
書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

The Women's Convention 北九州市立女性センタームーブ
北九州市立女性
センタームーブ

2000

ＴｈｉｎｋＤｉｓｒｕｐｔｉｏｎアップルでマナンダ
「破壊的イノベーション」の再現性

河南順一 KADOKAWA
2020

愛するということ エーリッヒ・フロム著　鈴木晶　訳 紀伊国屋書店 2014

会いたかった　　代理母という選択 向井亜紀 幻冬舎 2004

アイデンティティと暴力
アマルティア・セン
大門毅藍　訳

頸草書房 2011

愛と励ましの言葉　３６６日 渡辺和子 ＰＨＰ 2005

愛と勇気 野口美佳 ワニブックス 2003

愛に飢えている人びと 家田荘子 廣済堂出版 2000

愛のほん
ペニラ・スタールフェルト
川上　麻衣子　訳

小学館 2010

愛へのたより　連城三紀彦人生相談 連城三紀彦 文化出版局 2000

あいらぶ城下町 山陽新聞社　編 山陽新聞社 1996

「赤毛のアン」の秘密 小倉千加子 岩波書店 2004

赤ちゃん本部長１　赤ちゃん本部長誕生！ 竹内佐千子 講談社 2018

赤ちゃん本部長２　赤ちゃん本部長とヘルプ！ 竹内佐千子 講談社 2018

明るくボケよう 村山孚 草思社 2000

あきらめない 村木厚子 日経ＢＰ社 2012

悪女論 田中　貴子 紀伊国屋書店 1992

悪魔の辞典 ビアス 岩波文庫
1997
2013

あこがれ 川上未映子 新潮社 2015

あこがれの老い 服部祥子 医学書院 2008

アサーショントレーニング　　―さわやかな<自己表現>
のために―

平木典子 金子書房 1993

朝子さんの一日 永原　達也 小学館 1993

あさこ４０歳 いとうあさこ 講談社 2010

あさになったのでまどをあけますよ 荒井良二 偕成社 2011

明日が待ち遠しくなる 中山庸子 三笠書書房 1997

明日をつかむがっこう 27歳女性校長の挑戦 白井智子 集英社 2000

あたしたち、海へ
井上荒野 新潮社

2019

アタマにくる一言へのとっさの対応術 バルバラ・ベルクハン 草思社 2000

アダム・スミスぼくらはいかに働き
いかに生きるべきか

木暮太一
日経ビジネス人

文庫
2014

新しい介護 大田仁史，三好春樹 講談社 2003

新しい女性の創造 ベティ・フリーダン 大和書房 1965

新しい働き方ができる人の時代 セス・ゴーディン 三笠書房 2011

新しいライフデザイン考　Women　Life 女性のしあわせ設計 鶴　直明
明治安田生命生
活福祉研究所

2007

熱く生きる 天野　篤 セブン＆アイ 2014

アップルパイ神話の時代
～アメリカモダンな主婦の時代～

原　克 岩波書店 2009



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

アディクション ASK
アスク・

ヒューマンケア
2002

あとは野となれ大和撫子 宮内悠介 KADOKAWA 2017

穴 小山田浩子 新潮社 2014

あなたが総理になって、いったい日本の
何が変わるの

管　伸子 幻冬舎新書 2010

あなたに褒められたくて 高倉　健 集英社 1993

あなたは誰かの大切な人 原田マハ 講談社 2014

あなたを変える「稼ぎ力」養成講座 渋井真帆 ダイヤモンド社 2003

あなたを変えるココ・シャネルの言葉 高野てるみ イーストプレス 2012

あのこは貴族 山内マリコ 集英社 2016

あのね 子どものつぶやき 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 2009

危ない侵入者を防ぐ安全マニュアル 中西　崇 草思社 2001

雨上がりの川 森沢明夫 幻冬舎 2018

アメリカのめっちゃスゴい女性たち 町山智浩 マガジンハウス 2014

あやうく一生懸命生きるところだった
ハ・ワン ダイヤモンド社

2020

ありがとう　おかげさま いのちとは何か生きるとは何か 編著／下村満子 海竜社 2006

ありのままに、ひたむきに　不安な今を生きる 大谷　高淳 PHP研究所 2016

あるきかたがただしくない 枡野浩一 朝日新聞出版 2005

あれも家族これも家族 福島　瑞穂 岩波書店 2001

あん ドリアン助川 ポプラ社 2014

アンチ・ヘテロセクシズム 平野広朗 パンドラ 1994

アンネナプキンの社会学 小野清美 宝島 1992

いい夫婦になるシンプルな30のヒント 池内ひろ美 青春出版社 2001

イエスの意味はイエス、それから・・・
カロリン・エムケ みすず書房

2020

家で介護のコツ 浜田きよ子
ひかりのくに
株式会社

1997

イオンを創った女－評伝　小嶋千鶴子 東海友和 プレジデント社 2018

怒り　上 吉田修一 中央公論 2014

怒り　下 吉田修一 中央公論 2014

怒りの方法 辛淑玉 岩波書店 2004

生き方 稲盛和夫 サンマーク出版
2004
2013

生き方のスタイルを磨く 斉藤孝 日本放送出版木 2004

生き方を迷ってしまう女たち 武田京子 ミネルヴァ書房 2003

生きていくあなたへ 日野原重明 幻冬舎 2017

生きていることを楽しんで
ターシャ・テューダの言葉

特別編
ターシャ・テューダー

メディアファクト
リー

2006

生きているだけで価値がある 松田　陽子 サンマーク出版 2011

生きて死ぬ智慧 柳澤桂子 小学館 2004



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

いきのびる魔法 西原理恵子 小学館 2013

生き物の死にざま
稲垣栄洋 草思社

2019

生きることば　あなたへ 瀬戸内　寂聴 光文社 2001

生きる事は闘い。なら、どうする。 菱木貞夫 ダイヤモンド社 2014

生きるということ エーリッヒフロム著　佐野哲郎訳 紀伊国屋書店 1977

生きるはたらくつくる
皆川明 つるとはな

2020

「育休世代」のジレンマ
―女性活用はなぜ失敗するのか？

中野円佳 光文社 2014

育児で会社を休むような男たち 男も女も育児時間を！連絡会　編 ユック舎 1995

いくつになってもトシヨリ生活の愉しみ 中野翠 文藝春秋 2019

「育メン」現象の社会学 石井　クンツ　昌子 ミネルヴァ書房 2013

『イクメンで行こう！』 渥美　由喜
日本経済新聞
出版社

2010

石坂洋次郎の逆襲
三浦雅士 講談社

2020

慰謝料法廷 大堀昭二 文芸春秋 2002

イスラームとジェンダー ズィーバー・ミール＝ホセイニー 明石書店 2004

イスラームの生活を知る事典 塩尻和子 東京堂出版 2004

異性愛をめぐる対話 伊藤悟 飛鳥新社 1999

いそがしいお母さんへの29の手紙 カトリーナ・ケニソン 講談社 2000

忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス 明橋　大二 １万年堂出版 2007

異端のススメ 小池百合子・林修 宝島社 2013

一字一話 船曳　健夫 角川書店 2010

いちばんの幸せが見つかる本 上原愛加 学研 2013

一流の上司、二流の上司 吉越　浩一郎 三笠書房 2014

一流の人に学ぶ自分の磨き方 スティーブ・シーボルト かんき出版 2012

５日間で「自分の考え」をつくる本 齋藤　孝 PHP研究所 2014

いつかの夏　名古屋闇サイト殺人事件 大崎善生 KADOKAWA 2016

一切なりゆき　樹木希林のことば 樹木希林 文藝春秋 2018

一生懸命って素敵なこと 林　文子 草思社 2006

いっしょうけんめい「働かない」社会をつくる 海老原嗣生 ＰＨＰ研究所 2014

一生賃貸 エイブル ダイヤモンド社 2005

いつでも、今がいちばん幸福 篠原佳年 竹内書店新社 2000

いつもふたりで 沢野　実 平凡社 2001

出光佐三　反骨の言魂 水木　楊 ＰＨＰ 2013

犬が虹を渡るとき一番に思い出すのはあなただろう 秋山みつ子と犬仲間たち 竹書房 2014

犬たちをおくる日 今西乃子 金の星社 2009

いねむり先生 伊集院　静 集英社 2011

いのち、響きあって 病気や障害は来た道、行く道 五島　真理為 解放出版社 2003



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

いのちの応援団 山本　文子 晩聲社 1998

いのちの対話 瀬戸内寂聴　中房公平　安藤忠雄 光文社 2001

命のバトンタッチ 今西乃子 岩崎書店 2006

イノベーション・オブ・ライフ
Ｃ・Ｍ・クリステンセン　Ｊ・アルワース
Ｋ・ディロン

翔泳社 2012

イノベーションのDNA クリテンセンほか 翔泳社 2012

祈りの幕が下りる時 東野 圭吾 講談社 2013

「居場所」のない男、「時間」がない女 水無田　気流
日本経済新聞
出版社

2015

茨木のり子の献立帖 茨木のり子 平凡社 2017

イブに生まれて
こんなに違う女の医療と男の

医療
マリアン・レガト 健学者 2005

いま、君たちに一番伝えたいこと 池上彰
日本経済新聞
出版社

2015

今すぐできる！免疫力を上げる３１のルール 安保　徹
学研パブリッシン

グ
2015

妹たちへ 日経ウーマン
日本経済新聞
出版社

2005

癒され上手になりましょう 楽な心で生きる法 本城　稔 サンマーク出版 2009

癒されたい症候群 本宮輝薫 ミオシン出版 2000

癒しのエンパワメント 性虐待からの回復ガイド 森田ゆり 築地書館 2002

異類婚姻譚 本谷有希子 講談社 2016

岩波ブックレット 子どもの虐待 森田ゆり 岩波書店 1997

引退しない人生 曽野綾子 ＰＨＰ文庫 2014

インナーマザー 斎藤　学 だいわ文庫 2012

ヴァーグナーのオペラの女性像 三宅新三 鳥影社 2003

Ｗｏｍｅｎここにる私あらゆる場所の女性たちの、
思いもかけない生き方

日経ナショナル
ジオグラフィック 2020

飢えたピラニアと泳いでみた リチャート・コニフ 青土社 2010

上野千鶴子に挑む 千田有紀 勁草書房 2011

ヴォイス１７歳は世界を夢見る リサ・モーガン 河出書房 2002

うからはらから 阿川佐和子 新潮社 2011

うちのご飯の60年 阿古真理 筑摩書房 2009

宇宙館 八巻　孝夫 小学館 2001

ウッドローズ ムリドゥラーガルク 現代企画室 2011

ウニヒピリのおしゃべり
ほんとうの自分を生きるってどんなこと？

吉本ばなな
平良アイリーン

講談社 2019

宇野千代 尾形明子 新典者 2014

産まない理由 葉石かおり イーストプレス 2006

海の見える理髪店 萩原浩 集英社 2016

産むかもしれないあなたへ きくち　さかえ
NｴCクリエイティ

ブ
2001

AIDSをどう教えるか 五島真理為　編 解放出版社 2002

映画から見える世界-観なくても楽しめる、ちづこ流シネ
マガイド

上野千鶴子 第三書館 2014

英語は女を救うのか 北村　文 筑摩書房 2011



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

エイズSTDと性の教育 北山翔子ほか 十月舎 2002

エイズを知る エイズ＆ソサエティ研究会議 角川書店 2001

エイズを弄ぶ人々 セス.C.カリッチマン 化学同人 2011

ＨＰＶ24歳、子宮頸がん患者デビュー ナナニーサン 祥伝社 2011

ADHD・ASを変える環境対話法 平山　諭 麗澤大学出版 2004

ええやん　そのままで ドット・パール作　つだゆうこ訳
エルくらぶ（解放
出版社）

2008

エキスペリエンツ団塊の7人 堺屋　太一
日本経済新聞
出版社

2005

SRH用語集 ジョイセフ ジョイセフ 2004

江戸の子育て 中江和恵 文藝春秋 2003

江戸の捨て子たち　その肖像 沢山美果子 吉川弘文館 2008

NHKスペシャル取材班
女と男～最新科学が解き明かす「性」の謎～

井上伸一郎 角川文庫 2011

NPOと企業 岸田眞代　　　高浦康有 同文館出版 2003

NPOとは何か 電通総研　編 電通総研 1996

NPOと法・行政 山本　啓　ほか ミネルヴァ書房 2002

絵本地獄 白仁成昭・宮地男 風濤社 2012

絵本窓ぎわのトットちゃん　１・２巻セット 黒柳徹子・いわさきちひろ 講談社 2014

ＬＧＢＴを読み解く
クィア・スタディーズ入門

森山至貴 筑摩書房 2017

エロティック・キャピタル キャサリン・ハキム 共同通信社 2012

えんとつ町のプペル にしの　あきひろ 幻冬舎 2016

エンパワーメントの女性学Ⅵ 北九州市立女性センタームーブ
北九州女性
センタームーブ

2002

おいしい離婚マニュアル 滝川あおい こう書房 2002

老いた親のきもちがわかる本 佐藤眞一 朝日新聞出版 2017

老いの才覚 曽野　綾子 ベスト新書 2010

老いのさわやかひとり暮らし 吉沢久子 大和書房 2001

お祈りメール来た、日本死ね「日本型新卒一括採用」を
考える

海老原嗣生 文藝春秋 2016

王さまと王さま

リンダ・ハーン
スターン・ナイランド他

ポット出版
2015

黄土の村の性暴力 大娘たちの戦争は終わらない 石田米子，内田知行　編 創土社 2004

大江戸暮らし 武士と庶民の生活事情 大江戸探検隊 ＰＨＰ研究所 2003

OLの創造　意味世界としてのジェンダー 金野美奈子 勁草書房 2000

大きなウサギを送るには ブルクハルト・シュピネン 徳間書店 2007

大きな歯車のはざまで 藤原房子 ドメス出版 2005

お母さん、あなたにはかないません 山形琢也 実業之日本車 1999

お母さんのカウンセリング・ルーム 三沢　直子 主婦の友社 1995

おかあさんの扉　 伊藤理佐 オレンジページ 2012

おかあさんの扉　２ 伊藤理佐 オレンジページ 2013

おかあさんの扉　３ 伊藤理佐 オレンジページ 2014



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

緒方貞子－難民支援の現場から 東野真 集英社新書 2003

岡田信子の老い支度べんり帳 岡田信子 角川書店 1999

お金のために働く女
お金を働かせる女

田中美香
サンクチュアリ出

版
2015

岡山県歴史人物事典
岡山県歴史人物事典編纂委員会
編

山陽新聞社 1994

岡山市市町村要覧 自治省 自治省 1995

おかやま　しみんのどうわ 岡山市・岡山市文学賞運営委員会 ふくろう出版 2012

おかやま　しみんのどうわ2011 堀越　かつや ふくろう出版 2010

おかやましみんのどうわ２０１３ 岡山市文学賞運営委員会 ふくろう出版 2012

おかやましみんのどうわ2014 岡山市文学賞運営委員会 ふくろう出版 2014

おかやましみんのどうわ　2015 岡山市・岡山市文学賞運営委員会 友野印刷 2015

置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 幻冬舎 2012

掟破り―逆境を力に変え挑み続けるための111の言葉 原田泳幸 かんき出版 2013

沖縄独立を夢見た伝説の女傑照屋敏子 高木　凛 小学館 2007

億男 川村元気 マガジンハウス 2014

贈る言葉 伊集院　静 集英社 2012

お砂糖とスパイスと爆発的な何か 北村紗衣 書肆侃侃房 2019

お産のレシピ
妊娠・出産とゆったり向き合

うための本
きくち　さかえ 学陽書房 2009

おじさん図鑑 なかむらるみ 小学館 2011

おじさん図鑑 飛鳥　圭介 コスモヒルズ 2007

お茶はなぜ女のものになったか 加藤恵津子 紀伊国屋書店 2004

オッケー！伸びる子を育てるママのちょっとした習慣 中井俊巳 PHP研究所 2006

夫というもの 渡辺淳一 集英社 2004

夫と妻 永六輔 岩波新書 2000

夫と妻の向き合い方 金盛　浦子 大和出版 2001

夫の後始末 曽野綾子 講談社 2017

夫のかわりはおりまへん 江村利雄 徳間書店 1999

夫の独り寝妻のフテ寝 週刊ポスト編集部 小学館 2003

夫の不倫で苦しむ妻たち 亀山　早苗 WAVE出版 2001

夫は犬だと思えばいい 高濱　正伸 集英社 2012

夫は定年　妻はストレス 清水博子 青木書店 1996

夫へ　大事な話があるんです プチタンファン編集部 婦人生活社 2001

夫源病 石倉　文 大阪大学出版会 2011

夫をうとましく思う妻の心がわかる本 柏木恵子 講談社 2007

男おひとりさま術 中澤　まゆみ 法研 2010

男おひとりさま道 上野千鶴子 法研 2009

男が変わる スウェーデン男女平等の実現 ヤンソン由美子 有斐閣 1990



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

男学女学 養老孟司　長谷川眞理子 読売新聞社 1995

男が離婚を語るとき 亀山　早苗 ポプラ社 2003

男たちのワーク・ライフ・バランス ヒューマンルネッサンス研究所
幻冬舎ルネッサ

ンス
2008

男たちの「私」さがし　ジェンダーとして男に気づく メンズセンター編 かもがわ出版 1997

男たちへ
フツウの男をフツウでない男
にするための５４章

塩野七生 文芸春秋 1989

男たちよ妻を殴って幸せですか？ 西館代志子 早稲田出版 2002

「男だてら」に「女泣き」
ジェンダーと男女共同参画

社会入門
奥山和弘 文芸社 2003

男と女で［半分こ］イズム 主夫でもなく、主婦でもなく 育児連　編 学陽書房 1989

男と女のことは、何があっても不思議はない 林　真理子 PHP研究所 2001

男の勘ちがい 斎藤学 毎日新聞社 2004

男の子・女の子 そのちがいと育て方
岡宏子　新井康允　武田敏　中村桂
子

金子書房 1991

男の子が10代のうちに考えておきたいこと 田中俊之 岩波書店 2019

男の孤独死 長尾和宏 ブックマン社 2017

男の子のしつけに悩んだら読む本 原坂　一郎 すばる舎 2010

男の独り料理 婦人之友社編集部　編 婦人之友社 2000

男はつらいらしい 奥田　祥子 新潮社 2007

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 2017

オトコもスカートはきたいよ きらめき 新風舎 2005

「男らしさ」から「自分らしさ」へ メンズセンター編 かもがわ出版 1996

「男らしさ」からの自由 中村　正 かもがわ出版 1996

＜男らしさ＞のゆくえ 男性文化の文化社会学 伊藤公雄 新曜社 1997

男をやめる 宗像恒次 ワニブックス 2002

「大人女子」と「子供おばさん」 ひかり 新人物往来社 2013

大人の女のホームステイ 石毛　真理子 ブロンズ新社 2001

大人のカタチを語ろう 伊集院静 集英社 2019

おとなの教養 池上彰 NHK出版新書 2014

大人のコミュニケーション術　渡る世間は罠だらけ 辛酸なめ子 光文社 2016

大人のための心理童話　上 アラン・Ｂ・チネン 早川書房 1995

大人のための心理童話　下 アラン・Ｂ・チネン 早川書房 1995

大人の流儀　さよならの力　７ 伊集院静 講談社 2017

オトメの祈り 近代女性イメージの誕生 川村邦光 紀伊国屋書店 1993

乙女の日本史 堀江宏樹，滝乃みわこ 東京書籍 2009

乙女の密告 赤染　晶子 新潮社 2010

おとめ六法
上谷さくら・山本学 KADOKAWA

2020

踊る産科女医 吉川　景都 小学館 2011

踊る星座 青山七恵 中央公論新社 2017



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

オニババ化する女たち 三砂ちづる 光文社 2004

おばあちゃんたちのいるところ 松田青子 中央公論社 2017

お墓と家族 槇村久子 朱鷺書房 1996

おばさん未満 酒井　順子 集英社 2008

お話を語る たのしいお話 松岡享子
日本エディタース
クール出版部

1994

おひとりさまの防犯術 平塚俊樹 亜紀書房 2009

おひとりさまの「法律」
中澤まゆみ
小西輝子

法研 2008

おひとりさまの老後 上野千鶴子 法研 2007

お姫様とジェンダー 若桑みどり 筑摩書房 2003

ＯＰＴＩＯＮ　Ｂ　逆境、レジリエンス、そして喜び シェリル・サンドバーグ
日本経済新聞出版

社
2017

思いのままに生きなさい 塩月　弥栄子 小学館 2013

思うとおりに歩めばいいのよ ターシャ・テューダ
メディアファクト

リー
2002

おもしろきかな大家族生活 斎藤　茂太 PHP研究所 2002

表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬 若林正恭 KADOKAWA 2017

親革命　子革命 井脇ノブ子 さんが出版 2000

親子ストレス 汐見　稔幸 平凡社 2000

おやじのせなか 東京書籍 朝日新聞出版 2001

親と子 永六輔 岩波新書 2000

親と子どもをむすぶ奇跡の会話 大原敬子 大和書房 2000

親と子の日本史 産経新聞取材班
産経新聞社

