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No. 請求記号 書名 巻　次 著者名 出版社 出版年 登録番号 配架場所 ISBN キーワード ICタグ

1 143.1/W37
The war of the sexes : how conflict and cooperation have shaped
men and women from prehistory to the present

: hbk Paul Seabright . Princeton University Press c2012 2000106069 一般図書 9780691133010 人間関係 544A32303134301300027515

2 146.8/P27
パートナー間のこじれた関係を修復する11のステップ : DBT (弁
証法的行動療法) で身につける感情コントロール・対人関係スキ
ル

アラン・E. フォレンゼ
ティ著 ; 西川美樹訳 .

明石書店 2012.1 1000126522 一般図書 9784750335278 人間関係 544A32303134301300027516

3 152.1/A25 「愛」って何? : わかりあえない男女の謎を解く
リヒャルト・ダーフィト・
プレヒト著 ; 柏木ゆう
訳, 津守滋訳 .

柏書房 2011.12 1000125648 一般図書 9784760140718 恋愛 544A32303134301300027517

4 159/O66
「女のしあわせ」がなくなる日 : "本当にハッピーな人生"を手に入
れるためにすべきこと

ももせいづみ著 . 主婦の友社 2011.3 1000124947 一般図書 9784072767887 生き方 544A32303134301300027518

5 159/O66 女の才覚 : 日本の女性が失くしてしまったもの 大宅映子著 . ワニブックス 2011.12 1000125497 一般図書 9784847065255 生き方 544A32303134301300027519

6 159/O66 女の子の幸福論 : もっと輝く、明日からの生き方 大崎麻子著 . 講談社 2013.3 1000127051 一般図書 9784062180818 生き方 544A32303134301300027520

7 159/R66 ロンドンで学んだ女性の向上心 井形慶子著 . 朝日新聞出版 2012.5 1000126015 一般図書 9784022617231 生き方 544A32303134301300027521

8 159/Sh59 しなやかな仕事術 林文子著 . PHP研究所 2013.6 1000127388 一般図書 9784569812410 人間関係 544A32303134301300027522

9 159/Sh96
職場で“モテる"社会学 : なぜ今、女性は「仕事を楽しむ男」に惹
かれるのか

三浦展, 菊入みゆき
[著] .

講談社 2012.7 1000126240 一般図書 9784062727679 生き方 544A32303134301300027523

10 180/W47 わたし、住職になりました 三浦明利著 . アスペクト 2012.4 1000126266 一般図書 9784757220515 生き方 544A32303134301300027524

11 280/J76
女性へ贈る7つのメッセージ : 輝く女性たちから、あなたが羽ばた
くために

秦由美子編著 . 晃洋書房 2012.6 1000126144 一般図書 9784771023468 生き方 544A32303134301300027525

12 281/O66 女のきっぷ : NHKラジオテキスト
森まゆみ著 ; 日本放
送協会, NHK出版編 .

NHK出版 2012.4 1005036043 一般図書 9784149108049 生き方 544A32303134301300027526

13 289/Ki38 キム・ホンソンという生き方 : 在日コリアンとして、障がい者として 金洪仙著 . 解放出版社 2012.7 1000126398 一般図書 9784759267532 生き方 544A32303134301300027527

14 289/Ta94 たたかえ!ブス魂 : コンプレックスとかエロとか三十路とか ペヤンヌマキ著 . ベストセラーズ 2013.9 1000127465 一般図書 9784584135198 人間関係 544A32303134301300027528

15
302.237/Ta
22

タイの田舎で嫁になる : 野性的農村生活 森本薫子著 . めこん 2013.5 1000127409 一般図書 9784839602673 育児 544A32303134301300027529

16
302.25/Ma5
4

まるごとインドな男と結婚したら 鈴木成子著 . 彩流社 2013.8 1000127430 一般図書 9784779119170 育児 544A32303134301300027530

17 304/Sh97 醤油と薔薇の日々 小倉千加子著 . いそっぷ社 2013.6 1000127515 一般図書 9784900963597 恋愛 544A32303134301300027531

18 316/J52 わたしを生きる : アイデンティティと尊厳 大阪府人権協会編 . 大阪府府民文化部人権室 2012.3 1005036637 一般図書 人間関係 544A32303134301300027532

19 320/W25
わかりやすいセクシュアルハラスメント裁判例集 . - 東京 : 21世紀
職業財団 , 2011.3

わかりやすいセクシュ
アルハラスメント裁判
例集 .

