大阪府立女性総合センター 大阪府男女協働社会づくり財団
37 人と情報を結ぶ情報相談ハンドブック 大阪府立女性総合センター 大阪府男女協働社会づくり財団
38 男と女　変わる力学 鹿嶋　敬 岩波新書
39 ドイツ女性の歩み 河合　節子　他 三修社
40 母性愛神話との戦い 大日向　雅美 草土文化
41 女性学教育/学習　ハンドブック 国立女性教育会館 有斐閣
42 女性のデータブック　　第３版 井上輝子・江原由美子 有斐閣
43 叩かれる女たち 長谷川　清美
44 カラダと気持ち 荒木　乳根子 三五館
45 ジェンダー・フリーは止まらない 上野　千鶴子 松香堂
46 女の社会史 大口　勇次郎 出川出版社
47 女性文化とジェンダー 橋本　盛作 御茶の水書房
48 読む事典　女性学 ヘレナ・ヒラータ　他 藤原書店
49 日本農村の女性たち 光岡　浩二 日本経済評論社
50 韓国社会とジェンダー 趙　惠　貞 法政大学出版局
51 男女協働社会の創造 金平　輝子 ぎょうせい
52 家族に潜む権力 ユーラン・アーネ 青木書店
53 イギリス近代フェミニズム運動の歴史像 河村　貞枝 明石書店
54 男女平等の本 インゲル・ヨハンネ
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図書一覧表   [ ジェンダー論・男女共同参画]
平成29年3月末日現在

NO 題名 著者 出版社
55 男女共同参画統計データブック　日本の女性と男性　２００３ 独立行政法人国立女性教育会館 ぎょうせい
56 杉並の女性史ー明日への水脈ー 杉並区女性史編さんの会 ぎょうせい
57 秋田県婦人人生記録史
58 岐阜県女性史　まん真ん中の女たち 岐阜県女性史編集委員会 慶進社
59 さがの女性史 佐賀県女性と生涯学習財団 佐賀新聞社
60 時代を生きる女性たち 北村　玲子 草の根出版会
61 中西珠子国会発言集 NPO法人女性連帯基金
62 地域リーダー養成マニュアル ジェンダーイコールソサエティ
63 女と男の時空Ⅰ　ヒメとヒコの時代―原始･古代― 編者　河野　信子 藤原書店
64 女と男の時空Ⅱ　おんなとおとこの誕生―古代から中世へ― 編者　伊東　聖子・河野　信子 藤原書店
65 女と男の時空Ⅲ　女と男の乱―中世― 編者　岡野　治子 藤原書店
66 女と男の時空Ⅳ　爛熟する女と男―近世― 編者　福田　光子 藤原書店
67 女と男の時空Ⅴ　鬩ぎ合う女と男―近代― 編者　奥田　暁子 藤原書店
68 女と男の時空Ⅵ　溶解する女と男　21世紀の時代へ向けて―現代―編者　山下　悦子 藤原書店
69 年表・女と男の日本史 ｢女と男の時空｣編纂委員会　編 藤原書店
70 ジェンダーフリーな住まいを創る 石井　恵子

