
No ラベル番号 　書名 　作者等 出版社名（発行元）

1 1 片付かない！見つからない！間に合わない！ リン・ワイス ＷＡＶＥ出版

2 2 片付けられない女たち サリソルデン ＷＡＶＥ出版

3 3 パラサイトシングル さらだたまこ ＷＡＶＥ出版

4 4 「構造改革」と子育て支援
女性労働問題
研究会

青木書店

5 5 新装版夫は定年妻はストレス 清水博子 青木書店

6 6 Q＆Aで学ぶ女性差別撤廃条約と選択議定書 米田眞澄他 明石書店

7 7 Q＆Aわかりやすい女性の人権 渡辺智子 明石書店

8 8 イスラームとジェンダー－現代イランの宗教論争
ジーバーミー
ル・ホセイニ-

明石書店

9 9 学校をジェンダーフリーに 亀田温子 明石書店

10 10 現代フェミニスト思想入門
メアリエヴァン
ス

明石書店

11 11
高校生のジェンダーとセクシュアリティー-自己決
定による新しい共生社会のために

須藤広 明石書店

12 12 シェルター・女たちの危機
NPO法人かながわ女
のスペースみずら 明石書店

13 13 ジェンダーで読む健康／セクシュアリティ 根村直美 明石書店

14 14 性的虐待を受けた人のポジティブセックスガイド
ステイシーヘイ
ンズ

明石書店

15 15 ドメスティックバイオレンス女性150人の証言 原田恵理子 明石書店

16 16 フェミニズム事典 リサ・タトル 明石書店

17 17 フェミニズム理論辞典 マギーハム 明石書店

18 18 レイプの政治学 杉田聡 明石書店

19 19 女なら二足のわらじ 広岡立美 有信堂高文社

20 20 小林カツ代の超料理法 小林カツ代 家の光協会

21 21 山崎えり子の28時間時計 山崎えり子 家の光協会

22 22 仕事と家庭の両立 杉山千佳 至文堂

23 23 岩波女性学事典 井上輝子他 岩波書店

24 24 ジェンダー／セクシュアリティー 田崎英明 岩波書店

25 25 実践するフェミニズム 牟田　和恵 岩波書店

26 26 女性の権利の歴史 辻村みよ子 岩波書店

男女平等推進センター著書一覧
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27 27
男女共同参画が問いかけるもの－現代日本社会
とジェンダーポリティクス

伊藤公雄 インパクト出版会

28 28 イタリア田舎生活の愉しみ 有元葉子 海竜社

29 29 フェミニズム魂 村瀬ひろみ 海鳥社

30 30 美しく老いを生きる知恵 吉武輝子 海竜社

31 31 香山リカの生きる力をつける処方箋 香山リカ 海竜社

32 32 子供は母親がしつけなければ「人間」になれない 服部公一 海竜社

33 33 シスター鈴木秀子の今日幸せになる171の言葉 鈴木秀子 海竜社

34 34 論争アンペードワークをめぐって
上野千鶴子、
行岡良治

太田出版

35 35 「従軍慰安婦」をめぐる30のウソと真実 吉見義明 大月書店

36 36 おーい父親パートⅠ 汐見稔幸 大月書店

37 37 おーい父親パートⅡ 汐見稔幸 大月書店

38 38 元始・女性は太陽であった全4冊 平塚らいてう 大月書店

39 39
ジェンダーフリー・性教育バッシングここが知りた
い50のQ&A

浅井春夫 大月書店

40 40 ジェンダーフリーってなあに？全3巻 草谷恵子他 大月書店

41 41 ジェンダーフリーの絵本全6巻 橋本紀子他 大月書店

42 42 性の絵本全5巻 山本直英他 大月書店

43 43 南京事件の日々
ミニ-ヴォートリ
ン

大月書店

44 44 はじめて学ぶジェンダー論 伊田広行 大月書店

45 45 20人の男たちと語る性と政治 松井やより 御茶の水書房

46 46 女・天皇制・戦争 鈴木裕子 オリジン出版センター

47 47 どうする更年期
女のからだと医療
を考える会編 オリジン出版センター

48 48 私のアンネ＝フランク 松谷みよ子 偕成社

49 49 知っていますか？女性とストレス一問一答 友田尋子他 解放出版

50 50 生きづらい母親たちへ ママネット 解放出版社

51 51 エンパワーメントと人権 森田ゆり 解放出版社

52 52 男の子の性の本
メンズセンター
編

解放出版社
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53 53 知ってますか？出生前診断一問1答
優生思想を問うネッ
トワーク編 解放出版社

