
国立女性教育会館展示 平成26年4-6月

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 ISBN 請求記号

1 人生も仕事も豊かになる!働き女子

の必読本300冊
日経BP社 2013 9784822268329 019/J52

2 女性の幸福 : 今日からできること、

しなければいけないこと : 仕事編

坂東真理子著 ;
仕事編

PHP研究所 2010 9784569777276 159/J76

3 ライフスタイル仕事術 : 限界を
ちょっと広げた私の方法

川島蓉子著 PHP研究所 2010 9784569774954 159/R12

4 世界基準の女になる! : 恋するよう
に仕事をする

桂由美著 PHP研究所 2009 9784569673271 159/Se22

5 The女子力 : 生きるための処方箋 NHK「The・女子
力」取材班監修

角川マーケ
ティング

2010 9784048950855 159/Th2

6 生き方に迷うあなたに、今伝えたい
こと

日経WOMAN編 日経BP社 2010 9784822268053 281/I48

7 国際社会で活躍した日本人 : 明治

～昭和13人のコスモポリタン

植木武編 弘文堂 2009 9784335551277 281/Ko51

8 女がペンを執る時 : 19世紀フラン
ス・女性職業作家の誕生

村田京子著 新評論 2011 9784794808646 283.5/O66

9 幸子さんと私 : ある母娘の症例 中山千夏著 創出版 2009 9784924718951 289/Y97
10 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 9784585054221 304/H51

11 軋む社会 : 教育・仕事・若者の現在  本田由紀著 双風舎 2008 9784902465136 304/Ki58
12 反貧困 : 政治家を壊す?育てる?  湯浅誠 [ほか

執筆]
ロスジェネ 2008 9784780302264 304/R73

13 活動家一丁あがり! : 社会にモノ言
うはじめの一歩

湯浅誠, 一丁あ
がり実行委員会
著

NHK出版 2011 9784140883433 309/Ka87

14 なくそう!官製ワーキングプア  官製ワーキン
グプア研究会編

日本評論社 2010 9784535556331 318/N46

15 セクハラ・DVの法律相談  石井妙子, 相原

佳子, 佐野みゆ
き編

青林書院 2008 9784417014591 320/Se45

16 婚外子差別・選択的夫婦別姓を考
える : 今こそ変えよう!家族法

日本弁護士連
合会編

日本加除出版 2011 9784817839121 324.6/Ko74

17 日本はなぜ貧しい人が多いのか :
「意外な事実」の経済学

原田泰著 新潮社 2009 9784106036484 332/N71

18 暴力の発生と連鎖 上村くにこ編 人文書院 2008 9784409340387 361.3/B65
19 孤立の社会学 : 無縁社会の処方箋 石田光規著 勁草書房 2011 9784326653683 361.4/Ko79
20 家族と子育ての社会学 石井秀夫著 八千代出版 2008 9784842914473 361.6/Ka99
21 日本型近代家族 : どこから来てどこ

へ行くのか

千田有紀著 勁草書房 2011 9784326653614 361.6/N71

22 「サザエさん」的コミュニティの法則 鳥越皓之著 日本放送出版
協会

2008 9784140882467 361.7/Sa99

23 「格差」の戦後史 : 階級社会日本の
履歴書

橋本健二著 河出書房新社 2009 9784309624037 361.8/Ka28

24 日本の社会階層とそのメカニズム :
不平等を問い直す

盛山和夫 [ほ
か] 編著

白桃書房 2011 9784561961246 361.8/N71

25 ベーシックインカムは希望の原理か フェミックス編集 フェミックス 2010 9784903579344 364/B39
26 ベーシックインカムとジェンダー : 生

きづらさからの解放に向けて
堅田香緒里 [ほ
か] 編著

現代書館 2011 9784768456729 364/B39

27 貧困にあえぐ国ニッポンと貧困をな
くした国スウェーデン : スウェーデン
はなぜ貧困をなくせたのか

竹崎孜著 あけび書房 2008 9784871540780 364/H61

28 ワーキングプア時代 : 底抜けセーフ
ティーネットを再構築せよ

 山田昌弘著 文藝春秋 2009 9784163715308 364/W33

29 ケースブック・日本の居住貧困 : 子
育て/高齢障がい者/難病患者

早川和男編集
代表 ; 岡本祥

浩, 早川潤一編

藤原書店 2011 9784894347793 365.3/Ke61
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30 ディーセント・ワークと新福祉国家構
想 : 人間らしい労働と生活を実現す
るために

雇用のあり方研
究会 [ほか] 編
著

旬報社 2011 9784845112395 366.1/D78

31 若者の就労と進路職業選択の教育
社会学

山内乾史編著 東信堂 2008 9784887138384 366.2/Ky4

32 人間に格はない : 石川経夫と2000
年代の労働市場

 玄田有史著 ミネルヴァ書
房

2010 9784623056224 366.2/N76

33 クリエイターになりたい : 文章・絵・
音楽・コンピュータ

しごと応援団編
著

理論社 2008 9784652049587 366.2/O66

34 無能力批評 : 労働と生存のエチカ 杉田俊介著 大月書店 2008 9784272430758 366.8/Mu35
35 日本でアジアで輝く女性たち ブレインワーク