21世紀職業財団 2011.3 1000125324 一般図書 9784915811470 セクハラ 544A32303134301300027533

20 333/N68 New frontiers in feminist political economy : pbk
edited by Shirin M. Rai
and Georgina Waylen .

Routledge 2014 2000106282 一般図書 9780415539814
ジェン
ダー

544A32303134301300027534

21 336.4/Sh96 職場のワーク・ライフ・バランス
佐藤博樹, 武石恵美子
著 .

日本経済新聞出版社 2010.11 1000124591 一般図書 9784532112127 介護 544A32303134301300027535

22 361.7/D38
男女共同参画と男性 : 男性の家庭・地域参画を進める学習プロ
グラムハンドブック

国立女性教育会館編 . 国立女性教育会館 2013.3 1005035868 一般図書
男女共同
参画

544A32303134301300027536

23 361.8/So13 Social inequality in Japan : hardback
Sawako Shirahase
.Oxon

Routledge 2014 2000106291 一般図書 9780415824385
ジェン
ダー

544A32303134301300027537

24 364/So13 Social security in contemporary Japan : a comparative analysis : pbk
Mari Osawa ;
translation edited by
Michael Burtscher .

Routledge
2013,
c2011

2000106264 一般図書 9780415855518
ジェン
ダー

544A32303134301300027538

25 365.3/Sh14 大人のためのシェアハウス案内 西川敦子著 . ダイヤモンド社 2012.2 1000126832 一般図書 9784478020487 人間関係 544A32303134301300027539

26 365.3/Sh14
シェア : シングル化が進める都市の新しいスタイル . - 東京 : ハイ
ライフ研究所 , 2013.3 . - (ハイライフセミナー講演録 ; 第23回)

シェア ハイライフ研究所 2013.3 1005036093 一般図書 人間関係 544A32303134301300027540

27 366.3/G34 Gender and the dysfunctional workplace hbk. series editor Edward Elgar c2012 2000106024 一般図書 9780857932594 セクハラ 544A32303134301300027541

28 366.3/H42
働くみんなのマタハラ手帳 : 職場のマタニティハラスメントをなくそ
う

日本労働組合総連合
会男女平等局&非正規
労働センター編 .

日本労働組合総連合会男
女平等局&非正規労働セン
ター

2013.9 1005036466 一般図書 育児 544A32303134301300027542

29 366.3/Ko88
子育てと仕事の狭間にいる女性たち : JILPT子育て世帯全国調
査2011の再分析

労働政策研究・研修機
構編 .

労働政策研究・研修機構 2013.6 1005036214 一般図書 育児 544A32303134301300027543

30 366.3/Ma71 マタニティハラスメント 溝上憲文著 . 宝島社 2013.11 1000127712 一般図書 9784800217356 育児 544A32303134301300027544

31 366.7/J24
もっと世界へ!グローバル女子力を身につける . - 東京 : ジャパン
タイムズ , 2012.2 . - (The Japan Times for women : 世界を見つ
める女性の生き方 ; Vol.1)

もっと世界へ!グローバ
ル女子力を身につける
.

世界を見つめる女性の生き
方 ; Vol.1)

2012.2 1000126107 一般図書 9784789080040 生き方 544A32303134301300027545

32 366.7/Ko88
子育てがプラスを生む「逆転」仕事術 : 産休・復帰・両立、すべて
が不安なあなたへ

小室淑恵著 . 朝日新聞出版 2014.1 1000127882 一般図書 9784023312326 育児 544A32303134301300027546

33 366.7/W33 2人が「最高のチーム」になるワーキングカップルの人生戦略
小室淑恵, 駒崎弘樹著
.

英治出版 2011.7 1000125125 一般図書 9784862760937
コミュニ
ケーショ
ン

544A32303134301300027547

34 366.8/H42
働き続ける女子のための会社のルールとお金の話 = The rule of
a company & money text for career women

宮本美恵子著 . 中央経済社 2012.4 1000125942 一般図書 9784502053900 セクハラ 544A32303134301300027548

35 366/Sh69
育児・介護のためのガイドブック : ワーク・ライフ・バランスの実現
をめざして

育児・介護のためのガ
イドブック

森林総合研究所 2011.2 1005032412 一般図書 介護 544A32303134301300027549

36 367.2/Ka29 The kaleidoscope of gender : prisms, patterns, and possibilities : pbk
editors, Joan Z. Spade,
Catherine G. Valentine
.Oaks, Calif.

