
男女共同参画推進室　蔵書 2019年1月

取扱ジャンル一覧

　ジャンルNo ジャンル 冊数
1 男女共同参画 40
2 ダイバーシティ 12
3 女性のキャリア 67
4 ワークライフバランス 24
5 結婚・妊娠・出産 13
6 育児 68
7 男性の育児 26
8 家事 5
9 健康 17
10 福祉・介護 44
11 家族 20
12 ジェンダー 164
13 研究者向・語学等 52
14 ハラスメント 7
15 自己啓発 50
16 こども 11
17 その他 29

18 論文 5
19 ロールモデル 55
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■男女共同参画推進室　蔵書リスト■ 総蔵書数: 709冊 2019年1月

ジャンル 貸し出し用No 著作名 発行元 著者名 発行年

男女共同参画 男女共同参画　1 男女共同参画社会をつくる 日本放送出版協会 大沢真理 2002
男女共同参画 男女共同参画　2 どこまで進んだ男女共同参画 日本学術会議事務局編 日本学術協力財団 黒川清　他 2006

男女共同参画 男女共同参画　3 京都大学男女共同参画への挑戦 明石書店
京都大学女性研究者支援
センター編

2008

男女共同参画 男女共同参画　4
男女共同参画社会を超えて―男女平等・ダイバーシティ（多様性）
が受容、尊重される社会の確立に向けて―

新水社 篠原收 2008

男女共同参画 男女共同参画　5 男女共同参画のために―政策提言 東北大学出版会
辻村みよ子・河上正二・
水野紀子　編

2008

男女共同参画 男女共同参画　6
ポジティブ・アクションの可能性
男女共同参画社会の制度デザインのために

ナカニシヤ出版 田村哲樹・金井篤子　編 2007

男女共同参画 男女共同参画　7 男女共生社会の大学　文科省セクハラ規程から大学評価へ 社会評論社 秦澄美枝 2007

男女共同参画 男女共同参画　8
男女同権は女性を幸福にしない
「女女格差」「少子化」を助長しているのは誰か

ＰＨＰ研究所 山下悦子 2009

男女共同参画 男女共同参画　9 男女共同参画統計データブック 2012―日本の女性と男性 (2012) （株）ぎょうせい
（独）国立女性教育会
館、伊藤陽一

2012

男女共同参画 男女共同参画　10 男女共同参画社会と市民 武蔵野大学出版会 藤原千賀 2012
男女共同参画 男女共同参画　11 「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 学文社 三浦清一郎 2009

男女共同参画 男女共同参画　12 世界のポジティヴ・アクションと男女共同参画 東北大学出版会 辻村みよ子 2004

男女共同参画 男女共同参画　13 男女雇用機会均等法 21世紀職業財団 21世紀職業財団 2007
男女共同参画 男女共同参画　14 男女共同参画社会データ集2013年度版 三冬社 2013
男女共同参画 男女共同参画　15 雇用平等法の新たな展開 日本労働法学会 日本労働法学会 2011

男女共同参画 男女共同参画　16
同一価値労働同一賃金の実施システム：
公平な賃金の実現にむけて

有斐閣 森ます美・浅倉むつ子 2010

男女共同参画 男女共同参画　17 男女共同参画白書（H26') ウィザップ 内閣府男女共同参画局 2014

男女共同参画 男女共同参画　18 オクスファム男女共同参画研修マニュアル-教室での実践例付 北樹出版
ウイリアム・スザンヌム
アウ・アデリーナ、川中

2011

男女共同参画 男女共同参画　19 女たちが動く：東日本大震災と男女共同参画視点の支援 生活思想社
みやぎの女性支援を記憶
する会

2012

男女共同参画 男女共同参画　20 男女共同参画時代の女性農業者と家族 ドメス出版 天野寛子・粕谷美砂子 2008
男女共同参画 男女共同参画　21 男女共同参画データ集　2013’ 三冬社 2013

男女共同参画 男女共同参画　22
Ｑ＆Ａ男女共同参画/ジェンダーフリーバッシング
バックラッシュへの徹底反論

明石書店
日本女性学会ジェンダー
研究会

2006

男女共同参画 男女共同参画　23 男と女で「半分こ」イズム　主夫でもなく主婦でもなく 学陽書房 育児連編 1989
男女共同参画 男女共同参画　24 ノルウェーを変えた髭のノラ　男女平等社会はこうしてできた 明石書房 三井マリ子 2010

男女共同参画 男女共同参画　25 ジェンダー視点の実践活動　未来につなげる男女共同参画 生活思想社
池田政子＆やまなしのな
かまたち

2013

男女共同参画 男女共同参画　26
「男女共同参画」が問いかけるもの：
現代日本社会とジェンダー・ポリティクス　増補新版

インパクト出版会 伊藤公雄 2009

男女共同参画 男女共同参画　27 男女機会均等社会への挑戦 彩流社 岡沢憲芙 2014
男女共同参画 男女共同参画　28 男女共同参画白書　平成17年版 国立印刷局 内閣府男女共同参画局 2005
男女共同参画 男女共同参画　29 男女共同参画白書　平成18年版 国立印刷局 内閣府男女共同参画局 2006
男女共同参画 男女共同参画　30 男女共同参画白書　平成19年版 日経印刷 内閣府男女共同参画局 2007
男女共同参画 男女共同参画　31 男女共同参画白書　平成20年版 佐伯印刷 内閣府男女共同参画局 2008
男女共同参画 男女共同参画　32 男女共同参画白書　平成21年版 佐伯印刷 内閣府男女共同参画局 2009
男女共同参画 男女共同参画　33 男女共同参画白書　平成22年版 中和印刷 内閣府男女共同参画局 2010
男女共同参画 男女共同参画　34 男女共同参画白書　平成23年版 中和印刷 内閣府男女共同参画局 2011
男女共同参画 男女共同参画　35 男女共同参画白書　平成24年版 ウィザップ 内閣府男女共同参画局 2012
男女共同参画 男女共同参画　36 男女共同参画社会データ集　2009年版 三冬社 三冬社 2009
男女共同参画 男女共同参画　37 男女共同参画社会データ集　2011年版 三冬社 三冬社 2011
男女共同参画 男女共同参画　38 男女共同参画白書〈平成27年版〉 勝美印刷 内閣府男女共同参画局 2015
男女共同参画 男女共同参画　39 女性活躍後進国ニッポン 岩波書店 山田　昌弘 2015
男女共同参画 男女共同参画　40 日本の男女共同参画政策　―　国と地方公共団体の現状と課題 東北大学出版会 辻村みよ子・稲葉馨 2005
ダイバーシティ ダイバーシティ　1 ダイバシティ・マネジメント　多様性をいかす組織 白桃書房 谷口真美 2005
ダイバーシティ ダイバーシティ　2 ダイバーシティ・マネジメントの観点からみた企業におけるジェンダー 学文社 杉田あけみ 2006

ダイバーシティ ダイバーシティ　3
ダイバーシティ・マネジメントの研究
―在米日系企業と在日米国記号の実態調査を通して―

文眞堂 有村貞則 2007

ダイバーシティ ダイバーシティ　4 個を活かすダイバーシティ戦略 マーサージャパンwith C-Suite Club ファーストプレス 2008

ダイバーシティ ダイバーシティ　5 実践ダイバーシティマネジメント　何をめざし、何をすべきか 英治出版
リクルート　ＨＣソ
リューショングループ

2008

ダイバーシティ ダイバーシティ　6 異質は人材を活かせ　ダイバーシティの潮流と現実 日経ＢＰ出版センター 日経ＢＰ出版センター 2009
ダイバーシティ ダイバーシティ　7 ダイバーシティと女性活躍の推進：グローバル化時代の人材戦略：報告書 経済産業調査会 経済産業省編 2012
ダイバーシティ ダイバーシティ　8 人間共生学への招待 ミネルヴァ書房 島田燁子、小泉博明 2012
ダイバーシティ ダイバーシティ　9 世代間連帯 岩波書店 上野千鶴子、辻元清美 2009
ダイバーシティ ダイバーシティ　10 グローバル化を超えて：脱成長期日本の選択 日本経済新聞社 西川潤 2011

ダイバーシティ ダイバーシティ　11 パートの職務明確化と公正な処遇 経営書院 松田憲二 2008

ダイバーシティ ダイバーシティ　12 ソーシャルデザイン・アトラス：社会が輝くプロジェクトとヒント 鹿島出版会 山崎亮 2012

女性のキャリア 女性のキャリア　1 時代を開く女性リーダー
―行政・大学・企業・団体での人材育成支援

明石書店
国立女性教育会館・
有馬真喜子・原ひろ子

2008

女性のキャリア 女性のキャリア　2 女性の人材開発 ナカニシヤ出版
川喜多喬（編）・
　小池和男（監修）

2006

女性のキャリア 女性のキャリア　3 女性のキャリアデザイン　新版－働き方・生き方の選択 学文社 青島祐子 2007
女性のキャリア 女性のキャリア　4 「婚・産・職」女の決めどき 大和書房 牛窪恵 2010
女性のキャリア 女性のキャリア　5 働く女性が35歳の壁を乗り越えるためのヒント 河出書房新社 錦戸かおり 2009
女性のキャリア 女性のキャリア　6 女性の品格 ＰＨＰ研究所 坂東眞理子 2006
女性のキャリア 女性のキャリア　7 私はこうして受付からCEOになった ダイヤモンド社 カーリー・フィオリーナ 2007
女性のキャリア 女性のキャリア　8 デキる女には「ウラ」がある あさ出版 柏木理佳 2009
女性のキャリア 女性のキャリア　9 結局、女はキレイが勝ち。 マガジンハウス 勝間和代 2009
女性のキャリア 女性のキャリア　10 男にナイショの成功術　―　５０人の「キャリアの軌跡」 日本経済新聞社 日本経済新聞生活情報部 2006
女性のキャリア 女性のキャリア　11 働くママが日本を救う！「子連れ出勤」という就業スタイル 毎日コミュニケーションズ 光畑由佳 2009

女性のキャリア 女性のキャリア　12 女性が変える日本経済 日本経済新聞出版社
小峰　隆夫，日本経済研
究センター　編

2008

女性のキャリア 女性のキャリア　13 「農」と「食」の女性起業 : 農山村の「小さな加工」 新評論 関満博, 松永桂子 2010

女性のキャリア 女性のキャリア　14 貴女を輝かせるキャリアデザイン 中央大学出版部
広岡守穂, 木本喜美子,
西山昭彦編

2010

女性のキャリア 女性のキャリア　15 お茶の水女子大学特別講義 世界を変えた10人の女性 文藝春秋 池上彰 2013
女性のキャリア 女性のキャリア　16 女性のキャリア継続ー正規と非正規のはざまで 勁草書房 乙部由子 2010
女性のキャリア 女性のキャリア　17 グローバル人材になれる女性のシンプルな習慣 ＰＨＰ研究所 中林美恵子 2012
女性のキャリア 女性のキャリア　18 既婚女性の就業とネットワーク ミネルヴァ書房 安河内恵子 2008
女性のキャリア 女性のキャリア　19 一歩前に踏み出す勇気を与える女性経営者100人の言葉 きこ書房 菅原智美 2012
女性のキャリア 女性のキャリア　20 稼ぐ妻　育てる夫 勁草書房 治部れんげ 2009
女性のキャリア 女性のキャリア　21 サラリーウーマン　幸せ研究所　LIFE編 日本経済新聞出版社 小林由紀子+日経ウーマン 2006
女性のキャリア 女性のキャリア　22 サラリーウーマン　幸せ研究所　WORK編 日本経済新聞出版社 小林由紀子+日経ウーマン 2007
女性のキャリア 女性のキャリア　23 働く女性の24時間 日本経済新聞社 野村浩子 2005
女性のキャリア 女性のキャリア　24 はたらくママの必ず片付く魔法の4ステップ オークラ出版 デビー・ウイリアムズ 2004
女性のキャリア 女性のキャリア　25 ちょいブスの時代：仕事と恋愛の革命的変化 宝島社 常見陽平 2013
女性のキャリア 女性のキャリア　26 自分道：自分をつらぬき歴史を作った女たち 角川SSコミュニケーションズ 玉岡かおる 2009
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ジャンル 貸し出し用No 著作名 発行元 著者名 発行年