54 54
知ってますか？セクシュアル・ハラスメント・一問
一答

新しい女と男を考え
る会編 解放出版社

55 55 女性問題入門 大野町子 解放出版社

56 56 性と生をどう教えるか 中山千夏他 解放出版社

57 57 「60歳の壁」をらく～に越える5つのこころ術 はらたいら 海竜社

58 58 ことば美人は一生の得 広瀬久美子 海竜社

59 59 幸せな老年のために 中野孝次 海竜社

60 60 私だけがタイヘン？ まついなつき 海竜社

61 61 アリーテ姫の冒険 Ｄ．コールス 学陽書房

62 62 子別れレッスン「おっぱい男」と「わがまま妻」 斉藤学/久田恵 学陽書房

63 63 家族と人格 山根常男 家政教育社

64 64 子どもには自ら育つ力がある 川崎千束 家政教育社

65 65 父性の発達 高橋種昭他 家政教育社

66 66 女は男のそれをなぜセクハラと呼ぶか 山田秀雄 角川書店

67 67 「恋愛学」講義
スーザン．Ｓ．
ヘンドリック

金子書房

68 68 男の子は泣かない スーアスキュー 金子書房

69 69 親子ではじめるボランティア 長沼豊 金子書房

70 70 パーソナリティの障害
日本家族心理
学会編

金子書房

71 71 女性のための草の根まちづくり
ノルウェー環境
省

かもがわ出版

72 72
なぜ男は暴力を選ぶのか－ドメスティックバイオ
レンス理解の初歩

沼崎一郎 かもがわ出版

73 73 美女の歴史 ドミニクパケ 創元社

74 74 子どもはなぜ学校に行くのか 渡辺　位 教育史料出版社

75 75 この国で女であるということ 島崎今日子 教育史料出版社

76 76 ティーンズメール
朝日新聞学芸
部

教育史料出版社

77 77 女性のための法律相談ガイド
東京弁護士会両性の
平等に関する委員会 ぎょうせい

78 78 男女共同参画統計データブック 伊藤陽一他 ぎょうせい
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79 79 この道は丘へと続く アグネスチャン 共同通信社

80 80 女の子どうしって、ややこしい
レイシェルシモ
ンズ

草思社

81 81 自分らしさとわがままの境で アンヌ・ガリグ 草思社

82 82 日本婦人論　日本男子論 福澤諭吉 慶応義塾大学出版会

83 83 女たちのフランス思想 柳沢直子 勁草書房

84 84 女らしさ
S．ブラウンミ
ラー

勁草書房

85 85 均等法をつくる 赤松良子 勁草書房

86 86 わが子を殺す母親たち
シェリルマイ
ヤー

勁草書房

87 87 母性依存の思想 下見隆雄 研文出版

88 88 「したくない症候群」の男たち 梶原千遠 講談社

89 89 結婚帝国女の岐れ道 上野千鶴子 講談社

90 90 家族という名の孤独 斉藤学 講談社プラスα文庫

91 91 リプロダクティブヘルス／ライツ
ヤンソン柳沢由
美子

国土社

92 92 キャンパスセクシュアルハラスメント対応ガイド 沼崎一郎 嵯峨野書院

93 93 イラスト図解ポストフェミニズム入門 ソフィアフォカ 作品社

94 94 ドメスティックバイオレンスと家族の病理 中村　正 作品社

95 95 ポストフェミニズム 竹村和子 作品社

96 96 「女の子」は学校でつくられる
マイラ・サドガ－
他

時事通信社

97 97 あたりまえの日に帰りたい 小林茂登子 時事通信社

98 98 女性が5年働いたら読む本 野原蓉子 実務教育出版

99 99 子どもが子どもだったころ 毛利子来他 集英社

100 100 幸せへの扉
アナ・クィンドレ
ン

集英社

101 101 「はじめて出会う　育児の百科」 汐見稔幸他 小学館

102 102 愛のまわりに 瀬戸内寂聴 小学館

103 103 市川房江　自伝　戦前編 市川房枝 新宿書房

104 104 肉食という性の政治学
キャロルＪアダ
ムズ

新宿書房
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105 105 高齢者虐待 いのうえせつこ 新評論

106 106 女性問題を学ぶ 下村美恵子 新水社

107 107 語る女たちの時代 関礼子 新曜社

108 108 拒食症 S.オーバック 新曜社

109 109 ジェンダー学を学ぶ人のために
冨士谷あつ子
他

世界思想社

110 110 ジェンダーで学ぶ教育 天野正子編集 世界思想社

111 111 女性とメディア 加藤春恵子 世界思想社

112 112 辛淑玉のアングル 辛淑玉 草土文化

113 113 母性愛神話とのたたかい 大日向雅美 草土文化

114 114 いのち・からだ・性 河野美代子 高文研

115 115 オキナワ海を渡った米兵花嫁たち 澤岻悦子 高文研

116 116 ドキュメント慰安婦問題と教科書攻撃 俵義文 高文研

117 117 Let's Enjoy　ソーウツ病 林　恭子 拓植書房新社

118 118 ジェンダーと女性労働 Tシンクレア 拓植書房新社

119 119 アジアの女性指導者たち 山崎朋子 筑摩書房

120 120 ウエディング・マニア 香山リカ 筑摩書房

121 121 おばあちゃんのパソコン指南 大川加世子 筑摩書房

122 122 ザ・フェミニズム 上野千鶴子他 筑摩書房

123 123 障害をもつ子のいる暮らし 毛利子来他 筑摩書房

124 124 東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ 遥洋子 筑摩書房

125 125 私は13歳だった 樋口恵子 筑摩書房

126 126 母性という神話
エリザベート・
バダンテール

ちくま文庫

127 127 家計の達人になれる本Ｑ＆Ａ 木全美千男 中央経済社

128 128 こんな上司の下で働きたい 平井ゆき子著 中央経済社

129 129 離婚のことがなんでもわかる本Q&A 木全美千男 中央経済社

130 130 アメリカフェミニズムの社会史 有賀夏紀 勁草書房
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131 131 家族というリスク 山田昌弘 勁草書房

