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1
阪神・淡路大震災と図書館活動 : 神戸大学「震災文
庫」の挑戦

稲葉洋子著
人と情報を結ぶWEプロ
デュース

2005 490190809X

2 発禁・わいせつ・知る権利と規制の変遷 : 出版年表 橋本健午著 出版メディアパル 2005 490225106X

3 Girl zines : making media, doing feminism
Alison Piepmeier ;

foreword by Andi Zeisler

New York University

Press
c2009 9780814767528

4 「暮しの手帖」とわたし 大橋鎮子著 暮しの手帖社 2010 9784766001655

5
「オンナ・コドモ」のジャーナリズム : ケアの倫理とと
もに

林香里著 岩波書店 2011 9784000224109

6 ジェンダー心理学 海保博之監修 朝倉書店 2006 4254526741

7 「悩み」の正体 香山リカ著 岩波書店 2007 9784004310686

8
犯罪・災害被害遺族への心理的援助 : 暴力死につ
いての修復的語り直し

E.K.ライナソン著 ; 藤野京
子訳

金剛出版 2008 9784772410489

9 カウンセリングで何ができるか 信田さよ子著 大月書店 2007 9784272360604

10
女性(あなた)が職場で損する理由 : 賢くふるまう技
術

古川裕倫著 扶桑社 2009 9784594058715

11 10パーセント脱力生活 : カラダ篇
渡邉賀子監修 ; NHK出版
編

日本放送出版協会 2007 414081179X

12 女性の品格 : 装いから生き方まで 坂東眞理子著 PHP研究所 2006 4569657052

13
日経WOMAN元気のバイブル : 人づきあいの心と
スキル

佐藤綾子著 日本経済新聞出版社 2008 9784532194604

14 シゴトのココロ 松永真理著 小学館 2009 9784094083767

15 乙女の日本史 : 文学編 堀江宏樹, 滝乃みわこ著 実業之日本社 2010 9784408411477

16 軍国の女たち 早川紀代編 吉川弘文館 2005 4642062726

17 大奥学事始め : 女のネットワークと力 山本博文著 日本放送出版協会 2008 9784140812730

18 明治のお嬢さま 黒岩比佐子著 角川学芸出版 2008 9784047034419

19 日記をつづるということ : 国民教育装置とその逸脱 西川祐子著 吉川弘文館 2009 9784642037051

20 A place in public : women's rights in Meiji Japan Marnie S. Anderson
Harvard University Asia

Center
2010 9780674056053

21 戦争未亡人の世界 : 日清戦争から太平洋戦争へ 千代田明子著 刀水書房 2010 9784887083912

22
15歳が聞いた東京大空襲 : 女子学院中学生が受け
継ぐ戦争体験

早乙女勝元編著 高文研 2005 4874983383

23 草の根の女性解放運動史 伊藤康子著 吉川弘文館 2005 4642037705

24
戦場の宮古島と「慰安所」 : 12のことばが刻む「女た
ちへ」

日韓共同「日本軍慰安所」
宮古島調査団著 ; 洪玧伸
編

なんよう文庫 2009

25 ひめゆり : 沖縄からのメッセージ 小林照幸 [著] 角川書店 2010 9784043943661
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26 中国女性史入門 : 女たちの今と昔 関西中国女性史研究会編 人文書院 2005 4409510541

27
Feminist media history : suffrage, periodicals and

the public sphere

Maria DiCenzo with Lucy

Delap and Leila Ryan
Palgrave Macmillan 2011 9780230241268

28
断髪する女たち : 1920年代のスペイン社会とモダン
ガール

磯山久美子著 新宿書房 2010 9784880084084

29 あなたのようないい女 : 明治編 内田聖子著 日本文学館 2010 9784776521150

30 自分道 : 自分をつらぬき歴史を作った女たち 玉岡かおる著
角川SSコミュニケーション
ズ

2009 9784827550573

31 朝鮮近代史を駆けぬけた女性たち32人
アジアの女たちの会, 8.15

とアジアグループ(アジア
文化フォーラム)編

梨の木舎 2008 9784816608018

32
In the beginning, woman was the sun : the

autobiography of a Japanese feminist

Hiratsuka Raicho ;

translated, with an

introduction and notes,

Columbia University

Press
c2006 0231138121

33 メディア@偽装 = Media@camouflage 斎藤貴男著 マガジンハウス 2008 9784838719112

34 ポルノグラフィと性暴力 : 新たな法規制を求めて 中里見博著 明石書店 2007 9784750325248

35 女性弁護士の歩み : 3人から3000人へ
日本弁護士連合会両性の
平等に関する委員会編

明石書店 2007 4750325112

36
NHK、鉄の沈黙はだれのために : 番組改変事件10

年目の告白
永田浩三著 柏書房 2010 9784760138418

37
写真花嫁・戦争花嫁のたどった道 : 女性移民史の
発掘

島田法子編著 明石書店 2009 9784750330013

38
働く女性の頭のなか : 彼女はなぜ、突然泣き出して
しまうのか?