女性のキャリア 女性のキャリア　27 働く女子の夢：26人の働き方、夢、なりたい自分 いろは出版
日本ドリームプロジェク
ト

2011
女性のキャリア 女性のキャリア　28 女性労働・非正規雇用 旬報社 宮里邦雄、徳住賢治 2009
女性のキャリア 女性のキャリア　29 フランス女性の働き方：仕事と人生を楽しむコツ 日本経済新聞社 ミレイユ・ジュリアーノ 2010
女性のキャリア 女性のキャリア　30 働く女性の母性保護 学習の友社 駒田富枝 2011
女性のキャリア 女性のキャリア　31 キャリア・パスの壁を破る：韓国の働く女性をめぐって 八千代出版 森田園子 2011
女性のキャリア 女性のキャリア　32 国境を越えるアジアの家事労働者：女性たちの生活戦略 世界思想社 上野加代子 2011
女性のキャリア 女性のキャリア　33 働く女性28歳からの仕事のルール すばる舎 田島弓子 2012
女性のキャリア 女性のキャリア　34 女性の働き方 ミネルヴァ書房 武石恵美子 2009
女性のキャリア 女性のキャリア　35 清少納言‘受難’の近代「新しい女」の季節に遭遇して 新典社 宮埼荘平 2009
女性のキャリア 女性のキャリア　36 LEAN　IN　女性、仕事、リーダーへの意欲 日本経済新聞社 シェリル・サンドバーグ 2013
女性のキャリア 女性のキャリア　37 猿橋勝子という生き方 岩波書店 米沢冨美子 2009
女性のキャリア 女性のキャリア　38 働くママのための定時に帰る仕事術 ウイーヴ ローラ・スタック 2007
女性のキャリア 女性のキャリア　39 専業主婦になるということ あけび書房 野崎佐知 2014
女性のキャリア 女性のキャリア　40 野心のすすめ 講談社 林真理子 2013
女性のキャリア 女性のキャリア　41 英語で聞く世界を変えた女性のことば ＩＢＣパブリッシング ニーナ・ウェグナー 2014

女性のキャリア 女性のキャリア　42 女性人材の活躍2014
日本生産性本部　生産性教育
センター

日本生産性本部生産性労
働情報センター

2014

女性のキャリア 女性のキャリア　43 専業主婦はいま　多様化と個性化の中で ミネルヴァ書房 藤井治枝 2002
女性のキャリア 女性のキャリア　44 ミシェル・オバマ　愛が生んだ奇跡 アートデイズ

ディヴィット・コルバー
ト

2009

女性のキャリア 女性のキャリア　45 聡明な女性の時間の節約生活
1日24時間がプラス2時間に変わる！

三笠書房 あらかわ菜美 2005

女性のキャリア 女性のキャリア　46 ワーキングマザーの生活と夢 文芸社 藤澤和子 2004
女性のキャリア 女性のキャリア　47 「ワタシ時間」をつくる時間簿のすすめ 講談社 あらかわ菜美 1999

女性のキャリア 女性のキャリア　48 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

大阪大学出版会 松田祐子 2009

女性のキャリア 女性のキャリア　49 ウイグルの母　ラビア・カーディル自伝：中国に一番憎まれている女性 ランダムハウス講談社

ラビア・カーディル：ア
レクサンドラ・カヴェー
リウス（著）、水谷尚
子、熊河　浩（訳）

2009

女性のキャリア 女性のキャリア　50 女性校長のキャリア形成：公立小・中学校校長554人の声を聞く 向学社
女子教育問題研究会
（編）

2009
女性のキャリア 女性のキャリア　51 転勤と既婚女性のキャリア形成 白桃書房 三善勝代 2009

女性のキャリア 女性のキャリア　52 高校の「女性」校長が少ないのはなぜか：
都道府県別分析と女性校長インタビューから探る

学文社 河野銀・村松泰子 2011

女性のキャリア 女性のキャリア　53 女性同士の争いはなぜ起こるのか：主婦論争の誕生と終焉 青土社 妙木忍 2009

女性のキャリア 女性のキャリア　54 国際女性　No.28　特集：第7.8次日本レポートに対するコメント
安保理決議1325に基づく日本の国別行動計画策定の動向

向学社
国際女性の地位協会
（編）

2014

女性のキャリア 女性のキャリア　55 ワーキングママの本音 ナカニシヤ出版 安藤香織 2006
女性のキャリア 女性のキャリア　56 大卒女性の働き方 日本労働研究機構 脇坂明 2001
女性のキャリア 女性のキャリア　57 働く女性への支援に関する国際比較　研究報告 総合研究開発機構 1994
女性のキャリア 女性のキャリア　58 働く女性への支援に関する国際比較　資料編 総合研究開発機構 1994
女性のキャリア 女性のキャリア　59 女性のための知的幸福論 現代書林 佐々木雅浩 2002
女性のキャリア 女性のキャリア　60 しびれるほど仕事を楽しむ女たち 日経ウーマン 日経ＷＯＭＡＮ編集部 2008
女性のキャリア 女性のキャリア　61 これが女の出世道 徳間書店 とらばーゆ編集部 2007
女性のキャリア 女性のキャリア　62 女性の賞辞典 紀伊国屋書店 日外アソシエーツ 2014
女性のキャリア 女性のキャリア　63 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 学研マーケティング マララ・ユスフザイ 2013
女性のキャリア 女性のキャリア　64 企業を変える 女性のキャリア・マネージメント 中央大学出版部 金谷千慧子 2003

女性のキャリア 女性のキャリア　65 女たちは管理職をめざす　　出世する女の仕事術 中経出版
東京ガス西山経営研究
所・西山昭彦

2007

女性のキャリア 女性のキャリア　66 女性はなぜ活躍できないのか 東洋経済新報社 大沢真知子 2015
女性のキャリア 女性のキャリア　67 過越しの祭 新潮社 米谷ふみ子 1985
ワークライフバランス ＷＬＢ　1 ワークライフバランス 朝日新聞出版 坂東　眞理子・辰巳渚 2008

ワークライフバランス ＷＬＢ　2 ワークライフシナジー　生活と仕事の<相互作用>が変える企業社会
日本能率協会　マネジメント
センター

大沢真知子 2007

ワークライフバランス ＷＬＢ　3 ワークライフバランス推進事例集　ゆとりと槍が血を生み出す１４社の取り 日本経団連出版 日本経団連出版　編 2008

ワークライフバランス ＷＬＢ　4
ワーク・ライフ・バランス実践ハンドブック
～組織のイノベーションを起こす風土づくり～

社会経済生産性本部 社会経済生産性本部　編 2008

ワークライフバランス ＷＬＢ　5
あなたが働き方をかえるべき48の理由
小室式ワークライフバランスの極意

二見書房 小室淑恵 2008

ワークライフバランス ＷＬＢ　6
ワーク・ライフ・バランスの経営学
【社会化した自己実現人と社会化した人材マネジメント】

中央経済社 渡辺峻 2009

ワークライフバランス ＷＬＢ　7
ワーク・ライフ・バランス改訂新版
こうして手にする仕事と生活の調和　取組みのヒントと企業事例

全国労働基準関係団体連合会 労働調査会出版局　編 2009

ワークライフバランス ＷＬＢ　8 成果を上げて、定時に帰る方法
日本能率協会マネジメントセ
ンター

ファーガス・オコネル 2007

ワークライフバランス ＷＬＢ　9 男たちのワークライフバランス 幻冬舎ルネッサンス
ヒューマンルネッサンス
研究所

2008

ワークライフバランス ＷＬＢ　10
愚かな働き者になるな愚かな金持ちになるな：
「ワーク・ライフ・バランス」の発想

青萌堂 竹村　健一　著 2007

ワークライフバランス ＷＬＢ　11 女性研究者とワークライフバランス 新曜社 中真紀子 2014

ワークライフバランス ＷＬＢ　12 出生率の回復とワークライフバランス 中央法規
丸尾直美、川野辺博之、
的場康子

2007

ワークライフバランス ＷＬＢ　13 働き方革命 ちくま新書 駒崎弘樹 2009
ワークライフバランス ＷＬＢ　14 僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか？ 星海社 木暮太一 2012
ワークライフバランス ＷＬＢ　15 人を活かす働き方：ワークライフバランスとダイバーシティの実現 日本リーダーズ協会 清水信義 2009
ワークライフバランス ＷＬＢ　16 仕事と生活：労働社会の変容 ミネルヴァ書房 前田信彦 2010
ワークライフバランス ＷＬＢ　17 勤めないという生き方 メディアファクトリー 森健 2011

ワークライフバランス ＷＬＢ　18 女性の健康と働き方マニュアル　ワークライフバランスとヘルスケア ＳＣＩＣＵＳ
水沼英樹‘ＮＰＯ法人
女性の健康とメノポーズ
協会’

2012

ワークライフバランス ＷＬＢ　19 フランスのワークライフバランス パド・ウィメンズ・オフィス 井上たか子ほか 2013
ワークライフバランス ＷＬＢ　20 不妊治療とキャリア継続 勁草書房 乙部由子 2015
ワークライフバランス ＷＬＢ　21 国際比較：仕事と家庭生活の両立 明石書店 OECD 2005
ワークライフバランス ＷＬＢ　22 迷走する両立支援　いま、子どもをもって働くということ 太郎次郎社エディタス 萩原久美子 2006

ワークライフバランス ＷＬＢ　23 仕事と人生 新曜社
井上雅雄+立教大学キャリ
アセンター

2008

ワークライフバランス ＷＬＢ　24 仕事と人生 新曜社
井上雅雄+立教大学キャリ
アセンター

2008

結婚・妊娠・出産 結婚妊娠出産　1 うっかり結婚生活：一緒に暮らす二人のルール8 学文社 塩満典子、北川慶子 2016
結婚・妊娠・出産 結婚妊娠出産　2 妊娠・出産大全科 主婦の友社 2014

結婚・妊娠・出産 結婚妊娠出産　3 安産力がアップするマタニティヨガ エイ出版社
マイヤース雪野・ドミニ
カ・セリガノ著

2009

結婚・妊娠・出産 結婚妊娠出産　4 産後骨盤ダイエット ＰＨＰ研究所 山田光敏 2008
結婚・妊娠・出産 結婚妊娠出産　5 最強母乳外来 ママをたすける実践編! 朝日新聞出版 ＳＯＬＡＮＩＮ 2012
結婚・妊娠・出産 結婚妊娠出産　6 パリの女は産んでいる ポプラ社 中島さおり 2008

結婚・妊娠・出産 結婚妊娠出産　7 「産まない」時代の女たち　チャイルド・フリーという生き方 とびら社
ジェーン・バートレット
著、遠藤公美恵訳

2004

結婚・妊娠・出産 結婚妊娠出産　8 ４０代初産をはじめた女性たち 情報センター出版局  新井容子 2006

結婚・妊娠・出産 結婚妊娠出産　9 働く女性が子どもを産むとき読む本　 妊娠～休職～出産～復職まで、スケ
ジュールと手続きが全部わかる！

ロコモーションパブリッシン
グ

北條麻木 2007

結婚・妊娠・出産 結婚妊娠出産　10 産後がはじまった！夫による、産後のリアル妻リポート
KADOKAWA/メディアファクト
リー

渡辺大地 2014
結婚・妊娠・出産 結婚妊娠出産　11 ママだって人間 河出書房新社 田房永子 2014
結婚・妊娠・出産 結婚妊娠出産　12 最新版　35歳からの妊娠・出産・育児 ベネッセコーポレーション 郡山智・郡山純子 2014
結婚・妊娠・出産 結婚妊娠出産　13 赤ちゃんができたら考えるお金の本　2015年度新制度対応版 ベネッセコーポレーション 2014
育児 育児　1 新版　赤ちゃんのいる暮らし 筑摩書房 毛利子来 2012
育児 育児　2 よい親でなくとも子は育つ―83歳、小児科医の太鼓判 ジャパンマシニスト社 毛利子来 2013
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育児 育児　3 よくわかる子育て支援・家族援助論第2版
（やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ）

ミネルヴァ書房
大豆生田啓友、太田光
洋、森上史朗

2011

育児 育児　4 働くママとパパの子育て110の知恵 医学通信社BOOKS
保育園を考える親の会
編

2006
育児 育児　5 国際比較にみる世界の家族と子育て ミネルヴァ書房 牧野カツコほか 2010

育児 育児　6 子育てがプラスを生む「逆転」仕事術
産休・復帰・両立、すべてが不安なあなたへ

朝日新聞出版 小室淑恵 2014

育児 育児　7 わかりやすい育児・介護休業法 経営書院 吉川照芳 2006
育児 育児　8 均等法・母性保護・育児介護休業Ｑ＆Ａ 労務行政 神田遵 2008

育児 育児　9 妊娠から育児まで　安心して日本で出産するために（英・タイ・西・中・
ポ・韓・ベ）From Pregnanacy to Childcare How to Prepare for