ス編著
カナリア書房 2009 9784778201227 366.8/N71

36 働きすぎに斃れて : 過労死・過労自
殺の語る労働史

 熊沢誠著 岩波書店 2010 9784000244565 366/H42

37 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

 杉浦浩美著 大月書店 2009 9784272350292 366/H42

38 女性のためのワーキングブック : 女
性が働くために知っておくべきルー
ルを豊富な事例でやさしく解説

全国女性シェ
ルターネット

366/J76

39 女、一生の働き方 : 貧乏ばあさん

(BB)から働くハッピーばあさん(HB)
樋口恵子著 海竜社 2010 9784759311433 366/O66

40 就職・失業・男女差別 : いま、何が
起こっているか

 岸智子著 日本経済評論
社

2010 9784818821354 366/Sh99

41 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 9784324094785 367.21/D37

42 性役割 天野正子 [ほ
か] 編集委員 ;
斎藤美奈子編
集協力 ; 井上

岩波書店 2009 9784000281386 367.21/Sh69

43 「母」がいちばん危ない : "いい娘"
にならない方法

斎藤学, 村山由
佳著

大和書房 2013 9784479794035 367.3/H14

44 家庭モラル・ハラスメント 熊谷早智子 講談社 2008 9784062725033 367.3/Ka85
45 家族 : 新しい「親密圏」を求めて 岩波書店 2010 9784000283571 367.3/Ka99
46 家族と生活 : これからの時代を生き

る人へ

お茶の水ヒュー
マンライフシステ
ム研究会編

創成社 2013 9784794480606 367.3/Ka99

47 子どものための親子論 : 「親子にな
る」という視点

芹沢俊介著 明石書店 2013 9784750337593 367.3/Ko21

48 くもりガラスの人間関係 : 子へ、
親へ、そして自分へ、虐待の世代
間連鎖

金子善彦著 中央法規出版 2008 9784805830888 367.3/Ku39

49 もういちど親子になりたい 芹沢俊介著 主婦の友社 2008 9784072572719 367.3/Mo96
50 親子という病 香山リカ著 講談社 2008 9784062879620 367.3/O94
51 親子論。 週刊朝日編 :

佐藤明〔ほか

朝日新聞社 2008 9784023302723 367.3/O94

52 特集*母と娘の物語 : 母/娘という呪 青土社 2008 9784791701865 367.3/To43
53 ママまた離婚するの!? : 離婚家庭

で育った子どもの気持ち

新川明日菜著 東京シューレ
出版

2013 9784903192215 367.4/Ma41

54 日本の寡婦・やもめ・後家・未亡人 :
ジェンダーの文化人類学

青木デボラ著 明石書店 2009 9784750330846 367.4/N71

55 ただトモ夫婦のリアル 牛窪恵著 日本経済新聞
出版社

2010 9784532260934 367.4/Ta16

56 家族という絆が断たれるとき 芹沢俊介著 批評社 2009 9784826505062 367.6/Ka99
57 家族という名の密室 萩田望美著 梓書院 2010 9784870353961 367.6/Ka99
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58 子どもの貧困と社会的排除 テス・リッジ著 ;
中村好孝, 松田
洋介訳

