
医学図書館では、国立女性教育会館 女性教育情報センター所蔵の図書（NWEC図書）のパッケージ貸出サービスを

受けています。男女共同参画を中心とした様々なテーマの図書100冊を、3か月毎に入れ替えて館内で展示しており、

展示図書は貸出も可能です。この機会にぜひご利用ください。

展示期間　：　２０２２年１０月～１２月１５日

展示場所　：　医学図書館２階（階段を上ってすぐ）

貸出冊数　：　２冊まで

貸出期間　：　２週間（展示期間終了が近づいたときは２週間未満になります）

※自動貸出機での貸出手続きはできません。サービスデスクで手続きを受けてください。

※資料の汚破損防止のため、ブックポストへの返却はご遠慮ください。

展示図書リスト

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 ISBN キーワード

1
やりたいこと、全部やりたい。 : 自分の人生を自分で決めるため

の方法
立花佳代著 アスコム 2021 9784776211570 ワークライフバランス

2 女性から描く世界史 : 17～20世紀への新しいアプローチ 水井万里子 [ほか] 編 勉誠出版 2016 9784585221425 海外女性事情

3 魔女狩りの地を訪ねて : あるフェミニストのダークツーリズム
クリステン・J・ソリー著 ;

松田和也訳
青土社 2021 9784791774074 海外女性事情

4
ファニー・メンデルスゾーン=ヘンゼル : 時代に埋もれた女性作曲

家の生涯

ウテ・ビュヒター=レー

マー著 ; 米澤孝子訳
春風社 2015 9784861104213 音楽

5 キンノヒマワリピアニスト中村紘子の記憶 高坂はる香著 集英社 2018 9784087816471 音楽

6 ピアニストはおもしろい 仲道郁代著 春秋社 2015 9784393935873 音楽

7 抵抗のモダンガール作曲家・吉田隆子 田中伸尚著 岩波書店 2014 9784000240444 音楽

8 ウィーンに六段の調 : 戸田極子とブラームス 萩谷由喜子著 中央公論新社 2021 9784120054464 音楽

9 『蝶々夫人』と日露戦争 : 大山久子の知られざる生涯 萩谷由喜子著 中央公論新社 2018 9784120050527 音楽

10 いつも心に音楽を : ヴァイオリニスト服部豊子自伝 服部豊子著 ; 宮田奈奈編集 勉誠出版 2020 9784585270546 音楽

11 歌は分断を越えて : 在日コリアン二世のソプラノ歌手・金桂仙 坪井兵輔著 新泉社 2019 9784787719065 音楽

12 ハリエットの道

キャロル・ボストン・ウェ

ザフォード文 ; カディー

ル・ネルソン絵 ; さくまゆ

みこ訳

日本キリスト教団

出版局
2014 9784818408807 海外女性事情

13 庭園家ガートルード・ジーキル 川端有子著 玉川大学出版部 2020 9784472405693 海外女性事情

14 111本の木

リナ・シン文 ; マリアン

ヌ・フェラー絵 ; こだまと

もこ訳

光村教育図書 2021 9784895722681 海外女性事情

15 サフラジェット : 平等を求めてたたかった女性たち
デイヴィッド・ロバーツ著 ;

富原まさ江訳
合同出版 2021 9784772614351 海外女性事情

16
ペンとミシンとヴァイオリン : アフガン難民の抵抗と民主化への

道
清末愛砂著 寿郎社 2020 9784909281272 海外女性事情

17 仕方なくパートで働く普通の主婦が起業する本 小桧山美由紀著 総合法令出版 2021 9784862808011 ワークライフバランス

18
中小企業の介護離職防止対策と制度づくり : 今すぐできる! : 事例

から学ぶ働き盛り社員を離職させないための本
小林包美著 第一法規 2017 9784474059016 ワークライフバランス

NWEC図書展示のご案内（令和４年度10～12月期）

展示テーマ：「海外女性事情、ワークライフバランス、妊娠・出産・不妊、音楽」
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No. 書名 編著者名 出版社 出版年 ISBN キーワード

19 誰のためのテレワーク? : 近未来社会の働き方と法 大内伸哉著 明石書店 2021 9784750352039 ワークライフバランス

20
働きやすさを本気で考えたら、会社の売上が5倍になりました。 :

