
テーマ：仕事
書名 著者 請求番号

幸せの作法 : 働く女性に贈る61のヒント 坂東真理子 159/Sh15

私たちが仕事をやめてはいけない57の理由 川崎貴子 159/W45

美婆伝 : 90歳を超えても美しく働き続ける11人の物語 土本真紀 281/B41

石井桃子 : 児童文学の発展に貢献した文学者 : 翻訳家・児童文学者「日本」 : 1907-2008 筑摩書房編集部 289/I75

ザ・町工場 : “女将"がつくる最強の職人集団 諏訪貴子 335/Z1

女性のためのリーダーシップ術 猪俣恭子 336.3/J76

会社の未来は女性が拓く! 植田寿乃 336.4/Ka21

ワーキングプア原論 : 大転換と若者 後藤道夫 361.85/W33

「就活」と日本社会 : 平等幻想を超えて 常見陽平 366.2/Sh99

わたしのキャリア・デザイン : 社会・組織・個人
加藤容子, 小倉祥子, 三宅

美樹
366.2/W47

なぜ女性は仕事を辞めるのか : 5155人の軌跡から読み解く 

岩田正美, 大沢真知子編著 ;

日本女子大学現代女性キャ

リア研究所編

366.3/N59

仕事文脈 仕事文脈編集部編集 366.3/To43

できる女は時短で成果を上げる! : The Japan Times for women : 世界を見つめる女性の生き方;Vol.6 366.7/J24

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート

仕事と生活の調和連携推

進・評価部会仕事と生活の

調和関係省庁連携推進会議

[編]

