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セクシュアル・ハラスメントの法
理 山崎文夫著 総合労働研究所 2000.6 110101055

スクール・セクハラ防止マニュア
ル 田中早苗著 明石書店 2001.4 110103261

裁かれる男たち : セクハラ告発の行
方 金子雅臣著 明石書店 2001.7 110103473

セクシュアル・ハラスメントの実
態と法理 : タブーから権利へ 水谷英夫著 信山社出版 2001.3 110103774

なぜ夫は、愛する妻を殴るのか? :

バタラーの心理学 ドナルド・G・ダットン, スーザン・K・ゴラント著/中村正訳作品社 2001.8 110203799

国家公務員の昇進・キャリア形成
(法政大学大原社会問題研究所叢書) 早川征一郎著 日本評論社 1997.3 110306967

セクハラ・DVの法律相談(新・青林
法律相談:7) 石井妙子, 相原佳子編青林書院 2004.5 110405402

ジェンダーがわかる。(AERA

MOOK:78) 朝日新聞社 2002.4 110407200

脱「格差社会」への戦略 神野直彦, 宮本太郎編岩波書店 2006.12 110607342

理系の女の生き方ガイド : 女性研究
者に学ぶ自己実現法(ブルーバック
ス:B-1307) 宇野賀津子, 坂東昌子著講談社 2000.10 110607436

壊れる男たち : セクハラはなぜ繰り
返されるのか(岩波新書:新赤版
996) 金子雅臣著 岩波書店 2006.2 110607792

いまこの国で大人になるというこ
と 苅谷剛彦編著/内野正幸 [ほか著]紀伊國屋書店 2006.5 110608975

憲法の危機をこえて : 弁護士活動か
らみえる人権 宮里邦雄, 山口広, 海渡雄一編著明石書店 2007.2 110705178

百年前の私たち : 雑書から見る男と
女(講談社現代新書:1882) 石原千秋著 講談社 2007.3 110705600

女性差別はなぜ存続するのか : 差別
論入門 安川寿之輔著 明石書店 1996.4 110805858

研究者編(素敵にサイエンス : かが
やき続ける女性キャリアを目指し
て : 女性のための理系進路選択) 鳥養映子, 横山広美編著近代科学社 2008.5 110806542

加速する雇用破壊 : 生活と労働を守
る闘い(女性労働研究:No.53) 女性労働問題研究会編

女性労働問題研
究会/青木書店
(発売) 2009.1 110810177

論争日本のワーク・ライフ・バラ
ンス 山口一男, 樋口美雄編

日本経済新聞出
版社 2008.4 110811458

ポストドクター問題 : 科学技術人材
のキャリア形成と展望 国立教育政策研究所, 日本物理学会キャリア支援センター編世界思想社 2009.6 110901449

職場のいじめ・パワハラと法対策
第2版 水谷英夫著 民事法研究会 2009.6 110901914

ポスト育児期の女性と働き方 : ワー
ク・ファミリー・バランスとスト
レス 西村純子著

慶應義塾大学出
版会 2009.3 110902202

女性の働きかた(叢書・働くという
こと:第7巻) 武石恵美子編著 ミネルヴァ書房 2009.6 110902203

ワークライフバランス社会へ : 個人
が主役の働き方 大沢真知子著 岩波書店 2006.3 110902863
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個人・家族・社会をつなぐ生活ス
キル(生活をつくる家庭科:第1巻) 日本家庭科教育学会編ドメス出版 2007.6 110903242

安全・安心な暮らしとウェルビー
イング(生活をつくる家庭科:第2巻) 日本家庭科教育学会編ドメス出版 2007.6 110903243

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 岩村暢子著 新潮社 2007.10 110903252

ジェンダーと教育(新編日本のフェ
ミニズム:8) 天野正子 [ほか] 編集委員/斎藤美奈子編集協力/天野正子解説岩波書店 2009.1 110903324

ジェンダー・スタディーズ : 女性
学・男性学を学ぶ(大阪大学新世紀
レクチャー) 牟田和恵編 大阪大学出版会 2009.3 110903959

ジェンダーの交差点 : 横断研究の試
み 愛知淑徳大学ジェンダー・女性学研究所編彩流社 2009.2 110904025

企業編(素敵にサイエンス : かがや
き続ける女性キャリアを目指して :

女性のための理系進路選択) 中村立子編著 近代科学社 2008.9 110905083

先生編(素敵にサイエンス : かがや
き続ける女性キャリアを目指して :

女性のための理系進路選択) 田中若代編著 近代科学社 2009.6 110906226

「女装と男装」の文化史(講談社選
書メチエ:450) 佐伯順子著 講談社 2009.10 110906365

人が壊れてゆく職場 : 自分を守るた
めに何が必要か(光文社新書:359) 笹山尚人著 光文社 2008.7 111001788

平成オトコ塾 : 悩める男子のための
全6章(双書Zero) 澁谷知美著 筑摩書房 2009.9 111002063

フードファディズム : メディアに惑
わされない食生活(シリーズCura) 高橋久仁子著 中央法規出版 2007.10 111002158

ワークライフバランス : 実証と政策
提言 山口一男著

日本経済新聞出
版社 2009.12 111002175

アメリカ・ジェンダー史研究入門 有賀夏紀, 小檜山ルイ編青木書店 2010.3 111003559

ワークライフバランス : 考え方と導
入法 改訂版 小室淑恵著

日本能率協会マ
ネジメントセン
ター 2010.3 111003627

キャリアも恋も手に入れる、あな
たが輝く働き方 : 超人気ワーク・ラ
イフバランスコンサルタントが教
える 小室淑恵[著] ダイヤモンド社 2008.3 111003918