132 132 生殖技能とジェンダー 江原由美子 勁草書房

133 133 男と女の戦争－反フェミニズム入門 千葉展正 展転社

134 134 女性生き生き事典 渥美雅子 東京書籍

135 135 家族 藤田英典 東京大学出版会

136 136 家族心理学 柏木恵子 東京大学出版会

137 137 少子社会の子育て支援
国立社会保障・
人口問題研究所 東京大学出版会

138 138 パワーハラスメントの衝撃 金子雅臣 都政新報社

139 139 20世紀を自由に生きて 望月百合子 ドメス出版

140 140 老いを看とり歌をうたう 金森トシエ ドメス出版

141 141 オーストラリアの女性 石橋百代 ドメス出版

142 142 先駆者たちの肖像 鈴木裕子 ドメス出版

143 143 社会変容と女性－ジェンダーの文化人類学 窪田幸子 ナカニシヤ出版

144 144 国際分業と女性 Ｍ．ミース 日本経済評論社

145 145 日本女性人名辞典〈普及版〉 芳芽登 日本図書センター

146 146 女性の理系能力を生かす 村松泰子 日本評論社

147 147 大好きなおばけちゃん 山花郁子 日本評論社

148 148 配偶者控除なんかいらない！？
全国婦人税理
士連盟編

日本評論社

149 149 ベイビーパッカーでいこう！ おぐにあやこ 日本評論社

150 150 母性愛神話の罠 大日向雅美 日本評論社

151 151 賢く使おう介護保険 ＮＨＫ出版編 日本放送出版協会

152 152 男女共同参画社会をつくる 大沢真理 日本放送出版協会

153 153 特別養護老人ホーム 鈴木栄 日本放送出版協会

154 154 未婚化の社会学 大橋照枝 日本放送出版協会

155 155 いいお産みつけた
いいお産みつかた
編集委員会 農山漁村文化協会

156 156 遺伝子組み換え食品を考える事典 藤原邦達 農山漁村文化協会
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157 157 うおつか流　台所リストラ術 魚柄仁之助 農山漁村文化協会

158 158 坂本廣子の台所育児 坂本廣子 農山漁村文化協会

159 159 シーラおばさんの妊娠と出産の本
S.キッツインガ
－

農山漁村文化協会

160 160 食品表示の見方・生かし方 増尾清 農山漁村文化協会

161 161 食物アナフィラキシー 角田和彦他 農山漁村文化協会

162 162
ダイエットの秘訣は「日本の食生活全集」から学
んだ「おかずとおやつ編」

和田はつ子 農山漁村文化協会

163 163
ダイエットの秘訣は「日本の食生活全集」から学
んだ「ごはんと汁もの編」

和田はつ子 農山漁村文化協会

164 164 野菜はともだち
使い捨て時代
を考える会

農山漁村文化協会

165 165 私らしさで産む産まない 青木やよひ 農山漁村文化協会

166 166 「ドメスティックバイオレンス」 小西聖子 白水社

167 167 犯罪被害者の心の傷 小西聖子 白水社

168 168 Ｗomen’s　Yearbook 2004
パドウィメンズ
オフィス

パドウィメンズオフィス

169 169 女性白書2003
日本婦人団体
連絡会

ぱるぶ出版

170 170 あなたにもういちど抱かれたい 長谷川美枝 フォーユー

171 171 女の四期 荻野アンナ他 フォーユー

172 172 同室同床・異室異床 沖藤典子他 フォーユー

173 173 もう一人の女
Ｌ．リチャードソ
ン

フォーユー

174 174 「自閉症」という名のトンネル 日向佑子 福音館書店

175 175 「わらべうた」で子育て応用編 阿部ヤエ語り 福音館書店

176 176 子どもへのまなざし 佐々木正美 福音館書店

177 177 続子どもへのまなざし 佐々木正美 福音館書店

178 178 歴史の中のジェンダー
ミッシェルペ
ロー

藤原書店

179 179 「50歳はまだまだ。これからが楽しいの。」 宇津木理恵子 文化出版局

180 180 おんなの眼 久田　恵 マガジンハウス

181 181 家族依存症 斎藤学 誠信書房

182 182 嗜癖する社会 AWシェフ 誠信書房
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183 183 ジェンダーフリーは止まらない！ 上野千鶴子他 松香堂書店

184 184 わたしの性って何だろう 深江誠子 松香堂書店

185 185 夫婦が読む本 鈴木健二 三笠書房

186 186 ベストパートナーになるために ジョングレイ 三笠書房

187 187 介護が変わるみんなで変える 樋口恵子 ミネルヴァ書房

188 188 介護休業でいい仕事い介護 沖藤典子 ミネルヴァ書房

189 189 専業主婦はいま 藤井治枝 ミネルヴァ書房

190 190 日本の家族を考える 吉武輝子他 ミネルヴァ書房

191 191 はじめて学ぶ日本女性文学史【古典編】 後藤祥子他 ミネルヴァ書房

192 192 母と私の老い支度 森南海子 未来社

193 193 「海からの贈りもの」が教えてくれたこと
アン・Ｍ・ジョン
ソン

大和書房

194 194 いつもひとりで 阿川佐和子 大和書房

195 195 エコロなココロ 赤星たみこ 大和書房

196 196 老いのさわやかひとり暮らし 吉沢久子 大和書房

197 197 親業ケースブック小学生編 近藤千恵 大和書房

198 198 親業ケースブック中高生編 近藤千恵 大和書房

199 199 親業ケースブック幼稚園児編 近藤千恵 大和書房

200 200 きものでいい女になる 森　荷葉 大和書房

201 201 自分にごほうび 落合恵子 大和書房

202 202 つい頑張りすぎる女性のための本 AWシェフ 大和書房

203 203 とびきり聡明な女たちー英知の言葉100年
アンジェラ.B.フ
リーマン

大和書房

204 204 働く女性のキッチンライフ 小林カツ代 大和書房

205 205 ひとりが、いちばん！ 橋田壽賀子 大和書房

206 206 現代日本女性史 鹿野政直 有斐閣

207 207 裁判の女性学 福島瑞穂 有斐閣

208 208 ジェンダーで読む21世紀の福祉政策 杉本貴代栄 有斐閣
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男女平等推進センター著書一覧