ニュースサービス
2001

親の家を片づけながら リディア・フレム ヴィレッジブックス 2007

親の「老い」を受け入れる 長尾和弘・丸尾多重子 ブックマン 2016

親の離婚 アイリーンキューン 大月書店 2004

オランダ流‐ワークライフ・バランス－「人生のラッシュアワー」
を生き抜く人々の技法

中谷文美 世界思想社 2015

オリエント美術館を語る その創設から今日まで 上田心壮 日本文教出版社 1995

俺たちの老いじたく 弘兼憲史 詳伝社 1999

俺に似たひと 平川　克美 医学書院 2012

おれのおばさん 佐川　光晴 集英社 2010

おれは無関心なあなたを傷つけたい
村本大輔 ダイヤモンド社

2020

お笑いジェンダー論 瀬地山　角 勁草書房 2001

音読暗誦教室 斎藤孝　　　さくらももこ 集英社 2003

女・アート・イデオロギー グリゼルダ・ポロック 新水社 1992

女・男の現在をみつめて 岡山女性学会　編 山陽新聞社 1992

女が美しい国は戦争をしない美容家メイ牛山の生涯 小川智子 講談社 2017

女が国家を裏切るとき 菅　聡子 岩波書店 2011

女が仕事について考えておきたいこと 伊藤　明 三笠書房 2006



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

女が知らない「結婚していい男」の条件 里中　李生 王様文庫 2013

女がそんなことで喜ぶと思うなよ
愚男愚女愛憎世間今昔絵巻

鈴木涼美 集英社 2019

女が部屋を借りるとき 稲葉なおと 講談社 2001

女教皇ヨハンナ上 ドナWクロス 草思社 2005

女ぎらい 上野千鶴子 紀伊国屋書店 2010

女皇帝ヨハンナ下 ドナWクロス 草思社 2005

女ことばと日本語 中村　桃子 岩波新書 2012

<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 岩波書店 2011

女たちが動く～東日本大震災と男女共同参画視点の支
援～

五十嵐美那子 生活思想者 2013

女たちのエンパワーメント
男女平等社会をめざす学習
と実践

野々村恵子・中藤洋子　編 国土社 1997

女たちの２１世紀 『女たちの２１世紀』編集委員会
アジア女性資料
センター

2001

女たちの２１世紀 『女たちの２１世紀』編集委員会
アジア女性資料
センター

2001

女たちの２０世紀・１００人　姉妹たちよ ジョジョ企画　編 集英社 1999

女という快楽 上野千鶴子 けい草書房 1986

女という文字、おんなということば 川田文子 明石書店 2000

女盗賊プーラン上 プーラン・デヴィ 草思社 1997

女盗賊プーラン下 プーラン・デヴィ 草思社 1997

女と男の時空① 山下悦子　編 藤原書店 2000

女と男の時空② 山下悦子　編 藤原書店 2000

女と男の時空③ 山下悦子　編 藤原書店 2000

女と男の時空④ 山下悦子　編 藤原書店 2000

女と男の時空⑤ 山下悦子　編 藤原書店 2000

女と男の時空⑥ 山下悦子　編 藤原書店 2000

女と男の時空⑦ 山下悦子　編 藤原書店 2000

女と男の時空⑧ 山下悦子　編 藤原書店 2000

女と男の時空⑨ 山下悦子　編 藤原書店 2000

女と男の時空⑩ 山下悦子　編 藤原書店 2000

女と男の時空⑪ 山下悦子　編 藤原書店 2001

女と男の時空⑫ 山下悦子　編 藤原書店 2001

女と男の時空⑬ 山下悦子　編 藤原書店 2001

女と男の人生相談 ダン・カイリー　　著　近藤裕　訳 社会思想社 1988

女と男の第二楽章 くらしの豊かさを求めて 木本喜美子　編 連合出版 1990

女と男の第二楽章 くらしの豊かさを求めて 木本喜美子　編 連合出版 1990

女に選ばれる男たち 安積遊歩・辛淑玉 太郎次郎社 2001

女の活路　男の末路 老いの時代を生き抜くチカラ 袖井孝子 中央法規 2008

女のきっぷ―逆境をしなやかに 森まゆみ 岩波書店 2014



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

オンナノコ 各務リカ アートハウスゴン 2000

女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原理恵子 KADOKAWA 2017

女の子が幸せに育つパパの習慣 清水克彦 PHP文庫 2016

女の子の幸福論ーもっと輝く、明日からの生き方 大崎　麻子 講談社 2013

女の子の育て方 愛と自立への出発 樋口恵子 文化出版局 1985

女の子はサンタクロースになれないの？ エルファー・ドネリ作　遠山明子　訳 国土社 1991

女の仕事 「地球は、私の仕事場です」 残間里江子　編 朝日新聞社 1987

女の仕事のエスノグラフィ 中谷文美 世界思想社 2003

＜おんな＞の思想、私たちは、あなたを忘れない 上野千鶴子 集英社 2013

女の絶望 伊藤比呂美 光文社 2008

女の人を楽にする本 斎藤　薫 主婦の友社 2002

おんなの・ほん 増田　智江 三五館 2009

女の遺言 わたしの人生を書く 麻鳥澄江、鈴木ふみ お茶の水書房 2006

女は愛でバカになる 田嶋陽子 集英社 2003

女は結婚すべきではない シンシア・スミス著　あわやのぶこ訳 中公文庫 2000

女はなぜ突然怒り出すのか？ 姫野友美 角川書店 2006

[女][母］それぞれの神話子産み・子育て・家族の場から 池田　祥子 明石書店 1990

女ひとり旅読本 ひとり旅活性化委員会 双葉社 2004

女ひとり旅読本海外旅行完全マニュアル ひとり旅活性化委員会 双葉社 2003

女を磨く　ココ・シャネルの言葉 高野てるみ マガジンハウス 2010

おんぶは　こりごり
アンソニー・ブラウン　作
藤本朝巳　訳

平凡社 2005

かいけつゾロリ
きょうふのちょうとっきゅう

原ゆたか ポプラ社 2009

かいけつゾロリ
ダイエット大さくせん

原ゆたか ポプラ社 2009

かいけつゾロリ
なぞのスパイとチョコレート

原ゆたか ポプラ社 2012

かいけつゾロリ
なぞのスパイと１００本のバラ

原ゆたか ポプラ社 2013

かいけつゾロリ
まもるぜ！きょうりゅうのたまご

原ゆたか ポプラ社 2006

外国人だけが知っている美しい日本 シャウエッカー・ステファン 大和書房 2014

“介護後”うつ 安藤和津 光文社 2018

介護と恋愛 遙洋子 筑摩書房 2002

介護漂流 山口　道宏 現代書館 2016

介護福祉用語辞典 中央法規出版編集部　編 中央法規出版 1989

介護問題の社会学 春日キスヨ 岩波書店 2011

会社が消えた日―三洋電機10万人のそれから 大西康之 日経ＢＰ社 2014

改正　男女雇用機会均等法の解説 労働省女性局　編 ２１世紀職業財団 1998

改正　男女雇用機会均等法　労働基準法　育児・介護
休業法

労働省女性局女性政策課 労働基準調査会 1997

改訂　パートタイム労働法と雇用管理の実務 ２１世紀職業財団　編 労働新聞社 1996



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

開発と健康 青山温子 有斐閣 2001

開発とジェンダー
田中由美子　大沢真理　伊藤るり
編著

国際協力出版会 2002

解剖学個人授業 養老孟司　　南伸坊 新潮社 1998

買物難民 もうひとつの高齢者問題 杉田　聡 大月書店 2008

快楽上等！-３・１１以降を生きる 上野千鶴子　　湯山玲子 幻冬舎 2013

快楽電流 藤本由香里 河出書房 1999

買う男・買わない男 パンドラ　編 現代書館 1990

カウンセラ－・パパの子育て論 諸富　祥彦 金子書店 2001

カウンセリングを語る　上 河合隼雄 創元社 1985

カウンセリングを考える　上 河合隼雄 創元社 1995

カウンセリングを考える　下 河合隼雄 創元社 1995

顔ニモマケズ 水野敬也 文響社 2017

科学の女性差別とたたかう アンジェラ・サイニー 作品社 2019

かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社 2017

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

2015

輝く女性たち 光葉の三五名 昭和女子大学女性文化研究所　編 御茶の水書房 2006

かきがら
小池昌代 幻戯書房

2020

格差固定 三浦展 光文社 2015

学習支援ハンドブック 日本女性学習財団
日本女性学習財
団

2006

学習まんが人物館　本田宗一郎 世界一速い車をつくった男 中嶋悟　解説 小学館 1996

学習まんが人物館　与謝野晶子
女性の自由を歌った情熱の

歌人
入江春行　監修 小学館 1996

学習まんがスペシャル　　　レーナ・マリア
障害をこえて合いと希望を歌
い続ける女性シンガー

あべさより　まんが 小学館 1999

学問の鉄人 別冊宝島 宝島社 1997

がけっぷちナース 山内梨香 飛鳥新社 2008

かけらのかたち 深沢潮 新潮社 2018

家事の基本大事典
赤江橋洋子　矢島慶子　にしごりるみ
　もんまひろこ　熊本奈津子

成美堂出版 2013

家事労働ハラスメント 竹信三恵子 岩波書店 2013

上代淑の言葉の足跡 掲載記事のデジタル化の試み 平野　尚子 吉備人出版 2006

化石をみつけた少女 C.ブライトン 評論社 2001

風と光の花束を抱いて 国分ヒロ子と共に 国分真一 日本文学館 2005

下層化する女性たち 小杉礼子 勁草出版 2015

家族、積みすぎた方舟
ポスト平等主義のフェミニズ

ム法理論
マーサ・A・ファインマン 学陽書房 2003

家族がいてもいなくても 久田　恵 産経新聞社 2009

家族が壊れてゆく 梶山　寿子 中央公論新社 2001

家族再生 西山　明　ほか 小学館 2000

家族じまい
桜木紫乃 集英社

2020



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

家族写真 萩原　浩 講談社 2013

家族卒業 速水由紀子 紀伊国屋書店 1999

家族という神話 ステファニー・クーンツ 筑摩書房 1998

家族という暴力 芹沢　俊介 春秋社 2004

家族難民 山田昌弘 朝日新聞出版 2014

家族の力はとり戻せるか 江崎玲於奈 中央公論新社 2001

家族のなかの孤独 岩月謙司 ミネルヴァ書房 1998

家族の病をときほぐす 依存症とＡＣ 遠藤優子
ヘルスワーク協

会
1999

家族のリストラクチュアリング 山田昌弘 新曜社 1999

「家族」はどこへいく
沢山美果子，岩上真珠，立山徳子，
赤川学，岩本通弥

青弓社 2007

家族を「する」家 藤原智美 プレジデント社 2000

片づけられない人のための仕事の本 リン・ワイス WAVE出版 2002

かたづの 中島京子 集英社 2014

カチャ・クルマン32歳
産まないって、決めたわけ

じゃなくて･･･
カチャ・クルマン 新水社 2007

「カッコいい」とは何か 平野啓一郎 講談社 2019

勝手にふるえてろ 綿矢　りさ 文芸春秋 2010

勝間さん、努力で幸せになれますか 勝間　和代，香山　リカ 朝日新聞出版 2010

家庭科新時代 Ｗeからの提案 半田たつ子　編 ウイ書房 1987

家庭という名の収容所そして心の闘い 永山翔子 PHP 2000

悲しみの子どもたち 岡田尊司 集英社 2005

悲しみは真の人生の始まり　 柳田邦男 ＰＨＰ研究所 2014

金子みすゞ童謡集　繭と墓 金子みすゞ 大空社 2003

金持ちゾウさん、貧乏ゾウさん 本田　健 PHP文庫 2014

金持ち父さん、貧乏父さん
ロバート・キヨサキ＋シャロン・レク
ター

薩摩書房 2000

彼女が総合職を辞めた理由 秋葉ふきこ WAVE出版 1993

彼女に関する十二章 中島京子 中央公論新社 2016

彼女のしあわせ 朝比奈あすか 光文社 2010

彼女は頭が悪いから 姫野カオルコ 文藝春秋 2018

壁をこえる 辻村　みよ子 岩波書店 2011

かまやつ女の時代 三浦　展 牧野出版 2005

がまんしないで、お母さん！ 渡辺美恵 ソレイユ出版 2000

神様からひと言―長編小説 荻原　浩 光文社文庫 2013

神様のカルテ
夏川草介 小学館

2011

神様のカルテ２
夏川草介 小学館

2013

神様のカルテ３
夏川草介 小学館

2014

神様のくれたもうひとつの命 赤塚祝子 集英社刊 2000



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

神様の女房～もう一人の創業者・松下むめの物語 高橋　誠之助 ダイヤモンド社 2011

紙芝居「ねずみのかくれんぼ」 坪田　譲治 岡山市 2002

紙芝居「人見絹枝物語～短くも燃えて走り抜いた生涯
～」

作：人見絹枝紙芝居制作実行委員会
絵：角田みどり

岡山市（後援） 2007

紙芝居「人見絹枝物語～短くも燃えて走り抜いた生涯
～」

作：人見絹枝紙芝居制作実行委員会
絵：角田みどり

岡山市（後援） 2007

金香百合のジェンダーワークショップ 金香百合ほか 解放出版 2005

カラダと気持ち セクシュアリティ研究会 三五館 2002

からだとこころをまもる女の子のセイフティブック 安藤由紀 童心社 2009

からだの見方 養老孟司 筑摩書房 1988

「身体」を忘れた日本人 養老孟司、C・W ニコル 山と渓谷社 2015

下流志向 内田樹 講談社 2009

下流時代を生きる 階層社会研究委員会 ゴマブックス 2006

下流社会　新たな階層集団の出現 三浦展 光文社 2015

下流の宴 林　真理子 毎日新聞社 2010

下流老人　一億総老後崩壊の衝撃 藤田孝典 朝日新聞出版 2015

変わってしまった女と変わりたくない男 三浦清一郎 学文社 2009

変わりゆく婦人労働
若年短期未婚型から中高年

既婚型へ
高橋久子　編 有斐閣 1983

変わるお葬式、消えるお墓 小谷みどり 岩波書店 2006

変わる家族と介護 春日キスヨ 講談社 2010

考えない練習 小池龍之介 小学館 2010

「考える力」をつける本 轡田隆史 三笠書房 2013

環境白書平成１１年版 環境庁 環境庁 1999

冠婚葬祭のひみつ 斉藤美奈子 岩波書店 2006

感動を与えて逝った１２人の物語 大津　秀一 致知出版 2009

ガンと笑って闘う法 ジョイス・ワドラー著　笹野洋子　訳 講談社 1993

完璧志向が子どもをつぶす 原田　正文 筑摩書房 2008

顔面漂流記 石井政之 かもがわ出版 1999

官僚村生活白書 横田由美子 新潮社 2010

企画火山
「おちまさとプロデュース企画の教科
書」をつくる会

日本放送出版協
会

2004

樹木希林さんからの手紙人生上出来！と、こらえて歩こ
う

NHK『クローズアップ現代＋』＋『知
るしん』制作班

主婦の友社 2019

危機にある子を見つける 描画スクリ－ニング法 ｌ・ｗ・ピ－タ－ソン津波古澄子訳 講談社 2001

起業家のように企業で働く 小杉 俊哉
クロスメディア・パ

ブリッシング
2013

きこえますかこどもからのSOS
太田誠一・池坊保子・田中甲
石井郁子・保坂展人

ぎょうせい 2001

貴様いつまで女子でいるつもりだ問題 ジェーン・スー 幻冬舎 2014

北の命を抱きしめて 北海道女性医師のあゆみ 北海道女性医師史編纂刊行委員会 ドメス出版 2006

「気遣い」のキホン 三上ナナエ すばる舎 2014

きっと変えられる性差別語 上野　千鶴子 三省堂 1988



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

機能不全家族 西尾和美 講談社 1999

君たちは今が世界
朝比奈あすか KADOKAWA

2019

君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス 2017

君ならできる 小出義雄 幻冬舎 2000

君について行こう 向井万起男 講談社 1995

君の働き方に未来はあるか？
労働法の限界と、これからの雇用社会

大内伸哉 光文社 2014

きみはいい子 中脇　初枝 ポプラ社 2012

君は月夜に光り輝く 佐野徹夜 KADOKAWA 2017

君を見上げて 山田太一 新潮社 1990

鬼滅の刃風の道しるべ
吾峠呼世晴 集英社

2020

気持ちのキセキ 箱崎幸恵 明石書店 2008

虐待ダイナとセレストとわたし スー・ウィリアム・シルバーマン 講談社 2000

キャリアを手放す勇気 石井てる美
日本経済新聞出

版社
2018

キャリアを拓く 柏木恵子 ドメス出版 2005

キャンピングカーで悠々セカンドライフ 藤正　巌 文芸春秋 2008

Can you Dream?　夢を生きる 植田　景子
ソフトバンククリエ

イティブ
2010

Q&A　同和問題の基礎知識 小森哲郎 明石書店 1991

９９．９％の人間関係はいらない「孤独力」を磨けば、
キャリアは拓ける

安井元康 中央公論新社 2016

九番目の雲 山岡ヒロアキ 講談社 2015

牛姫の嫁入り
大山淳子 KADOKAWA

2019

今日すべきことを精一杯！ 日野原重明 ポプラ社 2017

今日の人生 益田ミリ ミシマ社 2017

「共立夫婦」 読売広告社・（財）ハイライフ研究所 日科技連出版社 2001

恐竜の離婚 ローリン・クラスニー・ブラウン 明石書店 2006

清須会議 三谷幸喜 幻冬社 2012

巨大な夢をかなえる方法‐世界を変えた12人の卒業ス
ピーチ

ジェフ・ベゾス他 文藝春秋 2015

キラキラ共和国 小川糸 幻冬舎 2017

キラッキラの君になるためにビリギャル真実の物語 小林さやか マガジンハウス 2019

きれいな敬語羞かしい敬語 草柳　大蔵 グラフ社 2001

きれいならいいのか デボラ・L・ロード 亜紀書房 2012

銀座の弁護士が教える泣かない女になる方法 竹森現紗 文響社 2015

近代家族と子育て 沢山　美果子 吉川弘文館 2013

近代家族とフェミニズム 落合恵美子 勁草書房 1989

近代家族の成立と終焉 上野　千鶴子 岩波書店 1994

近現代日本女性人名事典
芳賀登・一番ケ瀬康子・中嶌邦・
祖田浩一

日本図書セン
ター

1998

近代明治・大正編　子ども史年表 下川　耿史 河出書房新社 2002



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

均等法時代を生きる 働く女性たちへの応援歌 大脇雅子 有斐閣 1987

均等法をつくる 赤松良子 勁草書房 2003

クォリティ・スクール 生徒に人間性を
ウィリアム・グラッサー著　柿谷正期
訳

サイマル出版会 1994

櫛挽道守 木内　昇 集英社 2014

苦節23年、夢の弁護士になりました 神山　昌子 いそっぷ社 2011

グッダイトゥダイ オーストラリア見てある記
第２回いわき女性の翼報告書編集
委員会　編

いわき市 1992

靴を売るシンデレラ ジョーン・バウアー 小学館 2009

くにこISM 猪口　邦子 西村書店 2007

工夫生活のススメ 山崎えり子 飛鳥新社 2000

くらしの相談室成年後見Q&A
支援を必要とする人々のた

めに
長谷川泰造　編 有斐閣 1998

「暮らしの手帖」とわたし 大橋鎭子 暮らしの手帖 2016

くらべない生き方 鎌田　實，大平　光代 中央公論新社 2010

狂うひと「死の棘」の妻・島尾ミホ 梯久美子 新潮社 2016

くるねこ くるねこ大和 KADOKAWA 2015

黒の魔術師 金田石城 幻冬社 2017

クロワッサン症候群 松原惇子 文藝春秋 1989

ケアマネ日記 読売新聞社会保障部　編 日本評論社 2003

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
クリエイツ
かもがわ

2013

経済学とジェンダー 久場　嬉子 明石書店 2002

経済セックスとジェンダー 山本哲士　編 新評論 1983

経済ってこういうことだったのか会議 佐藤雅彦，竹中平蔵 日本経済新聞社 2000

経済と人間の旅 宇沢弘文
日本経済新聞社

出版
2014

経済のニュースが面白いほどわかる本 日本経済編 細野真宏 中経出版 1999

刑事司法とジェンダー 牧野雅子 インパクト出版 2013

ゲイ・スタディーズ キース・ヴィンセント　ほか 青土社 1997

ゲイ・リポート同性愛者は公言する 動くゲイとレズビアンの会(ｱｶｰ)編 飛鳥新社 1992

ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治 新潮社 2019

ケガレの文化史 物語・ジェンダー・儀礼
服藤早苗，小嶋菜温子，増尾伸一
郎，戸川 点 編

森話社 2008

結婚がこわい 香山リカ 講談社 2005

ケッコン構造改革のススメ 諸富祥彦 実業之日本社 2003

結婚しません 遥洋子 講談社 2005

結婚小説 中島　たい子 集英社 2009

結婚する技術 梅森浩一
ディスカヴァー・トゥエ

ンティーワン
2005

結婚ってどうよ 岡田斗司夫 青春出版社 2003

