
蔵書リスト

No. タイトル 著者 出版社 出版年

50 夫婦別姓時代 星野澄子 青木書店 1987

53 「女が働くこと」をもう一度考える 中島通子 労働教育センター 1993

61 配偶者等からの暴力に関する事例調査 内閣府　男女共同参画局　編 財務省印刷局 2002

65 ジェンダーの社会学 江原由美子　長谷川公一　山田昌弘　天木志保美 安川一　伊藤るり 新曜社 1989

66 DVを理解するために 米田眞澄　監修　ＣＯＳＭＯ　編 解放出版社 2001

67 セクハラ　これが正しい対応です 白井久明　水島広子 中央経済社 1999

68 平等への女たちの挑戦 宮地光子 明石書店 1996

69 学校をジェンダーフリーに 亀田温子　舘かおり 明石書店 2000

70 教科書の中の男女差別 伊藤良徳　大脇雅子　紙子達子　吉岡睦子 明石書店 1991

73 女と男　これまで、これから 中嶋みさき　文／もりお勇　絵 大月書店 2001

75 誰にも言えない夫の暴力 鈴木隆文　石川結貴 本の時遊社 1999

76 ドメスティック・バイオレンスへの視点 日本DV防止・情報センター　 朱鷺書房 1999

80 男の子の性の本 メンズセンター　編著 解放出版社 2000

102
ジェンダー・フリーで楽しむ
こどもと大人の絵本の時間

草谷桂子 学陽書房 2002

105 女性学・男性学 伊藤公雄　樹村みのり　國信潤子 有斐閣 2002

108 お笑いジェンダー論 瀬地山角 勁草書房 2001

109 父親であることは哀しくも面白い 広岡守穂 講談社 2001

111 子育てがつらくなったとき読む本 大日向雅美 ＰＨＰ研究所 2001

113 教師・親のための子ども相談機関利用ガイド 小林正幸　島﨑政男 ぎょうせい 2000

114 女性学キーナンバー 犬伏由子　椋野美智子　村木厚子　編 有斐閣 2000

149 小中学生は今　－変わる家族環境の中で－ 財団法人　日本女子社会教育会 財団法人　日本女子社会教育会 2000

150 おや、オヤ？親子・２１世紀 財団法人　日本女子社会教育会 財団法人　日本女子社会教育会 2001
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蔵書リスト

