
NO 品名 著者名 出版社 出版年月

1 シングルマザーの貧困 水無田気流 光文社新書 2014/11

2
三くだり半と縁切寺
～江戸の離婚を読みなおす～

高木侃 吉川弘文館 2014/12

3  女性研究者とワークライフバランス
仲真紀子
久保（川合）南海

  新曜社 2014/09

4
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  光文社新書 2014/08

5  母と娘はなぜこじれるのか
斎藤 環編，田房 永子，角田 光
代，萩尾 望都，信田 さよ子，水
無田 気流

  NHK出版 2014/02

6 女子の人間関係 水島　広子
サンクチュアリ

出版
2014/04

7  パパの働き方が社会を変える! 吉田　大樹 労働調査会 2014/09

8 きみは赤ちゃん 川上　三映子 文藝春秋 2014/07

9 ハケンアニメ！ 辻村　深月 マガジンハウス 2014/08

10 エヴリシング・フロウズ つむら・きくこ マガジンハウス 2014/08

11 おだまり、ローズ ロジーナ・ハリソン 白水社 2014/08

12 語れなかった物語 アーザル・ナフィーシー 白水社 2014/09

13 ウーマノミクス Ｃ・シップマン、Ｋ・ケイ アルファポリス 2014/08

14 かたづの！ 中島　京子 集英社 2014/08

15 ナオミとカナコ 奥田　英明 幻冬舎 2014/11

16 悲嘆の門(上） 宮部　みゆき 毎日新聞社 2015/01

17 悲嘆の門(下） 宮部　みゆき 毎日新聞社 2015/01

18  男女共同参画白書 平成26年版 内閣府男女協働参画局 2014/06

19 サラバ！（上） 西　加奈子 小学館 2014/11

20 サラバ！（下） 西　加奈子 小学館 2014/11

21  九年前の祈り 小野　正嗣 講談社 2014/12

22
流転の歌人柳原白蓮　　紡がれた単価とそ
の人生

馬場　あき子・林真理子・東直
子・

   NHK出版 2014/08

23 娘が語る白蓮 宮崎蕗苳・山本晃一 河出書房新社 2014/08

24
実例弁護士が悩む家族に関する法律相談
専門弁護士による実践的解決のノウハウ

第一東京弁護士会法律相談
運営委員会

日本加除出版 2013/03

25
ストーカー被害に悩むあなたにできること
リスクと法的対処

長谷川京子・山脇絵里子 日本加除出版 2014/04

26 改訂外国人よろず相談事例と回答１２０ 東京都外国人相談研究会 日本加除出版 2013/03

27
導入対話によるジェンダー法学 第2版
導入対話シリーズ

朝倉　むつ子 不磨書房 2005/04

28 女性を活用する国、しない国 竹信三恵子 岩波書店 2010/9

29 おんな　立ち止まらない女性たち 日本写真家協会 朝日新聞出版 2010/8

30 時代を生きた女たち 総合女性史研究会 朝日新聞出版 2010/4

男女共同参画センターあす・べっぷ　蔵書リスト
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NO 品名 著者名 出版社 出版年月