ＡＭＤＡ国際医療情報セン
ター

ＡＭＤＡ国際医療情報セ
ンター

2000

育児 育児　10 三訂保育所運営マニュアル　子育て環境の変化と保育所の子育て支援 中央法規出版
網野武博・迫田圭子・杤
尾勲　編

2007

育児 育児　11 保育白書2008 ちいさいなかま社
全国保育団体連絡会・保
育研究所　編

2008

育児 育児　12 子育て支援　一時保育　特定保育　運営ヒント集　　一時保育ハンドブック 学習研究社 2006

育児 育児　13 学童保育ハンドブック ぎょうせい
 全国学童保育連絡協議会
編

2006

育児 育児　14 働くママとパパのためのはじめての小学校＆学童保育　改訂版 主婦と生活社
保育園を考える親の会
編

2006

育児 育児　15 学童保育の実態と課題に関する調査研究-放課後の
子供の生活の場が安心して利用できるために

国民生活センター 2008

育児 育児　16 子育てハッピーアドバイス大好き！が伝わるほめ方・叱り方 一万年堂出版 明橋大二：太田知子 2010
育児 育児　17 子育てハッピーアドバイス大好き！が伝わるほめ方・叱り方　2 一万年堂出版 明橋大二：太田知子 2011
育児 育児　18 子育てハッピーアドバイス大好き！が伝わるほめ方・叱り方　3（小学生

編）
一万年堂出版 明橋大二：太田知子 2013

育児 育児　19 子連れ防災手帖：被災ママ812人が作った メディアファクトリー つながる.com 2012
育児 育児　20 子連れ防災実践ノート：被災ママ812人が作った メディアファクトリー ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧ 2012
育児 育児　21 共働き子育て入門 集英社 普光院亜紀 2003
育児 育児　22 働くママに効く心のビタミン 日経ＢＰ社 上田理恵子 2009
育児 育児　23 母がしんどい 新人物往来社 田房永子 2012
育児 育児　24 母という病　ポプラ新書 ポプラ社 岡田尊司 2014
育児 育児　25 シック・マザー：心を病んだ母親とその子どもたち 筑摩書房 岡田尊司 2011
育児 育児　26 愛着障害：子ども時代を引きずる人々 光文社 岡田尊司 2011
育児 育児　27 「家庭教育」の隘路　 -子育てに強迫される母親たち 勁草書房 本田由紀 2008
育児 育児　28 ビンボーな生活　贅沢な子育て はるか書房 古茂田宏 1999
育児 育児　29 赤ちゃん教育 青土社 野崎歓 2005
育児 育児　30 社会で子どもを育てる 平凡社 武田信子 2002

育児 育児　31 仕事をもつのは悪い母親？ 紀伊国屋書店
シルヴィアンヌ・ジャン
ピノ

2002

育児 育児　32 小学校へ行く前に（低学年編） ジャパンマニシスト社 岡崎勝 2011
育児 育児　33 世界に学ぼう！子育て支援 フレーベル館 汐見稔幸 2003
育児 育児　34 乳幼児保育への招待 北大路書房 高内正子 2005
育児 育児　35 はじめての保育園 主婦と生活社 保育園を考える親の会 2014
育児 育児　36 少子化政策の新しい挑戦：各国の取組みを通して 中央法規出版 岡沢憲芙、小渕優子 2010
育児 育児　37 それでも子どもは減っていく 筑摩書房 本田和子 2009
育児 育児　38 子育て支援カウンセリング：幼稚園・保育所で行う保護者の心のサポート 図書文化社 石倉洋子編集 2008
育児 育児　39 食卓から見える子どもの心・家族の姿 芽ばえ社 室田洋子 2009
育児 育児　40 仕事も子育てもうまくいく！「働くママ」の時間術 日本実業出版社 馬場じむ子 2012
育児 育児　41 ふたりの子育てルール PHP研究所 治部れんげ 2012
育児 育児　42 ママと私の交換ノート　高機能自閉症と向き合って 青山ライフ出版 卯月Ｋ子 2014
育児 育児　43 家族をこえる子育て 工作舎 渥美雅子 2014
育児 育児　44 子の背中を見てまだまだ親は育つ 祥伝社 田村亮 2014

育児 育児　45 子育て支援と心理臨床（Vol.1）特集：子育て支援とコラボレーション 福村出版
「子育て支援と心理臨
床」編集委員会

2010

育児 育児　46 子育て支援と心理臨床（Vol.2）特集：発達障害の家族支援 福村出版
「子育て支援と心理臨
床」編集委員会

2010

育児 育児　47 子育て支援と心理臨床（Vol.３）特集：子育て支援者を育てる 福村出版
「子育て支援と心理臨
床」編集委員会

2011

育児 育児　48 子育て支援と心理臨床（Vol.４）特集：子どもたちはいま 福村出版
「子育て支援と心理臨
床」編集委員会

2011

育児 育児　49 子育て支援と心理臨床（Vol.５）特集：乳幼児健診と子育て支援 福村出版
「子育て支援と心理臨
床」編集委員会

2012

育児 育児　50 子育て支援と心理臨床（Vol.６）特集：世界の子育て事情とその支援 福村出版
「子育て支援と心理臨
床」編集委員会

2012

育児 育児　51 子育て支援と心理臨床（Vol.７）特集：児童相談所はいま 福村出版
「子育て支援と心理臨
床」編集委員会

2013

育児 育児　52 子育て支援と心理臨床（Vol.８）特集：子どもの理解と問題解消に向けて 福村出版
「子育て支援と心理臨
床」編集委員会

2014

育児 育児　53 子育て支援と心理臨床（Vol.９）特集：
愛着（アタッチメント）理論と心理臨床

福村出版
「子育て支援と心理臨
床」編集委員会

2014

育児 育児　54 ほぉ…、ここがちきゅうのほいくえんか。 ベストセラーズ てぃ先生 2014
育児 育児　55 「育休世代」のジレンマ 光文社 中野円佳 2014
育児 育児　56 子育てママええじゃないか　目からウロコの37の知恵 海竜社 宗田理 2004

育児 育児　57 男の育児・女の育児　家族社会学からのアプローチ 昭和堂
大和礼子、斧出説子、木
脇那智子

2008

育児 育児　58 かわいいころを過ぎたら メディアファクトリー 青沼貴子 2009
育児 育児　59 かわいいころを過ぎたら　アン18歳 メディアファクトリー 青沼貴子 2009
育児 育児　60 働きママン1年生　お迎え18時を死守せよ！ メディアファクトリー おぐらなおみ 2011
育児 育児　61 働きママン 小学校編　祝ご入学小学1年生の壁を突破せよ！ メディアファクトリー おぐらなおみ 2013
育児 育児　62 働きママンのための！ママ能力ＵＰ術！ メディアファクトリー 働きママン応援団 2009
育児 育児　63 子育て支援制度と現場：よりよい支援への社会学的考察 新水社 白井千晶・岡野晶子 2009
育児 育児　64 親の品格 ＰＨＰ研究所 板東真理子 2008
育児 育児　65 「叱らない」しつけ ＰＨＰ研究所 親野智可等 2010
育児 育児　66 ささえあおう　子育てと自分育て アバンセ・ブックレット 広岡守穂 2007
育児 育児　67 戦後保育所づくり運動史 ひとなる書房 橋本宏子 2006
育児 育児　68 子育て支援の社会学 新泉社 松木洋人 2013
男性の育児 男性　育児等　1 パパの極意　仕事も育児も楽しむ生き方 日本放送出版協会 安藤哲也 2008
男性の育児 男性　育児等　2 父として考える NHK出版 東浩紀 2010
男性の育児 男性　育児等　3 男性の育児休業　社員のニーズ、会社のメリット 中央公論新社 佐藤博樹・武石恵美子 2004
男性の育児 男性　育児等　4 経産省の山田課長補佐、ただいま育休中 日本経済新聞社 山田正人 2006

男性の育児 男性　育児等　5 忙しいパパでもできる！子育て　なんとかなるブック
ナナ・コーポレート・コミュ
ニケーション

石阪丈一 2009

男性の育児 男性　育児等　6 新しいパパの教科書 学研メディカル秀潤社 ファザーリングジャパン 2013

男性の育児 男性　育児等　7 父子手帖 PartＩＩ　乳幼児　お父さんになったあなたへ 大月書店
汐見稔幸・田中千穂子・
土谷みち子

1999

男性の育児 男性　育児等　8 男おひとりさま道 文藝春秋 上野千鶴子 2012

男性の育児 男性　育児等　9 オトコのうつ：イライラし、キレやすく、黙り込む男性のうつを支える 星和書店
デヴィット・Ｂ.ウェクス
ラー：山藤奈穂子

2010

男性の育児 男性　育児等　10 「パパ権」宣言 大月書店
川端裕人・岸裕司・汐見
稔幸

2006

男性の育児 男性　育児等　11 仕事も家事も育児もうまくいく！「働くパパ」の時間術 日本実業出版社 栗田正行 2012
男性の育児 男性　育児等　12 パパルール：あなたの家族を101倍ハッピーにする本 合同出版 安藤哲也・小崎恭弘 2009
男性の育児 男性　育児等　13 この本よんで！PaPa's絵本33 小学館 安藤哲也 2008
男性の育児 男性　育児等　14 わが家の子育てパパ次第！-10歳までのかかわり方 旬報社 小崎恭弘 2010
男性の育児 男性　育児等　15 パパの危機管理ハンドブック ホーム社、集英社 安藤哲也 2012
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男性の育児 男性　育児等　16 パパ料理のススメ 赤ちゃんとママ社 滝村雅晴 2011
男性の育児 男性　育児等　17 パパ一年生 かんき出版 安藤哲也 2012
男性の育児 男性　育児等　18 父という病 ポプラ社 岡田尊司 2014
男性の育児 男性　育児等　19 フランス父親事情 築地書店 浅野素女 2007
男性の育児 男性　育児等　20 おーい父親　Part1子育て篇 大月書店 汐見稔幸 2003
男性の育児 男性　育児等　21 おーい父親　Part2夫婦篇 大月書店 汐見稔幸 2003
男性の育児 男性　育児等　22 フィンランド流イクメンＭＩＫＫＯの世界一しあわせな子育て かまくら春秋社 ミッコ・コイヴマー 2013
男性の育児 男性　育児等　23 父親になる、父親をする　家族倫理学の視点から 岩波書店 柏木惠子 2011
男性の育児 男性　育児等　24 ママとこどもに作ってあげたいパパごはん マガジンハウス 滝村雅晴 2010
男性の育児 男性　育児等　25 「育メン」現象の社会学：育児・子育て参加への希望を叶えるために ミネルヴァ書房 マサコ・イシイ・クンツ 2013
男性の育児 男性　育児等　26 男性の育児休業 中央公論新社 佐藤博樹 2004

家事 家事　1 大原照子のシンプル家事ノート
モノを減らせば、掃除も片付けもグンとラクになる

大和書房 大原照子 2010

家事 家事　2 家事がいままでの「10分の1」になる本 三笠書房 ももせいづみ 2008
家事 家事　3 家事する男の作り方 出版文化社 百世瑛衣乎 2002
家事 家事　4 家事シェア白書 ＮＰＯ法人tadaima！ ＮＰＯ法人tadaima! 2013
家事 家事　5 暮しの手帖76 暮しの手帖社 2015

健康 健康　1 病気にならない！太らない！ストレスに強くなる！
「呼吸法」で体と心が劇的に変わる

マキノ出版 2013

健康 健康　2 呼吸ひとつで「怒り」「イライラ」がすっと消える本 宝島社 椎名由紀 2012
健康 健康　3 気になる症状から引ける女性の医学　オール百科 新星出版社 星野寛美（監修） 2009
健康 健康　4 週刊朝日　女性のためのいい病院2014　　女性の病気完全ガイド 朝日新聞出版 2013
健康 健康　5 病気の実力　女性の病気、子どもの病気 読売新聞東京本社 読売新聞医療部（編） 2013
健康 健康　6 女性のうつ病　知っておきたい治療のすべて 主婦の友社 野田順子 2013