デートDVと恋愛 伊田広行著 大月書店 2010.11 111004656

はじめて学ぶジェンダー論 [正] 伊田広行著 大月書店 2004.3-2006.3111004659

はじめて学ぶジェンダー論 続 伊田広行著 大月書店 2004.3-2006.3111004660

働く意味とキャリア形成 谷内篤博著 勁草書房 2007.2 111004974

医療・福祉政策のゆくえを読む : 高
齢者医療・介護制度/障害者自立支
援法/子ども・子育て新システム 伊藤周平著 新日本出版社 2010.12 111101445

男性学(新編日本のフェミニズ
ム:12) 天野正子 [ほか] 編集委員/斎藤美奈子編集協力/伊藤公雄解説岩波書店 2009.12 111101663

ジェンダーで学ぶ政治社会学入門 :

男女平等の未来のために 大海篤子著 世織書房 2010.4 111101911



社会保障と福祉国家のゆくえ 齋藤純一, 宮本太郎, 近藤康史編者ナカニシヤ出版 2011.6 111102409

少子化時代の家族変容 : パートナー
シップと出生行動 阿藤誠 [ほか] 編 東京大学出版会 2011.3 111102413

台所の一万年 : 食べる営みの歴史と
未来(百の知恵双書:011) 山口昌伴著

農山漁村文化協
会 2006.7 111103045

リブとフェミニズム(新編日本の
フェミニズム:1) 天野正子 [ほか] 編集委員/斎藤美奈子編集協力/上野千鶴子解説岩波書店 2009.5 111103192

フェミニズム理論(新編日本のフェ
ミニズム:2) 天野正子 [ほか] 編集委員/斎藤美奈子編集協力/江原由美子解説岩波書店 2009.11 111103193

権力と労働(新編日本のフェミニズ
ム:4) 天野正子 [ほか] 編集委員/斎藤美奈子編集協力/大沢真理解説岩波書店 2009.8 111103195

女性史・ジェンダー史(新編日本の
フェミニズム:10) 天野正子 [ほか] 編集委員/斎藤美奈子編集協力/加納実紀代解説岩波書店 2009.2 111103200

災害社会学入門(シリーズ災害と社
会:1) 大矢根淳 [ほか] 編 弘文堂 2007.12 111103759

震災と心のケア : 子どもの心の傷が
PTSDになる前に 片山和子, 湯汲英史共著日東書院本社 2011.7 111104181

非正規雇用のキャリア形成 : 職業能
力評価社会をめざして 小杉礼子, 原ひろみ編著勁草書房 2011.12 111104386

ほどほどに豊かな社会 香山リカ, 橘木俊詔著ナカニシヤ出版 2011.11 111200354

思いこみの性、リスキーなセック
ス(若者の気分) 池上千寿子著 岩波書店 2011.2 111200383

女って大変。 : 働くことと生きるこ
とのワークライフバランス考 澁谷智子編著 医学書院 2011.11 111200414

国際比較にみる世界の家族と子育
て 牧野カツコ [ほか] 編著ミネルヴァ書房 2010.4 111200632

中国古代家族史研究 : 秦律・漢律に
みる家族形態と家族観 鈴木直美著 刀水書房 2012.2 111200808

壁を超える : 政治と行政のジェン
ダー主流化(ジェンダー社会科学の
可能性:第3巻) 辻村みよ子編 岩波書店 2011.6 111200858

ケースブック・日本の居住貧困 : 子
育て/高齢障がい者/難病患者 早川和男編集代表/岡本祥浩, 早川潤一編藤原書店 2011.1 111201744

生きづらさはどこから来るか : 進化
心理学で考える(ちくまプリマー新
書:183) 石川幹人著 筑摩書房 2012.7 111202697

絵画と私的世界の表象(変容する親
密圏/公共圏:3) 中村俊春編

京都大学学術出
版会 2012.1 111203003

日本の地域間格差 : 東京一極集中型
から八ヶ岳方式へ 橘木俊詔, 浦川邦夫著日本評論社 2012.6 111203438

日本社会の生活不安 : 自助・共助・
公助の新たなかたち 国立社会保障・人口問題研究所編

慶應義塾大学出
版会 2012.3 111203467

「大量失業社会」の労働と家族生
活 : 筑豊・大牟田150人のオーラル
ヒストリー 都留民子編著/高林秀明 [ほか] 著大月書店 2012.6 111203478