31 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 2010/5

32
男女共同参画統計データブック　日本の女
性と男性2012

国立女性教育会館/伊藤陽一 ぎょうせい 2012/3

33 女性白書2012 日本婦人団体連合会 ほるぷ出版 2012/8

34 女性学・男性学（有斐閣アルマInterest） 伊藤公雄/樹村みのり/國信潤子 有斐閣 2011/5

35 新・女性学への招待（有斐閣選書） 井上輝子 有斐閣 2011/11

36 ＜主婦＞の誕生 木村涼子 吉川弘文館 2010/9

37 女性のからだとこころ 内田伸子 金子書房 2012/4

38 揺らぐ男性のジェンダー意識 目黒依子/矢澤澄子/岡本英雄 新曜社 2012/7

39
女性への暴力防止・法整備のための国連ハ
ンドブック

国際連合女性の地位向上部 梨の木舎 2011/3

40
子育て期にみる女性のライフコース選択の困
難

佐々木さつみ クリエイツかもがわ 2012/6

41
女性の暮らしと生活意識データ集（2013年
版）

三冬舎 三冬社 2012/8

42 女性労働の分析2011 21世紀職業財団 21世紀職業財団 2012/8

43
学校教育の中のジェンダー 子どもと教師の
調査から

直井道子/村松泰子 日本評論社 2009/11

44 男女共同参画白書平成２３年版 内閣府男女共同参画局 中和印刷 2011/6

45 男女共同参画白書平成２４年版 内閣府男女共同参画局 勝美印刷 2012/6

46 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 2004/3

47
バックラッシュ！なぜジェンダーフリーは叩か
れたのか？

双風舎編集部

48
Ｑ＆Ａ 男女共同参画/ジェンダーフリー・バッ
シング バックラッシュへの徹底反論

日本女性学会ジェンダー研究会 明石書店 2006/6

49 男と女の夢未来 松田くるみ/水谷謹人 鉱脈社 2002/8

50 男女共同参画と男性・男児の役割 原ひろ子/近江美保/島津美和子 明石書店 2007/12

51
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 明石書店 2008/8

52 男女平等教育今まで、これから 櫛田真澄 ドメス出版 2002/3

53 女を幸せにしない「男女共同参画社会」 山下悦子 洋泉社 2006/7

54 男女共同参画社会をつくる 大沢真理 日本放送協会出版社 2002/9

55 「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 2009/4

56 この本読んで！PaPa's絵本３３ 安藤哲也 小学館 2008/12

57
働き方革命―あなたが今日から日本を変え
る方法

駒崎弘樹 筑摩書房 2009/5

58
イクメンで行こう！－育児も仕事も充実させる
生き方

渥美由喜 日本経済新聞出版社 2010/12

59
なぜ、あの部門は「残業なし」で「好成績」な
のか？６時に帰るチーム術

小室淑恵
日本能率協会
マネジメントセン

2008/12

60
部下を定時で返す仕事術～「最短距離」で
「成果」を出すリーダーの知恵～

佐々木常夫 ＷＡＶＥ出版 2009/2

61
完全版 ビッグツリー～自閉症の子、うつ病の
妻を守り抜いて～

佐々木常夫 ＷＡＶＥ出版 2012/1

62 図解でシッカリ！よくわかる労働法 佐藤広一 安曇出版 2010/3
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63 デートＤＶと恋愛 伊田広行 大月書店 2010/10

64 詳解ＤＶ防止法2008年版 南知惠子ほか ぎょうせい 2008/1

65 セクハラ・ＤＶの法律相談 石井妙子ほか 青林書院 2012/8

66 加害者は変われるか？ 信田さよ子 筑摩書房 2008/3

67 ＤＶ防止とこれからの被害当事者支援 戒能民江 ミネルヴァ書房 2006/2

68 アメリカ発ＤＶ再発防止・予防プログラム 山口佐和子 ミネルヴァ書房 2010/3

69 Ｑ＆Ａ ＤＶってなに？ 番敦子ほか 明石書店 2005/10

70 ＤＶ・虐待にさらされた子どものトラウマを癒す バンクロフト・ランディ 明石書店 2006/12

71 ＤＶ・虐待加害者の実態を知る バンクロフト・ランディ 明石書店 2008/12

72 ドメスティック・バイオレンス ヘイグ・ジル 明石書店 2009/3

73 よくわかるＤＶ被害者への理解と支援 石井朝子 明石書店 2009/12

74 デートＤＶってなに？Ｑ＆Ａ 日本DV防止・情報センター 解放出版社 2007/12

75 ＤＶ被害女性を支える ブルースター・スーザン 金剛出版 2007/9

76 寸劇でＤＶ防止活動 ﾌｪﾐﾆｽﾄｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞなごや 柘植書房新社 2009/3