大竹のり子著 PHP研究所 2006 4569658652

39 上司の頭はまる見え。 川崎貴子著 サンマーク出版 2006 476319707X

40
会社でチャンスをつかむ人が実行している本当の
ルール

福沢恵子, 勝間和代 [著]
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

2007 9784887595545

41
女友だちの賞味期限 : なぜ彼女は私を裏切ったの
か…。

ジェニー・オフィル, エリッ
サ・シャッペル編著 ; 糸井
恵訳

プレジデント社 2006 9784833418324

42
アメリカ雑誌に映る「日本人」 : オリエンタリズムへの
メディア論的接近

小暮修三著 青弓社 2008 9784787232922

43 ひと・社会・未来 : ライフサイクルの人間科学
京都光華女子大学人間関
係学部人間関係学科編

ナカニシヤ出版 2006 477950063X

44 情熱としての愛 : 親密さのコード化
ニクラス・ルーマン著 ; 佐
藤勉, 村中知子訳

木鐸社 2005 4833223635

45
心の“ゆらぎ"と社会の変化 : 心理学と社会学の視点
で読み解く現代社会

大山七穂, 小川恒夫編著 東海大学出版会 2008 9784486017837

46 メディアオーディエンスとは何か

カレン・ロス, バージニア・
ナイチンゲール著 ; 児島
和人, 高橋利枝, 阿部潔訳

新曜社 2007 9784788510661

47 何が社会的に構成されるのか
イアン・ハッキング [著] ;

出口康夫, 久米暁訳
岩波書店 2006 4000241591

48 おかみさん学 : なぜ人を育てるのがうまいのか 宮崎里司著 PHP研究所 2005 4569641334

49 おんなの県民性 矢野新一著 光文社 2005 4334032931

50

Representations of women in Japanese

television news : advancement and resistance in

the late 20th century

Tomoko Shimoda VDM Verlag Dr. M?ller 2009 9783639192544
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51 Women in mass communication : 3rd ed.
Pamela J. Creedon &

Judith Cramer
Sage c2007 1412936950

52
昔、革命的だったお父さんたちへ : 「団塊世代」の登
場と終焉

林信吾, 葛岡智恭著 平凡社 2005 4582852882

53 食卓と家族 : 家族団らんの歴史的変遷 表真美著 世界思想社 2010 9784790714637

54
実例・差別表現 : あらゆる情報発信者のためのケー
ススタディ

堀田貢得著 ソフトバンククリエイティブ 2008 9784797346619

55
大塚女子アパートメント物語 : オールドミスの館によ
うこそ

川口明子著 教育史料出版会 2010 9784876525119

56 今月のフェミ的
あくまで実践獣フェミニスト
集団FROG編

インパクト出版会 2007 9784755401763

57 女ともだち 遥洋子著 法研 2008 9784879547484

58
「少女」像の誕生 : 近代日本における「少女」規範の
形成

渡部周子著 新泉社 2007 9784787707000

59 近代アジアのフェミニズムとナショナリズム
クマーリ・ジャヤワルダネ
著

新水社 2006 4883850889

60 Whose news? : the media and women's issues
editors, Ammu Joseph,

Kalpana Sharma ; : pb
Sage Publications 2006 0761934936

61 ガヴァネス : ヴィクトリア時代の「余った女」たち 川本静子 [著] みすず書房 2007 9784622073352

62 イギリス女性運動史 : 1792-1928

レイ・ストレイチー[著] ; 栗
栖美知子, 出淵敬子監訳 ;

