
国立女性教育会館パッケージ貸出図書リスト　（H25.12.19－H26.2.）

No. 書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

1 「ダメな私」に○ (マル) をする 香山 リカ 中央法規出版 2012.9 143.5/D34

2 男はなぜ急に女にフラれるのか? 姫野 友美 角川書店 2007.1 143.5/O86

3 男は女のどこを見るべきか 岩月 謙司 筑摩書房 2004.9 143.5/O86

4 おとなの男の心理学 香山リカ ベストセラーズ 2007.12 143.6/O86

5 トラウマを乗りこえるためのセルフヘルプ・ガイド
オロール・サブロー=セガ
ン

河出書房新社 2006.4 146.8/To66

6
トラウマから恢復するためのPTSDワークブック : 心とからだと魂の癒
し : 大切な存在であるあなたへ

メアリー・ベス・ウィリアム
ズ, ソイリ・ポイユラ

明石書店 2009.3 146.8/To66

7
働く女性が知っておくべきこと : グローバル時代を生きるあなたに贈る
知恵

坂東 真理子 角川書店 2012.11 159/H42

8 ヒロインの20世紀 : 時代を変えた111人の肖像 新人物往来社 2006.4 280/H71

9 理系の扉を開いた日本の女性たち : ゆかりの地を訪ねて 西條敏美著 新泉社 2009.6 280/R41

10 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 2009.1 281/Me25

11 大江戸百華繚乱 : 大奥から遊里まで54のおんなみち 森 実与子 学習研究社 2007.2 281/O69

12 レンズが撮らえた幕末明治の女たち 小沢 健志 山川出版社 2012.2 281/R27

13 戦国おんな絵巻 : 歴史よもやま話 永井 路子 光文社 2004.11 281/Se64

14 戦国の女性たち : 16人の波乱の人生 小和田 哲男 河出書房新社 2005.9 281/Se64

15 イノセント・ガールズ : 20人の最低で最高の人生 山崎 まどか アスペクト 2011.3 285.3/I56

16 物語日本の女帝 小石 房子 平凡社 2006.6 288.4/Mo35

17 日本の宮家と女性宮家 : 女性宮家創設と皇位継承問題を解き明かす 所 功 新人物往来社 2012.9 288.4/N71

18 「李香蘭」を生きて : 私の履歴書 山口 淑子 日本経済新聞社 2004.12 289/R41

19
キーワードで読む現代日本社会 = Reading contemporary Japanese

society by keywords
中西 新太郎 旬報社 2012.5 302.1/Ki83

20 平成異変打開のリーダー : グローバル化格差社会 諏訪 春雄 勉誠出版 2010.2 304/H51

21 女の生、男の法 上 キャサリン・マッキノン 岩波書店 2011 320/O66

22 女の生、男の法 下 キャサリン・マッキノン 岩波書店 2011 320/O66



23 セクハラ・DVの法律相談 石井 妙子 青林書院 2012.8 320/Se45

24 わかりやすいセクシュアルハラスメント裁判例集 21世紀職業財団 21世紀職業財団 2009.3 320/W25

25 現代女性と法 中川 淳 世界思想社 2006.3 321/G34

26 罪と罰の文化誌 服藤 早苗 森話社 2009.11 322/Ts72

27 ストーカー・DV被害にあっていませんか? 馬場・澤田法律事務所 中央経済社 2011.3 326.8/Su84

28
少子化克服への最終処方箋 : 政府・企業・地域・個人の連携による解
決策

島田 晴雄 ダイヤモンド社 2007.2 334.3/Sh96

29 少子化「必毒」ジョーク集 坂井 博通 中央公論新社 2006.6 334.3/Sh96

30 少子化対策が日本をダメにする 和田 秀樹 グラフ社 2007.8 334.3/Sh96

31 これでいいのか少子化対策 : 政策過程からみる今後の課題 増田 雅暢 ミネルヴァ書房 2008.2 334.31/Ko79

32 2100年、人口3分の1の日本 鬼頭 宏 メディアファクトリー 2011.4 334.31/N79

33 実践リーダーをめざすひとの仕事術

メアリー・ウィリアムズ,

キャロリン・エマーソン著 ;