Pine Forge Press c2011 2000105514 一般図書 9781412979061 人間関係 544A32303134301300027550

37 367.2/O66 「おんな」の思想 : 私たちは、あなたを忘れない 上野千鶴子著 . 集英社インターナショナル 2013.6 1000127406 一般図書 9784797672510
ジェン
ダー

544A32303134301300027551

38 367.21/J24 Japanese femininities : hbk Justin Charlebois . Routledge 2014 2000106230 一般図書 9780415662581
ジェン
ダー

544A32303134301300027552

39
367.21/Ma4
3

Manga girl seeks herbivore boy : studying Japanese gender at
Cambridge

edited by Brigitte
Steger and Angelika
Koch .

Lit 2013 2000106238 一般図書 9783643903198 恋愛 544A32303134301300027553

40 367.21/V79
Violence against women and girls in Japan : with special
emphasis on violence against women and girls after disaster for
the 57th session of UN Commission on the Status of Women

JAWW (Japan
Women's Watch) .

Japan Women's Watch
(JAWW)

2013 2005006195 一般図書 セクハラ 544A32303134301300027554

41 367.3/D99 DV・セクハラ相談マニュアル
東京弁護士会 両性の
平等に関する委員会
編 .

商事法務 2012.12 1000126696 一般図書 9784785720308 セクハラ 544A32303134301300027555

42 367.3/H14
「母」のせいで結婚できない女たち : 「かくれマザコン女」の困った
恋愛、危ない結婚

岡野あつこ, 倉田真由
美著 .

日本文芸社 2011.11 1000125407 一般図書 9784537258783 恋愛 544A32303134301300027556

43 367.3/I31
いかにして子育てしやすい社会を築くか? : 家族政策の形成と市
民セクターの役割に関する日仏対話 : 国際女性デー・日仏シンポ
ジウム

船橋惠子, 静岡大学編
集・監修 .

船橋惠子研究室 2013.3 1005035880 一般図書 育児 544A32303134301300027557

44 367.3/J24
The Japanese family in transition : from the professional
housewife ideal to the dilemmas of choice

: cloth
Suzanne Hall Vogel
with Steven K. Vogel .

Rowman & Littlefield c2013 2000106211 一般図書 9781442221710 生き方 544A32303134301300027558

45 367.3/J76 女性と家族
昭和女子大学女性文
化研究所編 .

御茶の水書房 2014.2 1005036722 一般図書 9784275010636 育児 544A32303134301300027559

46 367.3/Ma41 ママの世界はいつも戦争 杉浦由美子著 . ベストセラーズ 2013.8 1000127441 一般図書 9784584124147 育児 544A32303134301300027560

47 367.3/Sh64
親密な人間関係のための臨床心理学 : 家族とつながり、愛し、ケ
アする力

平木典子, 中釜洋子,
友田尋子編著 .

金子書房 2011.6 1000125266 一般図書 9784760826346 人間関係 544A32303134301300027561

48 367.4/Ka28 格付けしあう女たち : 「女子カースト」の実態 白河桃子著 . ポプラ社 2013.11 1000127719 一般図書 9784591136782 生き方 544A32303134301300027562
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49 367.4/Ke29
結婚、しない? : 徹底調査でわかった「30・40代未婚女子」たちの
実像 . - 東京 : 朝日新聞出版 , 2012.10 . - (AERA MOOK ; .
AERA for women)

結婚、しない? 朝日新聞出版 2012.1 1000126508 一般図書 9784022744609 恋愛 544A32303134301300027563

50 367.6/D65
「デートDV」についてのアンケート調査「デートDV防止のために」
講演会とパネルディスカッション報告書

和歌山eかんぱにい企
画・編集 .

和歌山eかんぱにい 2011.3 1005031978 一般図書 デートDV 544A32303134301300027564

51 367.6/G24 “ガールズ"自立支援ハンドブック
横浜市男女共同参画
推進協会編 .