女性9割・子育てスタッフ6割で実現する働き方改革
雅樂川陽子著 同文舘出版 2019 9784495540395 ワークライフバランス

21
女性活躍が企業価値を高める : 子育て中の部下を持つ経営者・上

司のためのマニュアル
上田理恵子著

神戸新聞総合出版

センター
2021 9784343011305 ワークライフバランス

22
女性が働き続ける会社のすごい仕組み : 結婚・出産で辞めない制

度・組織・雰囲気のつくり方
雨宮健太著 現代書林 2016 9784774515700 ワークライフバランス

23 「介護離職ゼロ」の職場のつくりかた : 「大介護時代」に備える!
社会保険労務士事務所あお

ぞらコンサルティング著
翔泳社 2016 9784798148427 ワークライフバランス

24
ニッポン子育てしやすい会社 : 人を大切にする会社は社員の子ど

もの数が多い

坂本光司, 人を大切にする経

営学会著
商業界 2019 9784785505479 ワークライフバランス

25 実践!テレワークで「働き方改革」 日本経済新聞出版社編
日本経済新聞出版

社
2018 9784532182519 ワークライフバランス

26 ワークライフ・インテグレーション : 未来を拓く働き方
平澤克彦編著 ; 中村艶子編

著
 ミネルヴァ書房 2021 9784623092352 ワークライフバランス

27
ワーク・ライフ・バランスを実現する職場 : 見過ごされてきた上

司・同僚の視点
細見正樹著 大阪大学出版会 2017 9784872595765 ワークライフバランス

28 身体の大衆文化 : 描く・着る・歌う
安井眞奈美, エルナンデス・

アルバロ編
KADOKAWA 2021 9784044005665 音楽

29 会社に人生を振り回されない武器としての労働法 佐々木亮著 KADOKAWA 2021 9784046049728 ワークライフバランス

30 不妊治療とキャリア継続 乙部由子著 勁草書房 2015 9784326602834 妊娠・出産・不妊

31
がんと共に生き、考え、働く : 未来を見つめて : 治療と仕事の両

立を目指して
石川邦子著 方丈社 2019 9784908925498 ワークライフバランス

32 「働く母」の子育て : 「お金・時間・責任」のプレッシャー
熊谷晋一郎編著 ; 青野典子

[ほか] 著

ジャパンマシニス

ト社
2021 9784880499307 ワークライフバランス

33 子育てしながらフリーランス カワグチマサミ著 左右社 2021 9784865280531 ワークライフバランス

34 ブレイクダウン・ザ・ウォール : 環境、組織、年齢の壁を破る 尾原蓉子著
日本経済新聞出版

社
2018 9784532322267 ワークライフバランス

35 ビジネスパーソンが介護離職をしてはいけないこれだけの理由 酒井穣 [著]
ディスカヴァー・

トゥエンティワン
2018 9784799322147 ワークライフバランス

36 子育て世代の大問題 : 共働きサバイバル 東洋経済新報社 2018 9784492920701 ワークライフバランス

37 お先に失礼します! : 共働きパパが見つけた残業しない働き方 中村一著 KADOKAWA 2017 9784048932622 ワークライフバランス

38 産まないことは「逃げ」ですか? 吉田潮著 KKベストセラーズ 2017 9784584138083 妊娠・出産・不妊

39 #MeTooの政治学 : コリア・フェミニズムの最前線
鄭喜鎭編 ; 権金怜 [ほか] 著

; 金李イスル訳
大月書店 2021 9784272350490 海外女性事情

40
根のないフェミニズム : フェミサイドに立ち向かったメガリアた

ち

キム・インミョン著 ; 大島

史子訳 ; 北原みのり解説
アジュマ 2021 9784910276021 海外女性事情

41 越境する社会運動(イスラーム・ジェンダー・スタディーズ ; 2) 鷹木恵子編著 明石書店 2020 9784750349954 海外女性事情

42 私はイスラム教徒でフェミニスト

ナディア・エル・ブガ, ヴィ

クトリア・ゲラン著 ; 中村

富美子訳

白水社 2021 9784560098592 海外女性事情

43 デンマークの女性が輝いているわけ : 幸福先進国の社会づくり
澤渡夏代ブラント, 小島ブン

ゴード孝子著
大月書店 2020 9784272350469 海外女性事情

44 塩を食う女たち : 聞書・北米の黒人女性 藤本和子著 岩波書店 2018 9784006023034 海外女性事情

45 ラテンアメリカ21世紀の社会と女性 国本伊代編 新評論 2015 9784794810243 海外女性事情

46 どうする日本の家族政策（いま社会政策に何ができるか, 3） 落合恵美子編著 ミネルヴァ書房 2021 9784623092819 ワークライフバランス

47 まだ産める?もう産めない?「卵子の老化」と「高齢妊娠」の真実 河野美香著 講談社 2018 9784062598675 妊娠・出産・不妊
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No. 書名 編著者名 出版社 出版年 ISBN キーワード