日本女性技術者フォーラ
ムBL勉強会訳 ; INWES

新水社 2005.9 336.3/J54

34 メンタリング入門 渡辺 三枝子 日本経済新聞社 2006.1 336.4/Me54

35 アサーション入門 : 自分も相手も大切にする自己表現法 平木 典子 講談社 2012.2 361.4/A88

36 現代日本人の意識構造
日本放送協会放送文化
研究所

日本放送出版協会 2010.2 361.4/G34

37 時代を拓く女性リーダー : 行政・大学・企業・団体での人材育成支援 国立女性教育会館 明石書店 2008.11 361.4/J48

38 バブル女は「死ねばいい」 : 婚活、アラフォー(笑) 杉浦 由美子 光文社 2010.8 361.6/B12

39
「応援します!家族責任を持つ女性研究者」事業報告書 : 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21年度

森林総合研究所男女共
同参画室

2010 366/Sh69

40 女性の仕事全ガイド : 就職・転職・副収入 '12年版 成美堂出版 成美堂出版 -1999.3 366.2/J76

41
W100志者 : 女性士業100人からのメッセージ : 100のWORK 100の
WOMAN 100のWONDERFUL

W100プロジェクト
メディアクリエイティヴリレ
イションズ

2011.3 366.2/W11

42
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!

北条 麻木
ロコモーションパブリッシ
ング

2007.12 366.3/H42

43
ここまでやったらパワハラです! : 裁判例111選 : いじめ いやがらせ 一
掃

君嶋 護男 労働調査会 2012.5 366.3/Ko44

44 セクシュアルハラスメントをしない、させないための防止マニュアル 青木 孝 小学館 2007.6 366.3/Se45

45
女性と女児の科学教育を完全雇用とディーセント・ワークにつなげる :

第55回国連婦人の地位委員会(CSW55)にむけて
AWW(Japn women's

watch)(女性監視機構)
2010 366.7/J76

46
ワーク・ライフ・バランスの実践 : 教育・労働・生活保障(福祉を含む)の
分野で.

大学女性協会 2010 366.7/Z3



47
ワークライフバランスを考えよう (先輩研究者からのメッセージ / ダイ
バーシティ・サポート・オフィス(産総研コンソーシアム)編 ; vol.3).

ダイバーシティ・サポート・
オフィス(産総研コンソー
シアム)編

2009 366/Se72

48 どこまで進んだ男女共同参画
黒川清 [ほか著] ; 日本学
術協力財団編集

日本学術協力財団 2006.9 367.2/D83

49 教育/家族をジェンダーで語れば 木村涼子, 小玉亮子著 白澤社 2005.8 367.2/Ky4

50 女装と日本人 三橋 順子 講談社 2008.9 367.9/J78

51 LGBTQってなに? : セクシュアル・マイノリティのためのハンドブック ケリー・ヒューゲル 明石書店 2011.12 367.9/L59

52 大学における男女共同参画についてのアンケート調査報告書 : 女性研究者支援のためのシステムの構築と政策提言のための研究 : 日中韓の比較から内海房子研究代表 国立女性教育会館 2013.3 377/D16

53
100人男子会「報告」 : 男子学生のための男女共同参画ワールド・カ
フェ

文部科学省生涯学習政
策局男女共同参画学習
課

2013.3 377/H99

54
岩手大学「共生の時代を拓く、いわて女性研究者支援」報告書 : 文部
科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業 ; 2011年度