77 愛は傷つけない コーリ・ノーラ 梨の木舎 2008/6

78 Ｑ＆Ａ ＤＶ事件の実務 榊原富士子 日本加除出版 2012/5

79 デートＤＶと学校 高橋裕子 エイデル研究所 2010/8

80 弁護士が説くＤＶ解決マニュアル 日本DV防止・情報センター 朱鷺書房 2005/1

81 笑顔を取り戻した女たち パド・ウィメンズ・オフィス パド・ウィメンズ・オフィス 2007/6

82
傷ついたあなたへ２　ＤＶトラウマからの回復
ワークブック

レジリエンス 梨の木舎 2010/4

83 エッチのまわりにあるもの　保健室の社会学 すぎむらなおみ 解放出版社 2011/3

84 子ども虐待としてのＤＶ 春原由紀 星和書店 2011/12

85 女工哀史 細井和喜蔵 岩波書店 2009/4

86 蟹工船・党生活者 小林多喜二 角川書店 2008/8

87 主婦パート 最大の非正規雇用 本田一成 集英社 2010/1

88
日本型近代家族－どこから来てどこへ行くの
か

千田有紀 勁草書房 2011/3

89
ルポ 子どもの貧困連鎖　教育現場のＳＯＳを
追って

保坂渉/池谷孝司 光文社 2012/5

90 女性の品格 坂東眞理子 ＰＨＰ研究所 2006/10

91 女は後半からがおもしろい 坂東眞理子/上野千鶴子 潮出版社 2011/5

92
シングルマザーの暮らしと福祉政策－日本・
アメリカ・デンマーク・韓国の比較調査

杉本貴代栄/森田明美 ミネルヴァ書房 2009/4

93 よくわかる女性と福祉 森田明美 ミネルヴァ書房 2011/4

94
現代日本の貧困観－「見えない貧困」を可
視化する－

青木紀 明石書店 2010/7
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95
二極化する若者と自立支援　「若者問題」へ
の接近

宮本みち子/小杉礼子 明石書店 2011/11

96
地域リーダー力　女性リーダーの育ち方・育
て方

荒川雅子/川端美智子/森野和子 パド・ウィメンズ・オフィス 2006/6

97
ミセスのためのハッピー・リワーク完全バイブ
ル

土岐優美 秀和システム 2008/7

98 ママでいるのがつらくなったら読むマンガ 山崎洋実 主婦の友社 2010/7

99
悩めるママに贈る心のヒント―子育ての本音
スケッチ

大日向雅美 ＮＨＫ出版 2012/5

100
子どもの「１０歳の壁」とは何か？乗りこえるた
めの発達心理学

渡辺弥生 光文社 2011/4

101 発達障害と呼ばないで 岡田尊司 幻冬舎 2012/7

102 尾木ママの「叱らない」子育て論 尾木直樹 主婦と生活社 2011/2

103
仕事も子育ても自分もうまくいく！「働くママ」
の時間術

馬場じむこ 日本実業出版社 2012/4

104
仕事も家事も育児もうまくいく！「働くパパ」の
時間術

栗田正行 日本実業出版社 2012/6

105 子どもが育つ魔法の言葉 ノルト・ドロシー・ロー ＰＨＰ研究所 2003/9

106 パパのトリセツ おおたとしまさ
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2012/8

107 ダーリンは外国人 with BABY 小栗左多里/ラズロ・トニー メディアファクトリー 2008/3

108 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/太田知子 １万年堂出版 2007/11

109 新しいパパの教科書 ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン 学研教育出版 2013/10

