
図　　書
令和４年６月１日現在

タ　イ　ト　ル 著　　者 出版者

1
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／著 ぎょうせい

2 ワーキングママ応援ガイド 主婦の友社／編 主婦の友社

3 １００％伝わる話し方 嶋田有孝／著 PHPエディターズ・グループ

4 最強のプレゼンテーション 吉田たかよし／著 PHP研究所

5 突破力！　仕事の｢壁」は、こうして破れ 堀　紘一／著 PHP研究所

6 道をひらく 松下幸之助／著 PHP研究所

7 仕事で大切なこと
松下幸之助／述
PHP総合研究所/編

PHP研究所

8 こんなときどうする？　新版　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／編

ぎょうせい

9 「変わってしまった女」と「変わりたくない男」 三浦清一郎　／著 学文社

10 男女共同参画時代の女性農業者と家族 天野寛子　粕谷美砂子／著 ドメス出版

11 ジェンダーの法律学 金城清子　／著 有斐閣

12 男女共同参画社会へ　女性エンパワーメントと自治体 建石真公子　／編 公人社

13 ジェンダーで学ぶ社会学 伊藤公雄　牟田和恵／編 世界思想社

14 改正労働基準法　法条文と解説 労働調査会出版局／編 労働調査会

15 男女共同参画統計データブック－日本の女性と男性－２００９
独立行政法人国立女性教育会館・
伊藤陽一／編集

　ぎょうせい

16 夢もゆとりもあきらめない　わたし時間のつくり方 金子由紀子／著 　アスペクト

17 主婦に突然、社長の役が降ってきて 織田直子／著 　三五館

18 やさしくできる傾聴 中村　有／著 秀和システム

19 女性を活用する国、しない国 竹信三恵子／著 　岩波書店

20 ２０１１年　ライフデザイン白書 第一生命経済研究所／編 　ぎょうせい



タ　イ　ト　ル 著　　者 出版者

21 災害と女性～防災・復興に女性の参画を～ ウィメンズネット・こうべ／編 アディスト

22 男女共同参画白書　平成２３年度版 内閣府／編 中和印刷

23 デートＤＶと恋愛 伊田広行／著 大月書店

24 フェミニズムの時代を生きて
西川裕子・上野千鶴子・荻野美穂／
著

岩波書店

25 専業主婦のキャリア再開発－もう一度仕事に戻るには－ 奥津眞里／著 風間書房

26
女性のための防災BOOK"もしも”のときに、あなたを守ってくれる知
恵とモノ

ａｎ・ａｎ特別編集 マガジンハウス

27 自治体と男女共同参画－政策と課題－ 辻村みよ子／著 イマジン出版

28 マンガ　男社会の常識・非常識 男女共同参画会議議員／監修 財務省印刷局

29 男女共同参画白書　平成２２年度版 内閣府／編 中和印刷

30 女性差別撤廃条約と私たち 林　陽子／編著 信山社

31 ジェンダー六法
山下泰子・辻村みよ子・朝倉むつ
子・二宮周平・戒能民江／編

信山社

32 今こそ変えよう！家族法　婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える 日本弁護士連合会／編 日本加除出版