岩手大学男女共同参画
推進室

2011 377/I97

55 女性研究者裾野拡大のための教員研修「科学・技術教育と女性 : 小中高校ではどう取り組むか」報告書
岩手大学男女共同参
画推進室編

岩手大学男女共同参
画推進室

2013.1 377/I97

56 香川大学女性研究者・卒業者ロールモデル集 ; 工学部 農学部
香川大学男女共同参画
推進室

2012 377/Ka17

57 香川大学女性研究者・卒業者ロールモデル集 ; [正]
香川大学男女共同参画
推進室

2012 377/Ka17

58 女性も男性ももっとHAPPYに学べる働ける大学をめざして.
関西学院大学男女共同
参画推進支援室

2011 377/Ka59

59

支援を必要としている人と支援を提供できる人のためのピンチヒッター
(関西学院大学理工学部女性研究者支援モデルプログラム支援者)制
度ハンドブック.

関西学院大学男女共同
参画推進支援室

2010 377/Ka59

60 女子高生・車座フォーラム報告書 : 2011
京都大学女性研究者支
援センター

2012.3 377/Ky6

61

「伝統と改革が創る次世代女性研究者養成拠点」事業実施報告書 :

平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金女性研究者養成
システム改革加速事業

奈良女子大学男女共同
参画推進室女性研究者
養成システム改革推進本
部編

2012 377/N51

62
キャンパスシッターによる育成・支援プラン : 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年度報告書

五十嵐由利子編集責任
新潟大学企画戦略本部
女性研究者支援室

2009-

2011
377/N72

63

校風をつなぐ女性科学者の育成 : 第2のマリー・キュリーを目指せ : 若
手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP) ; 平成23

年度実施報告書

お茶の水女子大学大学
院人間文化創成科学研
究科理学専攻

2009 377/O15

64
大阪府立大学「元気!活き生き女性研究者・公立大学モデル」事業報告
書 : 科学技術振興調整費女性研究者支援モデル育成 ; 平成24年度

大阪府立大学女性研究
者支援センター

2011 377/O73

65
徳島大学AWAサポートシステムシンポジウム2011 : 徳島から世界へ
はばたけ!研究者.

徳島大学AWAサポート
センター

2011 377/To43

66
徳島大学AWAサポートセンター啓発セミナー : 男女共同参画シンポジ
ウムin徳島大学 : 夢ある未来を拓こう!.

徳島大学AWAサポート
センター

377/To43

67 徳島大学女性研究者 : 徳島大学女性研究者ロールモデル集 ;  2.
徳島大学AWAサポート
センター

2011 377/To43

68
東京都市大学理工系学科女性卒業生卒業後の活躍レポート : 2011

年4月卒業生対象アンケートより.

東京都市大学女性研究
者支援

2011 377/To46

69 TCU role model : 理系女子力応援BOOK in 世田谷キャンパス.
東京都市大学女性研究
者支援

2011 377/To46

70

SOFERS annual report : 東京都市大学女性研究者支援室
(SOFERS)活動報告 : 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」 ; 2010(平成22年度).

東京都市大学女性研究
者支援室

2010 377/To46



71

「富山循環型女性研究者育成システムの構築」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20年
度-平成22年度

富山大学男女共同参画
推進室

2011 377/To79

72

アジアの事例を中心に.(津田塾大学女性研究者支援センターシンポジ
ウム ; 第4回 . ICT分野で国際的に活躍できる女性人材の育成を考え
る).

津田塾大学 2012 377/Ts34

73
Mentoring for technical women : チューリング賞受賞者フラン・アレン
博士が語るICT分野で働く女性とメンタリング.

津田塾大学 2010 377/Ts34

74
私の生活スタイル研究スタイル : 後輩へのアドバイス : ロールモデル
集

信州大学女性研究者支
援室(SuFRe)

2012.12 377/W45

75
テニュア・トラック制の導入促進に向けて : 科学技術振興調整費「若手
研究者の自立的研究環境整備促進」の取組状況.