48 ふつうの非婚出産 : シングルマザー、新しい「かぞく」を生きる 櫨畑敦子著 イースト・プレス 2018 9784781616926 妊娠・出産・不妊

49 知っておくべき産後の妻のこと 東野純彦著
幻冬舎メディアコ

ンサルティング
2020 9784344928596 妊娠・出産・不妊

50 あかちゃんはどうやってつくられるの?
アンナ・フィスケ絵と文 ;

さわきちはる訳
河出書房新社 2019 9784309256498 妊娠・出産・不妊

51 これからのヴァギナの話をしよう
リン・エンライト著 ; 小澤

身和子訳
河出書房新社 2020 9784309249728 妊娠・出産・不妊

52 3万人の大学生が学んだ恋愛で一番大切な“性"のはなし 村瀬幸浩著 KADOKAWA 2020 9784046800879 妊娠・出産・不妊

53 知らないと恥をかく「性」の新常識 齋藤賢著 光文社 2020 9784334045111 妊娠・出産・不妊

54 ようこそ!あかちゃん : せかいじゅうの家族のはじまりのおはなし

レイチェル・グリーナー文 ;

クレア・オーウェン絵 ; 浦

野匡子, 艮香織訳・解説

大月書店 2021 9784272405688 妊娠・出産・不妊

55 娼婦たちは見た : イラク、ネパール、中国、韓国 八木澤高明 [著] KADOKAWA 2019 9784040822891 海外女性事情

56 その名を暴け : #MeTooに火をつけたジャーナリストたちの闘い

ジョディ・カンター, ミーガ

ン・トゥーイー著 ; 古屋美

登里訳

新潮社 2020 9784105071714 海外女性事情

57 インドの女性と障害 : 女性学と障害学が支える変革に向けた展望 アーシャ・ハンズ編 明石書店 2020 9784750349596 海外女性事情

58 ヘルシンキ生活の練習 朴沙羅著 筑摩書房 2021 9784480815620 海外女性事情

59
家族・働き方・社会を変える父親への子育て支援 : 少子化対策の

切り札

小崎恭弘, 田辺昌吾, 松本し

のぶ編著
ミネルヴァ書房 2017 9784623081165 ワークライフバランス

60 漂流女子 : にんしんSOS東京の相談現場から 中島かおり著 朝日新聞出版 2017 9784022737373 妊娠・出産・不妊

61
ゆりかごにそっと : 熊本慈恵病院「こうのとりのゆりかご」に託

された母と子の命
蓮田太二著 方丈社 2018 9784908925399 妊娠・出産・不妊

62 保育者の働き方改革 : 働きやすい職場づくりの実践事例集 佐藤和順編著 中央法規出版 2021 9784805883730 ワークライフバランス

63
インドネシアのムスリムファッション : なぜイスラームの女性た

ちのヴェールはカラフルになったのか
野中葉著 福村出版 2015 9784571410598 海外女性事情

64 アフリカの森の女たち : 文化・進化・発達の人類学

ボニー・ヒューレット著 ;

服部志帆, 大石高典, 戸田美

佳子訳

春風社 2020 9784861106828 海外女性事情

65
図説ヴィクトリア朝の暮らし : ビートン夫人に学ぶ英国流ライフ

スタイル
Cha Tea紅茶教室著 河出書房新社 2020 9784309762937 海外女性事情

66 世界お産 : 生まれやすい国ニッポンへ! きくちさかえ文・写真 二見書房 [2019] 9784576191225 海外女性事情

67 津軽のイタコ 笹森建英著 錦正社 2021 9784764601437 音楽

68 ラスト・ソング : 人生の最期に聴く音楽 佐藤由美子著 ポプラ社 2014 9784591142158 音楽

69 男性不妊戯画 : 不妊外来のすすめ 戯画 2021 9784908399084 妊娠・出産・不妊

70 日本の男性不妊 : 当事者夫婦の語りから 竹家一美著 晃洋書房 2021 9784771034723 妊娠・出産・不妊

71
先生!私は妊娠できますか? : 妊活不安がするっとなくなる必産バ

イブル
中村はるね, 清水真弓著

主婦の友インフォ

ス
2021 9784074216413 妊娠・出産・不妊

72
不妊治療の時代の中東 : 家族をつくる, 家族を生きる(アジ研選書 ;

no. 49)
村上薫編 アジア経済研究所 2018 9784258290499 妊娠・出産・不妊

73 インドの代理母たち
ギーター・アラヴァムダン

著 ; 鳥居千代香訳
柘植書房新社 2018 9784806807087 海外女性事情

74 近未来の<子づくり>を考える : 不妊治療のゆくえ 久具宏司著 春秋社 2021 9784393716359 妊娠・出産・不妊

75
卵子の凍結保存妊活法 : いまはキャリア、でも、いつか子どもが

欲しいなら
京野廣一著 サンルクス 2020 9784861136993 妊娠・出産・不妊
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No. 書名 編著者名 出版社 出版年 ISBN キーワード