110
パパ１年生 ～生まれてきてくれてありがと
う！

安藤哲也／ＮＰＯ法人ファザーリングジャパン かんき出版2012/2 2012/2

111
子育て主夫青春物語
～「東大卒」より家族が大事

堀込泰三 言視舎 2012/10

112
離婚で壊れる子どもたち 心理臨床家からの
警告

棚瀬一代 光文社 2010/2

113 子連れ離婚を考えたときに読む本 新川てるえ 日本実業出版社 2006/12

114
シングルマザーを生き抜く１５のノウハウ－離
婚・貧困の連鎖を乗り越えて

ふじえりこ 合同出版 2012/6

115 最新版 離婚の準備と手続きがわかる本 広瀬めぐみ ナツメ社 2011/12

116
男の離婚 賢く有利に別れるための６つの成
功法則 慰謝料・養育費・親権・財産分与・

露木幸彦 メタモル出版 2011/2

117 母に歌う子守唄 その後わたしの介護日誌 落合恵子 朝日新聞出版 2008/2

118 図説 認知症高齢者の心がわかる本 平澤秀人 講談社 2010/6

119
おひとりさまの終活－自分らしい老後と最期
の準備

中澤まゆみ 三省堂 2011/9

120
笑う介護。－ツライ日々を変えたのは「笑い」
の最強パワーだった

松本ぷりっつ 成美堂出版 2007/9

121 倚りかからず 茨木のり子 筑摩書房 1999/10

122
認知症ぜんぶ図解－知りたいこと・わからな
いことがわかるオールカラーガイド

三宅貴夫 メディカ出版 2011/3

123 おひとりさまの老後 上野千鶴子 法研 2007/7

124 男おひとりさま道 上野千鶴子 法研 2009/11

125 福祉がいまできること 前田正子 岩波書店 2008/6

126 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 2008/10
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127
＜聞き上手＞の法則 人間関係を良くする15
のコツ

澤村直樹 日本放送出版協会 2010/1

128
伝える力「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を
変える！

池上彰 ＰＨＰ研究所 2007/5

129
気まずくならない！自己主張のしかた　「でき
る人」が使っている38のアサーティブな言い

森田汐生 大和出版 2011/3

130
誰とでも15分以上会話がとぎれない！話し
方66のルール

野口敏 すばる舎 2009/7

131 プロカウンセラーの聞く技術 東山紘久 創元者 2000/9

132
最新最強の資格の取り方・選び方全ガイド'14
年版

成美堂出版編集部 成美堂出版 2012/8

133
主婦が、仕事を、探すということ。－高学歴
40代妻たち、涙と笑いの再就職戦線

望月恭子/就活中の主婦たち 東洋経済新報社 2012/9

134
ハローワーク150％トコトン活用術－誰も知ら
なかった転職成功63の裏ワザ！

日向咲嗣 同文館出版 2011/9

135
採用される履歴書・職務経歴書はこう書く＜
事例付き＞

小島美津子 日本実業出版社 2003/6

136 2022－これから10年、活躍できる人の条件 神田昌典 ＰＨＰ研究所 2012/2

137
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 風間書房 2010/7

138
30代40代の転職 採用を勝ち取る!履歴書・
職務経歴書

佐藤祐子 秀和システム 2010/3

139 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 2008/7

140
モモ：時間どろぼうとぬすまれた時間を人間
にかえしてくれた女の子のふしぎな物語

エンデ・ミヒャエル 岩波書店 1998/6

141 トムは真夜中の庭で アン・フィリッパ・ピアス 岩波書店 2000/6

142 だいじょうぶ３組 乙武洋匡 講談社 2010/9

143 ドボジョ！＜１＞ 松本小夢 講談社 2011/10

144 ドボジョ！＜２＞ 松本小夢 講談社 2012/6

145 小学生にもできる！実践カイテキ介護 長瀬教子 自由国民社 2011/6

146 イケてないと思ったら読む本 横森理香 ＰＨＰ研究所 2011/6

147 ジェンダーの話をしよう 権 仁淑 梨の木舎 2011/7

148 新版 やりたい仕事がある！ 池上彰 小学館 2010/10

149 アルジャーノンに花束を キイス・ダニエル 早川書房 1989/4

150 新 13歳のハローワーク 村上龍 幻冬舎 2010/3

151 ツレがうつになりまして。 細川貂々 幻冬舎 2009/4

152 人生がときめく片づけの魔法２ 近藤麻理恵 サンマーク出版 2012/10

153 今からはじめるTwitter & Facebook入門 篠田ヒロシ/佐々木和宏 マイナビ 2012/3

154 平成男子図鑑：リスペクト男子としらふ男子 深澤真紀 日経BP社 2007/6
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NO 品名 著者名 出版社 出版年月

