
男女共同参画おすすめBOOK100+α

１ 男女共同参画・ジェンダー 著編者 出版社 請求記号 出版年

1 【更新】男女共同参画白書：平成２７年版 内閣府男女共同参画局∥編集 勝美印刷株式会社 367.21 2015.6

2 男女共同参画社会データ集 ２０１５年版 三冬社 367.1 2015.6

3 男女共同参画統計データブック　日本の女性と男性 ２０１５ 男女共同参画統計研究会∥編集 ぎょうせい 367.2 2015.5

4 ジェンダーと自己実現 広岡　守穂 ∥著 有信堂高文社 367.21 2015.6

5 「居場所」のない男、「時間」がない女 水無田　気流 ∥著 日本経済新聞出版社 367 2015.6

6 「女性の活躍推進」の虚実　「都市問題」公開講座ブックレット 33
後藤・安田記念東京
都市研究所

366.38 2015.2

7 女性活躍後進国ニッポン 山田昌弘 ∥著 岩波書店 367.1 2015.9

8 何を怖れる 　フェミニズムを生きた女たち
松井　久子∥編 田中　美津∥〔ほ
か述〕

岩波書店 367.21 2014.10

9 女性にやさしい日本になれたのか  終わらない「アグネス子育て論争」 アグネス　チャン ∥著 潮出版社 367.21 2014.9

10 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 366.38 2015.3

２ 女性の働き方 著編者 出版社 請求記号 出版年

1
なぜ、彼女たちの働き方はこんなに美しいのか：２２人の女性エグゼク
ティブのキャリアの軌跡

麓 幸子∥編、日経ＢＰヒット総合
研究所∥編

日経ＢＰ社 336.4 2015.6

2
一生使える「女性リーダー」の教科書：「あの人についていきたい」といわ
れる

山本 幸美 ∥著 大和出版 336.3 2015.6

3 新しいママの働き方 奥田 絵美∥著 アチーブメント出版 366.38 2015.6

4 30歳からますます輝く女性になる方法 小室 淑恵∥著　大塚 万紀子∥著 マイナビ
159.4

2014.1

5 ルポ保育崩壊 小林　美希 ∥著 岩波書店 369.42 2015.4

6
これで解決。働くママが必ず悩む３６のこと 　子育てを楽しみながら職場
で活躍するためのヒント

毛利　優子 ∥著 日本実業出版社 366.38 2015.5

7
なぜ、あの会社は女性管理職が順調に増えているのか 　先進２０社が実
践する女性人材育成の戦略と施策

麓　幸子∥編 日経ＢＰヒット総合
研究所∥編

日経ＢＰ社 336.4 2015.4

8 リーママザベスがあなたを救う！ 　働くママの迷いが消える３０のコトバ 博報堂リーママプロジェクト  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 366.38 2015.3

