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ワーク・ライフ・バランスと豊かな人生① 福島県男女共生センター図書室

請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1401　ｼ 女性政治家のリアル 塩村あやか イースト・プレス 2016

2201　ｱ こんな上司が部下を追いつめる　産業医のファイルから 荒井千暁 文藝春秋 2006

2201　ｵ 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 岩波書店 2006

2201　ｵ 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

2201　ｶ NOと言えない若者がブラック企業に負けず働く方法 川村遼平 晶文社 2014

2201　ｶ 非正規公務員の現在　深化する格差 上林陽治 日本評論社 2015

2201　ｶ
知っていますか？パワー・ハラスメント一問一答
職場のいじめ　第2版

金子雅臣 解放出版社 2009

2201　ｸ ドイツ人はなぜ、1年に150日休んでも仕事が回るのか 熊谷徹 青春出版社 2015

2201　ｺ 僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか？ 木暮太一 星海社 2012

2201　ｺ 新しい人事戦略　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

2201　ｺ
実践　ワークライフバランス
プロジェクトの進め方と定着の仕組みづくり

小室淑恵
日本能率協会
マネジメントセンター 2012

2201　ｺ ルポ　保育崩壊 小林美希 岩波書店 2015

2201　ｺ
パワハラ防止のためのアンガーマネジメント入門
怒り、イライラのコントロールで、職場は変わる！　成果が上がる！ 小林浩志 東洋経済新報社 2014

2201　ｻ
職場の問題地図
「で、どこから変える？」残業だらけ・休めない働き方

沢渡あまね 技術評論社 2016

2201　ﾀ ルポ　賃金差別 竹信三恵子 筑摩書房 2012

2201　ﾄ 15歳からの労働組合入門 東海林智 毎日新聞社 2013

2201　ﾅ
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

2201　ﾆ
人権としてのディーセント・ワーク
働きがいのある人間らしい仕事

西谷敏 旬報社 2011

2202　ｵ 女、今日も仕事する 大瀧純子 ミシマ社 2015

2202　ｵ
これからも働き続けるあなたへ
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

2202　ｵ マタハラ問題 小酒部さやか 筑摩書房 2016

2202　ｺ ルポ　産ませない社会 小林美希 河出書房新社 2013

2202　ﾊ 働く女子の運命 濱口桂一郎 文藝春秋 2015

（図書リスト①）

福島県男女共生センター図書室（３F） 2018年4月特集



ワーク・ライフ・バランスと豊かな人生②
請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

2204　ｹﾞ 主婦40歳、復職めざしてます 現代洋子 KADOKAWA 2014

2204　ｻ 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

2204　ｾ 死ぬまで仕事に困らないために20代で出逢っておきたい100の言葉 千田琢哉 かんき出版 2011

2204　ﾅ どうして就職活動はつらいのか 双木あかり 大月書店 2015

2204　ﾋ ある日突然、失業したら、どうする・どうなる 日向咲嗣 明日香出版社 2009

2204　ﾓ 地方女子の就活は今日もけわしい 百田ちなこ KADOKAWA 2014

2205　ｲ
時間と場所を選ばないパラレルキャリアを始めよう！
「2枚目の名刺」があなたの可能性を広げる

石山恒貴 ダイヤモンド社 2015

2205　ｲ
スーパーの野菜売り場でパートやってます。
買い物が楽しくなる！お仕事コミックエッセイ

