
国立女性教育会館パッケージ貸出図書リスト　（H25.10.1～12.23）

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号

1 ルポ職場流産 : 雇用崩壊後の妊娠・出産・育児 小林美希著 岩波書店 2011 366.8/R86

2 仕事の社会学 : 変貌する働き方 佐藤博樹, 佐藤厚編 有斐閣 2012 366.9/Sh29

3 「男らしさ」の現代史 阿部恒久, 大日方純夫, 天野正子編 日本経済評論社 2006 367/D38

4 依存と自立の倫理 : 「女/母」 (わたし) の身体性から 金井淑子著 ナカニシヤ出版 2011 367/I98

5 ジェンダー・スタディーズ : 女性学・男性学を学ぶ 牟田和恵編 大阪大学出版会 2009 367/J36

6 公正なグローバル・コミュニティを : 地球的視野の政
治経済

大沢真理編 岩波書店 2011 367/J36

7 男のイメージ : 男性性の創造と近代社会 ジョージ・L・モッセ著 ; 細谷実, 小玉亮子, 海
妻径子訳

作品社 2005 367/O86

8 性別役割分業は暴力である 福岡女性学研究会編 現代書館 2011 367/Se17

9 自治体と男女共同参画 : 政策と課題 辻村みよ子著 イマジン出版 2005 367.1/J47

10 女性をめぐる法と政策 : 原理・体系・課題 高橋保著 ミネルヴァ書房 2008 367.1/J76

11 不惑のフェミニズム 上野千鶴子著 岩波書店 2011 367.2/F98

12 女性差別撤廃条約と私たち
林陽子編著 ; 加城千波, 大村恵実, 金塚彩乃
[著]

信山社 2011 367.2/J76

13 キレイならいいのか : ビューティ・バイアス デボラ L.ロード著 ; 栗原泉訳 亜紀書房 2012 367.2/Ki52

14
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 367.21/D37

15 フェミニズムの時代を生きて 西川祐子, 上野千鶴子, 荻野美穂著 岩波書店 2011 367.21/F18

16 ジェンダー・家族・女性 乙部由子著 三恵社 2008 367.21/J36

17 女ぎらい : ニッポンのミソジニー 上野千鶴子著 紀伊國屋書店 2010 367.21/O66

18 女って大変。 : 働くことと生きることのワークライフバ
ランス考

澁谷智子編著 医学書院 2011 367.21/O66

19 アジアから視るジェンダー 田中かず子編 風行社 2008 367.22/A27

20 フィリピンにおける女性の人権尊重とジェンダー平等
キャロリン・ソブリチャ著 ; 舘かおる, 徐阿貴編
; 徐阿貴, 越智方美, ニコルス林奈津子訳

御茶の水書房 2012 367.2248/F27

21 ママより女 ドラ・トーザン著 小学館 2011 367.235/Ma41

22 20世紀アメリカン・システムとジェンダー秩序 : 政治
社会学的考察

大嶽秀夫著 岩波書店 2011 367.253/N73

23 バイシクル・シティズン : 「政治」を拒否する日本の主
婦

ロビン・ルブラン著 ; 尾内隆之訳 勁草書房 2012 367.3/B14

24 母性社会の行方 平山満紀著 紀伊國屋書店 2010 367.3/B66

25 父親になる、父親をする : 家族心理学の視点から 柏木惠子著 岩波書店 2011 367.3/C42

26 ドメスティック・バイオレンス : 絶望のフチからの出発 道あゆみ監修 実業之日本社 2009 367.3/D85
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27 母親はなぜ生きづらいか 香山リカ著 講談社 2010 367.3/H14

28 母を棄ててもいいですか? : 支配する母親、縛られる
娘

熊谷早智子著 講談社 2011 367.3/H14

29
女性の健康とドメスティック・バイオレンス : WHO国
際調査/日本調査結果報告書

吉浜美恵子, 釜野さおり編著 ; 秋山弘子 [ほ
か著]