結婚と家族－新しい関係に向けて－ 福島瑞穂 岩波新書 1992

結婚の壁 佐藤　博樹 勁草書房 2010



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

結婚の条件 小倉千加子 朝日新聞社 2003

“結婚”をやめたパリジェンヌたち 酒巻洋子
産業編集セン

ター
2018

結成五十周年記念誌
岡山市連合婦人会６０周年記念事
務局

岡山市連合婦人
会

2007

「兼業主夫」マニュアル 清水恭一 大村書店 2004

健康とジェンダー 原ひろ子・根村直美
お茶の水女子大学
ジェンダー研究セン

ター
2000

原子力のサバイバル ゴムドリ・韓賢東 朝日新聞出版 2013

原子力のサバイバル ゴムドリ・韓賢東 朝日新聞出版 2013

現代女性図鑑 福岡からのメッセージ 福岡市市民局女性部 海鳥社 1993

現代日本女性の主体形成 激動の十年ー１９４０年代 千野陽一 ドメス出版 1996

現代日本女性の主体形成
「逆コース」に直面ー１９５０

年代前期
千野陽一 ドメス出版 1996

現代日本女性の主体形成
発言しはじめた女性たちー１

９５０年代後期
千野陽一 ドメス出版 1996

現代日本女性の主体形成
婦人政策本格化のなかでー

１９６０年代前期
千野陽一 ドメス出版 1996

現代日本女性の主体形成
高度成長のひずみに抗し

てー１９６０年代後期
千野陽一 ドメス出版 1996

現代日本女性の主体形成
生活に根ざす運動の広ま

りー１９７０年代前期
千野陽一 ドメス出版 1996

現代日本女性の主体形成
「国連婦人の１０年」に向け

てー１９７０年代後期
千野陽一 ドメス出版 1996

現代日本女性の主体形成
西暦２０００年を視座にー１９

８０年代
千野陽一 ドメス出版 1996

現代日本女性の主体形成
現代日本女性の主体形成史

年表・索引
千野陽一 ドメス出版 1996

現代日本人のストレス
日本人のストレス実態調査委員会
編著

NHK出版 2003

現代日本の女性労働 大森真紀 日本評論社 1990

現代日本の女性労働とジェンダー 木本貴美子ほか ミネルヴァ書房 2000

現代日本の生活保障システム 座標とゆくえ 大沢真理 岩波書店 2007

現代の「女人禁制」 性差別の根源を探る
「大峰山女人禁制」の解放を求める
会

解放出版社 2011

現代フェミニズム思想辞典
ソニア・アマンダマール　テリー・
ロヴェル　キャロル・ヴォルコウイッツ

明石書店 2000

県庁おもてなし課 有川　浩 角川書店 2011

憲法が教えてくれたこと 伊藤真
幻冬舎ルネッサ

ンス
2012

恋する妻たち 家庭外恋愛、一四のケース 吉廣紀代子 ネスコ 1996

御一新とジェンダー 関口すみ子 東京大学出版会 2005

恋は、あなたのすべてじゃない 石田　衣良 角川文庫 2012

高血圧の最新治療 宗像正徳 主婦の友社 2012

高校生が感動した「論語」 佐久　協 祥伝社新書
2006
2011

高校生からわかる「資本論」 池上　彰 集英社 2009

高校生に考えてもらいたい性生政 女子編 中野吉宏 １７出版 2000

広告からよむ女と男　ジェンダーとセクシュアリティ 石川弘義ほか 雄山閣出版 2000

講座　現代・女の一生 現代と女性 緑川亨　発行者 岩波書店 1987

講座　現代・女の一生 卒業・就職 緑川亨　発行者 岩波書店 1985

講座　現代・女の一生 夫婦・家庭 緑川亨　発行者 岩波書店 1985



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

講座　現代・女の一生 仕事・職場 緑川亨　発行者 岩波書店 1985

講座　現代・女の一生 福祉・地域・人生 緑川亨　発行者 岩波書店 1985

講座　現代・女の一生
アンソロジー　世界の女・日

本の女
緑川亨　発行者 岩波書店 1986

広辞苑　第五版 新村　出編 岩波書店 1998

こうして女性は強くなった。家庭面の100年 読売新聞生活部編 中央公論新社 2014

こうしてボクらはオーナーになった Lightning編集部　編 枻出版社 2003

更年期がラクになる心と体のエクササイズ 相良洋子，山岡有美 草思社 2002

コウノトリがはこんだんじゃないよ！
ロビーH.ハリス 子どもの未来社

2020

幸福の意外な正体
ダニエル・ネトル きずな出版

2020

コウペンちゃん
るるてあ KADOKAWA

2017

河本ぼあらの地球はまあるいよ 河本　ぼあら イカロス出版 2006

高齢者とジェンダー 春日キスヨ
ひろしま女性学

研究所
2009

声に出して読みたい日本語 斎藤　孝 草思社 2001

声に出して読みたい日本語２ 斎藤　孝 草思社 2002

声に出して読みたい日本語３ 斎藤　孝 草思社 2004

声に出して読みたい日本語４ 斎藤　孝 草思社 2005

コーチングの神様が教える「できる人」の法則 マーシャル・ゴールドスミス
日本経済新聞出

版社
2007

コーヒーが冷めないうちに 川口俊和 サンマーク出版 2015

ゴールドマン・サックス流女子社員の育て方、教えます
キャシー松井 中央公論新社

2020

「ごきげん」だから、うまくいく！ 坪田一男 サンマーク出版 2000

国際比較にみる世界の家族と子育て
牧野カツコ，渡辺秀樹，舩橋恵子，
中野洋恵

ミネルヴァ書房 2010

告発・現代の人身売買 D.バットストーン 朝日新聞出版 2010

心。 稲盛和夫 サンマーク出版 2019

こころが晴れるノート 大野裕 創元社 2003

こころが楽になる法話 心の時代研究会　編 竹内書店新社 2000

心に残る面白い話 深見東州 たちばな出版 2001

心に響く小さな５つの物語 藤尾秀昭 致知出版 2010

心に包帯をまいて 難波一夫 大月書店 2000

「こころの居心地」がよくなる心理学 町沢静夫 三笠書房 1996

心の傷を抱きしめて 岡田信子 主婦の友社 2002

こころの匙加減 高橋幸枝 飛鳥新社 2016

心のシンプルライフ ヒュー・プレイザー ヴォイス 2001

心の力 姜　尚中 集英社新書 2014

『心のノート』を読み解く 小沢牧子 かもがわ出版 2003

こころの暴力　夫婦という密室で イザベル・ナザル＝アガ 紀伊國屋書店 2001

心の休ませ方
「つらい時」をやり過ごす心

理学
加藤諦三 PHP研究所 2003



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

心を整える 長谷部　誠 幻冬舎 2011

こころを殴られた子どもたち 吉廣紀代子 毎日新聞社 2002

心をラクにしてくれるカウンセラーに出会える本 出来佐和子 ダイヤモンド社 2002

５５歳からの知的生き方 吉村作治 ゴマブックス 2000

５５歳からのハローライフ 村上　龍 幻冬社 2012

５０歳からの病気にならない生き方革命 安保　徹 海竜社 2007

５０歳からを生きる １７人の女たちの第２ステージ 瀬谷道子／インタビュアー 新水社 2009

個人力
澤円 プレジデント社

2020

戸籍って何だ 差別をつくりだすもの 佐藤文明 緑風出版 2002

子育ち環境と子育て支援 安梅　勅江 勁草書房 2004

子育てがプラスを生む「逆転」仕事術 小室淑恵 朝日新聞出版 2014

子育て支援が親をダメにするなんて言わない 大日向雅美 岩波書店 2005

子育て主婦の公認会計士 小長谷敦子 中経出版 2005

子育てハッピーアドバイス 明橋　大二 １万年堂出版 2005

子育てママのSOS 大日向雅美 法研 2000

子育てをしない男には女のスゴサがわからない 山脇由貴子 ポプラ社 2000

国家がなぜ家族に干渉するのか 本田由紀、伊藤公雄 青弓社 2017

子づれシングル 神原　文子 明石書店 2010

孤独の価値 森　博嗣 幻冬舎 2014

孤独力
人間を成熟させる「ひとりの

時間」
津田和壽澄 講談社 2003

コトバのギフト～輝く女性の100名言～ 上野　陽子 講談社 2013

言葉のチカラ コミュニケーションレッスン 香山リカ 集英社 2008

ことばの由来 堀井令以知 岩波新書 2010

子供！
１０歳から１５歳を中心に１７
４人の子供たちが語る

シタジオ・アヌー　編 晶文社 1989

子どもオンブズパーソン
喜多明人　吉田恒雄
荒牧重人　黒岩哲彦

日本評論社 2001

「子供がいちばん」はやめなさい 町沢静夫 海竜社 2000

子ども科学技術白書Ⅰ 未来をひらく夢への挑戦 子ども科学技術白書編集委員会 大蔵省印刷局 2000

子ども科学技術白書Ⅱ
つくろう！21世紀ロボットに
見る不思議の世界

子ども科学技術白書編集委員会 大蔵省印刷局 2000

子ども科学技術白書Ⅲ せまろう!生命のひみつ 子ども科学技術白書編集委員会 学習研究社 2002

子ども科学技術白書Ⅳ ママは宇宙飛行士 子ども科学技術白書編集委員会 学習研究社 2003

子ども科学技術白書Ⅴ ナノテクが世界を変える 子ども科学技術白書編集委員会 学習研究社 2004

子ども科学技術白書Ⅵ 神秘の産みを解き明かせ 子ども科学技術白書編集委員会 学習研究社 2005

子ども科学技術白書Ⅶ 指令！地震災害を究明せよ 子ども科学技術白書編集委員会 学習研究社 2006

こども「学問のすすめ」 斎藤孝 筑摩書房 2011

子どもが減って何が悪いか 赤川　学 筑摩書房 2004

子どもが本心を語るとき、閉ざすとき 吉田　哲 新潮社 2001



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

子供たちの時間 橋口譲二 小学館 1999

子どもたちの放課後を救え 川上敬二郎 文芸春秋 2007

こどもたちのライフハザード 瀧井宏臣 岩波書店 2004

子どもという価値 少子化時代の女性の心理 柏木惠子 中公新書 2001

子どもとキャリアどちらも欲しい 円より子 ミネルヴァ書房 2005

子どもと性被害 吉田　タカコ 集英社新書 2001

子どもに伝えたい＜３つの力＞ 斎藤　孝 NHKブックス 2001

子どもによる子どものための「子どもの権利条約」 小口尚子 小学館 1995

子どもの虐待防止法的実務マニュアル 日本弁護士連合会 明石書店 1998

子どもの権利情報公開 古川孝順 ミネルヴァ書房 2000

子どもの権利条約と家族・福祉・教育・少年法
子どもたちの笑顔がみえま

すか
日本弁護士連合会 こうち書房 1993

こどもの権利を買わないで 文／大久保真紀英訳／スネル博子 自由国民社 2000

子どもの心が見えますか 梶原千遠 マガジンハウス 1999

子どもの心を知るために 杉山嘉弘 吉備人出版 1998

子どもの上手な叱り方・下手な叱り方 波多野ミキ 三笠書房 1990

子どもの世話にならずに死ぬ方法 俵　萠子 中央公論新社 2005

こどもの目をおとなの目に重ねて
中村桂子 青士社

2020

子ども白書２００１年度版 日本子どもを守る会編 草土文化 2001

子どもへのまなざし 佐々木正美 福音館書店 1998

こども六法
山崎聡一郎 弘文堂

2020

子どもを殺す子供たち
ダービット・ジェームズ・スミス著　北
野一世　訳

翔咏社 1997

子どもを有害サイトから守る本 竹内規博 インプレス 2004

この愛を大切に育てたいから ジョン・グレイ　秋元康　監修 三笠書房 2000

子の無い人生 酒井順子 KADOKAWA 2016

この星は、私の星じゃない 田中美津 岩波書店 2019

このまま３０歳になってもイイですか？ 鳥居志帆
サンクチュアリ出

版
2012

この道は丘へと続く
日米比較　　ジェンダー、

仕事、家族
アグネス・チャン　　マイラ・ストロ
バー

共同通信社 2003

この世でいちばん大事な「カネ」の話 西原理恵子 理論社 2008

この世にたやすい仕事はない 津村記久子
日本経済新聞出

版社
2015

この世は二人組ではできあがらない 山崎ナオコーラ 新潮社 2010

この世を生きる醍醐味 樹木希林 朝日新聞出版 2019

５分後に意外な結末　赤い悪夢 学研教育出版 学研 2013

コミュニケーションギャップ ボニー・ウィリアムズ 青春出版社 2000

コミュニケーション力 斉藤孝 岩波書店 2006

子守唄はなぜ哀しいか 近代日本の母像 石子順三 柏書房 2006

これからの男の自立 総合特集シリーズ 成澤壽信　編 日本評論社 1998



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

これから働き始める君たちへ 皆川　豪志 産経新聞出版 2012

これからも働き続けるあなたへー働く女性の不安をやわ
らげる42の処方箋

太田　彩子 大和書房 2012

これだけは知っておきたい　女性のための上司術 嶋田　実名子
情報センター出

版局
2001

これも修行のうち。 草薙龍瞬 KADOKAWA 2016

恐くないシングルの老後 吉廣紀代子 朝日新聞社 2007

壊れる男たち 金子雅臣 岩波書店 2006

今度生まれたら
内館牧子 講談社

2020

こんな女性たちがいた にんげん史研究会
にんげん史研究

会
2000

こんな夜更けにバナナかよ 渡辺一史 北海道新聞社 2003

困難な成熟 内田　樹 夜間飛行 2015

こんにちは！性教育 北沢杏子 アーニ出版 1986

コンパラブル・ワースとジェンダー差別 モーリィ・グンダーソン 産業統計研究者 1995

サードドア　精神的資産のふやし方 アレックス・バナヤン 東洋経済新報社 2019

災害と女性～防災・復興に女性の参画を～＜資料集＞ ウィメンズネット・こうべ
ウィメンズネット・
こうべ

2005

最高のキャリアを作る１０のルール アリッサ・マストロモナコ ポプラ社 2017

最高の休息法 久賀谷　亮 ダイヤモンド社 2016

最高の自分を引き出す法 ケリー・マクゴニカル 大和書房 2013

サイコパス 中野信子 文藝春秋 2016

最低所得保障 駒村康平 岩波書店 2012

最貧困女子 鈴木　大介 幻冬舎 2014

さおだけ屋はなぜ潰れないのか 山田真哉 光文社 2005

ザガールズ エマ・クライン 早川書房 2017

坂の途中の家 角田光代 朝日新聞出版 2016

桜葬　桜の下で眠りたい 井上治代 三省堂 2012

鎖国してはならない 大江健三郎 講談社 2001

作曲家・吉田隆子　書いて、恋して、闊歩して 辻　浩美 教育史料出版社 2011

札幌プレハブ保育園 横内眞知子 主婦の友社 2004

サバイバーズハンドブック 性暴力を許さない女の会 新水社 2002

砂漠の女ディリー ワリス・ディリー 草思社 1999

サピエンス異変 ヴァイバー・クリガン・リード 飛鳥新社 2018

サピエンス全史上 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房 2016

サピエンス全史下 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房 2016

寂しさの力 中森明夫 新潮新書 2015

ザ・フェミニズム 上野千鶴子 筑摩書房 2002

作法としての生老病死
みんなで日本の医療をよくす

るために
岡田玲一郎 厚生科学研究所 2009

サボテンとハリネズミ　トゲトゲ日記 落合恵子 清流出版 2002



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

座右の書『貞観政要』中国古典に学ぶ
「世界最高のリーダー論」

出口治明 KADOKAWA
2020

さよならサルティン　盲導犬の里親になった子どもたち 滝田よしひろ 小学館 1999

さよなら、田中さん 鈴木るりか 小学館 2017

サラッと快適生活 楠山　弘之 東洋経済新報社 2001

サラリーマン川柳
やくみつる　　島田　駱舟
第一生命

NHK出版 2013

サル化する世界
内田樹 文藝春秋

2020

さるすべりの花に
岡山市文化的都市づくり研究チー
ム　編

岡山市 1990

猿と女とサイボ－グ ダナ・ハラウェイ高崎さきの訳 青土社 2000

されど男と女 山下勝利 河出書房 2001

三千円の使いかた 原田ひ香 中央公論新社 2018

残念な職場　５３の研究が明かすヤバい真実 河合薫 ＰＨＰ研究所 2018

３歩あるくとすべて忘れてしまうあなたへ ゲイリー・スモール　　松本剛史　訳 文藝春秋 2003

山陽年鑑　１９９７　平成９年版 山陽新聞社出版局　編 山陽新聞社 1996

山陽年鑑　１９９８　平成１０年版 山陽新聞社出版局　編 山陽新聞社 1997

しあわせな放課後の時間 石橋裕子　糸山智栄　中山芳一 高文研 2013

幸せの作法 坂東眞理子
アスキー・メディ

ア
ワークスウ

2009

しあわせのバトンタッチ 今西乃子 岩崎書店 2009

幸せパレット それぞれの結婚 読売新聞東京本社　生活情報部 勁草書房 2004

ジーン・セバーグ
ギャリー・マッギー
石崎　一樹　訳

水声社 2011

Jブンガク
英語で出会い、日本語を味

わう名作50
ロバート・キャンベル 東京大学出版会 2010

ジェット・セックス―スチュワーデスの歴史と
アメリカ的「女性らしさ」の形成

ヴィクトリア・ヴァントック 明石書店 2018

ジェネレーションＹ 日本経済新聞社 日本経済新聞社 2005

シェルター　女が暴力から逃れるために 波田あい子　平川和子 青木出版 1998

シェルター女たちの危機 女のスペースみずら 明石書店 2002

ジェンダー I.イリイチ 岩波書店 1998

gender1999「ムーブ」ジェンダーに関する作品集 じぇんだーと教育 北九州市立女性センタームーブ
北九州市立女性
センタームーブ

2000

ジェンダー学を学ぶために 冨士谷あつ子　伊藤公雄 世界思想社 2000

ジェンダーからみた日本女性の歴史 ねりま24条の会 明石書店 2005

ジェンダーがわかる 朝日新聞社 朝日新聞社 2002

ジェンダー研究を継承する 佐藤文香・伊藤るり 人文書院 2017

ジェンダーで社会政策をひらく 仏教大学総合研究所編 ミネルバ書房 1999

ジェンダーで学ぶ教育 天野正子　木村涼子　編 世界思想社 2003

ジェンダーで学ぶ文化人類学 中谷文美，田中雅一 世界思想社 2005

ジェンダーで読む　愛・性・家族 岩淵宏子，長谷川啓　編 東京堂出版 2006

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 2003



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

ジェンダーと教育 男女別学・共学論争を超えて
ハンエローレ・ファウルシュティッヒ
＝ヴィーラント

青木書店 2004

ジェンダーとジャーナリズムのはざまで 諸橋　泰樹 批評者 2005

ジェンダーとセクシュアリティ 須藤　廣 明石書店 2002

ジェンダーと法 辻村　みよ子 不磨書房 2005

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

ジェンダーの憲法学 若尾典子 家族社 2005

ジェンダーの法律学 金城清子 有斐閣 2002

ジェンダー白書①　　　　女性に対する暴力
北九州市立男女共同参画センター
“ムーブ”編

明石書店 2003

ジェンダー白書３女性とメディア ムーブ 明石書店 2005

ジェンダー白書５ 女性と経済
北九州市立男女共同参画センター
“ムーブ”編

明石書店 2007

ジェンダー平等の種を蒔きつづけて 藤枝澪子
NPO法人

グループみこし
2012

ジェンダー・フリー教材の試み 金井景子 学文社 2001

ジェンダー・フリートラブル 木村涼子 白澤社 2005

ジェンダー・フリーな住まいを創る 石井　恵子
研建築設計室
出版部

2001

ジェンダー・フリーの絵本 働くってたのしい 朴木佳緒留　文　もりお　勇　絵 大月書店 2001

ジェンダー・フリーの絵本 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

ジェンダー・フリーの絵本 学びのガイド 田代　美江子　編 大月書店 2001

ジェンダーフリーの絵本 こんなのへんかな？ 村瀬幸浩　文　高橋由為子　絵 大月書店 2001

ジェンダー・フリーの絵本 生きるってすてき 橋本紀子　文　高橋由為子　絵 大月書店 2001

ジェンダーフリーの絵本 いろんな国、いろんな生き方
伊田広行，堀口悦子文
石橋　富士子絵

大月書店 2001

ジェンダー法学 朝倉むつ子他８名 不磨書房 2003

「ジェンダー論」の教え方ガイド 沼崎一郎 フェニックス 2006

志賀直哉の<家庭> 古川　裕佳 森話社 2011

鹿の王　上 上橋菜穂子 角川書店 2014

鹿の王　下 上橋菜穂子 角川書店 2014

しがみつかない生き方
「ふつうの幸せ」を手に入れ

る10のルール
香山リカ 幻冬舎新書 2009

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上　春樹 文芸春秋 2013

四季の詩 中村年延
作道印刷株式会

社
1997

子宮がん 宮城悦子 主婦の友社 2010