71 03女性と政治キャンペーン～女性議員を50％に～　報告書
｢’03女性と政治キャンペーン｣呼びかけ人
事務局

72 女性議員比率上昇に関する影響調査～女性は違いをつくれるか～ NPO法人フィフティ･ネット
73 キャリア形成に生涯学習をいかした女性たち 国立女性教育会館
74 次世代育成と公民館 国立女性教育会館
75 生き延びるための思想　ジェンダー平等の罠 上野　千鶴子 岩波書店
76 春香伝 横山　景子　／　徐　正塤　訳 泰一社
77 男女共同参画の時代 鹿嶋　敬 岩波新書
78 ジェンダーを科学する　男女共同参画を実現するために 編者　松本　伊瑳子　・　金井　篤子 ナカニシヤ出版
79 できれば幸せに働きたい　働く女（ひと）の身の振り方 日本経済新聞生活情報部　編 日本経済新聞社
80 女の人生選び　仕事・結婚・生きがい－リスクをどう最小限にするか竹信　三恵子 はまの出版
81 モダンガール論 齋藤　美奈子 文春文庫
82 冠婚葬祭のひみつ 齋藤　美奈子 岩波新書
83 それってどうなの主義 齋藤　美奈子 白水社
84 たまには時事ネタ 齋藤　美奈子 中央公論社
85 LOVE　brain　行為を紡ぐ男性脳　言葉を紡ぐ女性脳 黒川　伊保子 ＰＨＰ研究所
86 男性の「生き方」再考　メンズリブからの提唱 中村　彰 世界思想社
87 地図でみる日本の女性 武田　祐子 ・ 木下禮子　編著 明石書店
88 男を脱ぐ！ジェンダーが救う新サラリーマン幸福論 蔦森　樹 全日出版
89 ベアテと語る女性の幸福と憲法 村山　アツ子 晶文社
90 ジェンダーの語られ方　メディアのつくられ方 諸橋　泰樹 現代書館
91 メディア・リテラシー　ジェンダー編 鈴木　みどり　編集 リベルタ出版
92 セクハラはこうして行なわれれる 君嶋　護男 （財）女性労働協会
93 ジェンダーの社会学　入門 江原由美子/山田昌弘 岩波書店
94 女性学をつなぐ 女性学研究会　編著 新水社
95 「なぜ男女別学は子どもをのばすのか」 中井　俊巳 学研パブリッシング
96 離婚と子どもの幸せー面会交流・養育費を男女の視点から考える日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会明石書店
97 宇宙聖書・未来は女性が創る 宇場　稔 株式会社　ヴォイス
98 ゲイでええやん。カミングアウトは息子からの生きるメッセージ伊藤　真美子 東京シューレ出版
99 父親再生 信田　さよ子 ＮＴＴ出版

100 放送ウーマンのいま：厳しくて面白いこの世界 日本女性放送者懇談会編 ドメス出版
101 メディアとジェンダー 国広　陽子　東京女子大学女性学研究所小社刊
102 ジェンダー平等の種を蒔きつづけて…藤枝澪子の足跡… 特定非営利活動法人　グループみこし （特活）グループみこし
103 「変わってしまった女」と「変わりたくない男」男女共同参画ノート三浦　清一郎 学文社
104 夫源病・こんなアタシに誰がした 石蔵　文信 大阪大学出版会
105 女って大変。 澁谷　智子 医学書院
106 ここがおかしい男女共同参画 山本　彰 世界日報社
107 女たちが動く みやぎの女性支援を記録する会 生活思想社
108 ジェンダーフリー・バッシング 日本女性学会・ジェンダー研究会編 明石書店
109 男女共同参画による日本社会の経済経営地域活性化戦略 吉田浩 河北新報出版センター
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NO 題名 著者 出版社
110 家事労働ハラスメント 竹信　三恵子 岩波新書
111 ２人が「最高のチーム」になるワーキングカップルの人生戦略 小室　淑恵 栄治出版
112 これからも働き続けるあなたへ働く女性の不安をやわらげる42の処方箋太田　彩子 大和書房
113 チームを動かす！リーダー術 小室　淑恵 学研パブリッシング
114 イマドキ男子をタフに育てる本 岩室　伸也 日本評論社
115 同性愛ってなに　一問一答 遠藤　和士　　ひびの　まこと　 株式会社　解放出版社
116 女性たちの貧困“新たな連鎖”の衝撃 NHK「女性の貧困」取材班 幻冬舎
117 「オトコらしくない」から、うまくいく 佐藤　悦子　　清野　由紀 日本経済新聞出版社
118 虹色の本棚－LGBTブックガイド－ 原ミナ汰　土肥いつき　 三一書房

119
モモタロー・ノー・リターン＆サルカニバイオレンス－昔むか
しジェンダーがありましたとさ－

奥山和弘 十月舎

120 男がつらいよ　絶望時代の希望の男性学 田中俊之 KADOKAWA
121 「居場所」のない男　「時間」のない女 水無田気流 日本経済新聞出版社
122 終わった人 内館牧子 講談社
123 男子問題の時代？ 多賀太 学文社

124
くまのトーマスはおんなのこ　ジェンダーとゆうじょうについ
てのやさしいおはなし

ジェシカ・ウォルトン ポット出版プラス

125 主夫になってはじめてわかった主婦のこと 中村シュフ 猿江商會
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