76
男性も女性も知っておきたい妊娠・出産のリテラシー : 「精子・

卵子の老化」を超えて
齊藤英和, 杉森裕樹編 大修館書店 2018 9784469268539 妊娠・出産・不妊

77
卵子の大切な話 : 女性活躍推進の本質 : 産業保健師からのアドバ

イス : 産みどきを知ってキャリアライフプランを
井沢かおり著 ともあ 2021 9784062598675 妊娠・出産・不妊

78 出生前診断の現場から : 専門医が考える「命の選択」 室月淳著 集英社 2020 9784087211122 妊娠・出産・不妊

79 産声のない天使たち 深沢友紀著 朝日新聞出版 2018 9784023316140 妊娠・出産・不妊

80 私のお産 : いのちのままに産む・生まれる 市川きみえ著
幻冬舎メディアコ

ンサルティング
2021 9784344935686 妊娠・出産・不妊

81
ママブルーを乗り越えるために : 産前産後のうつと不安の理解と

ケア
ショシャナ・S.ベネット著 星和書店 2021 9784791110896 妊娠・出産・不妊

82 外科医のママ道! : 腐女医の医者道!エピソードゼロ さーたり著 KADOKAWA 2020 9784040642772 ワークライフバランス

83 「はたらく」を支える!女性のメンタルヘルス 丸山総一郎編著 南山堂 2017 9784525181710 ワークライフバランス

84 かごバッグの村 : ガーナの地場産業と世界とのつながり 牛久晴香著 昭和堂 2020 9784812219263 海外女性事情

85
3人子持ちで起業した理系の主婦が名もなき家事をサクッと解決し

ます!

香村薫著 ; いしいまきマン

ガ
実務教育出版 2020 9784788925007 ワークライフバランス

86 主婦業9割削減宣言 唐仁原けいこ著 中央公論新社 2021 9784120054075 ワークライフバランス

87 妊娠・出産をめぐるスピリチュアリティ 橋迫瑞穂著 集英社 2021 9784087211801 妊娠・出産・不妊

88
「妊娠できるか検査」に行ってみた : 20代でも要注意!知っておく

べき妊娠・不妊・避妊

森瞳著 ; みくに漫画 ; 齊藤

英和監修
KADOKAWA 2020 9784041098424 妊娠・出産・不妊

89 産婦人科医が伝えたいコロナ時代の妊娠と出産 宋美玄著 星海社 2020 9784065212837 妊娠・出産・不妊

90
私、子ども欲しいかもしれない。 : 妊娠・出産・育児の“どうしよ

う"をとことん考えてみました
犬山紙子著 平凡社 2017 9784582837612 ワークライフバランス

91 「仕事」も「育児」も大切なパパに贈る本 小林聖司著 文芸社 2017 9784286179780 ワークライフバランス

92 お買い物は楽しむため : 近現代イギリスの消費文化とジェンダー

エリカ・ダイアン・ラパ

ポート著 ; 佐藤繭香, 成田芙

美, 菅靖子監訳 ; 三井淳子,

藤田晃代, 坂口美知子訳

彩流社 2020 9784779125799 海外女性事情

93 クラシック音楽と女性たち 玉川裕子編著 青弓社 2015 9784787273826 音楽

94 秋吉敏子と渡辺貞夫 西田浩著 新潮社 2019 9784106108266 音楽

95 女パンクの逆襲 : フェミニスト音楽史
ヴィヴィエン・ゴールドマ

ン著 ; 野中モモ訳
Pヴァイン 2021 9784910511030 音楽

96 ラストダンスは私に : 岩谷時子物語 村岡恵理著 光文社 2019 9784334951085 音楽

97 少女中国 : 書かれた女学生と書く女学生の百年 濱田麻矢著 岩波書店 2021 9784000614986 海外女性事情

98 小説版韓国・フェミニズム・日本
イ・ラン [ほか] 著 ; 小山内

園子, 斎藤真理子, すんみ訳
河出書房新社 2020 9784309028835 海外女性事情

99
異性装の冒険者 : アメリカ大衆小説にみるスーパーウーマンの系

譜 = Adventures in Cross‐Dressing:Superwomen in Popular
山口ヨシ子著 彩流社 2020 9784779127298 海外女性事情

100 強制収容所のバイオリニスト : ビルケナウ女性音楽隊員の回想
ヘレナ・ドゥニチ‐ニヴィ

ンスカ著 ; マリア・シェフ
新日本出版社 2016 9784406060721 音楽
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