No. タイトル 著者 出版社 出版年

154 辛淑玉のアングル 辛淑玉 草土文化 2003

155 知っていいますか？ジェンダーと人権 一問一答 船橋邦子 解放出版社 2003

156 お姫様とジェンダー 若桑みどり 筑摩書房 2003

157 しつけと体罰 森田ゆり 童話館出版 2003

187 ジェンダーの語られ方、メディアのつくられ方 諸橋泰樹 現代書館 2002

188 光ある場所へ 小澤　実 旬報社 2004

189 「兼業主夫」マニュアル 清水恭一 大村書店 2004

191 「男女共同参画」が問いかけるもの 伊藤公雄 インパクト出版会 2003

213 子育てに不安を感じる親たちへ 牧野カツコ ミネルヴァ書房 2005

214
季節の変わり目 Part2
ジェンダーとジャーナリズムのはざまで

諸橋泰樹 批評社 2005

215 愛する、愛される 山口のり子 梨の木社 2004

236 経産省の山田課長補佐、ただいま育休中 山田正人 日本経済新聞社 2006

239 読むカウンセリング すがのたいぞう／石川ともこ　絵 ＰＨＰ研究所 2006

240 地域リーダー力 荒金雅子　川端美智子　森野和子 パド・ウィメンズ・オフィス 2006

241 「女性検診」がよくわかる本 対馬ルリ子 小学館 2006

265 ワークライフバランス入門 荒金雅子　小﨑恭弘　西村智 ミネルヴァ書房 2007

266 ママは働いたらもっとスゴイぞ！ 和田清華 ダイヤモンド社 2007

268 娘たちの性＠思春期外来 家坂清子 日本放送出版協会 2007

269 セクシュアルハラスメントをしない、させないための防止マニュアル 青木孝 小学館 2007

270 虐待とドメスティック・バイオレンスのなかにいる子どもたちへ チルドレン・ソサエティ　著／堤かなめ　監修 明石書店 2005

271 女と男のBOOKナビ （財）横浜市男女共同参画推進協会　編 （財）横浜市男女共同参画推進協会 2007

312 タイプ別にみる働く女性の防犯対策 ライフスタイル Woman360° セコム株式会社 働く女性の安全委員会 本の泉社 2008
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蔵書リスト

No. タイトル 著者 出版社 出版年

313 ずっとキレイのエイジング プレ更年期からの女性ホルモン塾 対馬ルリ子　吉川千明 小学館 2008

314 気づいて乗りこえる 長谷川七重＋グループシオン ＷＥプロデュース 2007

343 パパの極意 安藤哲也 日本放送出版協会 2008

345 それ、恋愛じゃなくてDVです 瀧田信之 ＷＡＶＥ出版 2009

346 時代を拓く　女性リーダー 国立女性教育会館　有馬真喜子　原ひろ子 明石書店 2008

349 はたら区　カエル野の仲間たち 財団法人　こども未来財団 財団法人 こども未来財団 2009

389 なぜ女性はケア労働をするのか 山根純佳 勁草書房 2010

390 母が重くてたまらない　墓守娘の嘆き 信田さよ子 春秋社 2008

391 絵本　日本女性史３　近代・現代 早川紀代　文／石橋富士子　絵 大月書店 2010

392 デートDVってなに？Q&A 日本DV防止・情報センター　編著 解放出版社 2007

393 男の介護 吉田利康 日本評論社 2010

394 イクメンで行こう！ 渥美由喜 日本経済新聞出版社 2010

395 ないないづくしの起業術 大和田聡子 中央公論新社 2010

421 銀婚式物語 新井素子 中央公論新社 2011

422 メディアとジェンダー 国広陽子 勁草書房 2012

423 妊活一年生 渡邉賀子　丸山綾 ワニブックス 2012

424 貴女を輝かせるキャリアデザイン 広岡守穂　木本喜美子　西山昭彦 中央大学出版部 2010

425 働く女性が35歳の壁を乗り越えるためのヒント 錦戸かおり 河出書房新社 2009

427 あきらめない 村木厚子 日経ＢＰ社 2011

428 ドメスティック・バイオレンス 鈴木隆文　麻鳥澄江 教育資料出版社 2003

441 “カールズ”自立支援ハンドブック 公益財団法人 横浜市男女共同参画推進協会 全国女性会館協議会 2012

442 福島からあなたへ 武藤類子 大月書店 2012

444 「ひとりではいられない」症候群 カトリーヌ・オディベール 講談社 2012
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蔵書リスト