健康 健康　7 病気にならない15の食習慣  楽しく生きる長寿の秘訣 青春出版社
日野原重明・天野暁（劉
影）

2011

健康 健康　8 患者必携　がんになったら手にとるガイド　普及新版 学研メディカル秀潤社
国立がん研究センター、
がん対策情報センター
（編著）

2013

健康 健康　9 食といのち 文藝春秋 辰巳芳子 2012
健康 健康　10 辰巳芳子　スープの手ほどき　洋の部 文藝春秋 辰巳芳子 2011
健康 健康　11 辰巳芳子　スープの手ほどき　和の部 文藝春秋 辰巳芳子 2011
健康 健康　12 「ダメな私」に○をする 中央法規出版 香山リカ 2012
健康 健康　13 がんになったとき真っ先に読む本 草思社 帯津良一 1996

健康 健康　14 ガンの告知を受けた家族の本
*告知・医療・看取り―よりよい看護のために

池田書店 季羽倭文子 1990

健康 健康　15 ガンの告知を受けた家族の本
*告知・医療・看取り―よりよい看護のために

池田書店 季羽倭文子 1990

健康 健康　16 家族がガンにかかったとき 築地書館 笹子三津留 1992
健康 健康　17 あなたと健康　　自然に帰って元気に行きぬくために　特集号第37号 あなたと健康社 2014
福祉・介護 福祉・介護　1 平成２０年版介護白書　介護老人保健施設経営の現状と課題 ＴＡＣ出版

全国老人保健施設協会
編

2008
福祉・介護 福祉・介護　2 介護サービスの基礎知識　第5版 自由国民社 三浦文夫・竹内孝仁　編 2012
福祉・介護 福祉・介護　3 よくわかる認知症ケア　介護が楽になる知恵と工夫 主婦の友社 杉山孝博 2012
福祉・介護 福祉・介護　4 最強の老人介護 講談社 三好春樹 2008

福祉・介護 福祉・介護　5 笑う介護。 成美堂出版
松本ぷりっつ，岡崎杏里
著

2007

福祉・介護 福祉・介護　6 介護で仕事を辞めないために　親が元気なうちからやるべきこと52 創元社
グル-プ・けあ＆けあ２１
編

2010

福祉・介護 福祉・介護　7 親が70歳を過ぎたら読む本 ダイヤモンド社 村田裕之 2011
福祉・介護 福祉・介護　8 老いる準備　介護することされること 朝日新聞出版 上野千鶴子 2008
福祉・介護 福祉・介護　9 週刊 ダイヤモンド 2013年 12/14号　親と子の介護 ダイヤモンド社; 週刊版 2013
福祉・介護 福祉・介護　10 70歳すぎた親をささえる72の方法 かんき出版 太田-差惠子 2012
福祉・介護 福祉・介護　11 2012~2014年度版 図解 介護保険のサービス内容・料金早わかりガイド 日本実業出版社; 初版版 中村聡樹 2012
福祉・介護 福祉・介護　12 親の入院・介護が必要になったときに読む本 日本実業出版社 豊田眞弓 2010
福祉・介護 福祉・介護　13 おひとりさまの老後 文藝春秋 上野　千鶴子 2011
福祉・介護 福祉・介護　14 スウェーデン：自立社会を生きる人びと 早稲田大学出版部 岡沢憲芙・中間真一編 2006
福祉・介護 福祉・介護　15 フィンランドという生き方 フィルムアート社 目莞ゆみ 2005
福祉・介護 福祉・介護　16 新しい認知症ケア：完全図解.医療編 講談社 河野和彦 2012
福祉・介護 福祉・介護　17 新しい認知症ケア：完全図解.介護編 講談社 三好春樹 2012
福祉・介護 福祉・介護　18 高齢者救急：急変予防＆対応ガイドマップ 医学書院 岩田充永 2010
福祉・介護 福祉・介護　19 Ｑ＆Ａ青山式楽ワザ介護入門：家庭に笑顔をとりもどす！ 廣済堂出版 青山幸広 2010
福祉・介護 福祉・介護　20 患者と家族を支える認知症の本 学研メディカル秀潤社 長谷川嘉哉 2012
福祉・介護 福祉・介護　21 転倒・転落防止パーフェクトマニュアル 学研メディカル秀潤社 杉山良子 2012

福祉・介護 福祉・介護　22 あなたの親をささえる介護準備ブック 英治出版
小室淑恵・株式会社ワー
クライフバランス

2012

福祉・介護 福祉・介護　23 今、親に聞いておくべきこと 法研 上野千鶴子 2005

福祉・介護 福祉・介護　24 オトコの介護を生きるあなたへ クリエイツ鴨川
男性介護者と支援者の全
国ネットワーク

2010

福祉・介護 福祉・介護　25 ケアの社会学 太田出版 上野千鶴子 2011
福祉・介護 福祉・介護　26 やさしい介護目で見る介護 生活書院 読売新聞社生活情報部 2006
福祉・介護 福祉・介護　27 老人漂流社会：他人事ではない‘老後の現実’ 主婦と生活社 NHKスペシャル取材班著 2013

福祉・介護 福祉・介護　28 仕事と介護　両立ハンドブック　改訂増補版
日本生産性本部　生産性労働
情報センター

新田香織 2015

福祉・介護 福祉・介護　29 男も出番！　介護が変わる 春秋社 羽成幸子 2012
福祉・介護 福祉・介護　30 サバイバルおばあさん 海竜社 門野晴子 2010
福祉・介護 福祉・介護　30 サバイバルおばあさん 海竜社 門野晴子 2010
福祉・介護 福祉・介護　31 私の老い構え　元気に老いる女の十六章 文化出版局 樋口恵子 2008

福祉・介護 福祉・介護　32 平等と効率の福祉革命　新しい女の役割 岩波書店
イエスタ・エスピン　ア
ンデルセン　大沢真理

2011

福祉・介護 福祉・介護　33 介護とジェンダー　男が看取る女が看取る 家族社 春日キスヨ 2000
福祉・介護 福祉・介護　34 ケアメンを生きる　男性介護者100万人へのエール クリエイツかもがわ 津止正敏 2013
福祉・介護 福祉・介護　35 ダイヤモンドＱ　創刊準備1号 ダイヤモンド社 2014
福祉・介護 福祉・介護　36 幸福に老いるために　家族と福祉のサポート 勁草書房 直井道子 2001
福祉・介護 福祉・介護　37 ベビーブーマー・リタイアメント　少子高齢化社会の政策対応 野村総合研究所 中村実・安田純子 2004
福祉・介護 福祉・介護　38 人生の旋律 講談社 神田昌典 2005
福祉・介護 福祉・介護　39 総介護社会　ー介護保険から問い直す 岩波書店 小竹雅子 2018
福祉・介護 福祉・介護　40 死を生きた人びと 訪問診療医と355人の患者 みすず書房 小堀鴎一郎 2018
福祉・介護 福祉・介護　41 介護再編 介護職激減の危機をどう乗り越えるか ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ 武内和久・藤田英明 2018
福祉・介護 福祉・介護　42 親が老いていく ｲｰｽﾄ･ﾌﾟﾚｽ ちかさ 2018
福祉・介護 福祉・介護　43 認知症フレンドリー社会 岩波書店 徳田雄人 2018
家族 家族　1 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 英治出版 小室淑恵・駒崎弘樹 2011
家族 家族　2 ビッグツリー　私は仕事も家族も決してあきらめない WAVE出版 佐々木常夫 2006
家族 家族　3 家族の衰退が招く未来 東洋経済新報社 山田昌弘・塚崎公義 2012
家族 家族　4 女性の就業と親子関係 勁草書房 本田由紀 2004
家族 家族　5 祖父母業 メディアファクトリー ゴッドフリー・ハリス 2007
家族 家族　6 不安家族：働けない転落社会を克服せよ 日本経済新聞社 大嶋寧子 2011
家族 家族　7 家族シアター 講談社 辻村深月 2014
家族 家族　8 「母がストレス！」と思ったら読む本 大和出版 司馬理英子 2014
家族 家族　9 パーフェクトファミリー 小学館 菅知香 2014
家族 家族　10 夫と妻のための新・専業主婦論争 中央公論新社 中公新書ラクレ編集部 2002
家族 家族　11 祖母力 薪水社 樋口恵子 2006
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家族 家族　12 対等な夫婦は幸せか 勁草書房 永井暁子・松田茂樹 2007
家族 家族　13 「家族計画」への道：近代日本の生殖をめぐる政治 岩波書店 萩野美穂 2008
家族 家族　14 「家」を読む 弘文堂 米村千代 2014
家族 家族　15 家族という病 幻冬舎 下重 暁子 2015

家族 家族　16 いま、この日本の家族　絆のゆくえ 弘文堂
岩上真珠・鈴木岩弓・
森謙二・渡辺秀樹

2010

家族 家族　17 夫婦 国際書院 屋敷二郎編 2012
家族 家族　18 共食い 集英社 田中慎弥 2012

家族 家族　19 家族はどこへいくのか 岩波書店
河合隼雄・谷川俊太郎・
山田太一

2000

家族 家族　20 柔らかな頬 講談社 桐野夏生 1999
ジェンダー ジェンダー　1 フェミニズムの困難　どういう社会が平等な社会か 勁草書房 吉澤夏子 1993

ジェンダー ジェンダー　2
ジェンダー白書２
女性と労働　北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”　編

明石書店
北九州市立男女共同参画
センター

2004

ジェンダー ジェンダー　3  大学教育とジェンダー　ジェンダーはアメリカの大学をどう変革したか 東新堂 ホーン川嶋瑤子 2004
ジェンダー ジェンダー　4 新編日本のフェミニズム（8）　ジェンダーと教育 岩波書店 天野正子 2009
ジェンダー ジェンダー　5 ジェンダーから世界を読むII : 表象されるアイデンティティ 明石書店 中野知律, 越智博美編著 2008

ジェンダー ジェンダー　6 ジェンダーの心理学ハンドブック ナカニシヤ出版
青野篤子, 赤澤淳子, 松
並知子編,
柘植道子[ほか]執筆

2008

ジェンダー ジェンダー　7 ジェンダー表象の政治学 : ネーション、階級、植民地 彩流社 中井亜佐子, 吉野由利編 2011
ジェンダー ジェンダー　8 ジェンダーと「自由」 : 理論、リベラリズム、クィア 彩流社 三浦玲一, 早坂静編著 2013
ジェンダー ジェンダー　9 ジェンダーの話をしよう：母から娘へ 梨の木舎 権仁淑：中野宣子 2011
ジェンダー ジェンダー　10 ジェンダー-経済格差 勁草書房 川口章 2008

ジェンダー ジェンダー　11 世界のジェンダー平等 東北大学出版会
辻村みよ子・戸澤英則・
西谷祐子

2008

ジェンダー ジェンダー　12 日本の性差別賃金 有斐閣 森ます美 2005
ジェンダー ジェンダー　13 日本の男性の心理学：もう一つのジェンダー問題 有斐閣 柏木　惠子・高橋惠子 2008
ジェンダー ジェンダー　14 男は邪魔！：「性差」をめぐる探究 光文社 高橋秀実 2013

ジェンダー ジェンダー　15 ベトナム女性史：フランス植民地時代からベトナム戦争まで 明石書店
レ・ティ・ニャム・トゥ
エット

2010

ジェンダー ジェンダー　16 断髪する女性たち：1920年代のスペイン社会とモダンガール 新宿書房 磯山久美子 2010
ジェンダー ジェンダー　17 アメリカの第一波フェミニズム運動史 ドメス出版 栗原涼子 2009
ジェンダー ジェンダー　18 ディーセントワークとジェンダー平等-男女平等社会の実現を目指して 日本ILO協会 木村愛子編著、古橋エツ 2009
ジェンダー ジェンダー　19 「働くこと」とジェンダー　ビジネスの変容とキャリアの創造 明石書店 金谷千慧子 2011
ジェンダー ジェンダー　20 女はそれを許さない 幻冬舎 渡宮真利子 2014
ジェンダー ジェンダー　21 向田邦子、性を問う いそっぷ社 髙橋行徳 2014
ジェンダー ジェンダー　22 男たちの「私」さがし　ジェンダーとしての男に気づく かもがわ出版 メンズセンター編 1997