伊吹かのこ KADOKAWA 2014

2205　ｴ 督促OL　修行日記 榎本まみ 文藝春秋 2012

2205　ｴ
新幹線お掃除の天使たち
「世界一の現場力」はどう生まれたか？

遠藤功 あさ出版 2012

2205　ｵ
学校の勉強だけではメシは食えない！
世界一の職人が教える「世渡り力」「仕事」「成功」の発想

岡野雅行 こう書房 2007

2205　ｺ 結果を出して定時に帰る時間術 小室淑恵 成美堂出版 2015

2205　ｺ
イラスト版　はじめての人もしっかりこなせる
総務のおしごと手帖

小宮山敏恵 日本実業出版社 2013

2205　ｻ
佐々木かをりの手帳術
アクションプラン時間管理で人生がハッピーになる！

佐々木かをり
日本能率協会
マネジメントセンター 2005

2205　ｼ 図解まるわかり　ビジネス力をグンと上げる　整理術の基本 新星出版社編集部 新星出版社 2015

2205　ﾆ 世界一清潔な空港の清掃人 新津春子 朝日新聞出版 2015

2205　ﾎ 保育士まるごとガイド　資格のとり方・しごとのすべて　第3版
全国保育士養成
協議会 ミネルヴァ書房 2010

2206　ｵ
現役経理さんの声を生かした
経理のお仕事がサクサクはかどる本

小野恵 秀和システム 2014

4102　ｶ
介護で仕事を辞めないために
親が元気なうちからやるべきこと52

グループ・けあ
＆けあ21

創元社 2010

4102　ｻ ヘルパー、今行きます。 佐藤清勇 風詠社 2014

4102　ﾀ 介護びっくり日記 高口光子 講談社 2007

4102　ﾜ 介護離職しない、させない 和氣美枝 毎日新聞出版 2016

5101　ｱ うつと気楽につきあう67のヒント 熱田二朗 総合法令 2005

5101　ｲ <医師><看護師><患者・家族>による　うつと病の本 衛藤理砂ほか 岩波書店 2010

5104　ｷ ぶっちゃけナース 岸香里 いそっぷ社 2010

5104　ｷ 帰ってきた笑うナース 岸香里 いそっぷ社 2014

5209　ﾜ まだある！職場のセクハラ・パワハラ 和田順子 新水社 2012

※ほかにも多数ございますので、ぜひご利用ください。 （図書リスト②）



分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1101/ｼ 女子の国はいつも内戦 辛酸なめ子∥著 河出書房新社 2008

1501/ｱ 家族の実例に見るモラルハラスメントの心理分析 浅見初江∥著 文芸社 2015

1501/ｲ デートDV・ストーカー対策のネクストステージ 伊田広行∥著 解放出版 2015

1501/ﾀ デートDVと学校　“あした”がある 高橋裕子∥編著 エイデル研究所 2010

2106/ｲ 「奨学金」地獄 岩重佳治∥著 小学館 2017

2106/ｵ すぐそばにある「貧困」 大西連∥著 ポプラ社 2015

2016/ﾅ 貧困のなかでおとなになる 中塚久美子∥著 かもがわ出版 2012

2016/ﾕ 「なんとかする」子どもの貧困 湯浅誠∥著 KADOKAWA 2017

3101/ｼ 日本の子連れ再婚家庭 新川てるえ∥著
太郎次郎社
エディタス

2017

3102/ｼ りこんのこども 紫原明子∥著 マガジンハウス 2016

3206/ｱ ワタシはぜったい虐待しませんからね！ あらいぴろよ∥著 主婦の友社 2017

3206/ｺ うちの子になりなよ 古泉智浩∥著 イースト・プレス 2015

3206/ﾏ みんなでつくる子ども・子育て支援新制度
子育てしやすい社会をめざして

前田正子∥著 ミネルヴァ書房 2014

3208/ｱ ルポ保健室　子どもの貧困・虐待・性のリアル 秋山千佳∥著 朝日新聞出版 2016

3208/ｶﾞ 給食費未納　子どもの貧困と食生活格差 鳫咲子∥著 光文社 2016

3210/ｱ 若者の貧困・居場所・セカンドチャンス 青砥恭∥著
太郎次郎社
エディタス

2015

3210/ｲ この思いをきいてほしい！　10代のメッセージ 池田香代子∥編著 岩波書店 2014

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県男女共生センター 図書室（3F）　　　2018年5月特集コーナー　①　