209 209 女性学・男性学ジェンダー論入門 伊藤公雄 有斐閣

210 210 女性学キーワード 岩男寿美子 有斐閣

211 211 女性学への招待 井上輝子 有斐閣

212 212 働く女性の法律Q＆A 中島通子他 有斐閣

213 213 ライフコースとジェンダーで読む家族 岩上真珠 有斐閣

214 214 育児で会社を休むような男たち
男と女も育児時間
を！連絡会 ユック舎

215 215 からだの気持ちをきいてみよう 大橋由香子 ユック舎

216 216 転ばぬ先の介護探検 西村美智代 ユック舎

217 217 定年漂流 西田小夜子 ユック舎

218 218 女が働くこと　生きること 中島通子 労働教育センター

219 219 女性と生涯学習 堀田剛吉他 家政教育社

220 220 扉を開いたひと 田中弘子 三五館

221 221 女性の就業と親子関係 本田由紀 勁草書房

222 222 女より男の給料が高いわけ 竹内久美子 新潮社

223 223 セクシャルハラスメントとどう向き合うか 落合恵子 岩波書店

224 224 ＤＶハンドブック ＤＶ問題研究会 ぎょうせい

225 225 お笑いジェンダー論 瀬地山角 勁草書房

226 男女17－1 女性をめぐる職場の法律 服部公一 中央経済社

227 男女17－2 「愛・仕事・子育て」すべてが生活
加藤シズエ・
加藤タキ共著

大和書房

228 男女17－3 うおつか流　生活リストラ術 魚柄仁之助 農山漁村文化協会

229 男女17－4 気持ちよく暮らす100の方法 津田晴美 大和書房

230 男女17－5 今日を楽しむ！老いの満足生活
女性労働問題
研究会

大和書房

231 男女17－6 食の安全システムをつくる事典 清水博子 農山漁村文化協会

232 男女17－7 女性たちの366日話題事典 加藤迪男 東京堂出版

233 男女17－8 洗濯の名人になる 阿部絢子 大和書房

234 男女17－9 掃除の名人になる 阿部絢子 大和書房
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235 男女17－10 ひとり暮らしの知恵 佐藤順子 大和書房

236 男女17－11 いつでも今日が人生の始まり 桐島洋子 大和書房

237 男女17－12 いのちとユーモア 鎌田實 集英社

238 男女17－13 大人の女が美しい 長沢節 草思社

239 男女17－14 サヨナラ、あきらめきれない症候群 香山リカ 大和書房

240 男女17－15 十六歳の母 原田瑠美子 拓植書房新社

241 男女17－16 女性学【改定版】
佐藤延子･森川幸江・
後藤安子・武田万里
子

尚学社

242 男女17－17 離婚しても子どもを幸せにする方法
イリサ・P、ﾍﾞｲﾈｲﾃﾞｯｸ
/ｷｬｻﾘﾝ、、F.ﾌﾞﾗｳﾝ 日本評論社

243 男女17－18 知っていますか？医療と人権一問一答 天笠啓祐 解放出版社

244 男女17－19 彼女がイジワルなのはなぜ？ 菅佐和子 新曜社

245 男女17－20 環境ホルモンとは何か？Ⅰ 綿貫礼子 藤原書店

246 男女17－21 環境ホルモンとは何か？Ⅱ 綿貫礼子 藤原書店

247 男女17－22 愛はなぜ終わるのか
ﾍﾚﾝ・E..　ﾌｨｯ
ｼｬｰ

草思社

248 男女17－23 更年期をのりきる女性健康手帳 野末悦子 大月書店

249 男女17－24 骨粗しょう症 江澤邦子 農山漁村文化協会

250 男女17－25 女は世界を救えるか 上野千鶴子 勁草書房

251 男女17－26 性差別する仏教
大越愛子・源淳子･
山下明子 法蔵館

252 男女17－27 女性にやさしいまちづくり
日本ハビタット
協会

ユック舎

253 男女17－28 多様な「性」がわかる本
伊藤悟・虎井ま
さ

高文研

254 男女17－29 労働法とジェンダー 浅倉むつ子 勁草書房

255 男女17－30 「慰安婦」問題と教科書攻撃 俵義文 高文研

256 男女17－31 消費者運動50年
国民生活セン
ター

ドメス出版

257 男女17－32 性の国家管理 藤野豊 不二出版

258 男女17－33 女性が政治家になって何が変わるか 福島瑞穂 明石書店

259 男女17－34 セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック
第二東京弁護
士会

明石書店

260 男女17－35 売買春問題にとりくむ 高橋喜久江 明石書店
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261 男女17－36 Q＆A　DVハンドブック DV問題研究会 ぎょうせい