文部科学省科学技術・学
術政策局基盤政策課基
礎人材

2009 377.1/Te37

76 大学生の就職とキャリア : 「普通」の就活・個別の支援 小杉礼子編 勁草書房 2007.1 377.9/D16

77 この先を見つけたい : 私の仕事、私の未来 宝子山嘉一, 増田ゆみ著 評言社 2005.6 377.9/Ko78

78 リケダン、リケジョの育てかた : 中学生までで決まる! 安達誠著 保育社 2011 379.9/R41

79 女子理学教育をリードした女性科学者たち : 黎明期・明治期後半からの軌跡
日本女子大学理学教
育研究会編

明石書店 2013.2 402/J78

80 翔(はばた)く : 女性研究者の能力発揮 都河明子著 ドメス出版 2004.4 404/H11

81 光できらめく理系女性たち : 理想のワークライフバランスを目指して 監修小舘香椎子 オプトロニクス社 2007.8 404/H57

82 次世代がつくりあげたもう一つのセンス・オブ・ワンダー
井上則子, 上遠恵子, 津
田塾大学「ウェルネス研
究」履修生著

かもがわ出版 2012.12 404/J54

83
女性と科学 : 理学部・理学研究科 学術交流シンポジウム : 男女共同
参画推進に向けて

[日本女子大学理学部] 2006.3 404/J76

84 女子中学生の科学 (サイエンス) 清邦彦著 静岡新聞社 2007.1 404/J78

85 韓国女性科学者・技術者 : 成長と政府支援策
李恩京[講演] ; 三浦有紀
子編

文部科学省科学技術政
策研究所第1調査研究グ
ループ

2006.7 404/Ka56

86 娘と話す科学ってなに? 池内了著 現代企画室 2005.4 404/Mu89

87

「元気な食と農を支える女性研究者支援モデル」活動報告書 : 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
23年度2(アンケート調査報告)

農業・食品産業技術総合
研究機構女性研究者支
援室

2010 407/G34

88

「元気な食と農を支える女性研究者支援モデル」活動報告書 : 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
23年度1

農業・食品産業技術総合
研究機構女性研究者支
援室

2010 407/G34

89
女性研究者を応援します! : 女性研究者の活躍推進のための取組事
例

内閣府男女共同参画局
[編]

内閣府男女共同参画局
推進課

2008.9 407/J76

90 女性研究者の活躍促進に向けて : 女性研究者の支援事業取組事例
[文部科学省科学技
術・学術政策局基盤政
策課基礎人材係]

文部科学省科学技術・
学術政策局

2009.1 407/J76

91
"建てる"お仕事、大特集!.Rikejo(リケジョ) : 理系女子応援マガジン ;

5).
講談社 2011 407/R41

92
理系女性育成の阻害要因及び女性のキャリア育成のための情報科学
教育の日韓比較調査

橋本ヒロ子, 安達一寿, 亀
田温子, 中尾茂子著

十文字学園女子大学社
会情報学部

2010 407/R41

93 不死細胞ヒーラ : ヘンリエッタ・ラックスの永遠 (とわ) なる人生
レベッカ・スクルート著 ;

中里京子訳
講談社 2011 491.6/F96

94
女子栄養大学のダイエットクリニック : 成功率90%以上! : 日本人が一
番やせる食べ方、教えます!

女子栄養大学栄養クリ
ニック

世界文化社 2011.8 498.5/J78



95 科学が証明する新・朝食のすすめ 香川 靖雄 女子栄養大学出版部 2007.8 498.5/Ka16

96 女力消費の時代 : 女性はこうしてクルマを選ぶ。 デルフィス買う気研究所 日刊自動車新聞社 2011.1 537/O66

97 モードとエロスと資本 中野 香織 集英社 2010.5 589/Mo13

98 東京ガールズコレクションの経済学 山田 桂子 中央公論新社 2011.11 589/To46

99 女子栄養大学の500kcal定番ごはん : 毎日食べたい 松田早苗, 豊満美峰子 女子栄養大学出版部 2012.4 596/J78

100 女子栄養大学の毎日おかず : 食材からひける、献立もついてる 女子栄養大学出版部 2011.9 596/J78