ジェンダー ジェンダー　23 元気になりたい！　女の本　北京世界女性会議からあなたへ 日本評論社
Human Rights of  Women
の会

1996

ジェンダー ジェンダー　24 性別役割分業は暴力である 現代書館 福岡女性学研究会 2011
ジェンダー ジェンダー　25 男をやめる　人生をもっと豊かに生きるために ワニブックス 宗像恒次 2002
ジェンダー ジェンダー　26 新編日本のフェミニズム（3）性役割 岩波書店 井上輝子 2009
ジェンダー ジェンダー　27 新編日本のフェミニズム（5）母性 岩波書店 江原由美子 2009
ジェンダー ジェンダー　28 新編日本のフェミニズム（6）セクシュアリティ 岩波書店 上野千鶴子 2009
ジェンダー ジェンダー　29 新編日本のフェミニズム（9）グローバリゼーション 岩波書店 伊藤るり 2010
ジェンダー ジェンダー　30 新・女性学への招待　変わる/変わらない女の一生 有斐閣 井上輝子 2011
ジェンダー ジェンダー　31 ジェンダーは科学を変える！？ 工作舎 ロンダ・シービンガー 2002

ジェンダー ジェンダー　32 ジェンダーを科学する ナカニシヤ出版
松本　伊磋子：金井篤子
（編）

2004

ジェンダー ジェンダー　33 ことばとジェンダーの未来図：ジェンダー・バッシングに立ち向かうために 明石書店 遠藤織枝 2007

ジェンダー ジェンダー　34 ジェンダー学の最前線 世界思想社
レイウイン・コンネル
（著）、多賀太

2008

ジェンダー ジェンダー　35 フェミニスト・ポリティクスの新展開：労働・ケア・グローバリゼーション 明石書店 足立眞理子ほか（編著） 2007

ジェンダー ジェンダー　36 フェミニズム・人種主義・西洋 明石書店
ジーラー・アイゼンステ
イン

2008

ジェンダー ジェンダー　37 異なっていられる社会を：女性学/ジェンダー研究の視座 明石書店 金井淑子 2008
ジェンダー ジェンダー　38 ジェンダーで考える教育の現在/フェミニズム教育学をめざして 解放出版社 木村涼子・古久保さくら 2008
ジェンダー ジェンダー　39 格差社会を生きる：男と女の新ジェンダー論 かもがわ出版 杉井静子 2008
ジェンダー ジェンダー　40 ジェンダーを学ぶ 海鳥社 堤かなめ・窪田由紀 1998
ジェンダー ジェンダー　41 女性問題学習の研究 未来社 村田晶子 2006

ジェンダー ジェンダー　42
不自然な母親と呼ばれたフェミニスト
：シャーロット・パーキンズ・ギルマンと新しい母性

東信堂 山内惠 2008

ジェンダー ジェンダー　43 フィンランドのジェンダー・セクシュアリティと教育 明石書店 橋本紀子 2006
ジェンダー ジェンダー　44 新編　日本のフェミニズム（4）権力と労働 岩波書店 天野正子 2009
ジェンダー ジェンダー　45 新編　日本のフェミニズム（11）フェミニズム文学批評 岩波書店 天野正子 2009

ジェンダー ジェンダー　46 成人女性の学習：ジェンダーの視点からの問い直し 鳳書房
エリザベス・ヘイズ、
ダニエル・Ｄ.フラネリー
編著

2009

ジェンダー ジェンダー　47 日本女性史大辞典 吉川弘文館
金子幸子、黒田弘子、
菅野則子、義江明子

2008

ジェンダー ジェンダー　48 現代日本女性史：フェミニズムを軸として 有斐閣 鹿野政直 2004
ジェンダー ジェンダー　49 日本女性はどこにいるのか：イメージとアイデンティティの政治 勁草書房 北村文 2009
ジェンダー ジェンダー　50 戦後教育のジェンダー秩序 勁草書房 小山静子 2009

ジェンダー ジェンダー　51
ジェンダーと福祉国家：欧米におけるケア・労働・福祉
（新・minerva福祉ライブラリー）

ミネルヴァ書房
メリー・デイリー：キャ
サリン・レイク（著）
、杉本清代栄（監訳）

2009

ジェンダー ジェンダー　52 越境する日本文学研究：カノン形成・ジェンダー・メディア 勉誠出版 ハルオ・シラネ（編） 2009
ジェンダー ジェンダー　53 変化する社会と人間の問題：学校教育・ジェンダー・アイデンティティ 学分社 望月重信 2009
ジェンダー ジェンダー　54 男性学を学ぶ 大阪大学出版会 牟田和恵 2009
ジェンダー ジェンダー　55 ケベックの女性文学：ジェンダー・エクリチュール・エスニシティ 彩流社 山出裕子 2009

ジェンダー ジェンダー　56 ジェンダーの交差点：横断研究の試み 彩流社
愛知淑徳大学ジェン
ダー・

2009

ジェンダー ジェンダー　57
戦後日本のメディアと社会教育：
「婦人の時間」の放送から「ＮＨＫ婦人学級」の集団学習まで

福村出版 岡原都 2009

ジェンダー ジェンダー　58
戦後日本女性政策史：
戦後民主化政策から男女共同参画社会基本法まで

明石書店 神崎智子 2009

ジェンダー ジェンダー　59 日本語ジェンダー辞典 東京堂出版 佐々木瑞枝 2009
ジェンダー ジェンダー　60 政治理論とフェミニズムの間：国家・社会・家族 昭和堂 田村哲樹 2009
ジェンダー ジェンダー　61 若年非正規雇用の社会学：階層・源田―・グローバル化 大阪大学出版会 太郎丸博 2009

ジェンダー ジェンダー　62
女性学　vol.16：日本女性学会学会誌
特集：男女共同参画と格差社会

日本女性学会（発売元　新水
社）

日本女性学会学会誌編集
委員会（編）

2009

ジェンダー ジェンダー　63 メディアリテラシーとジェンダー：構成された情報とつくられる性のイメー 現代書館 諸橋泰樹 2009

ジェンダー ジェンダー　64 司法におけるジェンダー・バイアス：事例で学ぶ 明石書店

第二東京弁護士会　両性
の平等に関する委員会：
司法におけるジェンダー
問題諮問会議（編）

2009

ジェンダー ジェンダー　65 チャイナ・ガールの1世紀：女性たちの写真が語るもうひとつの中国史 三元社
李子雲：陳恵芬：成平
（編著）、
友常勉：葉柳青（訳）

2009

ジェンダー ジェンダー　66
日本・ドイツ・イタリア　超少子高齢社会からの脱却：
家族・社会・文化とジェンダー政策

明石書店
富士谷あつ子：伊藤公雄
（編著）

2009

ジェンダー ジェンダー　67 挑発するセクシュアリティ：法・社会・思想へのアプローチ 新泉社 関修：志田哲之（編） 2009
ジェンダー ジェンダー　68 脱帝国のフェミニズムを求めて：朝鮮女性と植民地主義 有志舎 宋連玉 2009

ジェンダー ジェンダー　69
科学と社会的不平等：
フェミニズム、ポストコロニアリズムからの科学批判

北大路書房
サンドラ・ハーディング
（著）、
森永康子（訳）

2009

ジェンダー ジェンダー　70 女性学をつなく：女性学研究会アーカイブ 新水社 女性学研究会（編著） 2009

ジェンダー ジェンダー　71 ジェンダー視点から戦後史を読む 大月書店
米田佐代子・大日方純
夫・

2009
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ジェンダー ジェンダー　72
現代中国の人口移動とジェンダー：
農村出稼ぎ女性に関する実証研究

日本僑報社 陸小媛 2009

ジェンダー ジェンダー　73 農業労働とジェンダー：生きがいの戦略 有信堂高文社 渡辺めぐみ 2009
ジェンダー ジェンダー　74 ジェンダーで学ぶ社会学 世界思想社 伊藤公雄・牟田和恵 2006

ジェンダー ジェンダー　75
国家/ファミリーの再構築：人権・私的領域・政策
（ジェンダー研究のフロンティア　第1巻）

作品社 戒能民江（編著） 2009

ジェンダー ジェンダー　76
国際移動と＜連鎖するジェンダー＞：再生産領域のグローバル化
（ジェンダー研究のフロンティア　第2巻）

作品社
伊藤るり：足立眞理子
（編著）

2008

ジェンダー ジェンダー　77 少子化とエコノミー（ジェンダー研究のフロンティア　第3巻） 作品社
篠塚英子：永瀬伸子（編
著）

2008

ジェンダー ジェンダー　78 テクノ/バイオ・ポリティクス（ジェンダー研究のフロンティア　第4巻） 作品社 舘　かおる（編著） 2008
ジェンダー ジェンダー　79 欲望・暴力のレジーム（ジェンダー研究のフロンティア　第5巻） 作品社 竹内和子（編著） 2008

ジェンダー ジェンダー　80 策略：女性を軍事化する国際政治 岩波書店

シンシア・エンロー
（著）、
上野千鶴子（監修）、佐
藤文香（訳）

2006

ジェンダー ジェンダー　81 スポーツ・ジェンダー学への招待　ＯＤ版 明石書店 飯田貴子：井谷惠子 2009

ジェンダー ジェンダー　82 モダンガールと植民地的近代：東アジアにおける帝国・資本・ジェンダー 岩波書店
伊藤るり・坂元ひろ子・
タニ・Ｅ.バーロウ

2010

ジェンダー ジェンダー　83 ジェンダーと社会：男性史・軍隊・セクシュアリティ 旬報社
木本喜美子・貴堂嘉之
（編）

2010

ジェンダー ジェンダー　84
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

有信堂高文社
シバ・マリヤム・ジョー
ジ（著）･
伊藤るり（訳）

2011

ジェンダー ジェンダー　85 労働再審3　女性と労働 大月書店
藤原千沙・山田和代（編
著）

2011

ジェンダー ジェンダー　86 フェミニズムの政治学：ケアの倫理をグローバル社会へ みすず書房 岡野八代 2012
ジェンダー ジェンダー　87 妻帯仏教の民族：ジェンダー宗教学からのアプローチ 人文書院 川橋範子 2012

ジェンダー ジェンダー　88 よくわかるジェンダー・スタディーズ：人文社会科学から自然科学まで ミネルヴァ書房
木村涼子・伊田久美子・
熊安貴美江

2013

ジェンダー ジェンダー　89 女子プロレスラーの身体とジェンダー：規範的「女らしさ」を超えて 明石書店 合場敬子 2013
ジェンダー ジェンダー　90 ふたりのママから、きみたちへ イースト・プレス 東小雪：増原裕子 2013

ジェンダー ジェンダー　91 ジェンダー・クオータ：世界の女性議員はなぜ増えたのか 明石書店
三浦まり：衛藤幹子（編
著）

2014

ジェンダー ジェンダー　92 「労働」の社会分析：時間・空間・ジェンダー 法政大学出版局
ミリアム・グラックスマ
ン（著）、
木本喜美子（監訳）

2014

ジェンダー ジェンダー　93 男子の性教育：柔らかな関係づくりのために 大修館書店 村瀬幸浩 2014
ジェンダー ジェンダー　94 女性労働とマネジメント（双書ジェンダー分析　1） 勁草書房 木本喜美子 2003
ジェンダー ジェンダー　95 現代政治と女性政策（双書ジェンダー分析　8） 勁草書房 堀江孝司 2005
ジェンダー ジェンダー　96 育児のジェンダー・ポリティクス（双書ジェンダー分析　11） 勁草書房 舩橋恵子 2006
ジェンダー ジェンダー　97 東アジアの良妻賢母論：創られた伝統（双書ジェンダー分析　12） 勁草書房 陳じょん湲 2006

ジェンダー ジェンダー　98
「育児休職」協約の成立：行動成長期と家族的責任
（双書ジェンダー分析　18）

勁草書房 萩原久美子 2008

ジェンダー ジェンダー　99 竹中恵美子が語る労働とジェンダー ドメス出版
竹中恵美子：関西女の労
働問題研究会：竹中恵美
子ゼミ編集委員会

2004

ジェンダー ジェンダー　100 社会政策の中のジェンダー（講座現代の社会政策　第4巻） 明石書店 木本喜美子（編） 2010
ジェンダー ジェンダー　101 知らないと恥ずかしいジェンダー入門 朝日新聞社 加藤秀一 2006
ジェンダー ジェンダー　102 女の敵 日経ＢＰ社 遥洋子 2007