子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考えることを

目的に、５月５日から５月１１日は児童福祉週間として定められています。

家族・学校・社会など、子どもたちを取り巻く現状にせまる本を集めました。

子どもたちが心身共に健やかに育つために何ができるのか考えてみませんか。



分類 書名 著者名など 出版者 出版年

3210/ｲ ルポ居場所不明児童　-消えた子どもたち 石川結貴∥著 筑摩書房 2015

3210/ｳ 母親が知らない娘の本音がわかる本
小中学生の危険なサインの見抜き方・向きあい方

魚住絹代∥著 大和出版 2004

3210/ｵ 17歳。モット自由ニナレルハズ 小倉千加子∥著
PHPエディターズ・
グループ

2004

3210/ｶ 若者のホンネ 香山リカ∥著 朝日新聞出版 2012

3210/ｺ 子どもの貧困の解決へ 浅井春夫∥[ほか]著 新日本出版社 2016

S/3210/ｻ 3.11後の子どもと健康
保健室と地域に何ができるか

大谷尚子∥著
白石草∥著
吉田由布子∥著

岩波書店 2017

3210/ｼ 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 2015

3210/ﾀ 最下層女子校生
無関心社会の罪

橘ジュン∥著 小学館 2016

3210/ﾄ 子ども食堂をつくろう！
人がつながる地域の居場所づくり

NPO法人
豊島子どもWAKUWAKU
ネットワーク∥編著

明石書店 2016

3210/ﾔ 子どもに貧困を押しつける国・日本 山野良一∥著 光文社 2014

3210/ﾜ 女の子ってどうして傷つけあうの？
娘を守るために親ができること

ロザリンド・ワイズマン∥著
小林紀子+難波美帆∥訳

日本評論社 2005

3211/ｻ 親権と子ども
榊原富士子∥著
池田清貴∥著

岩波書店 2017

3211/ﾔ 「赤ちゃん縁組」で虐待死をなくす
愛知方式がつないだ命

矢満田篤二∥著
萬屋育子∥著

光文社 2015

3212/ﾅ いじめのある世界に生きる君たちへ
いじめられっ子だった精神科医の贈る言葉

中井久夫∥著 中央公論新社 2016

4106/ｵ 生活保護VS子どもの貧困 大山典宏∥著 PHP研究所 2013

4106/ﾀ はい。赤ちゃん相談室、田尻です。
こうのとりのゆりかご・24時間ＳＯＳ赤ちゃん電話相談室の現場

田尻由貴子∥著 ミネルヴァ書房 2016

5101/ｵ 睡眠障害の子どもたち
子どもの脳と体を育てる睡眠学

大川匡子∥編著 合同出版 2015

5101/ﾈ ネット依存症から子どもを救う本 樋口進∥著 法研 2014

5103/ﾅ 漂流女子
にんしんＳＯＳ東京の相談現場から

中島かおり∥著 朝日新聞出版 2017

5210/ｳ 裸足で逃げる
沖縄の夜の街の少女たち

上間陽子∥著 太田出版 2017

6102/ｱ 明日の子供たち 有川浩∥著 幻冬舎 2014

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県男女共生センター 図書室（3F）　　　2018年5月特集コーナー　②　



　　　　　　男女共同参画週間6月23日～6月29日

みんなが主役！① 福島県男女共生センター図書室

請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1101　ア 女子と貧困　乗り越え、助け合うために 雨宮処凛 かもがわ出版 2017