262 男女17－37 使いこなそう！ドメスティック・バイオレンス防止法 福島瑞穂 明石書店

263 男女17－38 女子差別撤廃条約注解
国際女性の地
位協会

尚学社

264 男女17－39 女性と経済
Ｃ．Ｖ・ヴェール
ホフ

日本経済評論社

265 男女17－40 転機に立つ女性労働 鎌田とし子 学文社

266 男女17－41 知っていますか？人権教育一問一答 森　実 解放出版社

267 男女17－42 女と男の未来学
熊本県家庭科
サークル

農山漁村文化協会

268 男女17－43 ぶっそうげの花ゆれて
沖縄県退職教職員
の会婦人部 ドメス出版

269 男女17－44 ぶっそうげの花ゆれて　第二集
沖縄県退職教職員
の会婦人部 ドメス出版

270 男女17－45 ぶっそうげの花ゆれて　第三集
沖縄県退職教職員
の会婦人部 ドメス出版

271 男女17－46 日米のシングルマザーたち
中田照子･杉本貴
代栄・森田明美 ミネルヴァ書房

272 男女17－47 いつか妻が目覚める日のために 伊藤茂 時事通信社

273 男女17－48 介護保険ガイドブック
大阪府総合福
祉協会

解放出版社

274 男女17－49 女子大学論
日本女子大学女子
教育研究所 ドメス出版

275 男女17－50 高校生のこころとジェンダー 鍋島祥郎 解放出版社

276 男女17－51 戦争･暴力と女性 西村汎子 吉川弘文館

277 男女17－52 続　　ヒロシマの女たち
広島女性史研
究会

ドメス出版

278 男女-18－1 女を幸せにしない「男女共同参画」

279 男女-18－2
「子育て支援が親をダメにする」なんて言わせな
い

280 男女-18－3
働き続ける女性たち　新しい企業と女性のための
ジェンダー・フリー読本

（財）東京女性財団

281 男女-18－4 働き方を変えて、暮らし方を変えよう （財）東京女性財団

282 男女-18－5
居場所を取り戻そう、男たち　受難の時代を生き
る

（財）東京女性財団

283 男女-18－6 女性とメディアの新世紀へ （財）東京女性財団

284 男女-18－7 逐条解説　男女共同参画社会基本法
内閣府男女共
同参画局

ぎょうせい

285 男女-18－8 暮らしと金融なんでもデータ　平成12年度版
貯蓄広報中央
委員会

286 男女-18－9 誰もがその人らしく　男女共同参画
21世紀　男女平
等を進める会

岩波ブックレット
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287 男女-18－10
女性政策・女性センターを考える　男女共同参画
社会基本法を受けて