ジェンダー ジェンダー　103
エミリー・デュ・シャトレとマリー・ラヴワジエ
18世紀フランスのジェンダーと科学

東京大学出版会 川島慶子 2005

ジェンダー ジェンダー　104 ジェンダー白書　1 明石書店
北九州市立男女共同参画
センター

2003

ジェンダー ジェンダー　105 ジェンダー白書　3 明石書店
北九州市立男女共同参画
センター

2005

ジェンダー ジェンダー　106 ジェンダー白書　4 明石書店
北九州市立男女共同参画
センター

2006

ジェンダー ジェンダー　107 ジェンダー白書　5 明石書店
北九州市立男女共同参画
センター

2007

ジェンダー ジェンダー　108 ジェンダー白書　6 明石書店
北九州市立男女共同参画
センター

2008

ジェンダー ジェンダー　109 ジェンダー白書　8 明石書店
北九州市立男女共同参画
センター

2012

ジェンダー ジェンダー　110 ジェンダー白書　9 明石書店
北九州市立男女共同参画
センター

2013

ジェンダー ジェンダー　111 女性白書　2005 ほるぷ出版 日本婦人団体連合会 2005
ジェンダー ジェンダー　112 女性白書　2006 ほるぷ出版 日本婦人団体連合会 2006
ジェンダー ジェンダー　113 女性白書　2007 ほるぷ出版 日本婦人団体連合会 2007
ジェンダー ジェンダー　114 女性白書　2008 ほるぷ出版 日本婦人団体連合会 2008
ジェンダー ジェンダー　115 女性白書　2009 ほるぷ出版 日本婦人団体連合会 2009
ジェンダー ジェンダー　116 女性白書　2010 ほるぷ出版 日本婦人団体連合会 2010
ジェンダー ジェンダー　117 女性白書　2011 ほるぷ出版 日本婦人団体連合会 2011
ジェンダー ジェンダー　118 女性白書　2012 ほるぷ出版 日本婦人団体連合会 2012
ジェンダー ジェンダー　119 女性白書　2013 ほるぷ出版 日本婦人団体連合会 2013
ジェンダー ジェンダー　120 女性白書　2014 ほるぷ出版 日本婦人団体連合会 2014
ジェンダー ジェンダー　121 ＯＥＣＤジェンダー白書 明石書店 経済協力開発機構 2014
ジェンダー ジェンダー　122 戦後・暴力・ジェンダー1　戦後思想のポリティクス 青弓社 大越愛子 2005
ジェンダー ジェンダー　123 戦後・暴力・ジェンダー2　脱暴力へのマトリックス 青弓社 大越愛子 2007
ジェンダー ジェンダー　124 戦後・暴力・ジェンダー3　現代フェミニズムのエシックス 青弓社 大越愛子 2010
ジェンダー ジェンダー　125 女の社会史　17-20世紀　「家」とジェンダーを考える 山川出版社 大口勇次郎 2001
ジェンダー ジェンダー　126 ジェンダー化する社会　労働とアイデンティティの日独比較史 岩波書店 姫岡とし子 2004
ジェンダー ジェンダー　127 現代日本の女性と人権 明石書店 富岡恵美子・吉岡睦子 2001
ジェンダー ジェンダー　128 ウーマン・ライフ　ジェンダーはいかにして形成されるか 日本評論社 バーニス・ロット 1998
ジェンダー ジェンダー　129 バッハオーフェン　母権から母方オジ権へ 論創社 石塚正英 2001
ジェンダー ジェンダー　130 母権論【序論・リュキア・クレタ】 三元社 J･J･バッハオーフェン 1992
ジェンダー ジェンダー　131 アメリカ・フェミニズムの社会史 勁草書房 有賀夏記 1998
ジェンダー ジェンダー　132 沖縄・問いを立てる-3　　攪乱する島　ジェンダー的視点 社会評論社 新城郁夫 2008
ジェンダー ジェンダー　133 ジェンダー化される身体 勁草書房 荻野美穂 2002

ジェンダー ジェンダー　134
Strong Force:
The Story of Physicist Shirley Ann Jackson

National Academies Press Diane O'Connell 2006

ジェンダー ジェンダー　135
Robo World:
The Story of Robot Designer Cynthia Breazeal

National Academies Press Jordan D. Brown 2006

ジェンダー ジェンダー　136
Nature's Machines:
The Story of Biomechanist Mimi Koehl

National Academies Press Deborah Parks 2006

ジェンダー ジェンダー　137
Gene Hunter:
The Story of Neuropsychologist Nancy Wexler

National Academies Press Adele Glimm 2006

ジェンダー ジェンダー　138
Beyond Jupiter:
The Story of Planetary Astronomer Heidi Hammel

National Academies Press Fred Bortz 2006

ジェンダー ジェンダー　139
Bone Detective:
The Story of Forensic Anthropologist Diane France

National Academies Press Lorraine Jean Hopping 2006

ジェンダー ジェンダー　140
Space Rocks:
The Story of Planetary Geologist Adriana Ocampo

National Academies Press Lorraine Jean Hopping 2006

ジェンダー ジェンダー　141
Forecast Earth:
The Story of Climate Scientist Inez Fung

National Academies Press Renee Skelton 2006

ジェンダー ジェンダー　142
Gorilla Mountain:
The Story of Wildlife Biologist Amy Vedder

National Academies Press Rene Ebersole 2006

ジェンダー ジェンダー　143
People Person:
The Story of Sociologist Marta Tienda

National Academies Press Diane O'Connell 2006

ジェンダー ジェンダー　144 「最後の社会主義国」日本の苦闘 毎日新聞社 レナード・ショッパ 2007
ジェンダー ジェンダー　145 雇用差別への法的挑戦 : アメリカの経験・日本への示唆 創文社 相澤美智子 2012
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ジェンダー ジェンダー　146 ノンフォーマル教育の可能性 : リアルな生活に根ざす教育へ 新評論 丸山英樹, 太田美幸編 2012
ジェンダー ジェンダー　147 アメリカ合衆国と中国人移民：歴史のなかの「移民国家」アメリカ 名古屋大学出版会 貴堂嘉之 2012

ジェンダー ジェンダー　148 平和と和解　思想・経験・方法 旬報社
足羽與志子・中野聡・吉
田裕　編

2015

ジェンダー ジェンダー　149 個人的なことと　政治的なこと　ジェンダーとアイデンティティの力学 　彩流社 井川ちとせ・中山徹 2012
ジェンダー ジェンダー　150 哀愁の町に霧が降るのだ（中） スーパーエッセイ part２ 情報センター出版局 椎名誠 1982

ジェンダー ジェンダー　151
ジェンダー法学・政治学の可能性
―東北大学COE国際シンポジウム・日本学術会議シンポジウム―

東北大学出版会 辻村みよ子・山元一編 2005

ジェンダー ジェンダー　152 家族　―　ジェンダーと自由と法 東北大学出版会 水野紀子編 2006
ジェンダー ジェンダー　153 国際法・国際関係とジェンダー 東北大学出版会 植木俊哉・土佐弘之編 2007
ジェンダー ジェンダー　154 政治参画とジェンダー 東北大学出版会 川人貞史・山元一編 2007
ジェンダー ジェンダー　155 雇用・社会保障とジェンダー 東北大学出版会 嵩さやか・田中重人編 2007
ジェンダー ジェンダー　156 ジェンダーの基礎理論と法 東北大学出版会 辻村みよ子編 2007

ジェンダー ジェンダー　157
Gender Equality in Asia:
Policies and Political Participation

東北大学出版会
Miyoko Tsujimura
jackie F. Steele

2011

ジェンダー ジェンダー　158
Gender Equality in Multicultural ocieties:Gender,Diversity,and
Conviviality in the Age of Globalization

東北大学出版会
TSUJIMURA　Miyoko
OSAWA Mari

2010

ジェンダー ジェンダー　159 Gender & Law in japan 東北大学出版会
Miyoko Tsujimura
Emi Yano

2007

ジェンダー ジェンダー　160
International Perspectives on
Gender Equality　＆　Social Diversity

東北大学出版会 Miyoko　TSUJIMURA 2008

ジェンダー ジェンダー　161
東北大学グローバルCEOプログラム　グローバル時代の男女共同参画と多文
化共生　　GEMC journal　　no.1

東北大学出版会 東北大学グローバルCOE 2009

ジェンダー ジェンダー　162
東北大学グローバルCEOプログラム　グローバル時代の男女共同参画と多文
化共生　　GEMC journal　　no.2

東北大学出版会 東北大学グローバルCOE 2010

ジェンダー ジェンダー　163
東北大学グローバルCEOプログラム　グローバル時代の男女共同参画と多文
化共生　　GEMC journal　　no.10

東北大学出版会 東北大学グローバルCOE 2013

ジェンダー ジェンダー　164
なぜジェンダー教育を大学でおこなうのか
日本と海外の比較から考える

青弓社 村田晶子・弓削尚子 2017

研究者向・語学等 研究者向・語学等　1 大学院生、ポストドクターのための就職活動マニュアル 亜紀書房 アカリク著 2010
研究者向・語学等 研究者向・語学等　2 学生のためのキャリアデザイン入門第2版　生き方・働き方の設計と就活準

備
中央経済社 渡辺峻・伊藤健市 2013

研究者向・語学等 研究者向・語学等　3 はじまりとしてのフィールドワーク : 自分がひらく、世界がかわる 昭和堂
李仁子, 金谷美和, 佐藤
知久編, 石井美保[ほか]

2008

研究者向・語学等 研究者向・語学等　4 社会貢献でメシを食う。 : だから、僕らはプロフェッショナルをめざす ダイヤモンド社
米倉誠一郎（監修）・ 竹
井義昭

2010

研究者向・語学等 研究者向・語学等　5 大学教職員と学生のための中国留学・教育用語の手引き 関西学院大学出版会
澤谷敏行編著; 河野理恵
[ほか]

2010

研究者向・語学等 研究者向・語学等　6 よくわかる文章表現の技術 : 1 : 表現・表記編　新版 明治書院 石黒圭 2009
研究者向・語学等 研究者向・語学等　7 留学生のためのここが大切文章表現のルール スリーエーネットワーク 石黒圭, 筒井千絵 2009
研究者向・語学等 研究者向・語学等　8 よくわかる文章表現の技術5 : 文体編 明治書院 石黒圭編著 2007
研究者向・語学等 研究者向・語学等　9 「読む」技術 : 速読・精読・味読の力をつける 光文社 石黒圭 2010
研究者向・語学等 研究者向・語学等　10 スッキリ伝わるビジネス文書 : 「一読必解」21のルール 光文社 石黒圭 2010
研究者向・語学等 研究者向・語学等　11 ハーバードでも通用した研究者の英語術―ひとりで学べる英文ライティン

グ・スキル
羊土社 島岡要 2010

研究者向・語学等 研究者向・語学等　12 日本人研究者のための絶対できる英語プレゼンテーション 羊土社
Philip Hawke、Robert
F.Whittier、
福田 忍

2011

研究者向・語学等 研究者向・語学等　13 日本人研究者のための120%伝わる英語対話術～ネイティブの発音&こなれた
フレーズで研究室・国際学会を勝ち抜く英語口をつくる!