子宮筋腫　子宮内膜症　子宮腺筋症　あなたの答えが
みつかる本

佐々木静子　子宮筋腫・内膜症体
験者の会　たんぽぽ

双葉社 2003

事件！ スラヴォイ・ジジェク 河出ブックス 2015

自己カウンセリングとアサーションのすすめ 平木典子 金子書房 2000

「仕事が速い人」と「仕事が遅い人」の習慣 山本憲明 アスカ 2013

仕事休んでうつ地獄に行ってきた 丸岡いずみ 主婦と生活社 2014

「仕事」、「子供」、『両立』ってどうやねん？ 大谷由里子 講談社 2001



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

仕事・人生に迷ったらアリストテレスに聞いてみろ！ 小川仁志 中経出版 2014

仕事と家族 筒井淳也 中央公論新社 2015

仕事と家族と幸福感 エリナ・ハーヴィオーマンニラ 大月書店 2001

仕事と家庭は両立できない？ アン＝マリー・スロータ ＮＴＴ出版 2017

仕事と心の流儀 丹羽宇一郎 講談社 2019

仕事の絵本⑤これからのライフスタイル 伊田広行　後藤範行 大月書店 2007

仕事も家庭も１００％の働き方 堂園稚子 KADOKAWA 2014

仕事も勉強もはかどる１５分間昼寝術 ブルーノ・コンビ 草思社 2004

仕事をつくる 安藤　忠雄
日本経済新聞出

版社
2012

仕事を持つのは悪い母親？ シルヴィアンヌ・ジャンピノ 紀伊国屋書店 2002

刺繍 マルジャン・サトラピ 明石書店 2006

思春期少女たちは家族をどう見てるのか 平井尚一 あけび書房 2004

地震のサバイバル 洪在徹，文情厚 朝日新聞出版 2013

シズコさん 佐野洋子 新潮社 2008

資生堂インパクト 石塚　由紀夫
日本経済新聞出

版社
2016

施設でくらす子どもたち 平湯真人 明石書店 1997

次代に残す１００人の言葉
日本女子社会教

育会
1996

自宅でパン屋をはじめました 大和田聡子 河出書房新社 2004

自治体の女性政策と女性問題講座その取り組み方・創
り方

グループみこし・藤枝澪子/牧里政
子/米田禮子

学陽書房 1994

しつけの知恵 多湖輝 海竜社 2001

執事だけが知っている世界の大富豪５８の習慣 新井直之 幻冬舎 2014

実践　ジェンダー・フリー教育 フェミニズムを学校に 小川真知子　森陽子　編 明石書店 1998

【実践事例】どう進めるか、自治体の男女共同参画政策 グループみこし 学陽書房 2001

知っていますか？子どもの性的虐待一問一答 田上時子 解放出版社 2001

知っていますか？ジェンダーと人権　一問一答 船橋邦子 解放出版社 2003

知っていますか？女性差別一問一答 新しい女と男を考える会 解放出版社 2000

知っていますか？ドメステック・バイオレンス 日本ＤＶ防止・情報センター 解放出版社 2000

じっと手を見る 窪美澄 幻冬舎 2018

実用版・法律用語の基礎知識
紛争解決に・実務学習に必
ず役立つ法律知識辞典

弁護士・司法書士・税理士・社会保
険労務士２３氏共同執筆

自由国民社 1996

児童手当関係法令通達集　平成４年版 厚生省児童家庭局　監修 法研 1992

児童福祉改革 古川孝順 誠舎書房 1991

「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理由 汐街コナ あさ出版 2017

死ぬときに後悔すること２５ 大津　秀一 致知出版 2009

死ぬまでに行きたい！世界の絶景 詩歩 三才ブックス 2014

シネマの中の臨床心理学 山中康裕　ほか 有斐閣ブックス 1999



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

シネマライブラリーvol．2 小藤田千栄子他
バドウィメンズ・オ
フィス

2005

シネマライブラリーVol.6 小藤田千栄子他
バド・ウィメンズ・
オフィス

2008

死の壁 養老孟司 新潮社 2004

死のほん
ペニラ・スタールフェルト
川上　麻衣子　訳

小学館 2010

自分でできるカウンセリング 川喜田　好恵 創元社 1995

自分のアタマで考えよう ちきりん ダイヤモンド社 2011

自分の生き方私の選び方 金盛浦子 講談社 2000

自分の体で実験したい 命がけの科学者列伝 レスリー・デンディ，メル・ボーリング 紀伊国屋書店 2007

「自分の木」の下で 大江健三郎 朝日新聞社 2001

自分のついた嘘を真実だと思い込む人 片田珠美 朝日新聞出版 2015

自分を操り、不安をなくす究極のマインドフルネス
メンタリストDaiGo PHP研究所

2020

司法におけるジェンダーバイアス 第2弁護士会 明石書店 2003

資本主義の終わりか、人間の終焉か？未来への大分岐
マルクス・ガブリエル 集英社

2019

資本制と家事労働 上野千鶴子 海鳴社 1983

市民と援助 いま何ができるか 松井やより 岩波書店 1990

社会新報ブックレット２６ 北京につどう 久保田真苗　大脇雅子
日本社会党機関

紙局
1994

社会変容と女性 窪田幸子ほか ナカニシヤ出版 1999

社会保障便利事典　平成７年度版 厚生省大臣官房政策課調査室 法研 1995

「社会を変える」を仕事にする 駒崎　弘樹 英治出版 2007

社会を知るためには
筒井淳也 筑摩書房

2020

社長が変われば会社は変わる！
ホッピー三代目、跡取り娘の
体当たり経営改革

石渡　美奈
阪急コミュニケー
ションズ

2007

社長って何だ！ 丹羽宇一郎 講談社 2019

シャネル
川島ルミ子 さくら舎

2020

19歳で人工肛門、偏差値30の僕が、医師になって考え
たこと

石井洋介 PHP研究所
2019

１５歳からの労働組合入門 東海林　智 毎日新聞社 2013

1５周年アート・SUN展 三宅弘子
アート・SUN事務

局
2003

13歳のハローワーク 村上龍 幻冬舎 2003

10代から考える生き方選び
竹信三恵子 岩波書店

2020

十代の四季
産婦人科医からみた思春期

の性
上田基 ミネルヴァ書房 1988

１０代の性行動と日本社会 そしてWYSH教育の視点 木原雅子 ミネルヴァ書房 2007

終電の神様 阿川大樹 実業之日本社 2017

SHOE DOG　シュードッグ フィル・ナイト 東洋経済新報社 2017

１７歳の殺人者 藤井誠二 ワニブックス 2000

十七歳の性 河野美香 講談社＋α新書 2000

１２歳からのインターネット
ウェブとのつき合い方を学ぶ

３６の質問
荻上チキ ミシマ社 2008

１２歳からのマナー集 多湖輝 新講社 2004



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

十二単を着た悪魔 内館　牧子 幻冬社 2012

10年後、君に仕事はあるのか？
未来を生きるための「雇われる力」

藤原和博 ダイヤモンド社 2017

10年後世界が壊れても、君が生き残るために今、身に
着けるべきこと

山口揚平 ＳＢクリエイティブ 2015

１０年後の「結婚しないかもしれない症候群」 谷村志穂 草思社 2003

週末店主 柏木珠希 日本実業出版社 2006

終末のソリチュード 塚原　史 紀伊国屋書店 1992

週末、森で 益田ミリ 幻冬舎 2009

１４歳いらない子 ヨヅキ（仮名） ポプラ社 2000

14歳からの戦争リアル 雨宮処凛 河出書房新社 2015

14歳からの哲学 池田晶子 トランスビュー 2003

１４歳の君へ 池田晶子 毎日新聞社 2006

儒教と負け犬 酒井順子 講談社 2009

「宿命」を生きる若者たち 土井隆義 岩波書店 2019

出産と身体の近世 沢山美果子 勁草書房 1998

10周年アート・SUN展 ART・SUN アート・SUN 1998

主婦たちの国際会議 生涯教育の道のり 野村佳子 毎日新聞社 1986

「主夫」っていいかも 藤岡　良 彩流社 1999

主婦とジェンダー 国広陽子 尚学社 2001

主婦の再就職ノート 金谷千慧子 創元社 1986

<主婦>の誕生
婦人雑誌と女性たちの

近代
木村涼子 吉川弘文館 2010

ジュリスト　特集ジェンダーと法 ジュリスト編集室 有斐閣 2003

純潔の近代 デビッド・ノッター
慶応義塾大学出

版会
2007

ジョアンナに乾杯 比企　俊太郎 生活思想社 2005

ジョアンナに乾杯２ 比企　俊太郎 生活思想社 2006

生涯学習社会の構築 佐々木正治 福村出版 2007

生涯人間発達論 服部祥子 医学書院 2015

小学校男女平等教育指導の手引き 岡山市教育委員会
岡山市教育委員
会

2004

上級国民/下級国民 橘玲 小学館 2019

少子化時代のジェンダーと母親意識 目黒依子・矢澤澄子 新曜社 2000

少子・高齢化時代の女性活用
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
編

労働調査会 2001

「少女小説」の生成 久米　依子 青弓社 2013

少女たちはなぜHを急ぐのか 高崎真規子 NHK出版 2004

少女買春
インドに売られたネパールの

少女たち
長谷川まり子 光文社 2007

少女マンガジェンダー表象論
＜男装の少女＞の造形とア

イデンティティ
押山美知子 彩流社 2007

小児科医がみた日本の母親・世界の母親 諏訪　迪 悠飛社 2001

承認と包摂へ 労働と生活の保障 大沢　真理 岩波書店 2011



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

少年サバイバルノート 西山　明 集英社新書 2000

少年と犬
馳星周 文藝春秋

2020

情報からの自立
結城美惠子＆「女性と情報」プロ
ジェクト

ユック舎 2008

消滅世界 村田沙耶香 河出書房新社 2015

昭和二十年夏、女たちの戦争 梯　久美子 角川書店 2010

昭和・平成家庭史年表 下川耿史 河出書房新社 2000

昭和・平成家庭史年表 下川耿史 河出書房新社 1997

「女縁」を生きた女たち 上野千鶴子 岩波現代文庫 2008

職業とジェンダー 岡村清子 日本評論社 1998

職業倫理とリーダーシップ ホームヘルプ実務 西沢秀夫他
長寿社会開発セ

ンター
1991

職場におけるセクシュアルハラスメント防止
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
監修

労働調査会 2001

食品の裏側 安部司 東洋経済新報社 2005

女子会川柳 浅井四葉　 ポプラ社 2013

女子会２．０ 「ジレンマ＋」編集部 NHK出版 2013

女子校育ち 辛酸なめ子
ちくまプリマー新

書
2011

女子差別撤廃条約ガイドブック 北九州市立女性センタームーブ
北九州市立女性
センタームーブ

1988

女子差別撤廃条約各訳コンクール入選作品集 北九州市立女性センタームーブ
北九州市立女性
センタームーブ

1999

女子社員のためのビジネスノート 吉越　浩一郎 WAC 2012

女子中学生の小さな大発見 清　邦彦 新潮文庫 2002

女子中学生の小さな大発見２　百足の足をかぞえてみ
ました。

清　邦彦 メタモル出版 2001

女子のキャリア＜男社会＞のしくみ、教えます 海老原嗣生 筑摩書房 2013

女子の人間関係 水島広子
サンクチュアリ出

版
2014

女子の働き方　男性社会を自由に歩く
「自分中心」の仕事術

永田潤子 文響社 2017

女子マネージャー誕生とメディア 高井昌吏 ミネルヴァ書房 2005

女子労働論
「機会の平等」から「結果の

平等」へ
竹中恵美子　編 有斐閣 1987

女性が甘ったれるわけ 梶原公子 長崎出版 2010

女性解放という思想 江原由美子 けい草書房 1985

女性解放をめぐる占領政策 上村千賀子 勁草書房 2007

女性が変える生活と法 佐々木静子 ミネルバ書房 2000

女性がカベにぶつかった時読む本 斉藤茂太 大和書房 1999

女性学 日本女性学会誌編集委員会 日本女性学会 2005

女性学教育・学習ハンドブック
ジェンダー・フリーな社会を

めざして
国立婦人教育会館女性学・ジェンダ
－研究会編著

有斐閣 2000

女性学・男性学 伊藤　公雄 有斐閣 2002

女性学丁々発止 島崎今日子 学陽書房 1990

女性学をつなぐ 女性学研究会アーカイブ 女性学研究会 新水社 2009

「女性活躍」に翻弄される人びと 奥田祥子 光文社 2018



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

女性記者ー論説委員室の片隅で 千野　境子 産経新聞出版 2012

女性技術者と男女共同参画社会
イキイキ働きキャリアアップ

しよう
佐野夕美子 明石書店 2004

女性研究者のエンパワーメント 伊藤セツ ドメス出版 2008

女性施設ジャーナル６ 横浜市女性協会 学陽書房 2001

女性誌の源流
女の雑誌、かく生まれ、かく

競い、かく死せり
浜崎廣 出版ニュース社 2004

女性史の中の永瀬清子[戦前・戦中篇] 井久保伊登子 ドメス出版 2007

女性情報年鑑　１９９１年版 「女性情報年鑑」編集部
パド・ウイメンズ・
オフィス

1991

女性情報年鑑　１９９２年版 「女性情報年鑑」編集部
パド・ウイメンズ・
オフィス

1992

女性情報年鑑　１９９３年版 「女性情報年鑑」編集部
パド・ウイメンズ・
オフィス

1993

女性情報年鑑　１９９４年版 「女性情報年鑑」編集部
パド・ウイメンズ・
オフィス

1994

女性情報年鑑　１９９６年版 「女性情報年鑑」編集部
パド・ウイメンズ・
オフィス

1996

女性史を学ぶ人のために 女性史はいま 石月静恵　藪田貫　編 世界思想社 1999

女性人材論 職業的能力の花
天野正子・神田道子・金森トシエ・藤
原房子・斎藤千代

有斐閣 1983

女性たちの世界史大図鑑 ホーリー・ハールバート他 河出書房 2019

女性天皇論 中野正志 朝日新聞社 2004

女性同士の争いはなぜ起こるのか 妙木忍 青士社 2009

女性と家族の変容 落合恵美子 学陽書房 1990

女性と教育 池木清 ぎょうせい 1988

女性と労働組合 男女平等参画の実践 高木郁郎＋連合総合男女平等局 明石書店 2004

女性の生き方 私の場合 辻文章　編 文教図書出版 1998

女性のうつ病 野田順子 主婦の友社 2013

女性の「オトコ運」は父親で決まる 岩月謙司 二見書房 1999

女性の幸福と憲法 ベアテゴードン 晶文社 2006

女性の職業のすべて 資格と特技シリーズ 女性の職業研究会　編 啓明書房 1991

女性のための運転術 徳大寺有恒 草思社 2003

女性のためのキャリア開発 あなたのポテンシャルを活かす 井上昭正 日本生産性本部 1988

女性のための草の根まちづくり
ノルウェー環境庁編女性と町づくり
研究会訳

かもがわ出版 1999

女性のための仕事・資格ベストガイド２０１０年度版 池田書店編集部 池田書店 2008

女性のための自己破産せずに借金を返す方法
多重債務者を救う特定調停

講座
小田優子 PHP研究所 2004

女性のための防災BOOK マガジンハウスムック マガジンハウス 2011

女性のための離婚講座 石原豊昭 自由国民社 1986

女性のための離婚ホットラインQ＆A 離婚ホットライン仙台 信山社 2000

女性のデータブック 性・からだから政治参加まで 井上輝子　　　江原由美子　編 有斐閣 1993

女性のデータブック　第２版 性・からだから政治参加まで 井上輝子　　　江原由美子　編 有斐閣 1996

女性の働き方ガイドブック 大石友子
財団法人

経済産業調査会
2001

女性の品格 坂東　眞理子 PHP 2006



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

女性の目から見た現代医療 谷みゆき 勁草書房 1985

女性白書2000 日本婦人団体連合会　編 ほるぷ出版 2000

女性白書2001 日本婦人団体連合会　編 ほるぷ出版 2001

女性白書2003 日本婦人団体連合会　編 ほるぷ出版 2003

女性はなぜ活躍できないのか 大沢真知子 東洋経済新報社 2015

女性ホルモン塾 対馬ルリ子 小学館 2003

女性労働判例ガイド 朝倉むつ子　今野久子 有斐閣 1997

女性六法　ー重要資料付ー 高橋保　編 法学書院 1996

女性六法　ー重要資料付ー　昭和６３年版 高橋保　編 法学書院 1987

「女性を活かす」会社の法則 植田　寿乃 日本経済新聞社 2007

女性を活用する国、しない国 竹信　三恵子 岩波書店 2010

書の深遠　河田一臼の世界 河田一臼回顧展実行委員会
河田一臼回顧展
実行委員会

2007

知らないと損する労働者派遣法 派遣労働ネットワーク 東洋経済新報社 2004

シリーズ・教育をひらく 自立に向かう女の子の育て方 吉武輝子・宮子あずさ 明治図書出版 1998

シリーズ（女性と心理）第１巻　家族の現状 河野貴代美 新水社 1998

シリーズ（女性と心理）第２巻　セクシュアリティをめぐっ
て

河野貴代美 新水社 1998

シリーズ（女性と心理）第３巻　女性のからだと心理 河野貴代美 新水社 1999

シリーズ〈女性問題をまなぶ〉１　ある自治体のこころみ
から

下村美恵子 新水社 2000

シリーズ性を問う４　表現 大庭健他 耕文社 1997

資料作成の基本 吉澤準特
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2015

シルバー川柳
（社）全国有料老人ホーム協会
ポプラ社編集部

ポプラ社 2013

進化生物学への道
ドリトル先生から利己的遺伝

子へ
長谷川眞理子 岩波書店 2006

しんがりの思想 鷲田 清一 角川新書 2015

シングルウーマン 実践リポート 国際女性学会シングル研究班 有斐閣 1988

シングル化する日本 伊田広行 洋泉社 2003

シングル単位の社会論 ジェンダ－・フリ－な社会へ 伊田広行 世界思想社 1998

「シングル」で生きる 椎野　若菜　編集 お茶の水書房 2010

シングル・ファーザー 子育てをする父親たち
Ｋ・ローゼンソール　Ｈ・ケシェット
著　小池美佐子／大場昌子　訳

人文書院 1988

シングルマザー生活便利長 新川てるえ，田中　涼子
太郎次郎エディタ

ス
2010

シングルマザーの貧困 水無田気流 光文社 2014

シングルマザーを選ぶとき ジェーン・マテス著　鶴田知佳子 草思社 1996

神経科医が見つめた心が病むということ癒されるという
こと

町沢静夫 海竜社 1997

人権の歴史 同和教育指導の手引き 小林茂　編 山川出版社 1989

人口負荷社会 小峰　隆夫
日経プレミアシ
リーズ

2010

新・子育て廃業宣言 平井　雷太
（有）セルフラーニ
ング研究所

2001

（新章）神様のカルテ
夏川草介 小学館

2019



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

新・所得倍増論 デービッド・アトキンソン 東洋経済新報社 2016

人生案内 落合恵子 岩波書店 2002

人生いつもわくわくステージ 熊井明子 海竜社 1988

人生、考えすぎないほうがいい 藤原東演 大和出版 2001

人生後半の愉しみ方 森村誠一，堀田　力 ＰＨＰ研究所 2001

人生に消しゴムを使わない生き方 岩本麻奈
日本経済新聞出版

社
2017

人生にとって挫折とは何か 下重暁子 集英社 2019

“人生の災害”に負けないマインドレスキュー
矢作直樹 山と渓谷社

2019

人生はニャンとかなる！ 水野敬也 文響社 2013

人生はワンチャンス 水野敬也 文響社 2013

「人生バンザイ！」といえる老後のつくり方 難波祐太
情報センター出

版局
1999

人生を変えたければ「休活」をしよう！ 大田　正文 サンマーク出版 2010

しんせかい 山下澄人 新潮社 2016

身体感覚を取り戻す 斎藤　孝 ＮＨＫブックス 2000

身体のいいなり 内澤　旬子 朝日新聞出版 2010

人体のサバイバル　１ ゴムドリ・韓賢東 朝日新聞出版 2013

人体のサバイバル　２ ゴムドリ・韓賢東 朝日新聞出版 2013

人体のサバイバル　３ ゴムドリ・韓賢東 朝日新聞出版 2013

死んでいない者 滝口悠木 文藝春秋 2016

新版　中学生の心理 目ざめゆく心とからだ 波多野勤子 光文社 1979

シンプル族の反乱 三浦　展 KKベストセラーズ 2009

新編　日本のフェミニズム ジェンダーと教育
天野正子，伊藤公雄，伊藤るり，井上輝子，
上野千鶴子，江原由美子，大沢真理，加納実
紀代　編

岩波新書 2009

新編　日本のフェミニズム リブとフェミニズム
天野正子，伊藤公雄，伊藤るり，井上輝子，
上野千鶴子，江原由美子，大沢真理，加納実
紀代　編

岩波新書 2009

新編　日本のフェミニズム 母性
天野正子，伊藤公雄，伊藤るり，井上輝子，
上野千鶴子，江原由美子，大沢真理，加納実
紀代　編

岩波新書 2009

新編　日本のフェミニズム 表現とメディア
天野正子，伊藤公雄，伊藤るり，井上輝子，
上野千鶴子，江原由美子，大沢真理，加納実
紀代　編