全国女性会館協議会 2012.12 1005035591 一般図書
男女共同
参画

544A32303134301300027565

52 367.9/O86 おとなの関係 : 性と心とからだと愛 亀山早苗, 山路徹著 . 中央公論新社 2012.5 1000126019 一般図書 9784120043840 恋愛 544A32303134301300027566

53 367.9/Z3 「絶望の時代」の希望の恋愛学 宮台真司編著 . KADOKAWA 2013.12 1000127802 一般図書 9784046001160
コミュニ
ケーショ
ン

544A32303134301300027567

54 368.6/Ma31 マイ・レジリエンス : トラウマとともに生きる 中島幸子著 . 梨の木舎 2013.4 1000127188 一般図書 9784816613029 デートDV 544A32303134301300027568

55 369.2/J52
人生を狂わせずに親の「老い」とつき合う : 「介護崩壊」時代に親
子の絆を守る

和田秀樹[著] . 講談社 2012.2 1000125704 一般図書 9784062727471 介護 544A32303134301300027569

56 369.2/Sh29
仕事と両立させるための親の介護Q&A : 介護しながら働く人が
知っておきたい知恵と工夫

ミズ総合企画編 . ミネルヴァ書房 2011.9 1000125335 一般図書 9784623061372 介護 544A32303134301300027570

57 369.3/A46 あなたを守りたい : 3・11と母子避難 海南友子著 . 子どもの未来社 2013.8 1000127472 一般図書 9784864120456 育児 544A32303134301300027571

58 369.3/A49 あの日からもずっと、福島・渡利で子育てしています 佐藤秀樹著 . かもがわ出版 2013.6 1000127288 一般図書 9784780306309 育児 544A32303134301300027572

59 369.3/D37
男女共同参画の視点による震災対応状況調査 . - [東京] : 内閣
府男女共同参画局 , 2012.7

男女共同参画の視点
による震災対応状況
調査 .

内閣府男女共同参画局 2012.7 1005036438 一般図書
男女共同
参画

544A32303134301300027573

60 369.3/H55
東日本大震災における医療・健康支援 : 男女共同参画の視点か
ら= Public health support in Great East Japan Earthquake from
gender sensitive perspective

女性と健康ネットワー
ク編 .

女性と健康ネットワーク 2013.2 1005035808 一般図書 9784906839865
男女共同
参画

544A32303134301300027574

61 369.3/Sa67 3.11後を生きる : シングルマザーたちの体験を聞く 3.11後を生きる
しんぐるまざあず・ふぉーら
む

2013.3 1005036188 一般図書 育児 544A32303134301300027575

62 369.3/Sh69
震災婚 : 震災で生き方を変えた女たちライフスタイル・消費・働き
方

白河桃子[著] .
ディスカヴァー・トゥエンティ
ワン

2011.1 1000125959 一般図書 9784799310687 生き方 544A32303134301300027576

63 369.4/Ko88 子育て支援の社会学 : 社会化のジレンマと家族の変容 松木洋人著 . 新泉社 2013.1 1000127624 一般図書 9784787713148 育児 544A32303134301300027577

64 369.4/N95 保育の現状と子どもの未来 相馬範子著 . 東洋書店 2013.5 1000127203 一般図書 9784864591324 育児 544A32303134301300027578

65 369.4/Sh96 少子社会の子育て力 : 豊かな子育てネットワーク社会をめざして
高野良子編著 ; 宮下
裕一 [ほか] 著 .

学文社 2013.4 1000127279 一般図書 9784762023767 育児 544A32303134301300027579

66 375/D37
男女共同参画社会の形成と教育 . - 東京 : 大学女性協会 ,
2013.3 . - (JAUWシンポジウム ; 2012)

男女共同参画社会の
形成と教育 .