9
働きたいママの就活マニュアル  働きたいけど働けないモヤモヤを解
消！

毛利　優子 ∥著 自由国民社 366.38 2015.3

10 「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 ∥著 光文社 366.38 2014.9

11
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

ファザーリングジャパンマザーリン
グプロジェクト∥編

労働調査会 366.38 2014.6

12
ＣＳは女子力で決まる！ 「顧客満足・従業員満足・収益力の同時達成」で
企業は育つ

小川　孔輔 ∥著 生産性出版 336.4 2014.8

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

366.4 2015.6

３ 女性と政治 著編者 出版社 請求記号 出版年

1 最新版 市民派議員になるための本：あなたが動けば社会が変わる 寺町 みどり ∥著 ＷＡＶＥ出版 318.4 2014.1

2 女性の自立と政治参加：ある女性参議院議員の歩みとたたかい 吉川 春子 ∥著 かもがわ出版 367.1 2015.7

４ 女性に対する暴力 著編者 出版社 請求記号 出版年

1
【更新】新・気づいて乗りこえる：精神的ＤＶ（夫のモラルハラスメント）に悩
む女性のためのガイドブック

長谷川 七重 ∥著　グループしお
ん ∥著

メディアイランド 367.1 2015.3

2 セクハラ・パワハラ読本  職場のハラスメントを防ぐ 君嶋護男・北浦正行∥著
日本生産性本部生産
性労働情報センター

366.3 2015.3

3 モラル・ハラスメント  こころのＤＶを乗り越える 橋本俊和・橋本智子∥著 緑風出版 367.3 2014.7

4 パワハラにあったときどうすればいいかわかる本
いじめメンタルヘルス労働者支援センター・磯
村　大∥著 　　たかお　かおり∥マンガ 合同出版 366.3 2014.11

５ からだとこころ 著編者 出版社 請求記号 出版年

1 産後、つらくなったら読む本：ママの心と体が楽になる安心産後ケア
やまがた てるえ ∥著　ほり みき
∥絵

合同出版 495.8 2014.7

2 働く女性と健康  多様な視点からのヘルスケア 武谷　雄二 ∥著 産業医学振興財団 498.8 2015.8

3 不妊治療と出生前診断  温かな手で 信濃毎日新聞取材班∥〔編〕 講談社 B495.58 2015.3

4 産褥記  産んだらなんとかなりませんから！
吉田　紫磨子∥著 吉岡　マコ∥
監修

 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 495.8 2015.4

６ 性 著編者 出版社 請求記号 出版年

1 はなそうよ！恋とエッチ：みつけよう！からだときもち
すぎむら なおみ∥著　えすけん∥
絵

生活書院
367.99
児童書

2014.12

2 ＬＧＢＴってなんだろう？：からだの性・こころの性・好きになる性
薬師 実芳 ∥著　笹原 千奈未 ∥
著

合同出版 367.97 2014.9

3 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 ∥著 光文社 368.7 2014.8

4 職場のＬＧＢＴ読本  「ありのままの自分」で働ける環境を目指して
柳沢正和・村木真紀・後藤純一 ∥
著

実務教育出版 366.4 2015.8

11．　2015年の新着図書より（「男女共同参画おすすめBOOK100（2014.12発行）」　選定後に選んだ本）
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5 セクシュアリティをことばにする  上野千鶴子対談集
上野　千鶴子∥著 信田　さよ子∥
〔ほか述〕

青土社 367.9 2015.5

6 女装して、一年間暮らしてみました。
 クリスチャン　ザイデル∥著 長谷
川　圭∥訳

サンマーク出版 946 2015.4

７ 家族 著編者 出版社 請求記号 出版年

1 毒父家族：親支配からの旅立ち 井上 秀人 ∥著 さくら舎 367.3 2015.5

2
ひとり親の子育て：離婚、死別、「実質シングル」。ひとりで子育てするす
べての人へ

諸富 祥彦 ∥著 ＷＡＶＥ出版 369.4 2015.2

3 共働き子育てを成功させる５つの鉄則 普光院 亜紀 ∥著 集英社 599 2015.2

4
夫婦・カップルのためのアサーション  自分もパートナーも大切にする自
己表現

野末　武義 ∥著 金子書房 367.3 2015.8

5 同性婚　 私たち弁護士夫夫です 南　和行 ∥著 祥伝社 367.97 2015.7

6 仕事と家族　日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか 筒井　淳也 ∥著 中央公論新社 366.7 2015.5

7 ルポ母子家庭 小林　美希 ∥著 筑摩書房 369.41 2015.5

9 共働き夫婦のマネー術　３０代で１０００万円貯める！ 花輪　陽子 ∥著 日本経済新聞出版社 591 2014.10

10 非婚ですが、それが何か！？  結婚リスク時代を生きる 上野　千鶴子・水無田　気流 ∥著 ビジネス社 367.4 2015.9

11
共働きファミリーの仕事と子育て両立バイブル 　マンガでわかる！ 仕事
も、子どもも、愛している頑張る共働きママ・パパのための決定版

日経ＤＵＡＬ∥編 日経ＢＰ社 366.38 2014.12

８ 男性 著編者 出版社 請求記号 出版年

1 男がつらいよ：絶望の時代の希望の男性学 田中 俊之 ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 367.5 2015.5