羊土社
浦野 文彦、Marjorie
Whittaker、 Christine
Oslowski

2013

研究者向・語学等 研究者向・語学等　14 国際学会English―挨拶・口演・発表・質問・座長進行 医歯薬出版 C.S.ラングハム 2007

研究者向・語学等 研究者向・語学等　15 発表が楽しくなる! 研究者の劇的プレゼン術～見てくれスライド論&よって
らっしゃいポスター論と聴衆の心をつかむ講演技術

羊土社 堀口安彦 2013

研究者向・語学等 研究者向・語学等　16 働く女性の英語術 ジャパンタイムズ 光藤京子 2008
研究者向・語学等 研究者向・語学等　17 働く女性の英語術　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ ジャパンタイムズ 光藤京子 2009
研究者向・語学等 研究者向・語学等　18 教養としての経済学 : 生き抜く力を培うために 有斐閣 一橋大学経済学部編 2013
研究者向・語学等 研究者向・語学等　19 日本に住む外国人留学生Q&A 解放出版社 高松里 2005
研究者向・語学等 研究者向・語学等　20 高学歴ワーキングプア　「フリーター生産工場」としての大学院 光文社 水月昭道 2007
研究者向・語学等 研究者向・語学等　21 日本の大学教授市場 玉川大学出版部 山野井敦徳 2007
研究者向・語学等 研究者向・語学等　22 大学教員準備講座 玉川大学出版部 夏目達也ほか 2010
研究者向・語学等 研究者向・語学等　23 学歴社会の法則 光文社 荒井一博 2007
研究者向・語学等 研究者向・語学等　24 教師のほめ方しかり方コーチング 学陽書房 神谷和宏 2007
研究者向・語学等 研究者向・語学等　25 キャンパスの中のアスペルガー症候群 講談社 山崎晃資 2010
研究者向・語学等 研究者向・語学等　26 研究者という職業 東京図書 林周二 2004
研究者向・語学等 研究者向・語学等　27 研究資金獲得法 丸善出版 塩満典子 2008
研究者向・語学等 研究者向・語学等　28 研究計画書の書き方 ダイヤモンド社 妹尾堅一郎 1999
研究者向・語学等 研究者向・語学等　29 これが論点！就職問題 日本図書センター 児美川孝一郎 2012
研究者向・語学等 研究者向・語学等　30 社会科学系のための大学院の歩き方　第4版 東京図書 東京図書編集部 1993

研究者向・語学等 研究者向・語学等　31 流れがわかる学会発表・論文作成　改訂版 メディカルレビュー
佐藤雅昭・和田洋巳・中
村隆之

2011

研究者向・語学等 研究者向・語学等　32 博士漂流時代　余った博士はどうなるか？
ディスカバー・トゥエンティ
ワン

榎木英介 2010
研究者向・語学等 研究者向・語学等　33 「博士号」の使い方incu-be編集部 リバネス出版 incu-be編集部 2009
研究者向・語学等 研究者向・語学等　34 ポスターセッションはチャンスの宝庫 羊土社 今泉美佳 2003
研究者向・語学等 研究者向・語学等　35 ポスターセッションガイド 丸善 徳田耕一・北村房男 2001
研究者向・語学等 研究者向・語学等　36 ポストドクター問題 世界思想社 国立教育政策研究所 2009
研究者向・語学等 研究者向・語学等　37 わかりやすい科研費　新訂 ぎょうせい 遠藤啓 2011

研究者向・語学等 研究者向・語学等　38 自分の小さな「鳥カゴ」から飛び立ちなさい
京大キャリア教室で教えるこれからの働き方

ダイヤモンド社 河合江里子 2013

研究者向・語学等 研究者向・語学等　39 20歳のときに知っておきたかったこと-スタンフォード大学　集中講義 阪急コミュニケーションズ ティナー・シーリグ 2010

研究者向・語学等 研究者向・語学等　40 小島貴子式　学生のためのキャリアレッスン
日本能率協会マネジメントセ
ンター

小島貴子 2010

研究者向・語学等 研究者向・語学等　41 ポストドクター 東信堂 北野秋男 2015
研究者向・語学等 研究者向・語学等　42 シリーズ大学2　大衆化する大学 岩波書店 広田照幸 2013
研究者向・語学等 研究者向・語学等　43 シリーズ大学3　大学とコスト 岩波書店 広田照幸 2013
研究者向・語学等 研究者向・語学等　44 シリーズ大学4　研究する大学 岩波書店 広田照幸 2013
研究者向・語学等 研究者向・語学等　45 シリーズ大学6　組織としての大学 岩波書店 広田照幸 2013
研究者向・語学等 研究者向・語学等　46 シリーズ大学7　対話の向こうの大学 岩波書店 広田照幸 2014

研究者向・語学等 研究者向・語学等　47 後悔を好機に変える : イフ・オンリーの心理学 ナカニシヤ出版
ニール・ローズ著 ; 村田
光二監訳

2008

研究者向・語学等 研究者向・語学等　48 ライフストーリー・ガイドブック : ひとがひとに会うために 嵯峨野書院 小林多寿子編著 2010

研究者向・語学等 研究者向・語学等　49 オイコノミア　僕らの希望の経済学 朝日新聞出版
NHK　Ｅテレ「オイコノミ
ア」制作班
又吉　直樹

2014

研究者向・語学等 研究者向・語学等　50 人文・社会科学系大学院生のキャリアを切り拓く 大月書店
佐藤裕・三浦美樹・青木
深

2014

研究者向・語学等 研究者向・語学等　51 幸せのための経営学　効率と衝平の考え方 岩波書店 蓼沼宏一 2011
研究者向・語学等 研究者向・語学等　52 利研費採択に向けた効果的なアプローチ 学文社 塩満典子・北川慶子 2016
ハラスメント ハラスメント　1 「しないさせない・まねかない　セクハラ・パワハラ」 労働新聞社 岡田康子・木村節子 2013

ハラスメント ハラスメント　2 アカデミックハラスメント対策の本格展開ー事業、裁判の争点/規定
地域科学研究科高等教育情報
センター

井口博・吉武清 2012

ハラスメント ハラスメント　3 キャンパス　セクシャル・ハラスメント　対応ガイド 嵯峨野書院 沼崎一郎 2005
ハラスメント ハラスメント　4 モラル・ハラスメント　こころのＤＶを乗り越える 緑風出版 橋本俊和・橋本智子 2014
ハラスメント ハラスメント　5 パワハラ防止のためのアンガーマネジメント入門 東洋経済新報社 小林浩志 2014
ハラスメント ハラスメント　6 スクールセクハラ 幻冬舎 池谷孝司 2014
ハラスメント ハラスメント　7 働く女性とマタニティ・ハラスメント 大月書店 杉浦浩美 2009
自己啓発 自己啓発　1 世界級キャリアのつくり方 東洋経済新報社 黒川清・石倉洋子 2006
自己啓発 自己啓発　2 グローバルキャリア ―ユニークな自分のみつけ方 東洋経済新報社 石倉洋子 2011
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自己啓発 自己啓発　3 グローバルリーダーの条件 PHP研究所 大前研一・船川淳志 2009

自己啓発 自己啓発　4 SONYとマッキンゼーとDeNAとシリコンバレーで学んだ
グローバル・リーダーの流儀

ディスカバートゥエンティー
ワン

森本作也 2013

自己啓発 自己啓発　5 自分らしいキャリアのつくり方 PHP研究所 高橋俊介 2009
自己啓発 自己啓発　6 キャリアをつくる技術と戦略 東洋経済新報社 村尾佳子 2013
自己啓発 自己啓発　7 チームリーダーの教科書大改訂　図解 ダイヤモンド社 藤巻幸夫 2010
自己啓発 自己啓発　8 キャリアショック　―　どうすればアナタは自分でキャリアを切り開けるの

か？
ソフトバンククリエイティブ 高橋　俊介　著 2006

自己啓発 自己啓発　9 史上最強の人生戦略マニュアル きこ書房
フィリップ・マグロー、
勝間和代　著

2008

自己啓発 自己啓発　10 勝間式　「利益の方程式」 東洋経済新報社 勝間和代　著 2008
自己啓発 自己啓発　11 ディベートの基本が面白いほど身につく本 中経出版 太田龍樹 2007
自己啓発 自己啓発　12 効率が10倍アップする新・知的生産術ー自分をグーグル化する方法ー ダイヤモンド社 勝間和代 2008
自己啓発 自己啓発　13 JAL再生―高収益企業への転換 日本経済新聞出版社 引頭麻実 2013
自己啓発 自己啓発　14 マッキンゼー流 世界最強の問題解決のテクニック ソフトバンククリエイティブ イーサン・M・ラジエル 2006
自己啓発 自己啓発　15 マッキンゼー流 世界最強の仕事術 ソフトバンククリエイティブ イーサン・M・ラジエル 2006
自己啓発 自己啓発　16 自分で考える力の授業 日本実業出版社 狩野みき 2013
自己啓発 自己啓発　17 最高の自分を引き出す法 ~スタンフォードの奇跡の教室 in JAPAN 大和書房 ケリー・マクゴニガル 2013

自己啓発 自己啓発　18 ビジネススクール流「知的武装講座」Part3 プレジデント社
伊丹敬之, 沼上幹, 関満
博 [ほか] 著

2006

自己啓発 自己啓発　19 採用基準 ダイヤモンド社 伊賀泰代 2012
自己啓発 自己啓発　20 結局、どんな仕事でも楽しめる人がやりたい仕事に出会える！ 明日香出版社 中田匡紀 2008
自己啓発 自己啓発　21 共に生きるということ be humane ＰＨＰ研究所 緒方貞子 2013
自己啓発 自己啓発　22 世界を変えた１０冊の本　文春文庫 文藝春秋 池上彰 2014

自己啓発 自己啓発　23 ベアテ・シロタと日本国憲法――父と娘の物語 岩波書店
ナスリーン・アジミ、
ミッシェル・ワッセルマ
ン、 小泉 直子

2014

自己啓発 自己啓発　24 イノベーション・オブ・ライフ　ハーバード・ビジネススクールを巣立つ君
たちへ

翔泳社

クレイトン・M・クリステ
ンセン (著), ジェーム
ズ・アルワース (著), カ
レン・ディロン (著), 櫻
井 祐子 (翻訳)

2012

自己啓発 自己啓発　25 「時間がない」から、なんでもできる! サンマーク出版 吉田穂波 2013
自己啓発 自己啓発　26 あたりまえだけどなかなかできない　話し方のルール 明日香出版社 高津和彦 2008
自己啓発 自己啓発　27 伝え方が9割 ダイヤモンド社 佐々木圭一 2013
自己啓発 自己啓発　28 できる大人のモノの言い方大全 青春出版社 話題の達人倶楽部 2012

自己啓発 自己啓発　29 サンデル教授の対話術 ＮＨＫ出版
マイケル・Ｊ.サンデル：
小林正弥

2011

自己啓発 自己啓発　30 メンタリング入門 日本経済新聞出版社 渡辺三枝子・平田史昭 2006
自己啓発 自己啓発　31 セルフ･コーチング入門 日本経済新聞出版社 本間正人・松瀬理保 2006
自己啓発 自己啓発　32 グループ･コーチング入門 日本経済新聞出版社 本間正人 2007
自己啓発 自己啓発　33 しあわせトリック ポプラ社 おかのきんや 2009
自己啓発 自己啓発　34 覚悟の磨き方 〜超訳 吉田松陰〜 サンクチュアリ出版社 池田貴将 2013

自己啓発 自己啓発　35 信念に生きる――ネルソン・マンデラの行動哲学 英治出版
リチャード・ステンゲ
ル、グロービス経営大学
院、 田久保 善彦

2012

自己啓発 自己啓発　36 インディペンデントな生き方 ディスカバー携書 勝間和代 2008
自己啓発 自己啓発　37 社会を変えるを仕事にする 英治出版 駒崎弘樹 2007

自己啓発 自己啓発　38 しなやかにプロフェッショナル 新水社
日本女性技術者　フォー
ラム調査部

2004

自己啓発 自己啓発　39 大好きなことを「仕事」にしよう ワニブックス 中村修二 2004
自己啓発 自己啓発　40 非論理的な人のための論理的な文章の書き方入門

ディスカバー・トゥエンティ
ワン

飯間浩明 2008
自己啓発 自己啓発　41 コミュニケーション断念のすすめ 亜紀書房 信田さよ子 2013
自己啓発 自己啓発　42 働く：雇用と社会保障の政治学 風行社 宮本太郎責任編集 2011
自己啓発 自己啓発　43 あなたの中のリーダーへ 英治出版 西水美恵子 2012
自己啓発 自己啓発　44 ありのままの自分で人生を変える　挫折を生かす心理学 木の種出版 高山恵子・平田信也 2014
自己啓発 自己啓発　45 辞めない理由 パルコ出版 碧野圭 2006
自己啓発 自己啓発　46 世界で仕事をするということ ＰＨＰ研究所 グロ・ブルントラント 2004

自己啓発 自己啓発　47 実践リーダーをめざすひとの仕事術 新水社
Ｆ．メアリー・ウイリア
ムズ

2005

自己啓発 自己啓発　48 部下を好きになってください　IBMの女性活用戦略 勁草書房 内永ゆか子 2007
自己啓発 自己啓発　49 「女性を活かす」会社の法則 日本経済新聞出版社 植田寿乃 2007
自己啓発 自己啓発　50 ハードボイルドに生きるのだ 講談社 向井万起男 2003

こども こども　1 ぜんぶわかるずかん
カブトムシ　クワガタムシ

成美堂出版 監修：須田孫七 1995

こども こども　2 あやとりひめ　―五色の糸の物語― 理論社 森山京　　絵:飯野和好 1999
こども こども　3 かいぞくポケット15　　ロボット人間ポン あかね書房 寺村輝夫　絵:永井郁子 1996
こども こども　4 ミナクローと公平じいさん 草炎社 最上二郎　　絵:宮本忠夫 1997
こども こども　5 空をつくろう 小さな書房 村尾亘 2017
こども こども　6 ズッコケ妖怪大図鑑 ポプラ社 那須正幹 1996