新水社 2007 367.3/J76

30 変わりゆく日本の家族 : 「ザ・プロフェッショナル・ハウ
スワイフ」から見た五〇年

スーザン・ヴォーゲル著 ; 西島実里訳 ミネルヴァ書房 2012 367.3/Ka96

31 家族の変容と暴力の国際比較 古橋エツ子編 明石書店 2007 367.3/Ka99

32 近代家族のゆらぎと新しい家族のかたち 松信ひろみ編著 ; 島直子 [ほか著] 八千代出版 2012 367.3/Ki42

33 子どもがひとりで遊べない国、アメリカ : 安全・安心パ
ニック時代のアメリカ子育て事情

谷口輝世子著 生活書院 2011 367.3/Ko21

34 子育てが終わらない : 「30歳成人」時代の家族論 小島貴子, 斎藤環著 青土社 2012 367.3/Ko88

35 共依存・からめとる愛 : 苦しいけれど、離れられない 信田さよ子著 朝日新聞出版 2009 367.3/Ky4

36 ライフコースとジェンダーで読む家族 岩上真珠著 有斐閣 2007 367.3/R12

37 3・11から考える「家族」 : 戦後を問う、現在を歩く 真鍋弘樹著 岩波書店 2012 367.3/Sa61

38
女姓婚のススメ : 女性の苗字で結婚すれば幸せにな
れる。/ 伊達蝶江子著

メディアファクトリー 2011 367.4/J76

39 女子・結婚・男選び : あるいは「選ばれ男子」 高田里惠子著 筑摩書房 2012 367.4/J78

40 「婚活」がなくなる日 : 結婚=幸せという洗脳 苫米地英人著 主婦の友社 2010 367.4/Ko75

41 「シングル」で生きる : 人類学者のフィールドから 椎野若菜編 御茶の水書房 2010 367.4/Sh62

42 絶食系男子となでしこ姫 : 国際結婚の現在・過去・未
来

山田昌弘, 開内文乃著 東洋経済新報社 2012 367.4/Z3

43 フリーターとニートの社会学 太郎丸博編 世界思想社 2006 367.6/F92

44 高齢者は社会的弱者なのか : 今こそ求められる「老
いのプラン」

袖井孝子著 ミネルヴァ書房 2009 367.7/Ko79

45 1冊で知るポルノ デビー・ネイサン著 ; 松沢呉一解説 ; 沢田博
訳

原書房 2010 367.9/I85

46 性別なんて決められない! 矢吹レオ著 竹書房 2012 367.9/Se17

47 セクシュアリティの多様性と排除 好井裕明編著 明石書店 2010 367.9/Se45

48 思春期の性の問題をめぐって : 現状とその対応から
教育まで

平岩幹男編著 ; 早乙女智子 [ほか] 著 診断と治療社 2011 367.9/Sh91

49 貧困の実態とこれからの日本社会 : 子ども・女性・犯
罪・障害者、そして人権

大阪弁護士会編 明石書店 2011 368.2/H61

50 貧困待ったなし! : とっちらかりの10年間 自立生活サポートセンター・もやい編 岩波書店 2012 368.2/H61

51 「孤独」から考える秋葉原無差別殺傷事件 芹沢俊介, 高岡健著 批評社 2011 368.6/Ko21

52 パートナー暴力 : 男性による女性への暴力の発生メ
カニズム

ミッシェル・ハーウェイ, ジェームズ・M・オニー
ル編著 ; 鶴元春訳

北大路書房 2011 368.6/P27
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53 性暴力 読売新聞大阪本社社会部著 中央公論新社 2011 368.6/Se17

54 性暴力 : その後を生きる 中島幸子著 レジリエンス 2011 368.6/Se17

55 それ、恋愛じゃなくてDVです 瀧田信之著 WAVE出版 2009 368.6/So55

56 いまこそ考えたい生活保障のしくみ 大沢真理著 岩波書店 2010 369.2/I43

57
女たちが動く : 東日本大震災と男女共同参画視点の
支援 : from Miyagi

みやぎの女性支援を記録する会編著 生活思想社 2012 369.3/O86

58 大震災と子どもの貧困白書 「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク編 かもがわ出版 2012 369.4/D27

59 脱「子どもの貧困」への処方箋 浅井春夫著 新日本出版社 2010 369.4/D44

60 働くことも子育ても : 枚方の保育運動私史 吉瀬孝子著 せせらぎ出版 2010 369.4/H42

61 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 369.4/H42

62 子どもと家族にやさしい社会フィンランド : 未来への
いのちを育む

渡辺久子, トゥーラ・タンミネン, 高橋睦子編著 明石書店 2009 369.4/Ko21

63
子育ては、頼っていいんです! : つくろう!地域のつな
がり : 共育て共育ち白書

「共育て共育ち白書」編集委員会編・著 神奈川新聞社 2011 369.4/Ko88

64 子づれシングル : ひとり親家族の自立と社会的支援 神原文子著 明石書店 2010 369.4/Ko99

65
なぜ子縁社会が求められるか : 絶縁社会=子育て危
機へのシンプル対応術 : 小1プロブレム・児童虐待・
不登校…問題の根っこは同じだった!