大学女性協会 2013.3 1005035907 一般図書
大学、男
女共同参
画

544A32303134301300027580

67 376.4/J36 ジェンダーでみる理工系学部への進学 : 現状と課題 河野銀子 [述] .
文部科学省科学技術政策
研究所第1調査研究グルー
プ

2013.6 1005036510 一般図書 理系 544A32303134301300027581

68 377.1/G34
Gender equity policies in higher education in Japan : gender,
power and discourses

pbk.
Sanae Kawana
.Germany

LAP Lambert Academic
Publishing

2011 2000105949 一般図書 9783845444352 セクハラ 544A32303134301300027582

69 377.9/J76
女性とキャリア・生き方 : 愛知淑徳大学卒業生の再チャレンジ事
例

愛知淑徳大学編 .
愛知淑徳大学ジェンダー・
女性学研究所

2012.3 1005036462 一般図書 生き方 544A32303134301300027583

70 377.9/J78
「女子大生」、その大いなる使命 : 日本の将来は「女子大生」次
第、なぜか?

百瀬昭次著 . 現代図書 2012.1 1000126513 一般図書 9784434172151 生き方 544A32303134301300027584

71 377/A37 コロコニガイドブック : 仕事と育児・介護の両立のために : Q&A集 コロコニガイドブック
[秋田大学男女共同参画推
進室coloconi]

[2012.10] 1005035435 一般図書
男女共同
参画

544A32303134301300027585

72 377/D16 大学等における男女共同参画推進セミナー 平成25年度
大学等における男女
共同参画推進セミナー
.

国立女性教育会館 2012.11- 1005036512 一般図書
男女共同
参画

544A32303134301300027586

73 377/I97
岩手大学男女共同参画推進宣言3周年シンポジウム報告書 : 男
女共同参画のさらなる発展 : 行動計画がスタートします

岩手大学男女共同参
画推進室編 .

[岩手大学男女共同参画推
進室]

2013.2 1005036039 一般図書
男女共同
参画

544A32303134301300027587

74 377/I97 いわての復興に貢献する女性研究者支援 : 事業報告書 2013年度
いわての復興に貢献
する女性研究者支援

岩手大学男女共同参画推
進室

2014.3 1005036751 一般図書
男女共同
参画

544A32303134301300027588

75 377/I97
「共生の時代を拓く、いわて女性研究者支援」事業報告書 : 文部
科学省女性研究者研究活動支援事業(女性研究者支援モデル育
成)採択課題(2010年度-2012年度)

「共生の時代を拓く、い
わて女性研究者支援」
事業報告書

岩手大学男女共同参画推
進室

2013.3 1005036040 一般図書 理系 544A32303134301300027589

76 377/Ka17 「香大発地域ぐるみ、女性研究者支援の高波を」中間評価
「香大発地域ぐるみ、
女性研究者支援の高
波を」中間評価 .

香川大学男女共同参画推
進室

2012.8 1005035341 一般図書
男女共同
参画

544A32303134301300027590

77 377/Ka19
「女性研究者研究活動支援事業」 : 科学技術人材育成費補助事
業

平成23年度
事業報告書

国立大学法人鹿児島
大学男女共同参画推
進センター [編] .

国立大学法人鹿児島大学
男女共同参画推進センター
女性研究者支援事業本部

2012.7- 1005036519 一般図書
男女共同
参画

544A32303134301300027591

78 377/O34
地域社会で育む「輝く女性研究者」支援 : 平成22-24年度活動報
告書

地域社会で育む「輝く
女性研究者」支援

大分大学女性研究者サ
ポート室"FAB"

2013.3 1005036055 一般図書
男女共同
参画

544A32303134301300027592

79 377/So75
外からの目 : External Evaluation : 大分大学女性研究者支援の
取組をどう評価し、これからにつなげていくか

外からの目
大分大学女性研究者サ
ポート室

2013.3 1005035874 一般図書
大学、男
女共同参
画

544A32303134301300027593

80 377/To43
徳島大学AWA[OUR]サポートシステム活動報告書 : 文部科学省
科学技術人材育成費補助金「女性研究者研究活動支援事業」

平成22年度
-平成24年
度

徳島大学AWAサポート
センター編集 .

徳島大学AWAサポートセン
ター

2013.1 1005035811 一般図書
男女共同
参画

544A32303134301300027594

81 377/To46 なぜいま男女共同参画推進が必要なのか? : 水産分野の事情
東京海洋大学男女共
同参画推進室女性研
究者支援機構編 .

[東京海洋大学男女共同参
画推進室女性研究者支援
機構]

2012.5 1005035180 一般図書
男女共同
参画

544A32303134301300027595

82 377/To46 先輩たちのキャリアパス2013
先輩たちのキャリアパ
ス2013 .