こども こども　7 ドリトル先生航海紀　2 岩波書店
ヒュー・ロフティング
訳:井伏鱒二

1961

こども こども　8 エルマーと16ぴきのりゅう 福音館書店
ルース・スタイルス・ガ
ネット
訳:わたなべしげお

1965

こども こども　9 データで検証！地球の資源ウソ・ホント
～エネルギー、食糧から水資源まで～

講談社 井田徹治 2001

こども こども　10 少年たちの終わらない夜 河出書房新社 鷺沢萠 1993
こども こども　11 1945年8月6日　ヒロシマは語りつづける 岩波書店 伊東壮 1979
その他 その他　1 下流思考　学ばないこどもたち　働かない若者たち 講談社文庫 内田樹 2009
その他 その他　2 若年者就業の経済学 日本経済新聞出版社 太田聰一 2010
その他 その他　3 変化する社会の不平等 東京大学出版会 白波瀬佐和子 2006
その他 その他　4 これからを生きる心理学「出会い」と「かかわり」のワークブック ナカニシヤ出版 川瀬正裕ほか 2008
その他 その他　5 下流社会第3章：オヤジ系女子の時代 光文社 三浦展 2011
その他 その他　6 現代の生活問題 放送大学教育振興会 中川清 2011
その他 その他　7 働くための社会制度 東京大学出版会 橘木俊詔、高畑雄嗣 2012
その他 その他　8 雇用破綻最前線：雇い止め・派遣切り・条件切り下げ 岩波書店 中野麻美 2011
その他 その他　9 ルポ　産ませない社会 河出書房新社 小林美希 2013
その他 その他　10 生きるのが楽になる「感情整理」レッスン 廣済堂出版 ワタナベ薫 2014
その他 その他　11 年を重ねて知る人生の深い喜び 海竜社 清川妙 2014
その他 その他　12 カウンセラーは何を見ているか 医学書院 信田さよ子 2014
その他 その他　13 生殖技術：不妊治療と再生医療は社会に何をもたらすか みすず書房 拓殖あずみ 2016
その他 その他　14 Worldly Philosopher: The Odyssey of Albert O. Hirschman Jeremy Adelman 2013

その他 その他　15
三色のキャラメル
不妊と向き合ったからこそわかったこと

文芸社 永森咲希 2014

その他 その他　16 知りたい操作がすぐわかる　PowerPoint　2010　全機能Bible 技術評論社 ユニゾン 2011

その他 その他　17 今すぐ使えるかんたんPowerPoint　2013
Windows 8＆7　対応

技術評論社
技術評論社編集部、稲村
暢子

2013

その他 その他　18 西洋の装飾素材　EPSアウトライン・JPEG・PNGデータ収録 マール社 マール社編集部 2010
その他 その他　19 新人デザイナーのための色彩デザイン・配色のルールを学べる本 ソシム 柘植ヒロポン 2011
その他 その他　20 3日でマスター　HTML５＆CSS３ ソシム 鳥羽薫 2013
その他 その他　21 小さな会社のFacebookページ　制作・運用ガイド 翔泳社 深谷歩 2012
その他 その他　22 はじめての人のためのfacebook入門　最新改訂版 成美堂出版 ノマディック 2013
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その他 その他　23 Twitter　知りたいことがズバッとわかる本 翔泳社 林俊二 2012
その他 その他　24 LINE　知りたいことがズバッとわかる本　最新改訂版 翔泳社 リブロワークス 2014

その他 その他　25 U-CANの社労士　速習レッスン　2014年版 ユーキャン
ユーキャン社労士試験研
究会

2013

その他 その他　26 中小企業診断士　2014年度版　スピードテキスト１
企業経営理論

ＴＡＣ出版 TAC株式会社 2013

その他 その他　27 中小企業診断士　2014年度版　スピードテキスト２
財務・会計

ＴＡＣ出版 TAC株式会社 2013

その他 その他　28 世界で一番美しい人体図鑑 株式会社エクスナレッジ 奈良信雄（監訳） 2011
その他 その他　29 世界で一番美しい元素図鑑 創元社 セオドア・グレイ 2010

論文 論文　1
紀要「人文・自然研究」第10号　　An Engagement with the Scholarship
on Mitogaku from the 1930s to the Present

一橋大学　大学教育研究開発
センター

Rieko Kamei-Dyche 2016

論文 論文　2
一橋大学大学院におけるアカデミック・キャリア支援の取り組み
― ある「若手研究者」の視点から ―

京都大学高等教育研究 青木　深 2015

論文 論文　3
一橋大学大学院におけるアカデミック・キャリア支援の取り組み
― ある「若手研究者」の視点から ―

京都大学高等教育研究 青木　深 2015

論文 論文　4
「ワーク＆ライフ・インターン」を通じた大学生の意識変化
― キャリアビジョンの明確化に焦点を置いて ―

日本キャリアデザイン学会 跡部千慧・小林玲央 2014

論文 論文　5
「ワーク＆ライフ・インターン」を通じた大学生の意識変化
― キャリアビジョンの明確化に焦点を置いて ―

日本キャリアデザイン学会 跡部千慧・小林玲央 2014

ロールモデル ロールモデル　1
室蘭工業大学ロールモデル集
大学院を終了した先輩11名からあなたへ贈るメッセージ

室蘭工業大学 2015

ロールモデル ロールモデル　2 未来をつくるいわての研究者・技術者たち 岩手大学 2015
ロールモデル ロールモデル　3 東北大学　女性研究者ファイル2013 東北大学 2013

ロールモデル ロールモデル　4 女性研究者シーズ集
山形大学・大日本印刷株式会
社研究開発センター
山形県立米沢栄養大学

2016

ロールモデル ロールモデル　5 輝きつづける、私　　Role Model Book 筑波大学

ロールモデル ロールモデル　6
Communication Frontier
女性研究者　ロールモデル集

津田塾大学・電気通信大学・
NTT

2017

ロールモデル ロールモデル　7 女性研究者　研究活動紹介
千葉大学・東邦大学・放射線
医学総合研究所

2017

ロールモデル ロールモデル　8
ROLE MODEL vol.1　未来へ向けていきいきと活躍していくあなたへ
先輩研究者たちからのメッセージ

一橋大学 2015

ロールモデル ロールモデル　9
Role Model vol.2　未来へ向けていきいきと活躍していくあなたへ
経験豊富な先生方からのメッセージ

一橋大学 2015

ロールモデル ロールモデル　10
ナシダイ　Researchers　　vol.1
山梨大学の研究者たち

山梨大学 2014

ロールモデル ロールモデル　11
ナシダイ　Researchers　　vol.2
山梨大学の研究者たち

山梨大学 2015

ロールモデル ロールモデル　12
ナシダイ　Researchers　　vol.3
山梨大学の研究者たち

山梨大学 2016

ロールモデル ロールモデル　13
ナシダイ　Researchers　　vol.4
山梨大学の研究者たち

山梨大学 2017

ロールモデル ロールモデル　14
ナシダイ　Researchers　　vol.5
山梨大学の研究者たち

山梨大学 2018

ロールモデル ロールモデル　15 女性研究者　　研究の「種」のほん
岐阜大学・岐阜薬科大学・ア
ピ株式会社
学校法人華陽学園　岐阜女子

2017

ロールモデル ロールモデル　16 女性研究者ロールモデル集 静岡大学 2014

ロールモデル ロールモデル　17
女性研究者ロールモデル集
ROLE MODEL

静岡大学 2015

ロールモデル ロールモデル　18
工学の未来を拓く女性たち
女性研究者ロールモデル集　2016

名古屋工業大学 2016

ロールモデル ロールモデル　19
ダイバーシティが工学の未来を拓く
研究者ロールモデル集　2017

名古屋工業大学 2017

ロールモデル ロールモデル　20
SEEDS
woman tenure track

岡山大学 2015

ロールモデル ロールモデル　21 四国の研究者　ロールモデル集
徳島大学・鳴門大学・香川大
学・

2015

ロールモデル ロールモデル　22 ブリランテ　～女性研究者のキラキラの素、届けます～ 九州大学 2013
ロールモデル ロールモデル　23 ブリランテ2　― Global Women Researchers`Network ― 九州大学 2017

ロールモデル ロールモデル　24
ワーク アンド ライフ
―バランスからインテグレーションへ―

九州大学 2017

ロールモデル ロールモデル　25
Women Role Models
長崎大学　女性研究者　ロールモデルⅣ

長崎大学 2016

ロールモデル ロールモデル　26
バッファリングによる女性研究者養成の加速
Challenge　未来へチャレンジ！

熊本大学 2015

ロールモデル ロールモデル　27
WORK LIFE BALANCE!
多様な生き方を求めて

名古屋市立大学 2017

ロールモデル ロールモデル　28 13人の女性が語る、研究者としてのライフスタイル。 大阪市立大学 2015
ロールモデル ロールモデル　29 ロールモデル集　研究紹介 大阪府立大学 2017

ロールモデル ロールモデル　30
ROLE MODELS
13人の女性研究者からのメッセージ

兵庫県立大学 2016

ロールモデル ロールモデル　31
ひときわ輝く星をめざして
Role Model　　WOMEN`S WORK-LIFE  Reports 2014

福岡女子大学 2015

ロールモデル ロールモデル　32
はばたけ　次代の女性リーダーとして
Role Model　　WOMEN`S WORK-LIFE  Reports 2015

福岡女子大学 2016

ロールモデル ロールモデル　33
Role Model
Color Your Life

明治大学 2016

ロールモデル ロールモデル　34
Role Model　vol.2
Color Your Life

明治大学 2016

ロールモデル ロールモデル　35
Role Model vol.3
Color Your Life

明治大学 2016

ロールモデル ロールモデル　36
明治大学とマスメディアを繋ぐ
MEDIA GUIDE Vol.05

明治大学 2015

ロールモデル ロールモデル　37
研究日和　vol.1
理系研究者part 1

立命館大学

ロールモデル ロールモデル　38
研究日和　vol.2
理系研究者part 2

立命館大学

ロールモデル ロールモデル　39
ROLE MODEL Ⅳ
sophianの仕事と子育て　― 男性編 ―

上智学院 2014

ロールモデル ロールモデル　40
ROLE MODEL Ⅴ
自分らしく学ぶ　― 誰でもどこかで少数派 ―

上智学院 2015

ロールモデル ロールモデル　41
ROLE MODEL Ⅵ
上智学院研究支援員制度　　支えあって進んでいく

上智学院 2016

ロールモデル ロールモデル　42
ROLE MODEL Ⅶ
ソフィアのダイバーシティ

上智学院 2017

ロールモデル ロールモデル　43 INTERVIEW    研究って？研究者って？ 東京女子大学 2015

ロールモデル ロールモデル　44
未来は私たちの手でつくる
芝浦工業大学女性教員研究紹介

芝浦工業大学 2016

ロールモデル ロールモデル　45
杏林大学女性研究者　ロールモデル集　Annes[アンズ]
先輩研究者からあなたに贈るメッセージ

杏林大学 2015

ロールモデル ロールモデル　46
杏林大学女性研究者　ロールモデル集　Annes[アンズ]　vol.2
先輩研究者からあなたに贈るメッセージ

杏林大学 2016

ロールモデル ロールモデル　47
TCU ROLE MODEL
社会で輝く卒業生たち

東京都市大学 2017

ロールモデル ロールモデル　48
京都府立大学　　ロールモデル集　Vol.1
～女性研究者・卒業生編～

京都府立大学 2015

ロールモデル ロールモデル　49 ROLE MODEL BOOK  Vol.1 京都産業大学 2016
ロールモデル ロールモデル　50 ROLE MODEL BOOK  Vol.2 京都産業大学 2016
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ロールモデル ロールモデル　51 ROLE MODEL BOOK  Vol.3 京都産業大学 2017
ロールモデル ロールモデル　52 武庫川女子大学　研究者ロールモデルブック 武庫川女子大学
ロールモデル ロールモデル　53 武庫川女子大学　研究者ロールモデルブック　Vol.2 武庫川女子大学 2014
ロールモデル ロールモデル　54 武庫川女子大学　研究者ロールモデルブック Vol.3 武庫川女子大学 2017
ロールモデル ロールモデル　55 理系女子のきらめく未来　第4版 独立行政法人　科学技術振興 2012
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