家族進化論 山極寿一著 東京大学出版会 2012.6 111203760

東アジアの結婚と女性 : 文学・歴
史・宗教(アジア遊学:157) 仁平道明編 勉誠出版 2012.9 111204141

脳の学習力 : 子育てと教育へのアド
バイス(岩波現代文庫:社会:248) S.J.ブレイクモア, U.フリス [著]/乾敏郎, 山下博志, 吉田千里訳岩波書店 2012.8 111204481



女子と就活 : 20代からの「就・
妊・婚」講座(中公新書ラクレ:431) 白河桃子, 常見陽平著中央公論新社 2012.10 111206059

「キャリア未来地図」の描き方 : ラ
イスワークとライフワークの2軸で
考える新しい働き方 原尻淳一, 千葉智之著ダイヤモンド社 2013.1 111206065

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 吉田浩編

河北新報出版セ
ンター 2013.3 111300048

個人加盟ユニオンの社会学 : 「東京
管理職ユニオン」と「女性ユニオ
ン東京」(1993年～2002年) 小谷幸著 御茶の水書房 2013.1 111300637

仕事と暮らしを取りもどす : 社会正
義のアメリカ 遠藤公嗣, 筒井美紀, 山崎憲著岩波書店 2012.10 111300640

労働組合運動とはなにか : 絆のある
働き方をもとめて 熊沢誠著 岩波書店 2013.1 111300642

日本語におけるジェンダー表現 : 大
学生の使用実態および意識を中心
に(比較社会文化叢書:28) 陳一吟著 花書院 2013.3 111301063

家族と社会の経済分析 : 日本社会の
変容と政策的対応 山重慎二著 東京大学出版会 2013.3 111301130

女性史からみた岩国米軍基地 : 広島
湾の軍事化と性暴力(Hiroshima・
1000シリーズ:13) 藤目ゆき著

ひろしま女性学
研究所 2010.10 111301246

歴史教育とジェンダー : 教科書から
サブカルチャーまで(青弓社ライブ
ラリー:67) 長野ひろ子, 姫岡とし子編著青弓社 2011.2 111301338

格差と序列の心理学 : 平等主義のパ
ラドクス 池上知子著 ミネルヴァ書房 2012.10 111301387

「少女小説」の生成 : ジェンダー・
ポリティクスの世紀 久米依子著 青弓社 2013.6 111302136

ルポ産ませない社会 小林美希著 河出書房新社 2013.6 111303234

子育ての経済学 : ビジネススクール
の講義でいちばん受けた話 ジョシュア・ガンズ著/松田和也訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売) 2010.8 111303325

中世ヨーロッパの家族(講談社学術
文庫:[2181]) ジョゼフ・ギース, フランシス・ギース [著]/三川基好訳講談社 2013.7 111303476

倫理学とフェミニズム : ジェン
ダー、身体、他者をめぐるジレン
マ 金井淑子著 ナカニシヤ出版 2013.6 111303592

ケアと人間 : 心理・教育・宗教(講
座ケア : 新たな人間-社会像に向け
て:3) 西平直編著 ミネルヴァ書房 2013.9 111303916

正義・ジェンダー・家族 スーザン・M.オーキン [著]/山根純佳, 内藤準, 久保田裕之訳岩波書店 2013.5 111303919

クコツキイの症例 : ある医師の家族
の物語 上(群像社ライブラリー:30-

31) リュドミラ・ウリツカヤ著/日下部陽介訳群像社 2013.7 111304649

クコツキイの症例 : ある医師の家族
の物語 下(群像社ライブラリー:30-

31) リュドミラ・ウリツカヤ著/日下部陽介訳群像社 2013.7 111304650

里子・里親という家族 : ファミリー
ホームで生きる子どもたち 吉田菜穂子著 大空社 2012.11 111305581

グローバル化時代における生殖技
術と家族形成 日比野由利編著 日本評論社 2013.12 111305815



「境界に立つ市民」の誇り : ユダヤ
人を家族に持つナチ時代のアーリ
ア人作家クレッパー(叢書インテグ
ラーレ:012) 広島大学大学院総合科学研究科編/長田浩彰著丸善出版 2014.1 111305825

福沢諭吉と多元的「市民社会」論 :

女性・家族・「人間 (じんかん) 交
際」 福吉勝男著 世界思想社 2013.9 111400279

日本語版性的いやがらせをやめさ
せるためのハンドブック Elissa Clarke［ほか］著 働くことと性差別を考える三多摩の会訳編

働くことと性差
別を考える三多
摩の会 1988.10 119201179

キャンパス性差別事情 : ストップ・
ザ・アカハラ 上野千鶴子編 三省堂 1997.7 119703910

働く女たちの裁判 : 募集・採用から
セクシャル・ハラスメントまで 大脇雅子, 中野麻美, 林陽子著学陽書房 1996.7 119704951

なぜ男は暴力を選ぶのか : ドメス
ティック・バイオレンス理解の初
歩(かもがわブックレット:143) 沼崎一郎著 かもがわ出版 2002.11 130600259

キャンパス・セクシュアル・ハラ
スメント : 「声を上げたい」あなた
の支えとなるために キャンパス・セクシュアル・ハラスメント全国ネットワーク編click 1998.5 139900619