No. タイトル 著者 出版社 出版年

445 ストップ！デートＤＶ 伊田広行 解放出版社 2011

447 女たちが動く みやぎの女性支援を記録する会 生活思想社 2012

449 性と柔 河出書房新社 2013

450 仕事休んでうつ地獄に行ってきた 丸岡いづみ 主婦と生活社 2013

452 それでも、家族は続く 信田さよ子 ＮＴＴ出版 2012

453 ペコロスの母の玉手箱 岡野雄一 朝日新聞出版社 2014

455 働きママン　小学校編 おぐらなおみ メディアファクトリー 2013

456 共働きファミリーの仕事と子育て両立バイブル 日経ＤＵＡＬ　編 日経ＢＰ社 2014

457 STAND 立ち上がる選択 大藪順子 いのちのことば社 2007

458 「ストーカー」は何を考えているか 小早川明子 新潮社 2014

459 性同一性障害　3.11を超えて 谷合規子 論創社 2012

460 にじ色の本棚 原ミナ汰　土肥いつき 三一書房 2016

461 佐々木靜子からあなたへ 女のからだと医療・性暴力・人権 佐々木靜子　著／編集員会　編 教育資料出版社 2015

462 セクシャル・マイノリティ白書 2015 石原英樹、遠藤まめた、大槻知子、小島和子ほか5名 つなかんぱにー 2015

463 知っていますか？ドメスティック・バイオレンス 一問一答　第４版 日本DV防止・情報センター　編著 解放出版社 2008

464 知っていますか？セクシュアル・ハラスメント　一問一答　第３版 養父知美・牟田和恵 解放出版社 2008

466 ちょっとした一言で相手が動く 夫婦の心理テクニック 林恭弘 総合法令 2005

467 バツイチ子連れ、泣き笑い半世紀 花も嵐も、講釈師が語ります。 神田香織 七つ森書館 2005

468 ほとんどの社員が１７時に帰る 売上１０年連続右肩上がりの会社 岩崎裕美子 クロスメディア・パブリッシング 2016

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

470 女性活躍　最強の戦略 小室淑恵 日経ＢＰ社 2015

471 働く女性たちへ　勇気と行動力で人生は変わる 佐々木常夫 ＷＡＶＥ出版 2016

472 先生と親のためのLGBTガイド 遠藤まめた 合同出版 2016
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蔵書リスト

No. タイトル 著者 出版社 出版年

473 LGBTなんでも聞いてみよう ＱＷＲＣ＆徳永桂子 子どもの未来社 2016

474 「パパは大変」が「面白い！」に変わる本 安藤哲也 扶桑社 2017

475 資生堂インパクト 石塚由紀夫 日本経済新聞出版社 2016

476 男が育休を取ってわかったこと 池田大志 セブン＆アイ出版 2014

477 専業主婦は2億円損をする 橘玲 マガジンハウス 2017

478 1945年のクリスマス ベアテ・シロタ・ゴードン 朝日文庫 2016

479 私の中のわたしたち オルガ・Ｒ・トゥルヒーヨ 国書刊行会 2017

480 13歳、「私」をなくした私 山本 潤 朝日新聞出版社 2017

481 介護する息子たち 平山 亮 勁草書房 2017

482 女子高生の裏社会 「関係性の貧困に生きる少女たち」 仁藤 夢乃 光文社 2014

483 Unfinished Business  仕事と家庭は両立できない？ アン=マリー・スローター ＮＴＴ出版 2017

484 賢女の極意 林真理子 文藝春秋 2016

485 凛とした生き方 金美齢 ＰＨＰ研究所 2007

486 いのちのヴァイオリン 中澤宗幸 ポプラ社 2012

487 ジェンダーと教育 藤田英典　黒崎勲　片桐芳雄　佐藤学 世織書房 1999

489 タンタンタンゴはパパふたり ジャスティン・リチャードソン＆ピーター・パーネル ポット出版 2008

490 難民高校生　絶望社会を生き抜く｛私たち」のリアル 仁藤夢乃 筑摩書房 2016

491 すごいお母さん、ＥＵの大統領に会う 尾崎美恵 文藝春秋 2016

492 「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を 小川たまか タバブックス 2018

493 シングル単位思考法でわかるデートＤＶ予防学 伊田広行 かもがわ出版 2018

494
嫁ハンをいたわってやりたいダンなのための妊娠出産読
本

荻田和秀 講談社＋α新書 2018

495 女性活躍の推進　資生堂が実践するダイバシティ経営と働き方改革 山極清子 経団連出版 2017

496 世界を変えた１００人の女の子の物語 エレナ・ファヴィッリ　　フランチェスカ・カヴァッロ 河出書房新社 2018
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蔵書リスト