155 広辞苑第６版 普通版 新村出 岩波書店 2007/12

156 この年齢だった！ 酒井順子 集英社 2012/9

157 聞く力 阿川佐和子 文藝春秋 2012/1

158 下山の思想 五木寛之 幻冬舎 2011/12

159 舟を編む 三浦しをん 光文社 2011/9

160 まだある！職場のセクハラ・パワハラ 和田順子 新水社 2012/4

161 ドラえもんの地震はなぜ起こる どう身を守る 国崎信江 小学館 2011/6

162 地震停電放射能 みんなで生き抜く防災術 小学館防災チーム 小学館 2011/4

163 被災ママ812人が作った子連れ防災手帖 つながる.com メディアファクトリー 2012/3

164 決定版 巨大地震から子どもを守る50の方法 国崎信江/地震から子どもを守る会 ブロンズ新社 2012/3

165 パパと怒り鬼 ダーレ・グロー ひさかたチャイルド 2011/8

166 はけたよはけたよ 神沢利子/西巻茅子 偕成社 1970/12

167 100万回生きたねこ 佐野洋子 講談社 1977/10

168 ちいさいモモちゃん―モモちゃんとアカネちゃん 松谷みよ子/菊池貞雄 講談社 1980/11

169 いつだってともだち バイツェ・モニカ 講談社 2000/6

170 おんなのこだから クリスチャンソン・レイフ 岩崎書店 1999/3

171
おきゃくさんはいませんか？：ジェンダー・フ
リーってなぁに？

草谷桂子/鈴木まもる 大月書店 2003/5

172 おつむてんてん 中江嘉男/上野紀子 金の星社 1980/9

173 いないいないばあ 松谷みよ子/瀬川康男 童心社 1982/11

174 おしいれのぼうけん 古田足日/田畑精一 童心社 1986/10

175 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック 冨山房 1986/10

176 ふしぎのおうちはドキドキなのだ 武田美穂 ポプラ社 1991/4

177 みんな違って 三遊亭圓窓 高陵社書店 2010/3

178 11ぴきのねこ 馬場のぼる こぐま社 1967/4

179 おんなじおんなじ 多田ヒロシ こぐま社 1968/7

180 あおくんときいろちゃん レオ・レオニ 至光社 1985/6

181 と・も・だ・ち いもとようこ 至光社 1995

182 いやいやえん 中川李枝子/大村百合子 福音館書店 1982/11

183 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 福音館書店 1965/7

184 じどうしゃ 寺島竜一 福音館書店 1086/8

185 ぐるんぱのようちえん 西内ミナミ/堀内誠一 福音館書店 2008/4

186 はなをくんくん ルース・クラウス/マーク・サイモント 福音館書店 1983/1
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187 みんなうんち 五味太郎 福音館書店 1981/9