（財）東京女性財団

288 男女-18－11 妻たちの生活ストレスとサポート関係
高橋勇悦監修
石原邦雄　編

東京都立大学都市研究
所

289 男女-18－12
ジェンダーフリー・性教育バッシング　ここが知り
たい50のＱ＆Ａ

浅井春夫・北村
邦夫・橋本紀
子・村瀬幸浩

大月書店

290 男女-18－13 先達の御意見　負け犬他流試合 酒井順子 文藝春秋

291 男女-18－14 オニババ化する女たち　女性の身体性を取り戻す 三砂ちづる 光文社新書

292 男女-18－15 都民女性の戦後50年－通史 板垣まさる他 （財）東京女性財団

293 男女-18－16 区民が綴った中野の女性史　椎の木の下で
中野区女性史
編さん委員会

ドメス出版

294 男女-18－17 千代田区女性史〔第一巻〕
千代田区女性
史編集委員会

ドメス出版

295 男女-18－18 千代田区女性史〔第二巻〕
千代田区女性
史編集委員会

ドメス出版

296 男女-18－19 千代田区女性史〔第三巻〕
千代田区女性
史編集委員会

ドメス出版

297 男女-18－20 多摩の移り変りと主婦の意識
多摩女性と社
会セミナー

298 男女-18－21 麦畑をかけぬけて　-聞き書き清瀬の女たち- 鈴木裕子監修 （財）東京女性財団

299 男女-18－22 先駆者たちの肖像 鈴木裕子監修 （財）東京女性財団

300 男女-18－23 武蔵野市女性史　聞き書き集
武蔵野市女性
史編纂委員会

ぎょうせい

301 男女-18－24 武蔵野市女性史　通史編
武蔵野市女性
史編纂委員会

ぎょうせい

302 男女-18－25
区民が綴った目黒の女性史　坂のある町で　聞き
書き集

目黒地域女性
史研究会

ドメス出版

303 男女-18－26
区民が綴った目黒の女性史　坂のある町で　通
史編

目黒地域女性
史研究会

ドメス出版

304 男女-18－27 三鷹の女性史
三鷹市女性史
聞き書きの会

むさしの文庫

305 男女-18－28 区民が語り区民が綴る　杉並の女性史
杉並区女性史
編さんの会

ぎょうせい

306 男女-18－29
こころの格差社会－ねけがけと嫉妬の現代日本
人

海原純子 角川書店

307 男女-18－30 平成18年度版　少子化社会白書 内閣府 ぎょうせい

308 男女-18－31 希望の光をいつもかかげて　女性の家HELP20年 女性の家HELP
日本キリスト教婦人矯風
会

309 男女-18－32 平成18年度版　男女共同参画白書 内閣府 ぎょうせい

310 男女-18－33 ほんとうの長寿社会をもとめて
大熊一夫
大熊由紀子

ぶどう社

311 男女-18－34 アフガニスタン　戦乱の現代史 渡辺光一 岩波新書

312 男女-18－35 笑う出産 まついなつき 情報センター出版局

12



No ラベル番号 　書名 　作者等 出版社名（発行元）

男女平等推進センター著書一覧

313 男女-18－36 笑う出産2 まついなつき 情報センター出版局

314 男女-18－37 おいしい出産
子づくり勤労シ
スターズ

イーハトーヴ出版

315 男女-18－38 種村さんちの妊娠物語 種村一郎 東京ＦＭ出版

316 男女-18－39 「怪獣」のそだてかた 紺野美沙子 世界文化社

317 男女-18－40 激辛レストラン 辛淑玉 生活情報センター

318 男女-18－41 性同一性障害30人のカミングアウト 針間克己 双葉社

319 男女-18－42 子育ては損か？　読者2118人のメール
アエラスペシャ
ル

朝日新聞社

320 男女-18－43 サヨナラ、あきらめきれない症候群 香山リカ 大和書房

321 男女-18－44
女であることの希望　ラディカル・フェミニズムの向
こう側

吉澤夏子 勁草書房

322 男女-18－45
ドメスティック・バイオレンス　愛が暴力に変わると
き

森田ゆり 小学館

323 男女-18－46 話を聞かない男、地図が読めない女
アラン・ピース
バーバラ・ピース 主婦の友社

324 男女-18－47 依存症 信田さよ子 文藝春秋

325 男女-18－48 夫の言葉にグサリときたら読む本
パトリシア・エバ
ンス

ＰＨＰ研究所

326 男女-18－49
パリの女は産んでいる　恋愛大国フランスに子供
が増えた理由

中島さおり ポプラ社

327 男女-18－50 祖母力 樋口恵子 新水社

328 男女-18－51 介護と恋愛 遙洋子 筑摩書房

329 男女-18－52
モラル・ハラスメント　人を傷つけずにはいられな
い

マリー＝フランス・
イルゴイエンヌ 紀伊国屋書店

330 男女-18－53 壊れる男たち　セクハラはなぜ繰り返されるのか 金子雅臣 岩波新書

331 男女-18－54
お姫様とジェンダー－アニメで学ぶ男と女のジェ
ンダー学入門－

若桑みどり ちくま新書

332 男女-18－55 男女（オスメス）の怪
養老孟司
阿川佐和子

大和書房

333 男女-18－56 ケンカの作法　批判しなければ、日本は滅ぶ
辛淑玉
佐高信

角川書店

334 男女-18－57-1.2
ママだって1年生
～子育てママたちがつづる体験から～

監修
大日方向　雅美

（社福）東京都社会福祉
協議会

335 男女-19－1 フィンランドのジェンダー・セクシュアリティと教育 橋本紀子 明石書店

336 男女-19－2 地図でみる日本の女性 中澤高志ほか 明石書店

337 男女-19－3 「おんなことば」はつくられる 中村桃子 ひつじ書房

338 男女-19－4 女性の品格 板東眞理子 ＰＨＰ
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339 男女-19－5 おひとりさまの老後 上野千鶴子 法研

340 男女-19－6 ベアテさんのしあわせのつかみかた ﾍﾞｱﾃ・ｼﾛﾀ・ｺﾞｰﾄﾞﾝ 毎日新聞社

341 男女-19－7 モグラ女の逆襲 残間江里子 日本経済新聞社出版局

342 男女-19－8 知らずに他人を傷つける人たち 香山リカ ベスト新書

343 男女-19－9 格差社会ニッポンで働くということ 熊沢　誠 岩波書店

344 男女-19－10 女児に対する差別と暴力
房野　桂
田中正子 明石書店

345 男女-19－11 『男女同権力』の男 鈴木しづ子 日本経済評論社

346 男女-19－12 中央区女性史～いくつもの橋を渡って～通史
中央区・中央区女性
史編さん委員会 ドメス出版

347 男女-19－13 中央区女性史～いくつもの橋を渡って～聞き書き集
中央区・中央区女性
史編さん委員会 ドメス出版

348 男女-19－14 ｾｸｼｭｱﾙ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄのない世界へ (財)東京女性財団 有斐閣