岩波新書 2009

新編　日本のフェミニズム 女性史・ジェンダー史
天野正子，伊藤公雄，伊藤るり，井上輝子，
上野千鶴子，江原由美子，大沢真理，加納実
紀代　編

岩波新書 2009

心療内科を訪ねて 夏樹静子 新潮社 2003

神話のなかの女たち 日本社会と女性性 横山博 人文書院 1995

スウェーデンの挑戦 岡崎憲芙 岩波書店 1991

スカートの風 呉善花 三交社 1990

スカートの下の劇場 上野千鶴子 河出書房新社 1989

スカートはかなきゃダメですか？ 名取寛人 理論社 2017

スカートをはいた少年 安藤大将 ブックマン 2002

図解「少子高齢化」の恐怖を読む 木村文勝　編 中経出版 1999

素顔の女性技術者 プロフェッショナルの条件 小林謙一，町田隆男，伊藤実 有斐閣 1985

「好き嫌い」と経営 楠木建 東洋経済 2014



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

過ぎてしまえば短い一生 人生八十年いろはがるた 樋口恵子 文化出版局 1994

スクールカウンセラー 村山正治　ほか ミネルヴァ書房 1995

スクール・セクハラ防止マニュアル 田中　早苗 明石書店 2001

少ないモノでゆたかに暮らす 大原照子 大和書房 1999

すぐ忘れる男　決して忘れない女
著者／マリアン・レガト　　監訳／下
村満子　　訳者／山田睦子

朝日出版社 2007

凄母―あのワーキングマザーが「折れない」理由 佐藤留美 東洋経済 2014

涼しい脳味噌 養老孟司 文藝春秋 1991

STAND 立ち上がる選択 大藪　順子
いのちのことば
フォレスト社

2007

スタンフォード式生き抜く力
堤友啓 ダイヤモンド社

2020

スタンフォードの自分を変える教室 ケリー・マクゴニガル だいわ文庫 2015

スタンフォードのストレスを力に変える教科書 ケリー・マクゴニカル 大和書房 2015

スティーブ・ジョブズってどんな人？ ナム・キョンワン・藤田千枝 汐文社 2012

素敵な日本人 東野圭吾 光文社 2017

素敵に生きる女の心づかい 下重暁子 海竜社 1989

素敵にコミュニケーション おとなのための性教育 村瀬幸浩 大月書店 1989

素敵にサイエンス　研究者編
かがやき続ける女性キャリア

を目指して
編著／鳥養映子・横山広美 近代科学社 2008

ストップ・ザ児童虐待 安部計彦 きょうせい 2001

ストップ　ザ　ドクハラ
医者のハラスメントに患者は

どうすべきか
土屋繁裕 扶桑社 2003

素直な自己表現　アサーティブ 岩舩　展子 ＰＨＰ 1999

スナックさいばら　おんなのけものみち 西原理恵子 角川書店 2014

図版　太平洋戦争 太平洋戦争研究会 河出書房 1995

図表のつくり方が身につく本 永山嘉昭 高橋書店 2012

スピリチュアル・シングル宣言
生き方と社会運動の新しい

原理を求めて
伊田広行 明石書店 2003

スピンクの壺 町田康 講談社 2015

すべての男は消耗品である 村上　龍 KKベストセラーズ 2001

住まいと家族をめぐる物語 西川祐子 集英社 2004

「スマイル仮面」症候群 夏目誠
日本放送出版協

会
2006

スマホ脳
アンデシュ・ハンセン 新潮社

2020

正解は一つじゃない子育てする動物たち
長谷川眞理子（監修） 東京大学出版会

2019

性格の法則
アルフレッド・アドラー 興陽館

2020

生活者と企業の豊かな関係をつくる女性たち 日本ヒーブ 新水社 2004

生活習慣病を防ぐ－健康長寿めざして－ 香川靖雄 岩波新書 2000

正義のセ　１ 阿川佐和子 角川書店 2013

正義のセ　２ 阿川佐和子 角川書店 2013

正義のセ　３ 阿川佐和子 角川書店 2013

性教育ノススメ “下半身症候群”からの脱出 山本直英 大月書店 1989



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

生協の白石さん 白石正則 講談社 2005

成功する会社の「女性力」 梅森浩一
ソフトバンククリエ

イティブ
2007

成功する子　失敗する子 ポール・タフ 英治出版 2013

性差とは何か 日本学術協力財団
日本学術協力財

団
2008

性差別と暴力 角田由紀子　著 有斐閣選書 2001

政治と自己実現 広岡　守穂 中央大学出版 2012

正社員消滅 竹信三重子 朝日新書 2017

成熟のための心理童話　上 アラン・Ｂ・チネン 早川書房 1996

成熟のための心理童話　下 アラン・Ｂ・チネン 早川書房 1996

青少年に有害 ジュディス・レヴァイン 河出書房新社 2004

聖と尼さん「クリスチャン」と「僧職女子」が結婚したら 露の団姫（つゆのまるこ） 春秋社 2017

性という饗宴 伏見憲明 ポット出版 2005

「青踏」の冒険 森　まゆみ 平凡社 2013

性と生殖の近世 沢山美果子 勁草書房 2005

成年後見制度Q＆A 佐々木静子 ミネルヴァ書房 2001

〈性の自己決定〉原論 宮台真司 紀伊国屋書店 1998

性の民族誌 須藤健一／杉島敬志　編 人文書院 1993

性風俗史年表 昭和【戦後】編1945-1989 河出書房新社 2007

性暴力 浅海　保 中央公論新社 2011

性役割 日本のフェミニズム③ 井上輝子・上野千鶴子・江原由美子 岩波書店 1995

生理休暇の誕生 田口亜紗 青弓社 2003

「性を考える」わたしたちの講義
上野輝将，倉地克直，沢山美果子，
田中貴子，西山良平

世界思想社 1998

世界一周NAVI イカロス出版 2007

世界女の子白書 電通ギャルラボ 木楽舎 2013

世界基準で夢をかなえる私の勉強法 北川　智子 幻冬舎 2013

世界差別問題叢書 現代世界の差別問題 磯村英一　編 明石書店 1985

世界中のひまわり姫へ 北九州市立女性センタームーブ
北九州市立女性
センタームーブ

2000

世界情報アトラス imidas2003別冊付録 綜合社 集英社 2003

世界人口白書１９９６ ジョイセフ ジョイセフ 1996

世界人口白書１９９７ ジョイセフ ジョイセフ 1997

世界人口白書１９９８ ジョイセフ ジョイセフ 1998

世界人口白書２００２ ジョイセフ ジョイセフ 2002

世界人口白書２００３ ジョイセフ ジョイセフ 2003

世界人口白書２００４ ジョイセフ ジョイセフ 2004

世界人口60億 ジョイセフ ジョイセフ 1999

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ くさばよしみ 汐文社 2014



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

世界で仕事をするということ グロ・ブルントラント ＰＨＰ研究所 2004

世界のエリートはなぜ哲学を学ぶのか？ 福原正大 SBクリエイティブ 2015

世界の厚生労働２００４ 厚生労働省 ＴＫＣ出版 2004

世界の女性　１９７０－１９９０ その実態と統計
国際連合　原著　（財）日本統計協
会　訳

（財）日本統計協
会

1992

世界の女性　１９９５ その実態と統計
国際連合　原著　（財）日本統計協
会　訳

（財）日本統計協
会

1995

世界の女性問題①貧困、教育、保健 関橋眞里 汐文社 2013

世界の女性問題②暴力、差別、戦争 関橋眞里 汐文社 2013

世界の女性問題③政治、仕事、ジェンダー 関橋眞里 汐文社 2014

世界の人権２００５ アムネスティ アムネスティ 2005

世界のトップスクールが実践する
考える力の磨き方

福原　正大 大和書房 2013

世界のなかで自分の役割を見つけること
最高のアートを描くための仕事の流儀

小松美羽 ダイヤモンド社 2018

世界のポジティブアクションと男女共同参画 辻村みよ子 東北大学出版会 2004

世界のリプロをめざす道のり ジョイセフ ジョイセフ 2004

世界は女性が変えてきた

ケイト・ホッジス
サラ・バップワーク

東京書籍
2020

世界を変えた10人の女性 池上　彰 文藝春秋 2013

セクシャルハラスメントとどう向き合うか 落合恵子ほか 岩波書店 2001

セクシャル・ハラスメントの実態と法理 水谷英夫 信山社出版 2001

セクシュアリティ
ジェフリー・ウィークス著　上野千鶴
子　監訳

河出書房新社 1996

セクシュアリティと性教育 池谷寿夫 青木書店 1993

セクシュアル・ハラスメント 女たちの告発 宮　淑子 教育史料出版会 1989

セクシュアル・ハラスメント撃退マニュアル 福島瑞穂・金子雅臣・中川瑞代　編 日本評論社 1990

セクシュアル・ハラスメントと男女雇用平等 山田　省三 旬報社 2001

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 2000

セクハラ救済ハンドブック２０問２０答 水谷英夫 信山社出版 2001

セクハラ事件の主役たち 相談窓口の困惑 金子雅臣 築地書館 1992

セクハラ相談の基本と実際 ウィメンズカウンセリング京都 新水社 2007

セクハラ１１０番 三井まり子 集英社 1994

セクハラ・ボ－ダライン講座 山田秀雄法律事務所編著
山田秀雄法律事
務所編著

2001

説教したがる男たち レベッカ・ソルニット 左右社 2018

セックス神話解体新書 性現象の深層を衝く 小倉千加子 学陽書房 1989

セックス性世界観 伊田広行編 法律文化社 1997

絶対正義 秋吉里香子 幻冬舎 2016

節約キッチン 赤星恵理子 河出書房新社 2000

銭天堂
廣嶋玲子 偕成社

2020

迫りくる「息子介護」の時代 平山　亮 光文社新書 2014

ゼラニウムの庭 大島　真寿美 ポプラ社 2012



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

０才から１００才まで学び続けなくてはならない時代を
生きる学ぶ人と育てる人のための教科書

落合陽一 小学館 2018

「専業主夫」になりたい男たち 白河桃子 ポプラ新書 2016

専業主婦のキャリア 奥津　眞里 風間書房 2010

専業主婦はいま 藤井治枝 ミネルヴァ書房 2002

千こ里花 森下千里 森下千里 2001

「繊細さん」の幸せリスト
武田友紀 ダイヤモンド社

2020

先住民族
「コロンブス」と闘う人びとの

歴史と現在
上村英明 解放出版社 1993

先人訓 辻　信太郎 サンリオ 2013

センス・オブ・シェイム恥の感覚 酒井順子 文藝春秋 2019

全図解　セクハラ・ＤＶ・ストーカー・ちかん　　被害者を
救う法律と手続き

中野麻美　飯野財 自由国民社 2003

戦争責任とジェンダー
「自由主義史観」と日本軍

「慰安婦」問題
鈴木祐子 未來社 1997

戦争のつくりかた りぼんぷろじぇくと （有）タ　ペンス 2004

選択日記 シーナ・アイエンガー 文藝春秋 2012

全地方会議女性議員の現状ー女性参政資料集2011年
（財）市川房江記念会女性と政治
センター出版部

市川房江記念会女性
と政治センター出版部

2011

禅と林檎スティーブ・ジョブズという生き方 石井清純・角田泰隆 宮帯出版社 2012

川柳新子座’９０ 時実新子 朝日新聞社 1991

総合職佳奈子のユーウツ 清水肇子 PHP研究所 1992

添うこころ 木田恵子 太陽出版 1992

喪失学 坂口幸弘 光文社 2019

草食系男子「お嬢マン」が日本を変える 牛窪　恵 講談社＋α新書 2008

草食系男子の恋愛学 森岡　正博
メディアファクト

リー
2009

続　いのちの記念日 山本文子／監修 恒友出版 1998

続現代女子労働の研究 広田寿子
労働教育セン

ター
1990

続・涼しい脳味噌 養老孟司 文藝春秋 1995

続・悩む力 姜尚中 集英社新書 2012

続　ほっとする禅語 野田大燈　杉谷みどり　石飛博光 二玄社 2004

そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 文藝春秋 2018

粗食のすすめレシピ集 幕内　秀夫 東洋経済新報社 1999

卒業式まで死にません 南条あや 新潮社 2000

即効マネジメント　部下をコントロールする黄金原則 海老原嗣生 筑摩書房 2016

ソニーな女たち 多賀幹子 柏書房 2004

あなたの会社、その働き方は幸せですか？
出口治明・上野千鶴子 祥伝社

2020

その言葉だと何も言っていないのと同じです。 吉岡友治 日本実業出版社 2014

そのバイト語はやめなさい
プロが教える社会人の正し

い話し方
小林作都子 日本経済新聞社 2004

ソボちゃん　いちばん好きな人のこと 有吉玉青 平凡社 2014

ゾリ コラム・マッキャン みすず書房 2008



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

それでも笑みを 大石芳野 清流出版 2011

それでも僕は夢を見る 水野敬也 文響社 2014

そろそろ産まなきゃ 出産タイムリミット直前調査 三浦天紗子
阪急コミュニケー
ションズ

2008

ダーリンの頭ン中 小栗左多里
メディアファクト

リー
2005

ダーリンの頭ン中 英語と語学 小栗左多里＆トニー・ラズロ
メディアファクト

リー
2005

ダーリンは外国人 小栗左多里
メディアファクト

リー
2002

ダーリンは外国人２ 小栗左多里
メディアファクト

リー
2004

ダーリンは外国人 with BABY 小栗左多里&トニー・ラズロ
メディアファクト

リー
2008

大河の一滴 五木寛之 幻冬社 1998

胎児と母親はホントに会話する？ ヴィッリー・ブレインホルスト グラフ社 2001

だいじょうぶ、そのままのあなたでいい ビクトリア・モラン TBSブリタニカ 2000

大丈夫、なるようになるから。
赤木春江 世界文化社

2019

大好きなことを「仕事」にしよう 中村修二 ワニブックス 2004

たいせつなたからもの ネットに潜むわなを乗り越えて 東京恵比寿ロータリークラブ
東京恵比寿ロー
タリークラブ

2009

大地の叫び 青木　康嘉
岡山・十五年戦

争
資料センター

2011

多縁社会
自分で選んだ縁で生きていく。

篠原聡子、空間研究所、アサツーディ・
ケイ

東洋経済新報社 2015

高く手を振る日 黒井　千次 新潮社 2010

高峰秀子の言葉 斎藤明美 新潮社 2014

高峰秀子の流儀 斎藤朋美 新潮社 2010

だから、言ったでしょっ！
核保有国で原爆イベントを続

けて
米谷ふみ子 かもがわ出版 2011

だから、女は「男」をあてにしない 田嶋　陽子 講談社 2001

だから日本はズレている 古市憲寿 新潮新書 2014

だから母と娘はむずかしい キャロリーヌエリアシェフ 白水社 2005

蛇行する月 桜木 紫乃 双葉社 2013

「他社」の起源ノーベル賞作家のハーバード連続講演録
トニ・モリスン 集英社

2019

ただいま育児休業中 ママはあなたのそばにいる 笠章子 主婦の友社 1991

ただいま育休中 山田正人 日本経済新聞社 2006

戦う君と読む３３の言葉 千田琢哉 KADOKAWA 2016

立ち上がるネパールの女性たち プラティヴァ・スベディ
大学婦人協会岡
山支部

1993

たったひとつのたからもの 加藤浩美 文藝出版 2003

多動力 堀江貴文 幻冬舎 2017

たどりつく力 フジコ・ヘミング 幻冬舎 2016

タニタのダイエットのすすめ 久保田榮一 扶桑社 2012

他人の意見を聞かない人 片田珠美 KADOKAWA 2015

他人を攻撃せずにはいられない人 片山珠美 ＰＨＰ研究所 2014

たのしい子育ての秘密 金盛浦子 クレヨンハウス 2002



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

旅に出よう 近藤　雄生
岩波ジュニア新

書
2010

WWDジャパンが読み解くファッション業界
2008-2009　ニュースの深層

森　英恵
INFASパブリケー
ションズ

2010

ダブルハッピネス 杉山　文野 講談社 2006

魂の家族を求めて 私のセルフヘルプ・グループ論 斎藤学 日本評論社 1996

魂の殺人 親は子どもに何をしたか Ａ．ミラー著　山下公子　訳 新曜社 1998

だめ恋愛脱出講座 倉田真由美　　岩月謙司 青春出版社 2002

ダメをみがく～“女子”の呪いを解く方法～
津村　記久子
深澤　真紀

紀伊国屋書店 2013

多様性トレーニング 森田ゆり 解放出版社 2000

タルト・タタンの夢 近藤史恵 倉元推理文庫 2014

誰かがわたしをきらいでも
及川眠子 ベストセラーズ

2019

誰かと暮らすということ 伊藤たかみ 角川書店 2009

だれだってネオパパ 男の子育てのススメ
あいはら　ひろゆき
読売広告社ネオパパプロジェクト

岩崎書店 2008

誰でもできるロビング入門 明智カイト 光文社新書 2015

誰も教えてくらないお金の話 うだひろえ
サンクチュアリ出

版
2013

だれも教えてくれない法律活用ガイド 造事務所　編
情報センター出

版局
1996

男子問題の時代？ 多賀太 学文社 2016

男女共生と見えない格差 ジョイセフ ジョイセフ 2000

「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 2003

男女共同参画/ジェンダーフリー・バッシング 日本女性学会ジェンダー研究会 明石書店 2006

男女共同参画社会と学校教育 広岡守穂　編 教育開発研究所 2002

男女共同参画社会へのエンパワーメント女性の仕事お
こし、まちづくり

上野勝代　ほか 学芸出版社 2000

男女共同参画統計データブック２００６ 伊藤陽一 ぎょうせい 2006

男女共同参画統計データブック２００９ 伊藤陽一 ぎょうせい 2009

男女共同参画と女性労働 長坂寛他 ミネルヴァ書房 2000

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
2013

男女共同参画の時代 鹿嶋敬 岩波書店 2003

男女雇用機会均等法の課題と諸外国の法制度
男女雇用機会均等問題研究

会報告
労働省婦人局　編

新日本法規出版
社

1996

男女という制度 大塚信一 岩波書店 2001

男女同一賃金 中島通子・山田省三・中下祐子 有斐閣 1996

男女平等教育のための学習プログラム
自分らしく生きる力を子ども

たちに
杉原妙子 明石出版 2008

男子劣化社会
ネットに繋がりっぱなしで繋がれない

フィリップ・ジンバルドー
ニキータ・クーロン

晶文社 2017

単身急増社会の衝撃 藤森　克彦
日本経済新聞出

版社
2010

男性介護者100万人へのメッセージ　第３集
男性介護者と支援者の全国ネット
ワーク

クリエイツかもが
わ

2012

男性改造講座 男たちの明日へ 足立区女性総合センター ドメス出版 1993

男性改造講座 足立区女性総合センター ドメス出版 1993



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

男性学入門 伊藤公雄 作品社 1999

男性学の挑戦 Yの悲劇？ 渡辺恒夫　編 新曜社 1989

男性神話 彦坂諦 径書房 1991

男性の「生き方」再考 中村　彰 世界思想社 2005

男性不況 永濱　利廣 東洋経済 2012

男性論 西川祐子・荻野美穂編 人文書院 1999

男尊女子 酒井順子 集英社 2017

「短命結婚」の時代 パメラ・ポール 原書房 2002

小さな手、折れた翼 落合恵子 国土社 2000

チーズはどこへ消えた？ スペンサー・ジョンソン 扶桑社 2000

地図でみる世界の女性 ジョニー・シーガー 明石書店 2005

地図でみる日本の女性
中澤高志　若林芳樹　神谷浩夫　由
井義通　矢野桂司

明石書店 2007

父親再生 信田　さよ子 NTT出版 2010

父親のやるべきこと１０則 繁多進 サンマーク出版 1983

父親はなぜ必要なのか？ クリスティアーヌ・オリヴィエ 小学館 2001

父からの贈り物 高田都耶子 講談社 2000

父と娘のパラサイト・シングル 三浦　朱門・さらだ　たまこ ベスト新書 2001

父83歳ボケからの生還 樋口恵子 現代書館 2004

父Ｍｏｎ　Ｐéｒｅ 辻仁成 集英社 2017

地方改善対策提要 地方改善研究会監修 原健出版 2000

地方自治小六法　平成５年版
自治省行政局　監修　学陽書房編
集部　編

学陽書房 1993

痴呆に挑む 川島隆太　　　山崎律美 くもん出版 2004

中学校男女平等教育指導の手引き 岡山市教育委員会
岡山市教育委員
会

2005

中国が愛する国、ニッポン Record China 竹書房 2014

中国労働市場のジェンダー分析
経済・社会システムからみる都市就業者

石塚　浩美 勁草書房 2010

長期脳死 中村　暁美 岩波書店 2009

超少子化－危機に立つ日本社会 鈴木りえこ 集英社 2000

「超」入門失敗の本質 鈴木博毅 ダイヤモンド社 2012

ちょっとした心づかいの上手い親下手な親 斉藤茂太 青春出版社 2000

沈黙の作法
山折哲雄・柳美里 河出書房新社

