
第9回 国立女性教育会館（NWEC）女性教育センター所蔵　展示図書リスト

No. 書名 編著者 出版社 出版年 ISBN

1 荻野吟子 : 日本で初めての女性医師 加藤純子文 ; 高田美穂子画 あかね書房 2016 9784251046079

2 医者が患者をだますとき ロバート・メンデルソン著 ; 弓場隆訳 草思社 2001 4794210485

3
看護師のキャリア論 : 多くの節目を越えて生涯に

わたる成長の道筋を見出すために
勝原裕美子著 ライフサポート社 2007 9784904084014

4 看護が直面する11のモラル・ジレンマ 小林亜津子著 ナカニシヤ出版 2010 9784779503962

5
がんばれ!女性医師・医学生 : 仕事とパーソナル・

ライフの充実をめざして
日本家庭医療学会編 プリメド社 2003 4938866242 *

6 医者のひみつ 日経メディカルCadetto編集 日経BP社 2015 9784822200121 *

7 医師の過重労働 : 小児科医療の現場から 江原朗著 勁草書房 2009 9784326700646

8
女性医師からのメッセージ : 医系キャリアアップの道しる

べ
津田喬子編著

真興交易(株)医書出
版部

2005 4880037605 *

9
女性歯科医師29人の診療と横顔 : デンタル小町は語

る
日本歯科新聞社編 ; [天川由美子ほ

か著]
日本歯科新聞社 2015 9784931550391

10
民主主義の「危機」 : 国際比較調査からみる市民意

識
田辺俊介編著 勁草書房 2014 9784326653904

11 人権の歴史 : 古代からグローバリゼーションの時代まで
ミシェリン・R.イシェイ著 ; 滝澤美佐子

[ほか] 訳
明石書店 2008 9784750327778

12
なくそう婚外子・女性への差別 : 「家」「嫁」「性別役

割」をこえて
なくそう戸籍と婚外子差別・交流会編 明石書店 2004 4750318566

13
少子化論 : なぜまだ結婚、出産しやすい国にならない

のか
松田茂樹著 勁草書房 2013 9784326653805

14
ロールズと自由な社会のジェンダー : 共生への対

話
金野美奈子著 勁草書房 2016 9784326654024

15 信頼にいたらない世界 : 権威主義から公正へ 数土直紀著 勁草書房 2013 9784326653850

16
日本の性差別賃金 : 同一価値労働同一賃金原則

の可能性
森ます美著 有斐閣 2005 4641162360

17
なぜ女性はケア労働をするのか : 性別分業の再生産

を超えて
山根純佳著 勁草書房 2010 9784326653522

18
日本の女性政策 : 男女共同参画社会と少子化対策

のゆくえ
坂東眞理子著 ミネルヴァ書房 2009 9784623050277

19 ジェンダーとセクシュアリティ : 現代社会に育つまなざし 大越愛子, 倉橋耕平編 昭和堂 2014 9784812213469

20
Q&Aモラル・ハラスメント : 弁護士とカウンセラーが答え

る見えないDVとの決別
橋本智子 [ほか] 著 明石書店 2007 9784750326818

21
同性婚、あなたは賛成?反対? : フランスのメディアから

考える
浅野素女著 パド・ウィメンズ・オフィス 2014 9784864620642

22 かけがえのない個から : 人権と家族をめぐる法と制度 辻村みよ子編 岩波書店 2011 9784000284714

23
3・11以前の社会学 : 阪神・淡路大震災から東日本

大震災へ
荻野昌弘, 蘭信三編著 生活書院 2014 9784865000245

24 女性を生きる 湊晶子 [著] 角川書店 2010 9784047102354

25
心臓外科医がキャリアを捨ててCEOになった理由(わけ)

: what one likes, one will do well
野尻知里著 東洋経済新報社 2015 9784492045725

26
もっと違う生き方がしたい! : 「新しい私」へと羽ばたいた

女たち
亀山早苗著 ソニー・マガジンズ 2004 478972395X
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27 フランス新・男と女 : 幸福探し、これからのかたち ミュリエル・ジョリヴェ著 ; 鳥取絹子訳 平凡社 2001 4582851223