349 男女-19－15 女たちが語る阪神・淡路大震災
ｳｨﾒﾝｽﾞﾈｯﾄ・
こうべ編

ｳｨﾒﾝｽﾞﾈｯﾄ・こうべ

350 男女-19－16 しぶや女性の群像 久保田光子
渋谷地域女性史をつくる
会

351 男女-19－17 連続講座記録－多摩でＤＶを考える会－
多摩でＤＶを
考える会

多摩でＤＶを考える会

352 男女-19－18 働いて　輝いて　次世代をつなぐ働く母たちの50年働く母の会 ﾄﾞﾒｽ出版

353 男女-19－19 ただいま育休中 山田正人 日本経済新聞社出版局

354 男女-19－20 くにこＩＳＭ(ｲｽﾞﾑ) 猪口邦子 西村書店

355 男女-19－21 わたし色のキャリアを紡ぐ 小西ひとみ 北辰堂

356 男女-19－21② わたし色のキャリアを紡ぐ 小西ひとみ 北辰堂

357 男女-19－22-1 女が働くこと　生きること 中島通子 労働教育ｾﾝﾀｰ

358 男女-19－22-2 女が働くこと　生きること 中島通子 労働教育ｾﾝﾀｰ

359 男女-20－1 なかま 稲城市立公民館

360 男女-20－2 いなぎ－婦人活動紹介 稲城市立公民館

361 男女-20－3 大正･昭和を生きてきた女性の表現と私 稲城市立公民館

362 男女-20－4 戦後の婦人の歩み-女性史･第一期ー 稲城市立公民館

363 男女-20－5 働く婦人のための教室 稲城市立公民館

364 男女-20－6 生き生きとしたグループ活動のために 稲城市立公民館

14



No ラベル番号 　書名 　作者等 出版社名（発行元）

男女平等推進センター著書一覧

365 男女-20－7 稲城の婦人のつどいーともに生きる婦人の連携を- 稲城市立公民館

366 男女-20－8 83　女性がいきいきと生きるために　－1－ 稲城市立中央公民館

367 男女-20－9 83　女性がいきいきと生きるために　－2－ 稲城市立中央公民館

368 男女-20－10 84　女性がいきいきと生きるために 稲城市立中央公民館

369 男女-20－11
稲城の婦人のつどいーともに生きる婦人の連携
をⅡ－

稲城市立公民館

370 男女-20－12
86いなぎの女性フォーラム－ともに生きる婦人の
連帯をⅤ－

稲城市立中央公民館

371 男女-20－13
いなぎの女性フォーラム－ともに生きる婦人の連
帯をⅤ－資料集

稲城市立中央公民館

372 男女-20－14 地域で豊かに生きる－夫･子ども･仲間とともに－ 稲城市立中央公民館

373 男女-20－15 婦人問題に関する稲城市民意識調査（要約版） 稲城市

374 男女-20－16 子どもに託してつづる－子産み子育ての記ー 稲城市立中央公民館

375 男女-20－17 女性の歩み　きのう　今日　あした　Ⅰ 稲城市立中央公民館

376 男女-20－18 女性の歩み　きのう　今日　あした　Ⅱ 稲城市立中央公民館

377 男女-20－19
89稲城の婦人のつどい－ともに生きる婦人の連
帯を－

稲城市立中央公民館

378 男女-20－20 生き生き女性のひろば 稲城市立中央公民館

379 男女-20－21
90いなぎの女性のつどい－21世紀･男女共生を
めざそうー

稲城市

380 男女-20－22 老いの愉楽－「老人文学の魅力」－
長谷川啓
尾形明子

東京堂出版

381 男女-20－23 ジェンダーで読む愛・性・家族
長谷川啓
岩淵宏子

東京堂出版

382 男女-20－24 生活・女性問題をとらえる視点 伊藤セツ 法律文化社

383 男女-20－25
子どもを大切にする国・しない国～子育てのなか
のしあわせ格差を考える～

浅井春夫 新日本出版社

384 男女-20－26
セクハラはこうして行われる～裁判例から見たセ
クハラの姿～

君嶋　護男 女性の仕事の未来館

385 男女-20－27 秋瑾(ｼｭｳｷﾝ)　火焔(ｶｴﾝ)の女(ﾋﾄ) 山崎厚子 河手書房新社

386 男女-20－28 お家さん　上巻 玉岡かおる 新潮社

387 男女-20－29 お家さん　下巻 玉岡かおる 新潮社

388 男女-20－30 女子マネージャーの誕生とメディア 高井昌吏 ミネルヴァ書房

389 男女-20－31 ワークライフシナジー 大沢真知子 岩波書店

390 男女-20－32 記憶のキャッチボール　子育て・介助・仕事をめぐって
青海恵子＆大橋由美
子 インパクト出版会
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391 男女-20－33 育児で会社を休むような男たち 育時連 ユック舎

392 男女-20－34 女たちが女性ｾﾝﾀｰの運営に乗り出した！

393 男女-21－1 乳がん治療・日本の医療　イデアフォー講演録2 イデアフォー 幻冬舎ルネッサンス

394 男女-21－2 はたら区カエル野の仲間たち こども未来財団

395 男女-21－3 女性学をつなぐ 女性学研究会 新水社

396 男女-21－4 恵理子へ 鹿嶋敬 日本経済新聞社

397 男女-21－5 働くママに効く心のビタミン 上野理恵子 日経ＢＰ社

398 男女-21－6 働くママが日本を救う！ 光畑由佳 毎日コミュニケーションズ

399 男女-21－7-1 働く人のための「読む」カウンセリング 高山直子 研究社

400 男女-21－7-2 働く人のための「読む」カウンセリング 高山直子 研究社

401 男女-21－8 母は娘の人生を支配する 斎藤環 ＮＨＫブックス

402 男女-21－9 ジェンダーで読む21世紀の福祉政策 杉本貴代栄 有斐閣選書

403 男女-21－10 ハッピー・ワーキングマザーＢＯＯＫ ムギ畑 講談社

404 男女-21－11 働く女性たちのウェルネスブック 荒木葉子 慶応義塾大学出版会

405 男女-21－12 デートＤＶ 遠藤智子 ＫＫベストセラーズ

406 男女-21－13 日本農村の女性たち 光岡浩二 日本経済評論社

407 男女-22－1 生きづらさから自由になる気持ちのキセキ 箱崎幸恵 明石書店

408 男女-22－2 NWEC実践研究　第1号＜女性人材育成＞

409 男女-22－3 女40歳からの｢不調」を感じたら読む本 木村容子 静山社文庫

410 男女-22－4 ノルウェーを変えた髭のノラ 三井マリ子 明石書店

411 男女-22－5 パパルール
安藤哲也・
小崎恭弘

合同出版

412 男女-22－6 マリー・キュリーの挑戦 川島慶子 トランスビュー

413 男女-22－7 イクメンで行こう！ 渥美由喜 日本経済新聞出版社

414 男女-22－8 「君、クビね」と言われたら読む本
鴨桃代・
高井晃

ＰＨＰ研究所

415 男女-22－9 女、一生の働き方 樋口恵子 海竜社

416 男女-22－10 ちょっと怠けるヒント 松山巖 幻戯書房

国立女性教育会館

NPO法人参画プラニング
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417 男女-22－11 女性の権利の歴史
辻村みよ子・
金城清子