188 ずかん・じどうしゃ 山本忠敬 福音館書店 1986/10

189 おにぎり 平山英三/平山和子 福音館書店 1992/9

190 どろだんご たなかよしゆき 福音館書店 2002/4

191 しごとをとりかえたおやじさん 山越一夫 福音館書店 2011/2

192 はじめてのおつかい 筒井頼子 福音館書店 2003/4

193 ちいさいおうち Ｖ．Ｌ．バートン 岩波書店 2004/7

194 かばくん 岸田衿子/中谷千代子 福音館書店 2004/11

195 からすのパンやさん 加古里子 偕成社 2012/4

196 かぜのこもりうた くどうなおこ 童話屋 1994/9

197 あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん 小林衛己子 のら書店 1998/4

198 だるまさんが かがくいひろし ブロンズ新社 2008/1

199 だるまさんの かがくいひろし ブロンズ新社 2008/8

200 だるまさんと かがくいひろし ブロンズ新社 2009/1

201 やさいだいすき 柳原良平 こぐま社 2004/7

202 オニじゃないよおにぎりだよ シゲタサヤカ えほんの社 2012/1

203 あさになったのでまどをあけますよ 荒井良二 偕成社 2011/12

204 おへそのあな 長谷川義史 ＢＬ出版 2006/9

205
パパの危機管理ハンドブック
家族の笑顔を守ろう

安藤哲也 集英社 2012/2

206
LEAN IN
－女性、仕事、リーダーへの意欲－

シェリル・サンドバーグ 日本経済新聞出版社 2013/6

207
はたらく女性のための
「転機」をチャンスに変える本

菊入みゆき 河出書房新社 2013/2

208
くらべてわかる世界地図
「ジェンダーの世界地図」

菅原由美子・鈴木有子【著】 大月書店 2004/11

209
オトナ婚です、わたしたち
十人十色のつがい方

大塚　玲子 太郎次郎社 2013/2

210 男女共同参画社会と市民 藤原　千賀 武蔵野大学アソシエート 2012/9

211
ＩＰＴ対人関係療法で改善する
夫婦・パートナー関係

水島 広子 創元社 2011/12

212 大人になる前のジェンダー論 浅野富美枝ほか はるか書房 2010/4

213
えほん日本国憲法
ーしあわせにいきるための道具

野村　まりこ 明石書店 2008/9

214 おひとりさまの防犯術 平塚　としき 亜紀書房 2009/12

215 スマホ中毒症 志村　史男 講談社 2013/7

216 海賊と呼ばれた男（上） 百田尚樹 講談社 2012/7

217 海賊と呼ばれた男（下） 百田尚樹 講談社 2012/7

218 いきのびる魔法　いじめられてる君へ 西原　理恵子 小学館 2013/1
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219
３・１１後を生きるきみたちへ
福島からのメッセージ

たくきよしみつ 岩波ジュニア新書 2012/4

220
アンネフランクに語るとき
僕たちの語ること

ネイサン・イングランダー　 新潮社 2013/3

221 誰が摂食障害をつくるのか シャリーンヘス・バイパー 新曜社 2005/4

222 発達障がいと思春期 門野　晴子 拓植書房新社 2013/4

223
モモタローノーリターン
＆さるかに・バイオレンス

奥山　和弘 十月舎 2011/5

224
20歳若く見えるために
私が実践している１００の習慣

南雲　義範 中経出版 2012/3

225 話を聞かない男、地図が読めない女
アラン・ピーズ／
バーバラ・ピーズ

主婦の友社 2002/11

226
婦人保護施設と売春・貧困・ＤＶ問題
―女性支援と変遷と新たな展開

須藤八千代・宮本節子 明石書店 2013/7

227
かよわい人でも使える護身術―
わずかなチカラとちょっとしたコツで対抗でき

早川　光由 愛隆堂 2011/10

228 働く女性とマタニティハラスメント 杉浦　浩美 大月書店 2009/9

229 お母さん町長奮闘記 太田　貴美（ほか） 自治体研究社 2013/5

230 危機をのりこえる女たち 戒能　民江 信山社 2013/7

231 ラディカルに語れば…上野千鶴子対談集 上野　千鶴子 平凡社 2001/10

232 あなたの子どもを加害者にしないために 中尾英司 復刊ドットコム 2008/9

233 テンテンツレの「コマった！」育児 細川　貂々 朝日新聞出版 2013/4

234 プレゼントはたからもの 草谷桂子 大月書店 2003/5

235 ぼくはよわむし 草谷桂子 大月書店 2003/5

236
心をケアする絵本「いまははなしたくないの
ー親が離婚しようとするとき」

ランソンジニー・フランツ【作】 大月書店 2007/11

237 ちいさなあなたへ
アリスン・マギー／
ピーター・レイノルズ

主婦の友社 2008/4

238 傷つく人、傷つける人 信田さよ子 ホーム社／集英社 2013/7

239 手のひらの砂漠 唯川恵 集英社 2013/4

240 法はＤＶ被害者を救えるか 法執行研究会 商事法務 2013/4
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