2019

沈黙はこわくない 下重暁子 大和出版 2001

「ついていきたい」と思われるリーダーになる51の考え方 岩田　松雄 サンマーク出版 2012

ついていく父親 芹沢　俊介 新潮社 2000

痛快！心理学 和田秀樹
集英社インターナ
ショナル

2000

痛快「捨てない！」技術 町田　忍 岳陽社 2001

使いこなそう！ドメスティック・バイオレンス 福島　瑞穂 明石書店 2001



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

月と蟹 道尾　秀介 文芸春秋 2010

月の満ち欠け 佐藤正午 岩波書店 2017

月の輪草子 瀬戸内　寂聴 講談社 2012

ツバキ文具店 小川糸 幻冬舎 2016

妻との修復 嵐山光三郎 講談社 2008

妻に先立たれる前に 志茂田影樹 オレンジベージ 2005

妻の地位と離婚法 妻の権利の実質的検討 島津一郎 有斐閣 1974

妻のトリセツ 黒川伊保子 講談社 2018

妻をダマす夫　夫をダマす妻 夫婦問題研究会　編 あ・うん 2001

つまをめとらば 青山文平 文藝春秋 2015

ツレがうつになりまして。 細川貂々 幻冬舎 2006

DVあなた自身を抱きしめて 山口のりこ 梨の木舎 2001

ＤＶ～女性たちのSOS～ ぎょうせい ぎょうせい 2002

ＤＶ－殴らずにはいられない男たち 豊田正義 光文社 2001

ＤＶ防止法 南野知恵子他 ぎょうせい 2001

DVを乗りこえて 野本律子 文芸社 2002

ディーブイを理解するために COSMO 解放出版社 2001

ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋
ＳＢＳクリエイティ

ブ
2013

ディズニーサービスそうじの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋
ＳＢＳクリエイティ

ブ
2013

ディズニーサービスの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋
ＳＢＳクリエイティ

ブ
2013

定年、そして10万時間 上鵜瀬　孝志 角川学芸出版 2010

デートクレンジング 柚木麻子 祥伝社 2018

できそこないの男たち 福岡伸一 光文社新書 2008

「できない男」から「できる男」へ 伊藤公雄 小学館 2002

できるシングルマザー生活便利帳 新川てるえ 山海堂 2006

できればムカつかずに生きたい 田口ランディ 晶文社 2000

DEATH「死」とは何か シェリー・ケーガン 文響社 2018

デッドライン仕事術
すべての仕事に締切日を入

れよ
吉越　浩一郎 祥伝社 2007

鉄のしぶきがはねる まはら三桃 講談社 2011

出ていけ！こどもたち 松永　節 草思社 2000

テトラポッドに札束を―日本人としての誇りを貫いた男
の生涯

和佐　大輔 幻冬舎 2013

手にとるように統計学がわかる本 柳谷　晃 かんき出版 2004

手の倫理
伊藤亜紗 講談社

2020

テレビの自画像 ドキュメンタリーの現場から 桜井　均 筑摩書房 2001

天国にいちばん近い場所 ERフランク ポプラ社 2006

天才とは努力を続けられる人のことであり、それには方
法論がある

山口真由 扶桑者 2014



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

テンパリスト☆ベイビーズ 東村アキコ 集英社 2009

天平の女性孝謙称徳 玉岡かおる 新潮社 2015

同一価値労働同一賃金原則の実施システム 森　ます美　朝倉　むつ子 有斐閣 2010

東京のオカヤマ人 岩井志麻子 講談社 2001

統計グラフのウラ・オモテ 上田尚一 講談社 2005

統計にみる女性の現状１９９６年度版
国立婦人教育会館内婦人教育研究
会

垣内出版株式会
社

1996

同声（女声）のための合唱ファンタジー
みすゞのそら

金子みすゞ／作詞
鈴木憲夫／作曲

カワイ出版 2004

父さんは自転車にのって 男の育児時間ストてんまつ記 たじりけんじ ユック舎 1990

どうしていつも男が先なの？ 男女混合名簿の試み 男女平等教育をすすめる会 新評論 1998

どう進めるか、自治体の男女共同参画政策 藤枝澪子・グループみこし 学陽書房 2001

同性愛・多様なセクシュアリティ “人間と性”教育研究所 子どもの未来社 2002

東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ 遥　洋子 薩摩書房 2000

動物の見ている世界 デュプラ・ギョーム 創元社 2014

「東洋の魔女」論 萩原　浩 講談社 2013

同和行政と市民啓発 山本登 明石書店 1984

同和問題 現状と今後の課題 総務庁長官官房地域改善対策室 中央法規出版 1987

遠野物語拾遺retold 京極夏彦 角川学芸出版 2014

ドキュメンタリーの現場 磯野恭子 大阪書籍 1990

独身王子は早く死ぬ？
早婚、晩婚、未婚。どれが一

番”トク”をする？
牛窪　恵 プレジデント社 2008

Dr.半熟卵のつぶやき 須藤　なほみ ぜんにち出版 2006

毒婦たち
上野千鶴子　信田さよ子　北原みの
り

河出書房新社 2013

土地白書平成１１年版 国土庁　編 国土庁 1999

突然、妻が倒れたら 松本　方哉 新潮社 2009

となりのクレーマー 「苦情を言う人」との交渉術 関根眞一 中央公論新社 2007

トニーとサリーの小さな小さなオペラハウス　　世界一幸
福な夫婦の物語

佐山透 講談社 2003

トニー流幸せを栽培する方法 トニー・ラズロ
ソフトバンククリエ

イティブ
2005

トニー流幸せを栽培する方法
トニー・ラズロ／著　小栗左多里／
画

ソフトバンククリエ
イティブ

2005

ドメスチック・バイオレンス 小西　聖子 白水社 2001

ドメスティック・バイオレンス 日本ｄｖ防止・情報センタ－編著 解放出版社 2000

ドメスティック・バイオレンス 草柳和之 岩波書店 1999

ドメスティック・バイオレンス 森田ゆり 小学館 2001

ドメスティック・バイオレンス 戒能民江 主婦と生活社 2002

ドメスティック・バイオレンス 原田恵理子　編著 明石書店 2000

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　編著 明石書店 2003

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 朱鷺出版 1999

友だち幻想 菅野仁 筑摩書房 2008



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

共働きの子育て読本 すぐに役立つ情報とアドバイス 鴫原洋子 PHP研究所 1989

トラウマをかかえた子どもたち 心の流れに沿った心理療法 ｄ・ｍ・ドノバン著西澤哲訳 誠信書房 2000

トランスジェンダーフェミニズム 田中　玲 インパクト出版 2006

トレイン教授と怪人ゴッド 柳原彗 小学館 2013

トレイン教授と幻影の森 柳原彗 小学館 2013

トレイン教授とさまよえる城 柳原彗 小学館 2013

ドレスの下の歴史 ベアトリス・フォンタネル 原書房 2001

トレバー・ノア　生まれたことが犯罪？ トレバー・ノア 英治出版 2018

泥があるから、花は咲く 青山俊薫 幻冬舎 2016

とわの庭
小川糸 新潮社

2020

どんぐりの家　第１巻 山本おさむ 小学館 2001

どんぐりの家　第２巻 山本おさむ 小学館 2001

トンデレラ姫物語 パペット・コール
ウィメンズブックストア

松香堂
1995

９プリンシプルズ 伊藤穰一　ジェフ・ハウ 早川書房 2017

中西珠子国会発言集
特定非営利活動法人女性連帯基金
　出版部

特定非営利活動法人
女性連帯基金出版部

2002

泣きかたをわすれていた 落合恵子 河出書房新社 2018

殴る夫逃げられない妻 吉廣紀代子 青木書店 1997

ナショナリズムの克服 姜尚中・森巣　博 集英社新書 2002

なぜいま家族のストーリーが求められるのか
橋本嘉代 書肆侃侃房

2020

なぜ夫は、愛する妻を殴るのか？ ドナルド・Ｇ・ダットン 作品社 2001

なぜ、男は「女はバカ」と思ってしまうのか 岩月謙司 講談社 2003

なぜ男は暴力を選ぶのか 沼崎一郎 かもがわ出版 2002

なぜ男は暴力をふるうのか 高井高盛 洋泉社 2001

なぜ女は男のように自信をもてないのか

クレア・シップマン
キャティー・ケイ

CCCメディアハウス
2015

なぜ女は女が嫌いなのか シェア・ハイト 祥伝社 1999

なぜ女は昇進を拒むのか
進化心理学が解く性差のパ

ラドクス
スーザン・ピンカー／著
幾島幸子・古賀祥子／訳

早川書房 2009

なぜか好かれる女性50のルール 赤羽達美 三笠書房 2000

なぜか疲れのとれない女たち 堀　史郎 青春出版社 2002

なぜか必要とされる女性51のルール 赤羽達美 三笠書房 2001

なぜ、女性が活躍する組織は強いのか？ 麓幸子 日経ＢＰ社 2014

なぜ女性は仕事をやめるのか
～5155人の軌跡を読み解く～」出版

岩田正美・大沢真知子 青弓社 2015

なぜ共働きも専業もしんどいのか
主婦がいないと回らない構造

中野円佳 PHP研究所 2019

なぜ日本企業は勝てなくなったのか 個を活かす「分化」の組織論 太田肇 新潮選書 2017

なぜフランスでは子どもが増えるのか 中島さおり 講談社現代新書 2010

なぜ僕らは働くのか君が幸せになるために
考えてほしい大切なこと

佳奈 学研
2020

なぜ若者はトイレでひとりランチをするのか 和田秀樹 祥伝社 2010



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

謎の１セント硬貨 真実は細部に宿る　in USA 向井万起男 講談社 2009

謎の毒親 姫野カオルコ 新潮社 2015

夏物語 川上未映子 文藝春秋 2019

なでしこ力 佐々木則夫 講談社 2011

70歳からの住まい選び「健康」と
「生きがい」を両立する

小山健 幻冬舎 2017

何かを言わずにいられない 小林敏成 曹源文庫 2012

ナビラとマララ 宮田律 講談社 2017

悩むヒマありゃ、動きなさいよ！ 内海　桂子 牧野出版 2012

なやんでもいいよとブッタはいった。 小泉吉宏 KADOKAWA 2014

なりたい自分になる100の方法 中山庸子 幻冬舎 2000

なりたい自分になれる本 上野千鶴子 学陽書房 2003

「なんでわかってくれないの！」と思ったときに読む本 トーマ・ダンサンブール 紀伊国屋書店 2004

ニート 玄田有史 幻冬舎 2004

「ニート」って言うな！ 本田由紀ほか 光文社 2006

憎しみに抗って カロリンエムケ みすず書房 2018

肉体のジェンダーを笑うな
山崎ナオコーラ 集英社

2020

逃げない
唐池恒二 紀伊国屋書店

2020

２１世紀家族へ
家族の戦後体制の見かた・

超えかた
落合恵美子 有斐閣 1994

２１世紀家族へ〔新版〕家族の戦後体制の見かた・超え
かた

落合恵美子 有斐閣選書 1994

２１世紀・性と性教育のゆくえ 村瀬幸浩 大月書店 1998

２１セイキのキーワードリプロダクティブ・ヘルス／ライツ 北村邦夫編 メディカ出版 1998

21世紀の教育改革　文部科学白書　平成13年度 文部科学省 文部科学省 2002

２１世紀の女性政策と男女共同参画社会基本法 大沢　真理 ぎょうせい 2002

２１世紀の女性と仕事 大沢真知子 左右社 2018

２２歳からの自分づくり 草柳大蔵 大和書房 1986

20周年記念誌　街角ウォッチング 公共空間に設置された塑像 岡山女性フォーラム
岡山女性フォーラ
ム

2009

20世紀アメリカン・システムとジェンダー秩序 大嶽　秀夫 岩波書店 2011

日米のシングルファーザーたち 中田照子ほか ミネルヴァ書房 2001

日米のシングルマザーたち 中田照子ほか ミネルヴァ書房 1997

ニッポンの貧困 中川雅之 日経BP社 2015

二本あしのワンコ　すみれちゃん、生きる すみれのしっぽ セブン＆アイ 2016

日本一の女 斉木香津 小学館 2014

日本から男の子を育てる場所が消えていく 喜多　由浩 主婦の友新書 2012

日本、韓国、フランスのひとり親家族の
不安定さ

近藤理恵 学文社 2013

日本３．０　２０２０年の人生戦略 佐々木紀彦 幻冬舎 2017

日本社会とジェンダー 三宅義子ほか 明石書店 2001



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

日本社会のしくみ雇用・教育・福祉の歴史社会学 小熊英二 講談社 2019

日本女子大学生の世の中ウォッチ 是恒香琳
パド・ウィメンズ・
オフィス

2014

日本女性運動資料集成１巻 思想・政治Ⅰ 鈴木裕子　編 不二出版 1997

日本女性運動資料集成２巻 思想・政治Ⅱ 鈴木裕子　編 不二出版 1997

日本女性運動資料集成３巻 思想・政治Ⅲ 鈴木裕子　編 不二出版 1997

日本女性運動資料集成４巻 生活・労働Ⅰ 鈴木裕子　編 不二出版 1997

日本女性運動資料集成５巻 生活・労働Ⅱ 鈴木裕子　編 不二出版 1997

日本女性運動資料集成６巻 生活・労働Ⅲ 鈴木裕子　編 不二出版 1997

日本女性運動資料集成７巻 生活・労働Ⅳ 鈴木裕子　編 不二出版 1997

日本女性運動資料集成８巻 人権・廃娼Ⅱ 鈴木裕子　編 不二出版 1997

日本女性運動資料集成９巻 人権・廃娼Ⅰ 鈴木裕子　編 不二出版 1997

日本女性運動資料集成１０巻 戦争 鈴木裕子　編 不二出版 1997

日本女性運動資料集成別巻 索引 鈴木裕子　編 不二出版 1997

日本女性史１
文　　野村育世
絵　　石井　勉

大月書店 2010

日本女性史２
文　　関　民子
絵　　菊池ひと美

大月書店 2010

日本女性史３
文　　早川紀代
絵　　石橋富士子

大月書店 2010

日本女性史４ 野村育代　関民子　早川紀代 大月書店 2010

日本女性史大辞典 金子幸子ほか 吉川弘文館 2007

日本女性史入門講座 女と家 吉見周子　編 同成社 1988

日本女性生活史 近代 女性史総合研究会　編 東京大学出版会 1990

日本女性の社会的地位
昭和６０年国勢調査モノグラ

フシリーズ№３
総務庁統計局　監修

（財）日本統計協
会

1990

日本人と経済 橘木　俊詔 東洋経済新報社 2015

日本人にとって美しさとは何か 高階秀爾 筑摩書房 2015

日本人の性行動・性意識 NHK出版
日本放送出版協

会
2002

日本人の魂と新島八重 櫻井よしこ 小学館 2013

日本人のデータ 話題の達人倶楽部 青春出版社 2004

日本でいちばん大切にしたい会社 坂本光司 あさ出版 2008

日本における差別と人権　第二版 部落解放研究所　編 解放出版社 1990

日本・日本語・日本人 大野　晋，森本哲郎，鈴木孝夫 新潮選書 2001

日本の「運命」について語ろう 浅田次郎 幻冬舎 2015

日本の課題を読み解くわたしの構想　中核層への９０の
メッセージ１

総合研究開発機構（NIRA) 時事通信社 2016

日本の雇用と中高年 濱口桂一郎 筑摩書房 2014

日本のジェンダーを考える 川口　明 有斐閣 2013

日本の将来推計人口 平成４年９月推計 厚生省人口問題研究所　編
財団法人　厚生
統計協会

1992

日本の女性データバンク 板東真理子 財務省印刷局 1992

日本の男性の心理学 柏木恵子・高橋恵子 有斐閣 2008



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

日本の不平等
格差社会の幻想と未来

大竹　文雄
日本経済新聞社

出版
2006

日本ファザコン文学史 田中貴子 紀伊国屋書店 1998

日本婦人問題資料集成 近代日本婦人問題年表 丸岡秀子，山口美代子　編 ドメス出版 1988

日本をダメにした10の裁判 チームＪ
日本経済新聞新

聞社
2008

日本をダメにしたB層の研究 適菜　収 講談社 2012

二枚腰のすすめ
鷲田清一 世界思想社

2020

ニュー・ウーマン
いい仕事をして豊かに暮ら

す法
千葉敦子 三笠書房 1995

乳がん 山内英子 主婦の友社 2012

乳がん安心！生活ブック TODAY編集部 VOL-NEXT 2007

「乳がん検診」がよくわかる本 坂　佳奈子 文藝春秋 2006

ニューシルバーの誕生
高齢化社会とシルバービジ

ネス
菅原眞理子 東洋経済新報社 1992

ニューヨークの女性の「強く美しく」生きる方法 エリカ 大和書房 2014

女房が宇宙を飛んだ 向井　万起男 講談社 1999

女房対策 川北義則 サンマーク出版 2014

女人禁制Q＆A 源　淳子 解放出版社 2005

人間って何ですか？ 夢枕　獏 集英社新書 2014

人間の分際 曽野　綾子 幻冬舎 2015

人間の煩悩 佐藤愛子 幻冬舎 2016

認知考古学とは何か 松本直子ほか 青木書店 2003

認知考古学の理論と実践的研究 松本直子 九州大学出版会 2000

ヌルラン 辛酸なめ子 太田出版 2018

寝たきりにならないために 老後を考える 二瓶万代子 ミネルヴァ書房 1993

ネトゲ廃女 石川　結貴 リーダーズノート 2010

年金力をつけよう いくらもらえる？どう生きる？ 週刊朝日臨時増刊 朝日新聞社 2004

脳梗塞・脳出血・くも膜下出血 高木誠 主婦の友社
2011

脳は０．１秒で恋をする 「赤い糸」の科学 茂木健一郎 ＰＨＰ研究所 2009

「ノー」をいえる子どもに
ＣAP/子どもが暴力から守る
ための教育プログラム

サリー・クーパー著　森田ゆり　監訳
砂川真澄　訳

童話館出版 1995

残されている希望 瀬戸内　寂聴 NHK出版 2001

のれん越しに笑顔がのぞく
勝山ー暮らしから始まるまち

づくり
NPO勝山町並み委員会 吉備人出版 2010

ノンパラ 山本貴代 マガジンハウス 2001

ノンママという生き方　子のない女はダメですか？ 香山リカ 幻冬舎 2016

パークアヴェニューの妻たち ウェンデー・マーチン 講談社 2016

パート・アルバイトのトラブル対処術 金子雅臣 緑風出版 1997

ハートドクター　ハイネス・ドロップ たばた　ともみ 手帖舎 2009

パートナーシップの時代 札幌有職婦人クラブ　編 北海道新聞社 1988

ハーバードの人生が変わる東洋哲学 マイケル・ピュエット 早川書房 2016



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

ハーバードの人生を変える授業 タン・ベル・シャハー 大和書房 2015

ハーフ・ザ・スカイ
N.D.ｸﾘｽﾄﾌ
S.ウーダン

英治出版 2010

配偶者からの暴力に関する事例調査 内閣府　男女共同参画局
内閣府　男女共
同参画局

2002

ハイスペック女子の憂鬱 矢島新子 洋泉社 2017

ハケン道
ハケンで生きるあなたへの９

つの処方箋
武田　りお 扶桑社 2007

始まりの木
夏川草介 小学館

2020

はじめて講師を頼まれたら読む本 大谷由里子 中経出版 2009

初めての介護研究マニュアル 矢原隆行 保育社 2002

はじめてのジェンダー・スタディーズ
森永康子・神戸女学院大学ジェン
ダー研究会　編

北大路書房 2003

はじめて学ぶジェンダー論 大月書店 伊田広行 大月書店 2004

奔る女たち 栃木県立美術館 栃木県立美術館 2001

走る哲学 為末　大 扶桑社 2012

橋を渡る 吉田修一 文藝春秋 2015

パソコン講座ガイドブック
「女性と貧困」問題への女性・男女共

同参画センターの取り組み
青木玲子，太田恭子，大野曜，加藤
志生子，姫野順子

全国女性会館協
議会

2008

BUTTER　バター 柚木　麻子 新潮社 2017

働かないオジサンの給料はなぜ高いのか 楠木新 新潮新書 2014

働き方の男女不平等―理論と実証分析 山口一男
日本経済新聞出

版
2017

働きながら親を看とる 女の自立と老人介護 沖藤典子 学陽書房 1990

働く女の言い分 木野島光美 飛鳥新社 1989

働く女は敵ばかり 遙洋子 朝日新聞出版 2001

働くこととジェンダー 倉地克直・沢山美果子／編 世界思想社 2008

働くことの哲学 ラース・スヴェンセン 紀伊国屋書店 2016

働く女子の運命 濱口桂一郎 文藝春秋 2015

働く女性と母性健康管理
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
監修

労働調査会 2001

働く女性の24時間 野村浩子
日本経済新聞出

版
2005

働く女性ほんとの格差 石塚由紀夫
日本経済新聞出

版
2018

働くって何だ 森　清
岩波ジュニア新

書
2006
2010

働く／働かない／フェミニズム
家事労働と賃労働の呪

縛？！
小倉利丸／大橋由香子　編 青弓社 1992

働く母親たちが危ない
バーバラ・J・バーグ著　片岡しの
ぶ・金利光　訳

晶文社 1990