桜井書店 2010 9784921190651 367.6/Ko21

59 対論生き抜くこと  雨宮処凛, 香山
リカ著

七つ森書館 2008 9784822808778 367.6/Ta23

60 データブック貧困 西川潤著 岩波書店 2008 9784000094306 368.2/D65
61 貧困をどう伝えるか、どう学ぶか 宇都宮健児, 湯

浅誠編

明石書店 2008 9784750328577 368.2/H29

62 特集1日本の貧困は「地方」にどう立

ち現れているか ; 特集2貧困測定の

研究2

貧困研究会編
集

明石書店 2010 9784750333014 368.2/H61

63 格差と貧困がわかる20講 牧野富夫, 村上
英吾編著

明石書店 2008 9784750327945 368.2/Ka28

64 民衆が語る貧困大国アメリカ : 不自
由で不平等な福祉小国の歴史

スティーヴン・ピ
ムペア著 ; 桜井

まり子, 甘糟智
子訳

明石書店 2011 9784750333236 368.2/Mi47

65 DV・被害者のなかの殺意 : ネット依
頼殺人の真実

北村朋子著 現代書館 2009 9784768456088 368.6/D79

66 「よい子」が人を殺す : なぜ「家庭内
殺人」「無差別殺人」が続発するの

尾木直樹著 青灯社 2008 9784862280244 368.6/Y73

67 ルポ生活保護 : 貧困をなくす新たな
取り組み

本田良一著 中央公論新社 2010 9784121020703 369.2/R86

68 生活保護vs子どもの貧困 大山典宏著 PHP研究所 2013 9784569815459 369.2/Se17
69 生活保護は最低生活をどう構想し

たか : 保護基準と実施要領の歴史
岩永理恵著 ミネルヴァ書

房
2011 9784623059447 369.2/Se17

70 虐待をこえて、生きる : 負の連鎖を
断ち切る力

内田伸子, 見上
まり子著

新曜社 2010 9784788511989 369.4/G99

71 「生存者 (サバイバー) 」と呼ばれる

子どもたち : 児童虐待を生き抜いて

宮田雄吾著 角川書店 2010 9784048850599 369.4/Sa11

72 考える福祉 酒井潔, 岡野浩
編

東洋館出版社 2010 9784491025704 369/Ka54

73 若者の介護意識 : 親子関係とジェ
ンダー不均衡

中西泰子著 勁草書房 2009 9784326653423 369/W23

74 日本の教育格差 橘木俊詔著 岩波書店 2010 9784004312581 372.1/N71
75 格差と貧困のないデンマーク : 世界

一幸福な国の人づくり
千葉忠夫著 PHP研究所 2011 9784569792422 372.389/D58

76 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

女子教育問題
研究会編著

尚学社 2009 9784860310622 374.3/J76

77 若者と貧困 : いま、ここからの希望
を

湯浅誠 [ほか]
編著

明石書店 2009 9784750330211 375.6/W23

78 反貧困学習 : 格差の連鎖を断つた
めに

大阪府立西成
高等学校著

解放出版社 2009 9784759221435 375/H29

79 女子スポーツ界におけるリーダー
シップ

野田朱美述 お茶の水女子
大学

2010 377/O15

80 現代「女の一生」 : 人生儀礼から読
み解く

関沢まゆみ著 日本放送出版
協会

2008 9784140911143 384.6/G34

81 年代別女性の健康と働き方マニュ
アル : 女性も男性も暮らしも職場も

happy!に : ワーク・ライフ・バランス
とヘルスケア

水沼英樹監修 ;
女性の健康とメ
ノポーズ協会編
著

SCICUS 2012 9784903835563 495/N64

82 光が照らす未来 : 照明デザインの
仕事

石井幹子著 岩波書店 2010 9784005006663 545/H57

83 女子と出産 : 晩産時代を、どう生き

る?
山本貴代著 日本経済新聞

出版社
2010 9784532167295 598.2/J78

84 女子のりもの系就職図鑑 東京乗り物研究
会編

光人社 2008 9784769814054 680/J78

85 買わねぐていいんだ。 茂木久美子著 インフォレスト 2010 9784861908347 686/Ka96
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86 現代スポーツの社会学 : 課題と共
生への道のり

ジェイ・コーク
リー, ピーター・

ドネリー著 ; 前
田和司, 大沼義

彦 松村和則共

南窓社 2011 9784816503986 780/G34

87 女性アスリートのための筋力トレー
ニング科学 : その理論と実際

鈴木正之著 黎明書房 2010 9784654076178 780/J76

88 女性アスリートのための傷害予防ト
レーニング

小林直行, 泉重

樹, 成田崇矢編
著

医歯薬出版 2013 9784263240588 780/J76

89 日本のスポーツ界は暴力を克服で
きるか

森川貞夫編 ;
森川貞夫 [ほか

かもがわ出版 2013 9784780306569 780/N71

90 知ってほしい女性とスポーツ 石田良恵[ほか]
著

サンウェイ出
版

2010 9784883890354 780/Sh92

91 スポーツ哲学の入門 : スポーツの
本質と倫理的諸問題

シェリル・ベルク
マン・ドゥルー著

; 川谷茂樹訳

ナカニシヤ出
版

2012 9784779505713 780/Su75

92 スポーツの魅惑とメディアの誘惑 :
身体/国家のカルチュラル・スタ

阿部潔著 世界思想社 2008 9784790713470 780/Su75

93 「東洋の魔女」論 新雅史著 イースト・プレ 2013 9784781650098 783/To76
94 甦る!女子プロ野球 : ヒールをスパ

イクに履きかえて

谷岡雅樹著 梧桐書院 2010 9784340140008 783/Y81

95 ゆっくりあきらめずに夢をかなえる 桧野真奈美著 ダイヤモンド社 2010 9784478014165 784/Y97
96 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
合場敬子著 明石書店 2013 9784750337937 788/J78

97 女子柔道の歴史と課題 山口香著 日本武道館 2012 9784583104591 789/J78
98 性と柔 (やわら) : 女子柔道史から

問う

溝口紀子著 河出書房新社 2013 9784309624648 789/Se19

99 母と娘の歴史文化学 : 再生産され
る「性」

田端泰子, 河原

和枝, 野村幸一
郎編著

白地社 2009 9784893592514 904/H14

100 私は、死なない : 死刑台から生還し
た女

キャスリーン・A.
ケアンズ著 ; 佐
藤貞子訳

現代書館 2008 9784768469699 936/W45