28 専業主婦になるということ 野崎佐和著 あけび書房 2014 9784871541329

29 専業主婦になりたい女たち 白河桃子著 ポプラ社 2014 9784591142523

30 だいじょうぶ!ひとりでも生きられる
ヘルガ・フェルビンガー著 ; 伊東明美

訳
講談社 2002 4062115603

31 シングルトン
エリック・クライネンバーグ著 ; 白川貴

子訳
鳥影社 2014 9784862654762

32
ひとりで暮らして、気楽に老いる : 夫のいない自由な生

き方
吉沢久子著 講談社 1998 4062090708

33 百歳の力 篠田桃紅著 集英社 2014 9784087207439

34 女性管理職のFAQ 森本千賀子著 朝日新聞出版 2013 9784023312074

35
女性が管理職になったら読む本 : 「キャリア」と「自分ら

しさ」を両立させる方法
ギンカ・トーゲル著 ; 小崎亜依子, 林

寿和訳・構成
日本経済新聞出版

社
2016 9784532320652

36 女たちは管理職をめざす : 出世する女の仕事術 東京ガス西山経営研究所著 中経出版 2007 9784806126768

37

なぜ、彼女たちの働き方はこんなに美しいのか : career

success secrets of 22 Japanese women

executives

麓幸子, 日経BPヒット総合研究所編 日経BP社 2015 9784822278939

38 とりあえず志向とキャリア形成 中嶌剛著 日本評論社 2015 9784535558342

39 女子のキャリア : 「男社会」のしくみ、教えます 海老原嗣生著 筑摩書房 2012 9784480688903

40 ハッピーキャリアのつくりかた 金沢悦子著 ダイヤモンド社 2006 4478733333

41
女性プロフェッショナルたちから学ぶキャリア形成 : キャリ

ア転機の見つけ方と活かし方
渡辺三枝子, 永井裕久編 ナカニシヤ出版 2009 9784779503030

42 道草してキャリアデザイン : 過去は変えられる 坂巻美和子著 西田書店 2005 4888664048

43

働き続ける女子のための会社のルールとお金の話 =

The rule of a company & money text for career

women

宮本美恵子著 中央経済社 2012 9784502053900

44
女性が5年働いたら読む本 : 悩みをふっきり自分を生

かす150のアドバイス
野原蓉子著 実務教育出版 1999 4788917629

45 女性の働き方ガイドブック : 変わる社会・変わる女性 大石友子著 経済産業調査会 2001 4806526517

46 女性のキャリアデザイン : 働き方・生き方の選択 青島祐子著 学文社 2007 9784762016790

47
グローバル社会の人材育成・活用 : 就学から就業への

移行課題
樋口美雄, 財務省財務総合政策研究

所編著
勁草書房 2012 9784326503599

48 センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン著 ; 上遠恵子訳 佑学社 1991

49
科学との正しい付き合い方 : 疑うことからはじめよ

う
内田麻理香著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2010 9784887597938

50
理系なお姉さんは苦手ですか? : 理系な女性10人の

理系人生カタログ
内田麻理香著 ; 高世えり子絵 技術評論社 2011 9784774147536

51 建てるお仕事、大特集! 講談社 2011 なし

52 ものをつくるお仕事、大特集! 講談社 2011 なし
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53 お金を動かすリケジョブ大特集! 講談社 2015 なし