東京海洋大学男女共同参
画推進室女性研究者支援
機構オフィス海なみ

2013.11 1005036474 一般図書
大学、男
女共同参
画

544A32303134301300027596

83 384.7/L94 Lovesick Japan : sex, marriage, romance, law Mark D. West . Cornell University Press 2011 2000105700 一般図書 9780801449475 恋愛 544A32303134301300027597

84 407/G34
「元気な食と農を支える女性研究者支援モデル」活動報告書 : 文
部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事
業

平成22年度
「元気な食と農を支え
る女性研究者支援モ
デル」活動報告書

農業・食品産業技術総合研
究機構女性研究者支援室

2010.4- 1005032616 一般図書 理系 544A32303134301300027598

85 407/J76
女性研究者研究活動支援事業シンポジウム : 世界で活躍できる
理系女性研究者の育成

2013
女性研究者研究活動
支援事業シンポジウム

文部科学省科学技術・学術
政策局人材政策課

2013 1005036639 一般図書
男女共同
参画

544A32303134301300027599

86 495.1/Ts72 妻の病気の9割は夫がつくる : 医師が教える「夫源病」の治し方 石蔵文信著 . マキノ出版 2012.12 1000126856 一般図書 9784837671855 介護 544A32303134301300027600

87 598.2/Mi44
みんな違っていいやん! : 4男5女のママさん助産師が教える妊娠・
出産アドバイス

こばやしひさこ著 . 角川書店 2013.7 1000127584 一般図書 9784041104118 育児 544A32303134301300029601

88 598.4/O86 男も出番!介護が変わる 羽成幸子著 . 春秋社 2012.7 1000126331 一般図書 9784393726051 介護 544A32303134301300029602

89 599/A94 新しいパパの教科書
ファザーリング・ジャパ
ン著 .

学研教育出版 2013.1 1000127803 一般図書 9784058001295 育児 544A32303134301300029603

90 599/D41
だれも教えてくれなかったほんとうは楽しい仕事&子育て両立ガイ
ド

小栗ショウコ, 田中聖
華著 .

ディスカヴァー・トゥエンティ
ワン

2013.1 1000127627 一般図書 9784799314036 育児 544A32303134301300029604

91 599/H99 127人が選んだわたしの好きな育児書
月刊クーヨン編集部編
.

クレヨンハウス 2013.4 1000127202 一般図書 9784861012532 育児 544A32303134301300029605

92 726/St8
Straight from the heart : gender, intimacy, and the cultural
production of sh?jo manga

: softcover Jennifer S. Prough . University of Hawai?i Press c2011 2000105651 一般図書 9780824835286 人間関係 544A32303134301300029606

93 910.2/H51 平安文学でわかる恋の法則 高木和子著 . 筑摩書房 2011.1 1000125408 一般図書 9784480688705 恋愛 544A32303134301300029607

94 910.2/Ka28 書くこと恋すること : 危機の時代のおんな作家たち 阿部浪子著 . 社会評論社 2012.7 1000126301 一般図書 9784784519064 恋愛 544A32303134301300029608

95 910.2/O66
女の子を殺さないために : 解読「濃縮還元100パーセントの恋愛
小説」

川田宇一郎著 . 講談社 2012.2 1000125935 一般図書 9784062175203 恋愛 544A32303134301300029609

96 910.2/O86 男漱石を女が読む 渡邊澄子著 . 世界思想社 2013.4 1000127129 一般図書 9784790715917
ジェン
ダー

544A32303134301300029610

97 910.2/Se19 姓と性 : 近代文学における名前とジェンダー 高田知波著 . 翰林書房 2013.9 1000127749 一般図書 9784877373559
ジェン
ダー

544A32303134301300029611
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98 915.3/A25 愛とゴシップの「平安女流日記」 川村裕子監修 . PHP研究所 2013.3 1000126990 一般図書 9784569679563 恋愛 544A32303134301300029612

99 916/Ki22 棄国子女 : 転がる石という生き方 片岡恭子著 . 春秋社 2013.11 1000127738 一般図書 9784393333310 生き方 544A32303134301300029613

100 950/Ko34 恋するフランス文学 小倉孝誠著 . 慶應義塾大学出版会 2012.1 1000126704 一般図書 9784766419900 恋愛 544A32303134301300029614
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