瀧井宏臣著 明治図書出版 2011 369.4/N59

66 ルポ子どもの貧困連鎖 : 教育現場のSOSを追って 保坂渉, 池谷孝司著 光文社 2012 369.4/R86

67 戦後保育政策のあゆみと保育のゆくえ 中村強士著 新読書社 2009 369.4/Se64

68 産める国フランスの子育て事情 : 出生率はなぜ高い
のか

牧陽子著 明石書店 2008 369.4/U73

69 揺れるいのち : 赤ちゃんポストからのメッセージ 熊本日日新聞「こうのとりのゆりかご」取材班
編

旬報社 2010 369.4/Y99

70 人はなぜひとを「ケア」するのか : 老いを生きる、いの
ちを支える

佐藤幹夫著 岩波書店 2010 369/H77

71 新しい「教育格差」 増田ユリヤ著 講談社 2009 371.3/A94

72 ひきこもり支援論 : 人とつながり、社会につなぐ道筋
をつくる

竹中哲夫著 明石書店 2010 371.4/H57

73 迷走する若者のアイデンティティ : フリーター、パラサ
イト・シングル、ニート、ひきこもり

白井利明編 ゆまに書房 2005 371.4/Me26

74
在日朝鮮人女性による「下位の対抗的な公共圏」の
形成 : 大阪の夜間中学を核とした運動 徐阿貴著 御茶の水書房 2012 372/Z1

75 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 372.1/J76

76 教育と子どもの社会史 小針誠著 梓出版社 2007 372.1/Ky4

77 戦後教育のジェンダー秩序 小山静子著 勁草書房 2009 372.1/Se64

78 教師の「ライフヒストリー」からみえる現代アメリカ : 人
種・民族・ジェンダーと教育の視点から

塚田守著 福村出版 2008 372.53/Ky5
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79 正しいパンツのたたみ方 : 新しい家庭科勉強法 南野忠晴著 岩波書店 2011 375.5/Ta16

80 大卒就職の社会学 : データからみる変化 苅谷剛彦, 本田由紀編 東京大学出版会 2010 377.9/D27

81 「女装と男装」の文化史 佐伯順子著 講談社 2009 383.1/J78

82 花嫁はなぜ顔を隠すのか 増田美子編 悠書館 2010 385.4/H28

83 ドキュメントひきこもり : 「長期化」と「高年齢化」の実
態

池上正樹著 宝島社 2010 493.7/D83

84 生殖医療と家族のかたち : 先進国スウェーデンの実
践

石原理著 平凡社 2010 495.4/Se19

85 「3.11フクシマ」以後のフェミニズム : 脱原発と新しい
世界へ

新・フェミニズム批評の会編 御茶の水書房 2012 543/Sa61

86 まず、ママが幸せに : 産んで育てて、ニッポン・イギリ
ス・フランス

薗部容子文・イラスト
日本機関紙出版セ
ンター

2011 599/Ma99

87 山形ガールズ農場! : 女子から始める農業改革 菜穂子著 角川書店 2012 611/Y22

88 男女共同参画時代の女性農業者と家族 天野寛子, 粕谷美砂子著 ドメス出版 2008 611.9/D37

89 農村ジェンダー : 女性と地域への新しいまなざし 秋津元輝 [ほか] 著 昭和堂 2007 611.9/N97

90 農村女性の社会学 : 地域づくりの男女共同参画 藤井和佐著 昭和堂 2011 611.9/N97

91 欲しがらない若者たち 山岡拓著
日本経済新聞出版
社

2009 675/H92

92 ジェンダーとジャーナリズムのはざまで 諸橋泰樹著 批評社 2005 699/J36

93
届いてますか?あなたの思い! : 均等法20年どう変
わった放送と女性 : 放送関係者・視聴者410人にきき
ました

放送と女性ネット
ワークin関西 2007 699/To18

94 女子マネージャーの誕生とメディア : スポーツ文化に
おけるジェンダー形成

高井昌吏著 ミネルヴァ書房 2005 780/J78

95 女はなぜ土俵にあがれないのか 内館牧子著 幻冬舎 2006 788/O66

96 ジェンダーで学ぶ言語学 中村桃子編 世界思想社 2010 801/J36

97 日本語は美しいか : 若者の母語意識と言語観が語る
もの

遠藤織枝, 桜井隆編著 三元社 2010 810/N71

98 「女ことば」は女が使うのかしら? : ことばにみる性差
の様相

任利著 ひつじ書房 2009 814/O66

99
ふしぎなふしぎな子どもの物語 : なぜ成長を描かなく
なったのか?

ひこ・田中著 光文社 2011 909.3/F96

100 大学で読むハリー・ポッター 板倉厳一郎著 松柏社 2012 930.2/D16