54 スマートフォンにかかわるリケジョブ大特集! 講談社 2015 なし

55 スイーツにかかわるリケジョブ大特集! 講談社 2015 なし

56 ファッション&コスメにかかわるリケジョブ大特集! 講談社 2016 なし

57
ストーカー・DVの問題Q&A : 弁護士に聞きたい! 第2

版
馬場・澤田法律事務所編 中央経済社 2014 9784502103315

58 デートDVってなに?Q&A : 理解・支援・解決のために 日本DV防止・情報センター編著 解放出版社 2007 9784759267112

59 DV(ドメスティック・バイオレンス)を理解するために COSMO編 解放出版社 2001 4759260552

60
データで読む平成期の家族問題 : 四半世紀で昭和と

どう変わったか
湯沢雍彦著 朝日新聞出版 2014 9784022630261

61 怒り始めた娘たち : 「母娘ストレス」の処方箋 香山リカ著 新潮社 2014 9784103363712

62 いま、この日本の家族 : 絆のゆくえ 岩上真珠 [ほか] 著 弘文堂 2010 9784335551345

63 家庭モラル・ハラスメント 熊谷早智子 [著] 講談社 2008 9784062725033

64
傷つけ合う家族 : ドメスティック・バイオレンスを乗り越え

て
藤木美奈子[著] 講談社 2007 9784062757713

65
同性パートナー生活読本 : 同居・税金・保険から介

護・死別・相続まで
永易至文著 緑風出版 2009 9784846109011

66 わたしたち里親家族! : あなたに会えてよかった 坂本洋子編集 明石書店 2008 9784750329000

67
名前のない母子をみつめて : 日本のこうのとりのゆりか

ご ドイツの赤ちゃんポスト
蓮田太二, 柏木恭典著 北大路書房 2016 9784762829338

68
あなたのためなら死んでもいいわ : 自分を見失う病「共

依存」
水沢都加佐著 春秋社 2016 9784393365410

69 話しかけてよ、ママ : あるレット症候群少女の叫び 霧原澪著 文芸社 2016 9784286172378

70 男女共同参画社会をつくる 大沢真理著 日本放送出版協会, 2002 4140019506 *

71 男女共同参画の時代 鹿嶋敬著 岩波書店 2003 4004308674 *

72
ジェンダーフリーの復権 : 男女共同参画社会へのステッ

プ
奥山和弘著 新風舎 2005 4797472774

73
オクスファム男女共同参画研修マニュアル : 教室での

実践例つき
スザンヌ・ウィリアムズ, アデリーナ・ム
ワウ, ジャネット・シード著 ; 川中信訳

北樹出版 2011 9784779302886

74
ラーニング・リーダーシップ入門 : ダイバーシティで

人と組織を伸ばす = Learning leadership
牛尾奈緒美, 石川公彦, 志村光太郎

著
日本経済新聞出版社 2011 9784532317256

75 輝く会社のための女性活躍推進ハンドブック 清水レナ [著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 2015 9784799316887

76
女性はもっと活躍できる! : 女性活躍推進の課題とポ

イント
女性活躍推進法解説付き / 岩田喜

美枝, 菅原千枝著
21世紀職業財団 2015 9784915811739

77 男女共同参画社会と市民 藤原千賀著 武蔵野大学出版会 2012 9784903281223

78
シンポジウム「ダイバーシティの更なる実現に向け

て」報告集

東京医科歯科大学学生支
援・保健管理機構学生・女性

支援センター女性支援部
2014 なし

3/4



第9回 国立女性教育会館（NWEC）女性教育センター所蔵　展示図書リスト

No. 書名 編著者 出版社 出版年 ISBN

79
男女共同参画の視点に立った外国人女性の困難

等への支援のための参考資料
国立女性教育会館編 国立女性教育会館 2014 なし

80
ギアチェンジ! : 共に働く時代の男女共同参画社会

: 「男働き」社会の見直しと女性のキャリア形成のこ
れから

高知大学男女共同参画推進室 [編]
高知大学男女共同参

画推進室 2015 なし

81
男女共同参画社会に関する世論調査 ; 平成9年9

月調査 - 平成24年10月調査
(総理府)内閣総理大臣官

房広報室 1997 なし

82

公立大学法人福岡女子大学職員の男女共同参画
についてのアンケート調査報告書 ; 平成26年度,

平成27年度

福岡女子大学女性研究
者支援室 2015 なし

83
地域における女性の活躍推進実践ガイドブック :

地方公共団体や男女共同参画センターの新たな役
割と連携

国立女性教育会館編 国立女性教育会館 2016 なし

84 あなたが輝く働き方 小室淑恵著 PHP研究所 2013 9784569761220

85
中小企業におけるワーク・ライフ・バランスの現状と

課題
労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・研修機構 2011 なし

86
実践ワークライフバランス : プロジェクトの進め方と定着

の仕組みづくり
小室淑恵編 日本能率協会マネジメントセンター 2012 9784820747581

87
国際比較の視点から日本のワーク・ライフ・バランスを考

える : 働き方改革の実現と政策課題
武石恵美子編著 ミネルヴァ書房 2012 9784623063406

88 労働時間の短縮で日本社会を変えよう 労働運動総合研究所編 本の泉社 2013 9784780709162

89
ワーキングママの時間管理術 : 仕事も子どももあきらめ

ない
ワクママ著 阪急コミュニケーションズ 2009 9784484082295

90
あなたが働き方を変えるべき48の理由 : 小室式ワーク

ライフバランスの極意
小室淑恵著 二見書房 2008 9784576080338

91
ワーク・ライフ・バランス推進マニュアル : どんな会社でも

実現できる理想的な働き方
学習院大学経済経営研究所編 第一法規 2010 9784474025776

92
ことばとジェンダーの未来図 : ジェンダー・バッシングに立

ち向かうために
遠藤織枝編著 明石書店 2007 9784750326733

93 「性」と日本語 : ことばがつくる女と男 中村桃子著 日本放送出版協会 2007 9784140910962 *

94 男と女の日本語 永江朗著 バジリコ 2012 9784862381927

95
世界をつなぐことば : ことばとジェンダー/日本語教育/

中国女文字
遠藤織枝, 小林美恵子, 桜井隆編著 三元社 2010 9784883032693

96 日本語とジェンダー 日本語ジェンダー学会編 ひつじ書房 2006 4894762749

97 「おネエことば」論 クレア・マリィ著 青土社 2013 9784791767564

98
「女ことば」は女が使うのかしら? : ことばにみる性差の様

相
任利著 ひつじ書房 2009 9784894764750

99 読んでニンマリ男と女の流行語(はやりことば) 米川明彦著 小学館 1998 4095044101

100 バイアスフリーの英語表現ガイド
マリリン・シュウォーツ, 全米大学出版
局協会バイアスフリーの用語法検討

委員会著 ; 前田尚作訳
大修館書店 2003 4469244813

※No.5,6,8,70,71,93　の図書は附属図書館でも所蔵しています。
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