33 ソニーな女たち 多賀幹子／著 柏書房

34 男が語る家族・家庭
豊島区立男女平等推進センター／
編

ドメス出版

35 Ｑ&Ａ　ＤＶハンドブック改訂版　被害者と向き合う方のために ＤＶ問題研究会／編著 ぎょうせい

36 こんなときどうする？　新版　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／編

ぎょうせい

37 新　離婚をめぐる相談　１００問１００答
第一東京弁護士会人権擁護委員会
／編

ぎょうせい

38 君について行こう　女房は宇宙をめざした 向井万起男／著 講談社

39 男たちの更年期クライシス 宮　淑子／著 日本放送出版協会

40 夫婦という幸福　夫婦という不幸 沖藤典子／著 集英社



タ　イ　ト　ル 著　　者 出版者

41 女性問題キーワード１１１
㈶横浜市女性協会／編
矢澤澄子／監修

ドメス出版

42 自治のなかの女たち 自治体学会／編 良書普及会

43 ２１世紀の女性政策と男女共同参画社会基本法 編集代表／大沢真理 ぎょうせい

44 女性たちの新しい出発　暮らしのなかの女性学 冨士谷あつ子／編著 ミネルヴァ出版

45 女性と人権 人見康子／著 慶應義塾大学出版会

46
１９９８年度　「ムーブ」ジェンダーに関する論文・実践事例・エッセイ
作品集Ⅰ

北九州市立女性センタームーブ

47 ここが知りたい！そこが聞きたい！男女共同参画社会基本法 舟橋邦子／著
ウイメンズブックストア松
香堂

48 行政関係者のための　新版入門・生涯学習政策 岡本　薫／著 全日本社会教育連合会

49 女が変わる男が変わる１００冊の本 冨士谷あつ子・伊藤公雄／編著 かもがわ出版

50 男がみえてくる自分探しの１００冊 中村彰・中村正／編 かもがわ出版

51 男と女　変わる力学 鹿嶋　敬／著 岩波書店

52 新・家族の時代 菅原眞理子／著 中央公論社

53 近世おんな旅日記 柴　桂子／著 吉川弘文館

54 女性学への招待〔新版〕変わる／変わらない　女の一生 井上輝子／著 有斐閣

55 女性の権利－ハンドブック　女性差別撤廃条約－
国際女性の地位協会／編
赤松良子／監修

岩波書店

56 私らしくコミュニケーション 深尾凱子／ ユック舎

57 ジェンダーとセクシュアリティ－＜性＞と＜生＞を考える－
石元清英・金谷千慧子・田中欣和・
葉賀弘・宮本由起代・山下明子・山

嵯峨野書院

58
女性のための草の根まちづくり－ノルウェーの地域計画における女
性参画プロジェクト

ノルウェー環境省／編
女性とまちづくり研究会／訳

かもがわ出版

59 賢く生きる－女性のための人間学セミナー２ 栗原淑江／編 第三文明社

60 おんなたちのスウェーデン　機会均等社会の横顔 岡沢憲芙／著 日本放送出版協会



タ　イ　ト　ル 著　　者 出版者

61 ＩＳ～男でも女でもない性～１ 六花チヨ／著 講談社

62 男女共同参画推進条例のつくり方
山下泰子・橋本ヒロ子・齊藤誠／共
著

ぎょうせい

63 男女共同参画社会　キーワードはジェンダー 日本学術協力財団 ビュープロ

64
国連ハビタットがすすめる女性にやさしいまちづくり－男女共同参画
社会、実現への道筋が見える！

日本ハビタット協会／発行 ユック舎

65 居場所を取り戻そう、男たち－受難の時代を生きる－
庄司洋子・木本喜美子・重川治樹／
著

東京女性財団

66 女性のデータブック〔第３版〕 井上輝子・江原由美子／編 有斐閣

67 老いの泉　上
ベティ・フリーダン／著
山本博子・寺澤恵美子／訳

西村書店

68 老いの泉　下
ベティ・フリーダン／著
山本博子・寺澤恵美子／訳

西村書店

69 弘兼憲史×海原純子『快楽園』 弘兼憲史・海原純子・竹内夕紀／著 主婦と生活社

70 近代史の中の上州富岡 たかせとよじ／著 甘楽農民新聞社

71 異郷に散った若い命　官営富岡製糸所工女の墓 高瀬豊二／著 上武大学出版会

72 わたし・仕事・みらい 金谷千慧子／著 嵯峨野書院

73 自治体の女性政策と女性問題講座 藤枝澪子・牧里政子・米田禮子／著 学陽書房

74 スウェーデンの挑戦 岡沢憲芙／著 岩波書店

75 教科書の中の男女差別
伊東良徳・大脇雅子・紙子達子・吉
岡睦子／著

明石書店

76 物は言いよう 斎藤美奈子／著 平凡社

77 ジェンダーがやって来た 舟橋邦子／著 木犀社

78 老いる準備　介護すること　されること 上野千鶴子／著 朝日新聞出版

79 生涯学習への出発 冨士谷あつ子／著 朱鷺書房

80 お母さんなんでや
三木たかひろ／文
まちだまりこ／絵

学陽書房



タ　イ　ト　ル 著　　者 出版者

81 絵本　アリーテ姫のぼうけん
ダイアナ・コールス／原作
ロス・アスクィス／原画
グループウィメンズ・プレイス／訳

学陽書房

82 女子差別撤廃条約［名訳コンクール入選作品集］ 北九州市立女性センター／編