366.7/Sh29

ワーク・デザイン : これからの「働き方の設計図」 長沼博之 366/W35

すべての若者が生きられる未来を : 家族・教育・仕事からの排除に抗して 宮本みち子編 367.6/Su11

人生100年時代への船出 樋口恵子 367.7/J52

大学生のためのキャリアガイドブック 寿山泰二[ほか] 377.9/D16

アースミュージック&エコロジーの経営学 
石川康晴著 ; 日経トップ

リーダー編
589/A93

料理家ハンターガール奮戦記 : ジビエの美味しさを知らないあなたへ 井口和泉 659/R97

女たちのロングライフ物語 : 老人ホームではなく、大家族をつくる 古庄弘枝 673/O66



テーマ：セクシュアリティ

書名 著者 請求番号

仕事+人権 : 社会人のための人権入門 316.1/Sh29

レンアイ、基本のキ : 好きになったらなんでもOK? 打越さく良 367.6/R27

若者の性意識とデートDV : 互いを思いやる豊かな関係をめざして 367.6/W23

ありのままの私 安冨歩 367.9/A74

同性愛は「病気」なの? : 僕たちを振り分けた世界の「同性愛診断法」クロニクル 牧村朝子 367.9/D88

同性パートナーシップ証明、はじまりました。 : 渋谷区・世田谷区の成立物語と手続きの方法 エスムラルダ, KIRA 367.9/D88

LGBT問題と教育現場 : いま、わたしたちにできること 
早稲田大学教育総合研究

所
367.9/L59

LGBTQを知っていますか? : “みんなと違う"は“ヘン"じゃない
日高庸晴監著 ; 星野慎二

ほか
367.9/L59

まずは、ゲイの友だちをつくりなさい : LGBT初級講座 松中権 367.9/Ma99

「男の娘 (おとこのこ)」たち 川本直著 367.9/O86

セクシュアリティをことばにする : 上野千鶴子対談集 上野千鶴子 367.9/Se45

セクシュアル・マイノリティ白書

共生社会をつくるセクシュ

アル・マイノリティ支援全

国ネットワーク監修・編

367.9/Se45

多様な性について考えよう : 性的マイノリティと人権
人権教育啓発推進セン

ター
367.9/Ta98

私はトランスジェンダー : 二つの性の狭間で…ある現役高校教師の生き方 宮崎留美子 367.9/W45

お母さん二人いてもいいかな!? : レズビアンのママ生活 中村キヨ 367.97/O45

「図説」ホモセクシャルの世界史 松原國師 384.7/Z8

表象のトランス・ジェンダー : 越境する性
安達太郎, 野村幸一郎, 林

久美子編
904/H99



テーマ：男女共同参画

書名 著者 請求番号

犯罪報道におけるジェンダー問題に関する研究 : ジェンダーとメディアの視点から 四方 由美 070/H29

ジェンダーの心理学 : 心と行動への新しい視座 鈴木 淳子 143.1/J36

女の子の幸福論 : もっと輝く、明日からの生き方 大崎 麻子 159/O66

ジェンダー視点から戦後史を読む 米田 佐代子 210.7/J36

現代日本女性史 : フェミニズムを軸として 鹿野 政直 210/G34

歴史を読み替えるジェンダーから見た日本史 久留島 典子 210/R25

概説ジェンダーと法 : 人権論の視点から学ぶ 辻村 みよ子 320/G15

ジェンダー六法 山下 泰子 320/J36

ジェンダー法学入門 三成 美保 321/J36

ジェンダー法学のインパクト 三成 美保 321/Ko98

固定された性役割からの解放 榊原 富士子 321/Ko98

暴力からの解放 戒能 民江 321/Ko98

ジェンダー法学が切り拓く展望 辻村 みよ子 321/Ko98

レクチャージェンダー法 犬伏 由子 321/R25

少子化論 : なぜまだ結婚、出産しやすい国にならないのか 松田 茂樹 334.31/Sh96

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ジ 諸橋 泰樹 361.4/Me14

メディアとジェンダー 国広 陽子 361.4/Me14

メディア学の現在 渡辺 武達 361.4/Me14

リスク社会のライフデザイン : 変わりゆく家族をみすえて 宮本 みち子 361.6/R47

ジェンダーで学ぶ社会学 伊藤 公雄 361/J36

ジェンダーの社会学入門 江原 由美子 361/J36

女性活躍後進国ニッポン 山田 昌弘 366.3/J76

貴女 (あなた) を輝かせるキャリアデザイン 広岡 守穂 366.7/A46

ライフコースからみた女性学・男性学 : 働くことから考える 乙部 由子 366.7/R12

働く女性とマタニティ・ハラスメント : 「労働する身体」と「産む身体」を生きる 杉浦 浩美 366/H42

女性の働きかた 武石 恵美子 366/J76

女性と労働 藤原 千沙 366/R59

ジェンダーで学ぶ政治社会学入門 : 男女平等の未来のために 大海 篤子 367.1/J36



変革の鍵としてのジェンダー : 歴史・政策・運動 落合 恵美子 367.2/H52

ジェンダーの心理学 : 「男女の思いこみ」を科学する 青野 篤子 367.2/J36

ジェンダー史を学ぶ 長野 ひろ子 367.2/J36

ジェンダー論をつかむ 千田 有紀 367.2/J36

ジェンダー学への道案内 高橋 準 367.2/J36

女性学・ジェンダー研究の創成と展開 舘 かおる 367.2/J76

女性学・男性学 : ジェンダー論入門 伊藤 公雄 367.2/J76

オンナらしさ入門(笑) 小倉 千加子 367.2/O66

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 木村 涼子 367.2/Y79

ジェンダー史 大口 勇次郎 367.21/J36

新・女性学への招待 : 変わる/変わらない女の一生 井上 輝子 367.21/J76

DVはいま : 協働による個人と環境への支援 高畠 克子 367.3/D99

「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 Ishii-Kuntz Masako 367.3/I38

家族を生きる : 違いを乗り越えるコミュニケーション 平木 典子 367.3/Ka99

ライフコースとジェンダーで読む家族 岩上 真珠 367.3/R12

「家族」難民 : 生涯未婚率25%社会の衝撃 山田 昌弘 367.4/Ka99

ハタチまでに知っておきたい性のこと 橋本 紀子 367.9/H41

カムアウトする親子 : 同性愛と家族の社会学 三部 倫子 367.9/Ka42

LGBTってなんだろう? : からだの性・こころの性・好きになる性 藥師 実芳 367.9/L59

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 367/J36

かけがえのない個から : 人権と家族をめぐる法と制度 辻村 みよ子 367/J36

承認と包摂へ : 労働と生活の保障 大沢 真理 367/J36

壁を超える : 政治と行政のジェンダー主流化 辻村 みよ子 367/J36

揺らぐ男性のジェンダー意識 : 仕事・家族・介護 目黒 依子 367/Y99

下層化する女性たち : 労働と家庭からの排除と貧困 小杉 礼子 368.2/Ka78

フェミニズムと社会福祉政策 杉本 貴代栄 369.2/F18

ジェンダーで考える教育の現在 (いま) : フェミニズム教育学をめざして 木村 涼子 370.4/J36

教育格差の社会学 耳塚 寛明 371.3/Ky4

教育社会とジェンダー 河野 銀子 371.3/Ky4

大学生のためのキャリアデザイン入門 岩上 真珠 377.9/D16

女性の学びと意識変容 山澤 和子 379.4/J76



なぜ理系に進む女性は少ないのか? : トップ研究者による15の論争 Ceci Stephen J. 407/N59

ジェンダーで学ぶ生活経済論 : 現代の福祉社会を主体的に生きるために 伊藤 純 591/J36

テレビ報道職のワーク・ライフ・アンバランス : 13局男女30人の聞き取り調査から 林 香里 699/Te71