1101 ゲ 現代のエスプリ331　女性の発達 柏木恵子/編 至文堂 1995

S1101 サ
災害復興　東日本大震災後の日本社会の在り方を問う
　－女性こそ主役に！－

日本弁護士連合会/編日本加除出版 2012

1101　ナ 平成おんな大学 長井和子/編著 人間出版 2000

1101　フ 日本の女は、100年たっても面白い。 深澤真紀 KKベストセラーズ 2014

1102　イ 「できない男」から「できる男」へ 伊藤公雄 小学館 2002

1102　コ 不自由な男たち　－その生きづらさは、どこから来るのか
小島慶子
田中俊之

祥伝社 2016

1102　ト とまどう男たち　生き方編
伊藤公雄
山中浩司/編

大阪大学出版会 2016

1102　ト とまどう男たち　死に方編
大村英昭
山中浩司/編

大阪大学出版会 2016

1102　フ 男が家事をしない本当の理由　★幸せな家庭の条件★ 淵上勇次郎 東京図書出版会 2005

1103  テ 女性・人権・生きること　－過去を知り　未来をひらく 天童　睦子 学文社 2017

1103　ニ 21世紀の男女平等法
大脇雅子　中島通
子　中野麻美/編 有斐閣 1996

1103　フ 男女平等への道 古舘真 明窓出版 2000

1202　カ 加藤シヅエ　百歳　愛と勇気の言葉の記録 堤江実/編 婦人画報社 1996

1202　ニ 市川房枝　「私の履歴書ほか」 市川房枝 日本図書センター 1999

1203　ヤ おんなぢから　Who's Who of World Women 山中若菜 小学館 1997

1301　イ 未来につなげる男女共同参画　ジェンダー視点の実践活動
池田政子＆やまなし
の仲間たち/編著 生活思想社 2013

1301　イ
「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 インパクト出版会 2009

1301　オ 21世紀の女性政策と男女共同参画社会基本法 大沢真理ほか ぎょうせい 2002

1301　カ 男尊女卑という病 片田珠美 幻冬舎 2015

1301　カ 男女共同参画の時代 鹿嶋敬 岩波書店 2003

1301　カ 勝間和代の日本を変えよう　ＬｉｆｅｈａｃｋｉｎｇＪａｐａｎ 勝間和代 毎日新聞社 2008

1301　コ 地域連携による女性活躍推進の実践
持続可能な地域づくりに活かす行政と民間のつながり

国立女性教育会館/
編 悠光堂 2017

（図書リスト①）

みんなが主役
～性別を超えて～

福島県男女共生センター図書室（３F） 2018年6月



みんなが主役！②

請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1301　サ 男女共同参画意識の芽生え－保育者から子どもへの再生産 佐藤和順 ふくろう出版 2010