83 女性の自律神経失調症 藤井高明／著 婦人生活社

84 広報紙・社内報づくりの実務 丸山　尚／著 中央経済社

85 女たちが語る阪神大震災 ウィメンズネット・こうべ／編 木馬書館

86 五味百合子女性福祉論集　学生とともに歩む 林　千代／編 ドメス出版

87 ２００８年版　女性のための仕事・資格ベストガイド 池田書店編集部／編 池田書店

88 おひとりさまの老後 上野千鶴子／著 法研

89 希望格差社会　「負け組」の絶望感が日本を引き裂く 山田昌弘／著 筑摩書房

90 「婚活」時代 山田昌弘・白川桃子／著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

91 男女共同参画の時代 鹿嶋　敬／著 岩波書店

92 パパの極意　仕事も育児も楽しむ生き方 安藤哲也／著 日本放送出版協会

93 生活保障　排除しない社会へ 宮本太郎／著 岩波書店

94 ほんとうの豊かさを手に入れる　人生と仕事の段取り術 小室淑恵／著 ＰＨＰ研究所

95 新版　原発を考える５０話 西尾　漠／著 岩波書店

96 男女共同参画白書　平成２４年度版 内閣府／編 勝美印刷

97 男女共同参画統計データブック－日本の女性と男性－２０12
独立行政法人国立女性教育会館・
伊藤陽一／編集

ぎょうせい

98 カウンセラーが語るモラルハラスメント 谷本惠美／著 晶文社

99 言いにくいことを伝える技術 野原蓉子／著 ＰＨＰ研究所

100 妻たちの介護　　在宅介護で孤立しないために 中村和仁／著 新泉社



タ　イ　ト　ル 著　　者 出版者

101 子育てが終わらない―「３０歳成人」時代の家族論 小島貴子＋斎藤環／著 青土社

102
災害復興　東日本大震災後の日本社会の在り方を問う
―女性こそ主役に！ー

日本弁護士連合会／編 日本加除出版

103 知っていますか？戸籍と差別　一問一答 佐藤文明／著 解放出版社

104
ふたりの子育てルール
「ありがとう」の一言から始まるいい関係

治部れんげ／著 ＰＨＰ研究所

105 女性のためのライフプランニング 田和真希／著 大学教育出版

106 災害支援に女性の視点を！ 竹信三恵子　赤石千衣子／編 岩波書店

107 男女共同参画白書　平成２５年度版 内閣府／編 新高速印刷

108 なぜ理系に進む女子は少ないのか？ S.J.セシ/W.M.ウィリアムス／編 西村書店

109
新版　自分でできるカウンセリング
女性のためのメンタル・トレーニング

川喜田　好恵／著 創元社

110 命と絆は守れるか？－震災・貧困・自殺からＤＶまで
宇都宮健児　浅見昇吾
稲葉剛／編

三省堂

111 愛されなかった私たちが愛を知るまで 石川結貴　高橋亜美／編著 かもがわ出版

112 八重の生涯 新井恵美子／著 北辰堂出版

113 女たちのサバイバル作戦 上野千鶴子／著 文春新書

114 そよ風の手紙　自閉症児りょうまとシングルファーザーの１８年 新保浩／著 マキノ出版

115 ケアメンを生きる　男性介護者１００万人へのエール 津止正敏／著 クリエイツかもがわ

116 脱・不機嫌な女　 武部純子／著 柏書房

117 女子の遺伝子 よしもとばなな・三砂ちづる／著 亜紀書房

118 ママの仕事復帰のために－パパも会社も知っておきたい４６のアイディアＮＰＯ法人ファザーリング／編者 労働調査会

119 新しいパパの働き方 ＮＰＯ法人ファザーリング／著 学研教育出版

120 無頼化した女たち 水無田気流／著 亜紀書房



タ　イ　ト　ル 著　　者 出版者

121 女のせりふ 伊藤雅子／著 福音館

122 続　女のせりふ 伊藤雅子／著 福音館

123 ７０歳を過ぎた親が」ひとりになったら 河合千恵子／監修 河出書房新社

124 女子の人間関係 水島広子／著 サンクチュアリ出版

125 スコールの夜 芦崎笙／著 日本経済新聞出版

126 「ストーカー」は何を考えているか 小早川明子／著 新潮社

127 女性のためのリーダーシップ術 猪俣恭子／著 幻冬舎メディアコンサルティング

128 「家族」難民 山田昌弘／著 朝日新聞出版

129 平成２６年度版　男女共同参画白書 内閣府　男女共同参画局／著 ウィザップ

130 主婦40歳、復職めざしてます 現代洋子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

131 理系クン　イクメンできるかな？ 高世えり子／著 文藝春秋

132 「居場所」のない男、「時間」がない女 水無田気流／著 日本経済新聞出版

133 マララ　教育のために立ち上がり、世界を変えた少女
マララ・ユスフザイ、パトリシア・マ
コーミック／著

岩崎書店

134 平成２７年度版　男女共同参画白書 内閣府男女共同参画局／編 勝美印刷

135 これで解決。働くママが必ず悩む３６のこと 毛利優子／著 日本実業出版社