働くパパのための「幸せな家族」のつくり方 あいはら　ひろゆき 日経BP社 2007

働くママに効く心のビタミン 上田理恵子 日経BP社 2009

働くママ＆パパ子育て110の知恵 保育園を考える親の会 医学通信社 2006

８０５０問題の深層
川北稔 NHK出版

2019

発達障害チェックシートできました
すぎむらなおみ
「しーとん」

生活書院 2010

バッド・マザーの神話
斎藤学　監訳　橘由子　青島淳子
訳

誠信書房 1995

ハッピーチャイルドに育てる１９の知恵 好本　恵　編 NHK出版 2000



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

ハッピーなお葬式がしたい！ 若尾　裕之 マガジンハウス 2007

ハッピーな自分になれる100の魔法 デビット・ニーブン 文香社 2000

ハッピーバースディ 青木和雄 光明社 1999

HAPPYをさがしてあるこう リビーリース メイツ出版 2006

花子とアンへの道 村岡恵理 新潮社 2014

話を聞いてよ、お父さん！比べないでね、お母さん！ 増田修治 主婦の友社 2001

パナソニック人事抗争史 岩瀬達哉 講談社 2015

はなちゃんのみそ汁 安武信吾　安武千恵、はな 文藝春秋 2012

花になるらん 玉岡かおる 新潮社 2017

花のある人花になる人 草柳大蔵 グラフ社 2001

花のようにする 藤谷　治 ポプラ社 2012

花ひらく ならの女性生活史 ならの女性生活史編さん委員会　編 ドメス出版 1995

花婿学校 いい男になるための１０章 樋口恵子・斎藤茂男・板本洋子　編 三省堂 1990

花桃実桃 中島　京子 中央公論社 2011

母親が知らない 魚住絹代 大和出版 2004

母親であること母親になること 安藤一男 マルシュ社 2000

母ではなくて、親になる 山崎ナオコーラ 河出書房 2017

母という暴力 芹沢　俊介 春秋社 2001

母という病 岡田　尊司 ポプラ社 2012

パパと怒り鬼 グロー・ダーレ
ひさかたチャイル

ト
2011

「母と息子」の日本論
品田知美 亜紀書房

2020

パパの生きかた知ってくれ 毛利子来の親子塾 松山猛　編 晶文社 1987

母の遺産 水村　美苗 中央公論新社 2012

母のいる場所 久田　恵 文藝春秋 2001

母の歌セレクション 秋田　健 風鹿社 2001

パパの極意 仕事も育児も楽しむ生き方 安藤哲也
NHK出版
生活人新書

2008

〈母〉の根源を求めて
ジュリア・クリステヴァ
カトリーヌ・クレマン

光芒社 2001

「母」のせいで結婚できない女たち 岡野あつこ，倉田真由美 日本文芸者 2011

母の力～土光敏夫をつくった１００の言葉～ 出町　譲 文藝春秋 2013

パパはママを愛さない
LOVE・ＤＡＴＡにみる男のモ

ンダイ
村瀬春樹 エイジェイ出版 1991

母・娘・祖母が共存するために 信田さよ子 朝日新聞出版 2017

ハピネス 桐野　夏生 光文社 2013

パリ、この愛しい人たち 雨宮塔子 講談社 2014

張扇一筋ジェンダー講談 室井琴桜 悠飛社 2002

ハリネズミの願い トーンテレヘン 新潮社 2016

パリのおばあさんの物語
スージー・モルゲンステルヌ
岸　恵子訳

千倉書房 2008



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

パリの女は産んでいる 中島さおり 集英社 2008

パリの朝食はいつもカフェオレとバケット
国末則子 プレジデント社 2016

パリママの２４時間 仕事・家族・自分 中島　さおり 集英社 2008

パワーハラスメントなんでも相談 金子雅臣 日本評論社 2005

ハワイで大の字 さおり＆トニーの冒険紀行 小栗左多里＆トニー・ラズロ
ソニー・マガジン

ズ
2005

犯科帳のなかの女たち 岡山藩の記録から 妻鹿淳子 平凡社 1995

犯罪被害者救出マニュアル
第二東京弁護士会犯罪被害者支援
センター運営委員会

小学館 2002

晩鐘 佐藤　愛子 文藝春秋 2014

ピーターの法則―「階層社会学」が暴く会社に無能があ
ふれる理由

ローレンス・Ｊ・ピーター
レイモンド・ハル

ダイヤモンド社 2018

ピエタ 大島真寿美 ポプラ社 2011

比較藝術学　第２号（Aube)
京都造形芸術大学　比較藝術学研
究センター

淡交社 2007

光に向かって１００の花束 高森顕徹 １万年堂出版 2000

光りの犬 松家仁之 新潮社 2017

ひきこもり 斎藤環 NHK出版 2004

「ひきこもり」救出マニュアル 斎藤環 ＰＨＰ研究所 2002

ひきこもる心理とじこもる心理 高塚雄介 学陽書房 2002

引き出しの中のラブレター 新堂冬樹 河出書房 2009

ピケティ「２１世紀の資本」を読む
P.グルーマン
Ｓ・ジジェク

現代思想 2014

Because I am a Girl　わたしは女の子だから 角田　光代　翻訳 英治出版 2012

ひこばえに咲く 玉岡 かおる ＰＨＰ 2013

非婚ですが、それが何か！？ 上野千鶴子・水無田気流 ビジネス社 2015

ビジネス敬語のルールとマナー 高橋書店 高橋書店 2014

ビジネスチャンスは女と時間 日本経済新聞社 日本経済新聞社 2005

ビジネスパーソンが介護離職をしてはいけないこれだけ
の理由

酒井穣
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2018

ビジネスマンの夫へ 妻たち100人のメッセージ 河野　貴代美 経済調査会 1992

ビジネスマンの父より息子への３０通の
手紙

キングスレイ・ウォード 新潮文庫
1994
2010

非常民の性民俗 赤松啓介 明石書店 1992

羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋 2015

備中高松城水攻の検証 林　信男
高松城址保興会
のあゆみ

1999

ビデオで女性学 井上輝子ほか 有斐閣 1999

ひと 小野寺史宜 祥伝社 2018

ひと味ちがう人権ワークショップ 山中千枝子 明石書房 2002

人が集まる！行列ができる！講座、イベントの作り方 牟田　静香 講談社 2007

ひとが否定されないルール 日木　流奈 講談社 2002

ひとことの力－松下幸之助の言葉 江口克彦 東洋経済新報社 2014

ひとつ上のプレゼン 真木　準 インプレス 2005



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

ひとつではない女の性
リュース・イリガライ著　棚沢直子
訳

勁草書房 1987

人とつきあうのが今よりラクになる本 中村延江 大和書房 2001

人になる　家庭の愛をくださいⅡ 花輪次郎 一光社 1999

人には言えない老い支度人生相談 岡田信子 主婦の友社 2000

人の名前が出てこなくなったときに読む本 松原英多 ロングセラーズ 2018

ヒトの見方 養老孟司 筑摩書房 1985

人は死なない 矢作　直樹 バジリコ
2011
2013

ひとり暮らしの生活術 婦人之友社編集部　編 婦人之友社 1992

「人を好きになってはいけない」といわれて 大沼　安正 講談社 2002

火花 又吉直樹 文藝春秋 2015

非・バランス 魚住直子 講談社 2006

日々コウジ中 柴本　礼 主婦の友社 2010

暇と退屈の倫理学 國分　功一郎 朝日出版社 2011

姫の告白 姫井　由美子 双葉社 2007

１００円のコーラを１０００円で売る方法 永井孝尚 中経出版 2013

１００歳まで介護がいらない人になる４つの習慣 石原　結實 PHP研究所 2012

一〇三歳になってわかったこと
―人生は一人でも面白い

篠田桃紅 幻冬舎 2015

１１９BOOK 昭和大学病院救命救急センター
メディアファクト

リー
2000

百人一首 あんの秀子 池田書店 2010

１００人のおばちゃん品川に見～っけ！ みんなで子育てまちづくり 丹羽洋子 ひとなる書房 2008

百年の『女婦人公論』が見た大正、昭和、平成 酒井順子 中央公論新社 2018

漂流者の生き方
姜尚中・五木寛之 東京書籍

2020

ひらめきスイッチ大全 アスラン編集スタジオ
サンクチュアリ出

版
2013

ヒルズ・エンド
アイバン・サウスオール
小野　章訳

平論社 2010

広岡浅子　気高き生涯 長尾剛 PHP研究所 2015

弘兼流６０歳からの手ぶら人生 弘兼憲史 海竜社 2016

貧困世代 藤田孝典 講談社現代新書 2015

貧困と自己責任の近世日本史 木下光生 人文書院 2017

貧困の戦後史 岩田正美 筑摩書房 2017

ファーストラヴ 島本理生 文藝春秋 2018

ファミリア創業者板野惇子 中野明 中央公論社 2016

ファミリー・シークレット 柳　美里 講談社 2010

フィールドワーク探求術 西川　麦子 ミネルヴァ書房 2010

フェイスブック～子どもじみた王国～ キャサリン・ロッシ 河出書房新社 2013

フェミニスト・カウンセリング 河野貴代美 新水社 1991

フェミニズム 江原由美子　金井淑子 新曜社 1997



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

フェミニズムからみたヒロシマ 上野千鶴子 家族社 2002

フェミニズム・サブカルチャ－批評宣言 村瀬ひろみ 春秋社 2000

フェミニズムと権力作用 江原由美子 けい草書房 1988

フェミニズムと対話した女性たち
フェミニズムと対話した女性たち
編集委員会

新水社 2003

フェミニズムのパラドックス 江原由美子 勁草書房 2007

フェミニズム法学 朝倉むつ子 明石書店 2004

フェミニズム歴史事典
ジャネット・K・ボールズ
ダイアン・ロング・ボーヴェラ

明石書店 2000

フェミニン・エンディング
音楽・ジェンダー・セクシュア

リティ
スーザン・マクレアリ（著）／女性と
音楽研究フォーラム（訳）

新水社 1997

部下を好きになってください IBMの女性活用戦略 内永　ゆか子 勁草書房 2007

武器としての人口減社会
村上由美子 光文社

2016

福沢諭吉と女性 西澤　直子
慶應義塾大学出

版
2011

福祉政治史 田中拓道 勁草書房 2017

福島瑞穂の時代探検
弁護士の眼で見た女と男の

関係学
福島瑞穂 明石書店 1990

父子家庭を生きる 男と親の間 春日キスヨ 勁草書房 1989

ふしぎな声のする町で ほしおさなえ 徳間書店 2013

フジコ１４歳の夏、夢つづる絵日記 フジコ・ヘミング 暮しの手帖社 2018

フジ子・ヘミングの「魂のことば」 フジ子・ヘミング 清流出版 2002

父子消費 山岡　拓
日本経済新聞出

版社
2007

藤の衣に麻の衾 富岡多恵子 中央公論社 1990

富士見産婦人科病院事件
私たちの30年の
たたかい

富士見産婦人科病院　被害者同盟
原告団

一葉社 2010

不祥事 池井戸潤 実業之日本社 2014

『婦人公論』にみる昭和文芸史 森　まゆみ 中央公論新社 2007

婦人の賃金と福祉 婦人解放の今日的課題 竹中恵美子 創元社 1977

婦人白書1998 日本婦人国体連合会 ほるぷ出版 1998

ふたり　皇后美智子と石牟礼道子 高山文彦 講談社文庫 2018

ふたりの関係にひびが入ったら ファ－スト・マナ－ラ原　典子訳 草思社 2000

ふたりのハッピーメニュー ケンタロウ 講談社 2003

「プチ・ストレス」にさよならする本 保坂　隆 PHP研究者 2003

部長、「ウチにLGBTはいないから」は通用しません!
神谷悠一・松岡宗嗣 集英社

2020

部長、その恋愛はセクハラです！ 牟田　和恵 集英社新書 2013

普通の家族がいちばん怖い
徹底調査！破滅する日本の

食卓
岩村　暢子 新潮社 2007

復刻版　青鞜 明治４４年９月ー１２月 不二 1986

復刻版　青鞜 明治４５年１月ー６月 不二 1986

復刻版　青鞜 明治４５年７月ー１２月 不二 1986

復刻版　青鞜 大正２年１月ー６月 不二 1986

復刻版　青鞜 大正２年７月ー１２月 不二 1986



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

復刻版　青鞜 大正３年１月ー６月 不二 1986

復刻版　青鞜 大正３年７月ー１２月 不二 1986

復刻版　青鞜 大正４年１月ー６月 不二 1986

復刻版　青鞜 大正４年７月ー１２月 不二 1986

復刻版　青鞜 大正５年１月ー２月 不二 1986

プッツン・ママ物語 ６つの家族の狂騒曲 鈴木みち子 勁草書房 1988

舟を編む 三浦しをん 光文社 2013

不平等を考える　政治理論入門 齋藤純一 筑摩書房 2017

無頼化した女たち 水無田　気流 亜紀書房 2014

プライベート・ゲイ・ライフ ポスト恋愛論 伏見憲明 学陽書房 1998

部落に伝わる根っ子話・第１集 被差別部落の民話 田中龍雄 明石書店 1984

ブラックウェルに憧れて
南杏子 光文社

2020

フランス女性の働き方 Ｍ・ジュリアーノ 日本経済新聞社 2010

フランス人は１０着しか服を持たない ジェニファー・L・スコット 大和書房 2014

フランス父親事情 浅野　素女 築地書館 2007

フランスの子育てが、日本よりも１０倍楽な理由 横田増男 洋泉社 2009

フランスのパパはあわてない
―妊娠から産後まで妻を支える160の心得

バイエス　リオネル
ル・ゴエデック　ブノワ

CCメディアハウス 2016

フリーエージェント社会の到来 ダニエル・ピンク ダイヤモンド社
2002
2010

プリズム 百田　尚樹 幻冬者 2011

フルキャリマネジメント
子育てしながら働く部下を持つマネージャーの心得

武田佳奈 東洋経済新報社 2019

古くて豊かなイギリスの家便利で貧しい日本の家 井形慶子 大和書房 2000

フルタイム・ファーザー 専業パパの子育て成功の秘訣
リチャード・ハロウズ著
寺西のぶ子　訳

カナリア書房 2007

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

「フレディ」から学んだこと 日野原重明 童話屋 2000

プレニテュード
－新しい＜豊かさ＞の経済学－

ジュリエット・Ｂ
・ショア

岩波書店 2011

ブレンダと呼ばれた少年 ジョン・コラピント 扶桑社 2005

プロカウンセラ－の聞く技術 東山紘久 創元社 2000

プロフェッショナル　マネージャーの仕事はたった１つ 高木晴夫 かんき出版 2013

フロム　愛と性と母権制 滝沢海南子　渡辺憲正　訳 新評論 1997

分断を生むエジソン
北野唯我 講談社

2019

平安京都市社会史の研究 京楽真帆子 塙書房 2008

米国きゃりあうーまん事情 菅原眞理子 東洋経済新報社 1982

兵士になった女性たち
近世ヨーロッパにおける異性

装の伝統
ルドルフ・M・デッガー/ロッテ・C・ファ
ン・ドゥ・ポル　著　　　　　大木昌　訳

法政大学出版局 2007

平成オトコ塾 悩める男子のための全6章 澁谷　知美 筑摩書房 2009

平成１０年度女性学講座エンパワーメントの女性学Ⅳ 北九州市立女性センタームーブ
北九州市立女性
センタームーブ

1997

平成10年度版　女性労働白書
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
編

財団法人　２１世
紀職業財団

1999



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

平成１０年版　男女共同参画白書 男女共同参画の現状と施策 総理府　編 大蔵省印刷局 1998

平成１０年経済白書 経済企画庁 経済企画庁 1998

平成１１年版　男女共同参画白書 男女共同参画の現状と施策 総理府　編 大蔵省印刷局 1999

平成11年版　男女共同参画白書男女共同参画の現状
と施策 総理府　編 大蔵省印刷局 1999

平成１１年版中小企業白書 中小企業編 中小企業庁 1999

平成12年度版　女性労働白書
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
編

財団法人　２１世
紀職業財団

2001

平成12年版男女共同参画白書 総理府 大蔵省印刷局 2000

平成１２版厚生白書 厚生労働省 ぎょうせい 2000

平成１３年度厚生労働白書 厚生労働省 ぎょうせい 2001

平成13年度版　女性労働白書
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
編

財団法人　２１世
紀職業財団

2002

平成１３年版男女共同参画白書 内閣府　編 財務省印刷局 2001

平成14年度版　女性労働白書
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
編

財団法人　２１世
紀職業財団

2003

平成１４年版男女共同参画白書 内閣府　編 ぎょうせい 2004

平成15年度版　女性労働白書
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
編

財団法人　２１世
紀職業財団

2004

平成１５年版　国民生活白書　「暮らしと社会シリーズ」
デフレと生活－若年フリー

ターの現在
内閣府　編 ぎょうせい 2003

平成15年版男女共同参画白書 内閣府　編 国立印刷局 2003

平成16年国民生活白書 内閣府 国立印刷局 2004

平成16年度少子化社会白書 内閣府 ぎょうせい 2004

平成16年度版女性労働白書
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
編

財団法人　２１世
紀職業財団

2005

平成16年版　男女共同参画白書 内閣府　編 国立印刷局 2004

平成17年版厚生労働白書 厚生労働省 ぎょうせい 2005

平成17年版男女共同参画白書 内閣府 国立印刷局 2005

平成18年度版男女共同参画白書 内閣府 国立印刷局 2006

平成18年度版犯罪白書 法務省 国立印刷局 2006

平成19年度版　厚生労働白書 医療構造改革の目指すもの 厚生労働省 ぎょうせい 2007

平成19年度版　少子化社会白書 内閣府 日経印刷 2007

平成19年度版　男女共同参画白書 内閣府 日経印刷 2007

平成20年度版　厚生労働白書 生涯を通じた自立と支え合い 厚生労働省 ぎょうせい 2008

平成2１年度版　厚生労働白書
暮らしと社会の安定に向け

た自立支援
厚生労働省 ぎょうせい 2009

平成21年度版　高齢社会白書 内閣府 佐伯印刷 2009

平成２１年度版　男女共同参画白書 内閣府 佐伯印刷 2009

平成22年度版　男女共同参画白書 内閣府　男女共同参画局 中和印刷 2010

平成24年度版　男女共同参画白書 内閣府　男女共同参画局 勝美印刷 2012

平成25年度版　男女共同参画白書 内閣府　男女共同参画局 新高速印刷 2013

平成４年版　婦人労働の実情 労働省婦人局　編 大蔵省印刷局 1992

平成６年版　働く女性の実情 労働省婦人局　編
（財）２１世紀職業

財団
1994



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

平成７年度　国民生活選好度調査 豊かな社会の国民意識 経済企画庁国民生活局　編 大蔵省印刷局 1996

平成７年版　働く女性の実情 労働省婦人局　編
（財）２１世紀職業

財団
1995

平成８年度女性学講座エンパワーメントの女性学Ⅱ 北九州市立女性センタームーブ
北九州市立女性
センタームーブ

1997

平成８年版　働く女性の実情 労働省婦人局　編
（財）２１世紀職業

財団
1996

平成９年度女性学講座エンパワーメントの女性学Ⅲ 北九州市立女性センタームーブ
北九州市立女性
センタームーブ

1997

平成９年版　働く女性の実情 労働省女性局 ほるぷ出版 2000

平成９年版　働く女性の実情 労働省女性局　編
財団法人　２１世
紀職業財団

1998

平和をみつめ　生命をみつめ 新婦人３０年のあゆみ 新日本婦人の会岡山県本部 手帖舎 1992

ベーベル婦人論 伊藤　勉　ほか 大月書店 1989

へこたれない心養う 園田天光光 学研 2012

ベストパートナーになるために ジョン・グレイ　大島渚訳 三笠書房 1993

ペテロの葬列 宮部みゆき 集英社 2013

ベビ－サインまだ話せない赤ちゃんと話す方法
リンダ・アクレドロ／ザン・グッドウィ
ン原作たきざわあき編訳

径書房 2001

へろへろ 鹿子裕文 ナナロク社 2015

勉強するのは何のため？ 苫野　一徳 日本評論社 2013

保育は人間学よ 鈴木とく 小学館 2000

法学入門 松田　聰子 不磨書房 1998

法女性学 その構築と課題 金城清子 日本評論社 1991

法女性学への招待
国際法・家族法・労働法・憲

法を中心に
山下泰子，戒能民江，神尾真知子，
植野妙実子

有斐閣 1996

暴走老人 藤原　智美 文藝春秋 2007

法に退けられる子どもたち 坂本洋子 岩波書店 2008

暴力は親に向かう 二神　能期 東洋経済新報社 2007