　岩波書店

418 男女-23－1 育児・介護の休業法のあらまし 行政資料 厚生労働省

419 男女-23－2 幼児をもつ母親のための講座 行政資料 武蔵野市

420 男女-23－3 地震の準備帖　時間軸でわかる心得と知恵 岡崎信江 ＮＨＫブックス出版

421 男女-23－4 「まだ結婚しないの？」に答える理論武装 伊田広行 光文社新書

422 男女-23－5 ストップ！デートDV　防止のための恋愛基礎レッスン伊田広行 解放出版社

423 男女-23－6 「戦後時代」の夕焼けの中で 諸橋泰樹 現代書館

424 男女-24-1 ルポ　職場流産－雇用崩壊後の妊娠・出産・育児 小林美希 岩波書店

425 男女-24-2 私だって働きたいっ！「女性力」パワーアップ実践ガイド小澤佳代子 ヴィヴル

426 男女-24-3 ジェンダー平等の種を蒔きつづけて〔藤枝澪子の足跡〕
特定非営利活
動法人グルー
プみこし

特定非営利活動法人グ
ループみこし

427 男女-25-1 ダメをみがく“女子”の呪いを解く方法
深澤真紀
津村記久子

紀伊國屋書店

428 男女-25-2 「そこそこ　ほどほど」の生き方 深澤真紀 中経出版

429 男女-25-2 男女共同参画による日本社会の経済・経営・地域活性化戦略吉田浩 河北新報出版センター

430 男女-26-1 働くための｢話す・聞く｣コミュニケーション力って何？上田晶美 ぺりかん社

431 男女-26-2 親と子の愛情と戦略 柏木惠子 講談社

432 男女-26-3 おとなが育つ条件ー発達心理学から考える 柏木惠子 岩波書店

433 男女-26-4 月夜にランタン 斎藤美奈子 筑摩書房

434 男女-26-5 それってどうなの主義 斎藤美奈子 文藝春秋

435 男女-27-1 主夫になってはじめてわかった主婦のこと 中村　シュフ 猿江商曾

436 男女-27-2 田中寿美子の足跡－20世紀を駆け抜けたフェミニスト井上　輝子監修 女性会議

437 男女-27-3
記録集 田中寿美子の足跡に学ぶ
－女性と政治のこれまで、これから

田中寿美子さんの
足跡をたどる会 女性会議

438 男女-27-4 凛として　市民がたどる調布の女性史
調布の女性史編さん
委員会 調布市

439 男女-27-5 男がつらいよ　絶望の時代の希望の男性学 田中　俊之 株式会社KADOKAWA

440 男女-27-6 <40男>はなぜ嫌われるか 田中　俊之 株式会社イースト・プレス

441 男女-28-1 災害支援に女性の視点を！ 竹信三恵子・赤石千衣子編 株式会社岩波書店

442 男女-28-2 女性を活用する国、しない国 竹信三恵子 株式会社岩波書店

17



No ラベル番号 　書名 　作者等 出版社名（発行元）

男女平等推進センター著書一覧

443 男女-28-3 被災地デイズ　時代ＱＵＥＳＴ 企画・編集ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ
　ＴＩＭＥＳ・矢守克也編著 株式会社弘文堂

444 男女-28-4 子どもを守る　防災手帖 MAMA-PLUG編・著 株式会社KADOKAWA

445 男女-29-1 「ほめ日記」効果・スマイル子育て篇 手塚　千砂子 株式会社三五館

446 男女-29-2 メディアリテラシーとジェンダー 諸橋泰樹 現代書館

447 男女-29-3 ブラックボックス 伊藤詩織 文藝春秋

448 男女-29-4 男尊女子 酒井順子 集英社

449 男女-29-5 ヒューマニティーズ　女性学／男性学 千田有紀 岩波書店

450 男女-29-6 男も女もみんなフェミニストでなきゃ チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ 河出書房新社

451 男女-29-7 ママっ子男子とバブルママ 原田曜平 ＰＨＰ新書

452 男女-29-8
よりよく生き延びる
　3.11と男女共同参画センター

(公）せんだい男女共同参画財団　編 新潮社

453 男女-29-9
東京くらし防災　わたしの「いつも」が、いのちを救
う。

行政資料 東京都総務局

454 男女-30-1 からだの声を聞きなさい　ａｎａｎスペシャル マガジンハウス

455 男女-30-2 女の曲がりカド 安斎かなえ 株式会社　竹書房

456 男女-30-3 カミングアウト 砂川　秀樹 朝日新書

457 男女-30-4 いろいろな性ってなんだろう？ 監修　渡辺大輔 株式会社　ポプラ社

458 男女-30-5 ありがとう
むろふし　きみこ　文
岡部　忍　絵

冨山房インターナショナル

459 男女-30-6
LGBTって何だろう？からだの性・
こころの性・好きになる性

藥師実芳・笹原千奈未
古堂達也・小川奈津巳 合同出版

460 男女-30-7 過労自殺　第2版 川人　博 岩波新書

461 男女-R1-1 オヤジの地域デビュー 清水　孝幸 東京新聞

462 男女-R1-2 「人口減少」で読み解く時代　輝く社会と人生のデザイン 土堤内　昭雄 ㈱ぎょうせい

463 男女-R1-3 現代女性とキャリア　創刊号
日本女子大学
現代女性キャリア研究所

464 男女-R1-4 現代女性とキャリア　第2号
日本女子大学
現代女性キャリア研究所

465 男女-R1-5 現代女性とキャリア　第3号
日本女子大学
現代女性キャリア研究所

466 男女-R1-6 現代女性とキャリア　第4号
日本女子大学
現代女性キャリア研究所

467 男女-R1-7 現代女性とキャリア　第5号
日本女子大学
現代女性キャリア研究所

468 男女-R1-8 現代女性とキャリア　第6号
日本女子大学
現代女性キャリア研究所
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469 男女-R1-9 現代女性とキャリア　第7号
日本女子大学
現代女性キャリア研究所

470 男女-R1-10 現代女性とキャリア　第8号
日本女子大学
現代女性キャリア研究所

471 男女-R1-11 現代女性とキャリア　第9号
日本女子大学
現代女性キャリア研究所

472 男女-R1-12 現代女性とキャリア　第10号
日本女子大学
現代女性キャリア研究所

473 男女-R1-13 現代女性とキャリア　第11号
日本女子大学
現代女性キャリア研究所

474 男女-R1-14
人生は「2週目」からがおもしろい
50歳から始める“知的向上感”の育て方

齋藤孝 青春出版社

475 男女-R1-15 サンタのおばさん
東野圭吾
杉田比呂美

文藝春秋

476 男女-R2-1 家事のワンオペ脱出術 佐光　紀子 株式会社　エクスナレッジ

477 男女-R2-2 「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす 佐光　紀子 光文社新書

478 男女-R2-3 女50歳からの100歳人生の生き方 小島　貴子 さくら舎

479 男女-R2-4 ふしぎだね！？自閉症のおともだち 内山登紀夫監修
諏訪利明・安倍陽子編 ミネルヴァ書房

480 男女-R2-5 つながりの作法
同じでもなく　違うでもなく
綾屋紗月
熊谷晋一郎 NHK出版
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