No. タイトル 著者 出版社 出版年

497 男女平等はどこまで進んだか　女性差別撤廃条約から考える 監修　山下素子・矢澤澄子・国際女性の地位協会編　 岩波ジュニア新書 2018

498 五感経営　産廃会社の娘、逆転を語る 石坂典子 日経ＢＰ社 2016

自13 法女性学への招待 山下素子　神尾真知子　戒能民江　植野妙実子 有斐閣 1996

自15 セクシュアル・ハラスメントのない世界へ （財）東京女性財団編 大谷恭子 牟田和恵 樹村みのり 池上花英 有斐閣 2000

自17 いま、子ども社会に何がおこっているか 日本子ども社会学会　編 北大路書房 1999

自22 女なら二足のわらじ 広岡立美 有信堂高文社 1998

自24 ジェレミーの緑の帽子 ベケ・ケファート ＴＢＳブリタニカ 2000

自26 管理職のためのセクハラ講座 あなたの理解で大丈夫ですか？ 金子雅臣 ぎょうせい 2000

自27 働く女性に伝えたかったこと 芹沢茂登子 大月書店 1999

自28 働く女性の法律Ｑ＆Ａ 中島通子　中野麻美　黒岩容子　岡部玲子 有斐閣 1999

自36 働くってたのしい 朴木佳緒留　文／もりお勇　絵 大月書店 2001

自39 学びのガイド 田代美江子 大月書店 2001

自40 税理士が見たジェンダー 山崎久民 ユック舎 2000

自41 女性学への招待 井上輝子 有斐閣 1992

自42 男の育児書 男の子育てを考える会 現代書館 1987

499
フルキャリアマネジメント
＜子育てしながら働く部下を持つマネジャーの心得＞

武田佳奈 東洋経済新報社 2019

500
働く女子と罪悪感
＜「こうあるべき」から離れたら、もっと仕事は楽しくなる＞

浜田敬子 集英社 2018

501 夫の扶養からぬけだしたい ゆむい KADOKAWA 2019

502
ここからセクハラ！
<アウトがわからない男、もう我慢しない女>

牟田和恵 集英社 2018

503
サイレントマザー
＜貧困のなかで沈黙する母親と子ども虐待＞

石川瞭子 青弓社 2017
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蔵書リスト

No. タイトル 著者 出版社 出版年

504
セルフネグレクトと父親
＜虐待と自己放棄のはざまで＞

石川瞭子 青弓社 2019

505 りんごの色～LGBTを知っていますか？～ 平田京子 作画 大分県生活環境部人権・同和対策課 2018

506 自分らしい働き方・育て方が見つかる　新・ワーママ入門 堀江敦子 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2019

507 サンリオピューロランドの人づくり 小巻亜矢 ダイヤモンド社 2020

508 なぜ女性管理職は少ないのか 大沢真知子 青弓社 2019

509 「男女格差後進国」の衝撃 無意識のｼﾞｪﾝﾀﾞｰ・ﾊﾞｲｱｽを克服する 治部れんげ 小学館新書 2020

510 ジェンダーについて 大学生が真剣に考えてみた 佐藤文香・監修　一橋大学社会学部・著 明石書店 2019

511 虹色チェンジメーカー LGBTQ視点が職場と社会を変える 村木真紀 小学館新書 2020

512 そのオムツ、俺が換えます　１ 宮川サトシ 講談社 2018

513 そのオムツ、俺が換えます　２ 宮川サトシ 講談社 2019

514 男性の育休　家族・企業・経済はこう変わる 小室淑恵・天野 妙 PHP新書 2020

515 離れたくても離れられないあの人からの「攻撃」がなくなる本 Joe SBクリエイティブ㈱ 2020

登録蔵書数

2019年紛失図書

2021年3月紛失図書

2021年3月現在蔵書図書数

 145冊

 No.477専業主婦は2億円損をする

 No.485凛とした生き方

 143冊
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