暴力被害者と出会うあなたへ 友田尋子 医学書院 2006

ホカツと家族
サワダワタル 平凡社

2019

北欧女子オーサが見つけた日本の不思議①
オーサ・イェークストロム KADOKAWA

2015

北欧女子オーサが見つけた日本の不思議②
オーサ・イェークストロム KADOKAWA

2015

北欧女子オーサが見つけた日本の不思議③
オーサ・イェークストロム KADOKAWA

2017

北欧女子オーサが見つけた日本の不思議④
オーサ・イェークストロム KADOKAWA

2018

北欧のノーマライゼーション
エイジレス社会の暮らしと住

まいを訪ねて
田中一正／文
川口政則／写真

TOTO出版 2008

ぼくがきみを殺すまで あさのあつこ 朝日新聞出版 2018

ぼくがジョブズに教えたこと
ノーラン・ブッシュネル＆ジーン・ス
トーン

飛鳥新社 2014

僕たちの前途 古市　憲寿 講談社 2012

僕の死に方 金子哲雄 小学館 2013

ぼくのほんとうの話 うさきこう 幻冬舎 2017

ぼくの守る星 神田茜 集英社 2014

母子関係
マザーコンプレックスからの

解放
斎藤茂太 光文社 1979



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

星と星座 山川　史郎 小学館 2012

星に願いを、そして手を。 青羽悠 集英社 2017

母性愛神話とのたたかい 大日向雅美 草土文化 2002

母性愛神話の罠 大日向雅美 日本評論社 2000

母性　こころ・からだ・社会 繁多進　大日向雅美　編 新曜社 1988

母性と仕事に揺れる三十代 イタリア女性たちは語る マリーナ・ピアッツァ ミネルヴァ書房 2007

母性をつくりなおす バーバラ・Ｋ・ロスマン 勁草書房 1996

没イチ 小谷みどり 新潮社 2018

ほっとする禅語 渡會正純　　　　石飛博光 二玄社 2003

ポトスライムの舟 津村記久子 講談社 2009

ほどほどの効用　安心録 曾野綾子 詳伝社 2000

ボブ・グリーンの父親日記 西野薫　訳 中央公論社 1987

ホモ・デウス上 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房 2018

ホモ・デウス下 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房 2018

ボランティアの招待 岩波書店編集部 岩波書店 2001

本が虫 養老孟司 法蔵館 1994

本日は、お日柄もよく 原田マハ 徳間書店 2013

ほんとうの贅沢 吉沢久子 あさ出版 2016

本音の置き場所
バービー 講談社

2020

煩悩フリーの働き方。 小池 龍之介 角川文庫 2013

本物の思考力 出口治明 小学館 2017

本屋さんになる！ 岡崎武志 メタローグ 2004

毎アルツイート・マミー 関口　祐加
パド・ウィメンズ・
オフィス

2014

マイ・ストーリー
ミシェル・オバマ 集英社

2019

「マイナスの財産」 ボランティア活動実践記録 増田勵 三東 1983

毎日かあさん４　出戻り編 西原理恵子 毎日新聞社 2007

前向き 吉沢　久子 マガジンハウス 2012

枕草子リミックス 酒井順子 新潮社 2004

負け犬の遠吠え 酒井順子 講談社 2003

負けない力 橋本　治 大和書房 2015

負けんとき＜上巻＞－ヴォ－リズ満喜子の種をまく
日々

玉岡　かおる 新潮社 2011

負けんとき＜下巻＞－ヴォ－リズ満喜子の種をまく
日々

玉岡　かおる 新潮社 2011

マザー・ストレス 上原章江 青春出版社 2001

マザコン少年の末路 女と男の未来 上野千鶴子 河合出版 1991

真面目な人は長生きする 岡田　尊司 幻冬舎 2014

「まだ結婚しないの？」に答える理論武装 伊田　広行 光文社 2008



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

松井秀喜物語
少年時代から今日までの、

全てを明かす
広岡勲 学研 1998

学び・未来・NGO 若井晋 新評論 2001

真備六十年のあゆみ 昭和とともに歴史を重ねて
真備学園創立六十周年記念事業
実行委員会

ぎょうせい 1986

ママがかぜになれたら重度障害者の私のねがい 岸川悦子 ポプラ社 1999

ママが子どもを地震から守るための本
ママが地震災害から子どもを守るプ
ロジェクト

メイツ出版 2007

ママとパパに聞かせたい２７の話 鈴木光司 海拓者 1999

ママはテンパリスト 東村　アキコ 集英社 2008

ママはテンパリスト 東村　アキコ 集英社 2009

ママはテンパリスト３ 東村　アキコ 集英社 2010

ママも今日から働くワ！ 主婦の再就職講座 上田晶美
日本経済新聞出

版社
2008

繭 青山七恵 新潮社 2015

マリー・アントワネット物語展 ベルナール・シュヴァリエ
大向デザイン事

務所
2012

マリー・キュリーの挑戦
科学・戦争・ジェンダー

川島　慶子 トランスビュー 2010

マルクス・ガブリエル欲望の時代を哲学する
丸山俊一
NHK「欲望の時代の哲学」制作班

NHK出版 2018

マンガ　男と女の法律相談 中島真介　監修 高橋書店 1992

まんが親１ 吉田戦車 小学館 2012

まんがと生きて わたなべ　まさこ 双葉社 2008

マンガ版「江戸しぐさ」入門 イキで素直にカッコよく 新潟江戸しぐさ研究会 三五館 2007

満願 米澤穂信 新潮社 2014

満足できない女たち
アラフォーは何を求めている

のか
田中　亜紀子 PHP新書 2006

見えない戦争 私が訪ねた戦後の湾岸 斎藤千代　編 BOC出版 1991

みかづき 森　絵都 集英社 2016

未婚化社会の親子関係 宮本みち子 有斐閣 1997

未熟な夫とどうつきあうの？ 山崎雅保 リヨン社 2004

ミス＆ミセス 阿部川キネコ 双葉社 2006

三十路のカサブタ 上田良子
情報センター
出版局

2005

身近に起きる医療ミス　医療事故対処法 医療過誤事例研究会　田中匡　編 平和出版 2003

道草してキャリアデザイン 坂巻美和子 西田書店 2005

ミッションー元スターバックスCEOが教える働く理由 岩田　松雄 アスコム 2012

見てる、知ってる、考えてる 中島芭旺 サンマーク出版 2016

緑の神おタカが行く うめたにつぐみ
大阪府男女協働
社会づくり財団

2002

未妊 河合　蘭
日本放送出版協

会
2006

姦と姦のあいだ 寺田明子 東京経済 2000

ミライの授業 滝本哲史 講談社 2016

未来への学力と日本の教育
世界の幼児教育・保育改革
と学力

泉　千勢・一見真理子・汐見稔幸 明石書店 2008

未来を変える目標ＳＤＧ’ｓアイデアブック Ｔｈｉｎｋ the Earth 紀伊国屋書店 2018



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

民間非営利組織NPOとは何か 社会サービスの新しいあり方 電通総研　編 日本経済新聞社 1996

民族の歴史を旅する 民族移動史ノート 小林孝信 明石書店 1992

ムーブ叢書ジェンダー白書７
KEKKON 結婚～女と男の諸事情～

坂本　裕子 明石書店 2010

無限の玄/風下の朱 古谷田奈月 筑摩書房 2018

無限振子
精神科医となった自閉症者

の声無き叫び
Lobin H 協同医書出版社 2011

無戸籍の日本人 井戸まさえ 集英社 2016

息子を犯罪者にしない１１の方法 和田英樹ほか 草思社 2000

娘からの贈りもの 有森家の親と子の絆 有森茂夫・広子 萌文社 1994

娘と息子がつづる　おやじのせなか　オリジナルセレク
ション

おやじを語るプロジェクト　編 朝日新聞社 2007

娘より父親への３０通の手紙 １７歳から３０歳の娘の父親像 竹内博　編 竹内書店新社 1989

娘をもつ父親のための本 タケカワユキヒデ 集英社 2001

無葬社会 鵜飼秀徳 日経ＢＰ社 2016

村上海賊の娘上巻 和田 竜 新潮社 2013

村上海賊の娘下巻 和田 竜 新潮社 2013

村から工場へ 東南アジア女性の近代化経験 平井　京之介 NTT出版 2011

むらさきのスカート 今村夏子 朝日新聞出版 2019

村に火をつけ、白痴になれ 栗原康 岩波書店 2017

むらまち交流と地域活性化 持田紀治　編 家の光協会 1996

明治・大正家庭史年表 下川耿史 河出書房新社 2000

めざめる女つぶやく男 ジェンダー・学び・プロジェクト　編 解放出版社 2003

メディア・コントロール ノーム・チョムスキー 集英社 2003

メディアにひそむ母性愛神話 大日向雅美 草土文化 2003

メディアリテラシー新版 鈴木みどり リベルタ出版 2004

メデイア・リテラシ－とジェンダ－ ド－ンセンタ－ 現代書館 2009

目で見る人口リプロと家族計画 ジョイセフ ジョイセフ 1982

目に見えないけれど、人生でいちばん
大切なこと

木村秋則、鍵山秀三郎 PHP 2014

メノポ－ズからのからだ・心・性 宮　淑子 現代書館 2000

メンタルの強化書
佐藤優 インプレス

2020

面倒だから、しよう 渡辺　和子 幻冬舎 2014

もう「いい人」になるのはやめなさい 潮凪 洋介 中経出版 2013

もう一度働きたい 遠藤知子 文藝春秋 1998

もう一度ママの声が聞きたい 周　希誠 西崎武芳 2008

もう「ひとり」は怖くない 津田　和壽澄 祥伝社 2001

もしも一年後、この世にいないとしたら。 清水研 文響社 2019

もしも男に言葉があったら
サミュエル・シェム　ジャネット・サ
リー

NHK出版 2000

もしものせかい
ヨシタケシンスケ 赤ちゃんとママ社

2020



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

もしも紫式部が大企業のOLだったなら 井上ミノル 創元社 2013

モスクワの女たち
カローラ・ハンソン　カリン・リーデン
著　大津典子　訳

阿吽社 1988

モダンガ－ル論 斉藤美奈子 マガジンハウス 2000

モテる構造　男と女の社会学 山田昌弘 筑摩書房 2016

物語を生きる 河合　隼雄 小学館 2002

物は言いよう 斉藤美奈子 平凡社 2004

ももこの２１世紀日記 さくらももこ 幻冬舎 2003

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 2015

森があふれる
綾瀬まる 河出書房

2019

森に眠る魚 角田　光代 双葉社 2008

文科省/高校「妊活」教材の嘘 西山千恵子　拓殖あづみ 論創社 2017

八重の虹 加来　耕三 育鵬社 2013

野球は阪神私は独身 遙洋子 青春出版社 2002

約束の海 山崎　豊子 新潮社 2014

夜行観覧車 湊かなえ 双葉社 2010

優しい音楽
瀬尾まいこ 双葉社

2019

やってのけるー意志力を使わずに自分を動かす
ハイディ・グラント・
ハルバーソン

大和書房 2013

やっと。やっと！
パニック障害からぬけ出せ

そう・・・
大場久美子 主婦と生活社 2009

山本有花のお金をふやすコツ！
上手に時間を使って、
夢をかなえる

山本有花 大和書房 2006

山本有花のお金をふやすコツ！
上手に時間を使って、夢をか
なえる

山本有花 大和書房 2006

闇の子供たち 梁　石日 幻冬舎 2002

ヤモリ、カエル、シジミチョウ 江國香織 朝日新聞出版 2014

やればできる
まわりの人と夢をかなえあう

4つの力
勝間和代 ダイヤモンド社 2009

遺言 養老孟司 新潮社 2017

遺言状を書いてみる 木村　晋介 ちくま新書 2001

遺言川柳 ＵＦＪ信託銀行編 幻冬舎 2003

悠久彩印 中村年延
作道印刷株式会

社
1996

有効期限の過ぎた亭主・賞味期限の切れた女房　　綾
小路きみまろ独演会

綾小路きみまろ PHP研究所 2002

有斐閣リブレ わかりやすい改正労働基準法 盛誠吾 有斐閣 1999

ゆび編み 篠原くにこ 辰巳出版 2000

ゆびあみレッスン 広瀬光治 日本ヴォーグ社 2001

夢みる教養 小平　麻衣子 河出書房新社 2016

夢も見ずに眠った 絲山秋子 河出書房 2019

夢をかたちにした女性たち
将来のキャリアを考えたいあ

なたへ
国立女性教育会館　編 朝陽会 2007

夢をかなえるゾウ 水野　敬也 飛鳥新社 2007

夜明けの約束 ロマン・ガリ 共和国 2017



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

ようこそ恐竜ラボへ 化石の謎をときあかす 林原自然科学博物館
NHKＰロモーショ
ン　読売新聞社

2007

幼児教育の経済学 ジェームズ・J・ヘックマン 東洋経済新報社 2015

「陽転」コミュニケーション 和田　裕美 日経ＢＰ 2010

養老孟司の人生論 養老孟司 PHP研究所 2016

欲がでました
ヨシタケシンスケ 新潮社

2020

よくわかる自治体の男女共同参画政策 広岡守穂 学陽書房 2001

与謝野晶子 松村由利子 中公叢書 2009

四十路越え！ 湯山　玲子 ワニブックス 2010

よってたかって 岡山市の公民館を考える会 BOC出版社 2005

嫁のいい分、姑のいい分 林　えり子 清流出版 2000

より良く死ぬ日のために
よりみちパン！セ

井上治代 イースト・プレス 2012

夜と霧
ヴィクトール・E.・フランクル
池田　香代子　訳

みすず書房 2002

弱音を吐いていいんだよ 岸　英光 講談社 2009

４７都道府県　女ひとりで行ってみよう 益田ミリ 幻冬舎 2008

ライオンのおやつ
小川糸 ポプラ社

2019

LIFE SHIFT 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

東洋経済新聞社 2016

ラストは初めから決まっていた
小手鞠るい ポプラ社

2021

ランチのアッコちゃん 柚木　麻子 双葉社 2013

リアル・シンデレラ 姫野　カオルコ 光文社 2010

LEAN IN～女性仕事リーダーへの意欲～ シェリル・サンドバーグ 日経出版 2013

リーダーになる人に知っておいてほしいこと
松下幸之助 PHP研究所

2009

リーダーは最後に食べなさい！－最強チームをつくる絶
対法則

サイモン・シネック 日本経済新聞社 2015

リクルートの女性力 福田七重 朝日新聞出版 2009

利己的な遺伝子　増補改題『生物＝生存機械論』 リチャード・ドーキンズ 紀伊国屋書店 1991

離婚しても子どもを幸せにする方法
イリサ・Ｐ・ベイネイデック・キャサリ
ン・Ｆ・ブラウン

日本評論社 1999

離婚という選択２ LIZ編集部
㈱キルタイムコ
ミュニケーション

1999

離婚という名のナスティゲーム 井原美紀 集英社 2002

りすが遊びにやって来る森のカフェ１２ヶ月 ももと　みらい 宝島社 2014

リプロダクティブヘルス 我妻　尭 南江堂 2002

リプロダクティブ/ライツ ヤンソン柳沢由美子 国土社 1997

リブ私史ノート 秋山洋子 インパクト出版会 1993

流 東山彰良 講談社 2015

リリース 古谷田奈月 光文社 2016

林住期が始まる 華やぎの午後のために 桐島洋子 海竜社 1990

凛と咲くなでしこジャパン30年目の歓喜と挑戦 日々野　真里
ＫＫベストセラー

ズ
2010

ルポ虐待　大阪二児置き去り死事件 杉山　春 ちくま新書 2013



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

ルポ　雇用劣化不況 竹信　三恵子 岩波書店 2009

ルポ父親たちの葛藤　仕事と家庭の両立は夢なのか おおた　としまさ PHP研究所 2016

ルポ貧困女子 飯島裕子 岩波書店 2016

ルポ「まる子世代」 阿古真理 集英社新書 2004

流浪の月
凪良ゆう 東京創元社

2019

レイプ ブラウンミラー 勁草書房 2000

レイプ・クライシス この身近な危機 東京・強姦救援センター 学陽書房 1990

歴史をさわがせた女たち 永井路子 文藝春秋 1978

レディ・レッスン ケリー・ウィリアムズ・ブラウン 大和書房 2015

恋愛結婚は何をもたらしたか 加藤秀一 筑摩書房 2004

恋歌 朝井まかて 講談社 2013

レンタルお姉さん 荒川　龍 東洋経済新報社 2006

老後の資金がありません 垣谷美雨 中央公論社 2018

老師が語る子育てのこころ 盛永宗興 柏樹社 1987

老親とともに生きる 向井承子 晶文社 1993

老親の介護で力尽きるまえに
行政サービスをとことん利用

する法
門野晴子 学陽書房 1995

老人の取扱説明書 平松類 ＳＢクリエイティブ 2017

老人力 赤瀬川原平 筑摩書房 1999

老人力のふしぎ 赤瀬川原平 朝日新聞社 1998

労働再審 山森亮 大月書店 2012

労働市場改革の経済学 八代　尚宏
講談社
現代新書

2010

労働とジェンダー 竹中恵美子 明石書店 2001

老年学 三浦清一郎 S&Ｄ出版 2012

６０歳のラブレター ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 2002

六条御息所源氏がたり２華の章 林　真理子 小学館 2011

路上のⅩ 桐野夏生 朝日新聞出版 2018

魯肉飯のさえずり
温又柔 中央公論新社

2020

路面電車の大逆襲 21世紀都市交通国民会議 水曜者 1999

論争・少子化日本 川本　敏 中央公論新社 2001

論理的な思考法を身につける本 議論に負けない、騙されない！ 伊藤芳朗 中経出版 1997

論理的に話す方法
説得力が倍増するワーク

ブック
小野田博一 日本実業出版社 1997

ワーカーズ・ダイジェスト 津村記久子 集英社 2011

ワーキングウーマンのサバイバルガイド
働く女性が落ち込みそうに
なったとき読む本

福沢恵子 学陽書房 1993

ワーキングウーマンのサバイバルガイド
働く女性が落ち込みそうに
なったとき読む本

福沢恵子 学陽書房 1993

ワーキングマザーになる本
均等法時代のマタニティガイ

ド
ミズ・プロジェクト・チーム　編 現代書館 1987

ワーキングマザーのすすめ 木戸　道子 悠飛社 2001



書名 サブタイトル 著者名 発行社 発行年

WORK SHIFT　ワーク・シフト リンダ・グラットン プレジデント社 2012

WORK DESIGN イリス・ポネット NTT出版 2018

ワークライフシナジー
生活と仕事の＜相互作用＞
が変える企業社会

大沢真知子 岩波書店 2008

ワークライフバランス 考え方と導入法 小室　淑恵
日本能率協会マ
ネジメントセン

ター
2007

ワークライフバランス 今日から変われる入門講座 板東眞理子・辰巳渚 朝日新書 2008

ワーク･ライフバランスの実践
企業事例に見るその手法と

実際
久谷　興四郎

日本リーダーズ
協会

2007

WORK RULES!　ワーク・ルールズ ラズロ・ボック 東洋経済新報社 2015

わが子を「愛せない」と思うとき コモ編集部編 主婦の友社 2001

ワガママなバアサンになって楽しく生きる 樋口恵子 大和書房 1999

わが道を行く
職場の女性の地位向上をめ

ざして
景山裕子 学陽書房 2001

「若者の性」白書 （財）日本性教育協会 小学館 2001

わかりやすい日本民衆と女性の歴史 近・現代編 金谷千慧子　編 明石書店 1991

枠を壊して自分を生きる。 石黒浩 三笠書房 2017

わけあって絶滅しました。 丸山貴史 ダイヤモンド社 2018

わたし色の生き方 石山　智恵 ＰＨＰ研究所 2013

私、階級、家族 ジョー・スペンス 新水社 2004

私が選んだもので私は充分バック・トゥ・レトロ ドミニック・ローホー 講談社 2018

私がであったノルウェー ワタシガデアッタノルウェー ドメス出版 1992

私たちの税金 大蔵財務協会
大蔵財務協会
税のしるべ総局

2004

わたし、男子校出身です。 椿姫彩菜 ポプラ社 2008

私とあなたのあいだ―いま、この国で生きるということ

温又柔
木村友祐

明石書店
2020

私の老い構え 元気に老いる女の十六章 樋口恵子 文化出版局 1987

わたしの構想Ⅱ NIRA総合研究開発機構 NIRA 2017

私の仕事 緒方貞子 草思社 2002

私の“パートナー”へ シングル人間の位置から 海老坂武 筑摩書房 1989

私はストーカーとこうして闘った！！ ストーカー対策研究会編 双葉社 2001

＜わたし＞はどこにあるのか マイケル・S・ガザニガ 紀伊国屋書店 2014

私は負けない「郵便不正事件」はこうして作られた 村木厚子 日経ＢＰ社 2014

わたしはマララ マララ・ユスフザイ
学研パブリッシン

グ
2013

私は゛水玉のシマウマ″ カンボジア女性の日本奮闘記 ペン・セタリン 講談社 1996

私は私。母は母 加藤伊都子 すばる舎 2016

われらアメリカの女たち
ベス・ミルスティン・カバ／ジーン・ボー
ディン著　宮城正枝／石田美栄　編

共栄書房 1992

ワンダー R・J・パラシオ ほるぷ出版 2015