2 主夫になってはじめてわかった主婦のこと 中村 シュフ ∥著 猿江商会 590 2015.3

3 定年男のための老前整理　男たちは何におびえているか 坂岡 洋子 ∥著 徳間書店 597.5 2014.2

4 男性漂流 奥田　祥子 ∥著 講談社 367.5 2015.1

5 パパの働き方が社会を変える！ 吉田　大樹 ∥著 労働調査会 366.7 2014.9

6 男のええ加減料理  ６０歳からの超入門書 石蔵　文信 ∥著 講談社 596 2014.6

7 迫りくる「息子介護」の時代  ２８人の現場から 平山　亮 ∥著 光文社 367.5 2014.2

９ 女性と防災 著編者 出版社 請求記号 出版年

1
【更新)女性のための防災ＢＯＯＫ：（新装版）“もしも”のときにあなたを
守ってくれる知恵とモノ

マガジンハウス 369.3 2014.1

2 防災かあさん  わたしの家族はわたしが守る！ みんなの防災部 ∥著 羽鳥書店 369.3 2015.3

3
おかあさんと子どものための防災＆非常時ごはんブック  ４コマでわか
る！

草野　かおる∥著 木原　実∥監
修

ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

369.3 2014.8

１０ 老後 著編者 出版社 請求記号 出版年

1 働きながら、親をみる：自分の人生をあきらめない介護 和田 秀樹 ∥著 ＰＨＰ研究所 369.2 2015.6

2 ひとりで長生きしても幸せ 松原 惇子 ∥著 海竜社 367.7 2015.6

3 ６０代の生き方・働き方：第二の人生を楽しむ心得帖 阿部 絢子 ∥著 大和書房 366.2 2015.7

5 老妻だって介護はつらいよ  葛藤と純情の物語 沖藤　典子 ∥著 岩波書店 916 2015.8

6 在宅介護  「自分で選ぶ」視点から 結城　康博 ∥著 岩波書店 369.261 2015.8

7 ワーク介護バランス １ ・２・３ 小山　朝子 ∥著 旬報社 366.7 2015.6

8
おひとりさまの終の住みか　自分らしく安らかに最期まで暮らせる高齢期
の「住まい」

中沢　まゆみ ∥著 築地書館 365.3 2015.2

9 老いてさまよう  認知症の人はいま
毎日新聞特別報道グループ∥編
著

毎日新聞社 493.598 2015.1

10 老い方上手
上野千鶴子・大熊由紀子・会田薫
子・樋口恵子・井上治代 ∥著

ＷＡＶＥ出版 367.7 2014.12

11 ＯＶＥＲ６０　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｓｎａｐ 　いくつになっても憧れの女性 ＭＡＳＡ・ ＭＡＲＩ∥著 主婦の友社 589.2 2014.1

11 貧困 著編者 出版社 請求記号 出版年

1 下層化する女性たち 労働と家庭からの排除と貧困 小杉　礼子・宮本　みち子∥編 勁草書房 367.21 2015.8

2 老後破産  長寿という悪夢 ＮＨＫスペシャル取材班 ∥著 新潮社 367.7 2015.7

3 高卒女性の１２年  不安定な労働、ゆるやかなつながり 杉田　真衣 ∥著 大月書店 367.213 2015.7

4 貧困の中の子ども 　希望って何ですか
下野新聞子どもの希望取材班∥
著

ポプラ社 369.4 2015.3

5 女性たちの貧困  “新たな連鎖”の衝撃 ＮＨＫ「女性の貧困」取材班 幻冬舎 367.21 2014.12

6 シングルマザーの貧困 水無田　気流 ∥著 光文社 369.41 2014.11

7 最貧困女子 鈴木　大介 ∥著 幻冬舎 368.4 2014..9