吉田尚子[ほか]共訳
みすず書房 2008 9784622073505

63
女性同士の争いはなぜ起こるのか : 主婦論争の誕
生と終焉

妙木忍著 青土社 2009 9784791765034

64 「妻」の歴史
マリリン・ヤーロム著 ; 林
ゆう子訳

慶應義塾大学出版会 2006 4766412370

65 明治大学で教える「婚育」の授業 諸富祥彦著 青春出版社 2011 9784413043106

66 シングル : 自立する女たちと王子様幻想
ジャン=クロード・コフマン
著 ; 藤本佳子, 阪口勝弘,

神田修悦訳
昭和堂 2006 4812204348

67 女学生手帖 : 大正・昭和乙女らいふ 弥生美術館, 内田静枝編 河出書房新社 2005 4309727425

68
子供問題 : 学校、家族、メディアに見る子供をめぐる
矛盾

小浜逸郎著 ポット出版 2009 9784780801361

69 制服少女たちの選択 : After 10 years 宮台真司著 朝日新聞社 2006 4022615214

70
マンガはなぜ規制されるのか : 「有害」をめぐる半世
紀の攻防

長岡義幸著 平凡社 2010 9784582855562

71 女はポルノを読む : 女性の性欲とフェミニズム 守如子著 青弓社 2010 9784787233103

72 みんなは知らない国家売春命令 小林大治郎, 村瀬明著 雄山閣 2008 9784639020455

73
あなたにもできる災害ボランティア : 津波被害の現
場から

スベンドリニ・カクチ著 ; 大
倉弥生訳

岩波書店 2005 400500525X

74
地震は貧困に襲いかかる : 「阪神・淡路大震災」死
者6437人の叫び

いのうえせつこ著 花伝社 2008 9784763405111

75
災害時における家族支援の手引き : 乳幼児をもつ
家族をささえるために

平山宗宏監修 ; 「災害時
における家族支援の手引
き」編集委員会編

神戸大学医学部小児科 1998
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76

災害復興とジェンダー (国立女性教育会館研究
ジャーナル = Journal of the National Women's

Education Center of Japan ; 10).

国立女性教育会館 2006

77
子どもから大人になれない日本人 : 社会秩序の破
壊と大人の消失

深谷昌志著 リヨン社 [2005] 4576050311

78 14歳の心理学 香山リカ著 中経出版 2006 4806125032

79 ミッション・スクール : あこがれの園 佐藤八寿子著 中央公論新社 2006 4121018648

80 登紀子1968を語る 加藤登紀子著 情況出版 2009 9784915252730

81 纏足の靴 : 小さな足の文化史
ドロシー・コウ著 ; 小野和
子, 小野啓子訳

平凡社 2005 4582472303

82 セックスメディア30年史 : 欲望の革命児たち 荻上チキ著 筑摩書房 2011 9784480066060

83 処女の文化史
アンケ・ベルナウ著 ; 夏目
幸子訳

新潮社 2008 9784106036095

84
少女が知ってはいけないこと : 神話とおとぎ話に描
かれた「女性」の歴史

片木智年著
PHPエディターズ・グルー
プ

2008 9784569701011

85 海水浴と日本人 畔柳昭雄著 中央公論新社 2010 9784120041358

86
月経をアンネと呼んだ頃 : 生理用ナプキンはこうし
て生まれた

田中ひかる著 ユック舎 2006 4843100919

87 「結婚式教会」の誕生 五十嵐太郎著 春秋社 2007 9784393332696

88
アメリカ占領期の民主化政策 : ラジオ放送による日
本女性再教育プログラム

岡原都著 明石書店 2007 9784750326245

89 放送ウーマンのいま : 厳しくて面白いこの世界 日本女性放送者懇談会編 ドメス出版 2011 9784810707526

90 Ex‐formation女
原研哉, 武蔵野美術大学
原研哉ゼミ著

平凡社 2011 9784582620504

91 アダルトビデオ革命史 藤木TDC著 幻冬舎 2009 9784344981256

92
「冬ソナ」にハマった私たち : 純愛、涙、マスコミ…そ
して韓国

林香里著 文藝春秋 2005 4166604821

93 家族の肖像 : ホームドラマとメロドラマ 岩本憲児編 森話社 2007 9784916087744

94
Olympic women and the media : international

perspectives
edited by Pirkko Markula Palgrave Macmillan 2009 9780230222847

95 「悪女」の文化誌
鈴木紀子, 林久美子, 野村
幸一郎編著

晃洋書房 2005 4771016321

96 人造美女は可能か?
巽孝之, 荻野アンナ編 ; 立
仙順朗 [ほか著]

慶應義塾大学出版会 2006 4766413016

97 女が国家を裏切るとき : 女学生、一葉、吉屋信子 菅聡子著 岩波書店 2011 9784000224116

98
清少納言“受難"の近代 : 「新しい女」の季節に遭遇
して

宮崎莊平著 新典社 2009 9784787961358

99 ここにいること : 地下鉄サリン事件の遺族として 高橋シズヱ著 岩波書店 2008 9784000228831

100 わたしの終戦記念日
瀬谷道子編・インタビュ
アー

新水社 2010 9784883851294
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