136 働きたいママの就活マニュアル 毛利優子／著 自由国民社

137 ペコロスの母に会いに行く 岡野雄一／著 西日本新聞社

138 女性はなぜ活躍できないのか 大沢真知子／著 東洋経済新報社

139 平成２８年度版　男女共同参画白書 内閣府／編 勝美印刷

140 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／著 WAVE出版



タ　イ　ト　ル 著　　者 出版者

141 女性たちの貧困〝新たな連鎖”の衝撃 ＮＨＫ「女性の貧困」取材班／著 ㈱幻冬舎

142
きずなと思いやりが日本をダメにする　最新進化学が解き明かす「心と
社会」

長谷川眞理子、山岸俊男／著 ㈱集英社インターナショナル

143 仕事にも人生にも自信がもてる！女性管理職の教科書 小川由佳／著 同文舘出版㈱

144 女も男も生きやすい国、スウェーデン 三瓶恵子／著 ㈱岩波書店

145 介護離職しない、させない 和氣美枝／著 毎日新聞出版

146 営業女子　働き方の基本がわかる教科書 太田彩子／著 ㈱プレジデント社

147 女性のキャリアアップ３８の嘘 ジェーン・ミラー／著 ㈱すばる舎

148 平成２９年度版　男女共同参画白書

149 女性白書２０１６「一億総活躍社会」と女性 日本婦人団体連合会編／著 ほるぷ出版

150 よりよく生き延びる　－3・11と男女共同参画センター
（公財）せんだい男女共同参画財団／
編

㈱新潮社図書編集室

151 おいしい育児ー家でもかがやけ、おとうさん！ 佐川光晴／著 世界思想社

152 戦う姫、働く少女 河野真太郎／著 POSSE業書

153 トランスジェンダーのくまと親友の友情のお話 ジェシカウォルトン／著　他 ポット出版プラス

154 平成３０年度版　男女共同参画白書

155 シングル女性の貧困
小杉礼子/鈴木晶子/野依智子
（公財）横浜市男女共同参画推進協会

明石書店

156 「逃げ恥」にみる結婚の経済学 白河桃子/是枝俊悟 毎日新聞出版

157 愛する、愛される：デートDVをなくす・若者のためのレッスン７ 山口のり子 梨の木舎

158 「ワーママ」５年目に読む本　パワーママプロジェクト編 パワーママプロジェクト 光文社

159 日本国憲法大阪おばちゃん語訳
全日本おばちゃん党代表代行
谷口真由美

文藝春秋

160 タネナシ。 ダイアモンド✡ユカイ 講談社



タ　イ　ト　ル 著　　者 出版者

161 泣きかたをわすれていた 落合恵子 河出書房新社

162 LIFE SHIFT人生１００年時代の人生戦略
リンダグラットン/アンドリュースコット
著

東洋経済

163 私定時で帰ります 矢野帰子 新潮社

164 令和元年版　男女共同参画白書

165 令和２年版　男女共同参画白書 内閣府男女共同参画局／編 勝美印刷（株）

166 日本の女性議員　どうすれば増えるのか 三浦まり／編 朝日新聞出版

167 男性の育休　家族・企業・経済はこう変わる 小室淑恵、天野妙／著 （株）ＰＨＰ研究所

168 わたしらしく、ＬＧＢＴＱ①　多様な性のありかたを知ろう
ロバート・ロディ、ローラ・ロス／著
上田勢子／訳

（株）大月書店

169 こどもＳＤＧｓ　なぜＳＤＧｓが必要なのかがわかる本
秋山宏次郎／監修
バウンド／著

（株）カンゼン

170 これからの男の子たちへ　「男らしさ」から自由になるためのレッスン 太田啓子／著 （株）大月書店

171
「アンコンシャス・バイアス」マネジメント　最高のリーダーは自分を信
じない

守屋智敬／著 （株）かんき出版

172 CD絵本　空より高く　Higher Than The Sky
新沢としひこ／作詞、中川ひろたか／作
曲、クニ河内／編曲、石井麻木／写真

クレヨンハウス総合文化研
究所

173 ベイビー　レボリューション 浅井健一／文、奈良美智／絵 クレヨンハウス

174 令和３年版　男女共同参画白書 内閣府男女共同参画局／編 勝美印刷（株）

175 炎上CMでよみとくジェンダー論 瀬地山角/著 ㈱光文社

176 捨てられる男たち 奥田祥子/著 SBクリエイティブ㈱

177 多様な社会はなぜ難しいか　日本の「ダイバーシティ進化論」 水無田気流/著 日本経済新聞出版

178 はじめて学ぶＬＧＢＴ　基礎からトレンドまで 石田仁/著 ㈱ナツメ社

179 全災害対応！子連れ防災ＢＯＯＫ　１２２３人の被災ママパパと作りました NPO法人ママプラグ/著 祥伝社

180 私、夫が嫌いです 大貫憲介/著　　榎本まみ/絵 日本法令

181
ジェンダーで読み解く　男性の働き方・暮らし方
ワーク・ライフ・バランスと持続可能な社会の発展のために

多賀　太/著 時事通信社

182
男性育休義務化の基礎知識　男性育休の教科書
人事　管理職　パパ必読

日程xwoman/編 日経BP