1301　ニ 未来をひらく男女共同参画　-ｼﾞェﾝﾀﾞｰの視点から- 西岡正子 ミネルヴァ書房 2016

1301　ニ 誰もがその人らしく　男女共同参画　21世紀　男女平等を進める会 大沢真理：事務局 岩波書店 2003

1301　ヒ 男女平等の社会へ　-世界のいまと日本の女性- 広井暢子 新日本出版社 2013

Ｓ1301　ミ 女たちが動く　東日本大震災と男女共同参画視点の支援
みやぎの女性支援を
記録する会/編著 生活思想社 2012

1301　ミ ノルウェーを変えた髭のノラ　男女平等社会はこうしてできた 三井マリ子 明石書店 2010

1301　フ 未来への提言　－福島みずほ対談集
福島みずほ
ほか

論創社 2011

1401　ジ 女性議員が増えれば社会が変わる　～赤松政経塾　第1期～ 赤松良子ほか
パド・ウィメンズ・
オフィス

2016

1401　ミ ママは大臣　パパは育児　－ヨーロッパをゆさぶる男女平等の政治 三井マリ子 明石書店 1995

1401　ヨ ヒラリーをさがせ！ 横田由美子 文藝春秋 2008

2106　コ 社会をちょっと変えてみた　－ふつうの人が政治を動かした七つの物語
駒崎弘樹
秋山訓子

岩波書店 2016

2201　コ キャリアも恋も手に入れる、あなたが輝く働き方 小室淑恵 ダイヤモンド社 2008

2201　チ 未来の働き方を考えよう　人生は二回、生きられる ちきりん 文藝春秋 2013

2202　カ
マンガで楽しく読める＜仕事も育児も！＞ハッピーママ入
門

加倉井さおり かんき出版 2016

2202　コ 女性活躍　最強の戦略 小室淑恵 日経ＢＰ社 2015

2202　バ 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

3202　ヤ 目指せ、家庭内男女平等！　皿洗いするの、どっち？ 山内マリコ マガジンハウス 2017

5201　エ 先生と親のためのＬＧＢＴガイド
　もしあなたがカミングアウトされたなら

遠藤まめた 合同出版 2016

5201　シ 職場のＬＧＢＴ読本 柳沢正和ほか 実務教育出版 2015

5201　ト トランスジェンダーとして生きる
真木柾鷹
山田正行/編著 同時代社 2006

5201　ミ
私はトランスｼﾞｴﾝﾀﾞｰ
-二つの性の狭間で・・・　ある現役高校教師の生き方

宮崎留美子 ねおらいふ 2000

6201　オ 女は女が強くする 井村雅代ほか 草思社 2001

6201　サ なでしこ力　さあ、一緒に世界一になろう！ 佐々木則夫 講談社 2011

6201　ス コラボレーション　母と娘の世界挑戦
杉山芙紗子
杉山愛 集英社 2004

6201　タ
女子マネージャーの誕生とメディア
-スポーツ文化におけるジェンダー形成-

高井昌史 ミネルヴァ書房 2005

6201　ヒ なでしこジャパンはなぜ世界一になれたのか？ 平田竹男 ポプラ社 2011

8201　サ 女も男も生きやすい国、スウェーデン 三瓶恵子 岩波書店 2017

※ほかにも多数ございますので、ぜひご利用ください。 （図書リスト②）



夏の読書で感動する、視野を広げる① 福島県男女共生センター図書室

請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

J1203　ﾜ レイチェル・カーソン　[沈黙の春]で地球の叫びを伝えた科学者 ジンジャー・ワズワース 偕成社 1999

J2108　ｼ 少女アンネ　その足跡 E・シュナーベル 偕成社 1978

J2108　ﾃ 飛べ！千羽鶴　ヒロシマの少女　佐々木禎子さんの記録　新装版 手島悠介 講談社 2000

J2108　ﾐ ひめゆりの少女　十六歳の戦場 宮城喜久子 高文研 1995

K1202　ｻ 作家の自伝　46　宮本百合子　私の青春時代／一九三二年の春 宮本百合子 日本図書センター 1997

K1203　ﾎ 八重と会津落城 星亮一 PHP研究所 2013

K6102　ｻ 小説　智恵子抄 佐藤春夫 日本図書センター 2000

1101　ｳ 女性の権利の擁護 メアリ・ウルストンクラーフト 未来社 1980

1201　ｲ 「慰安婦」と出会った女子大生たち
神戸女学院大学
石川康宏ゼミナール 新日本出版社 2006

1201　ﾌﾞ 女の人権宣言　フランス革命とオランプ・ドゥ・グージュの生涯 オリヴィエ・ブラン 岩波書店 1995

1202　ｲ 葭の渚　石牟礼道子自伝 石牟礼道子 藤原書店 2014

1202　ｺﾞ ベアテと語る「女性の幸福」と憲法 ベアテ・シロタ・ゴードン 晶文社 2006

1203　ｺ 緒方貞子　戦争が終わらないこの世界で 小山靖史 NHK出版 2014

1203　ｾ わたしの樋口一葉 瀬戸内寂聴 小学館 1996

1203　ﾀ 明治維新　英傑の秘話
西郷隆盛／大久保利通／坂本龍馬／木戸孝允／大村益次郎／西周

田部井昌子 出版文化社 2001

1203　ﾑ 村岡花子と赤毛のアンの世界　生誕120年永久保存版 村岡恵理 河出書房新社 2013

2104　ｲ いま、憲法の魂を選びとる 大江健三郎ほか 岩波書店 2013

2107　ﾊﾞ 日本奥地紀行 イザベラ・バード 平凡社 2000

2107　ﾐ 「女人禁制」Q&A 源淳子 解放出版社 2005

2109　ﾕ
優生保護法が犯した罪
子どもをもつことを奪われた人々の証言

優生手術に対する
謝罪を求める会 現代書館 2003

2111　ﾔ 生きて死ぬ智慧 柳澤桂子
堀文子 小学館 2004

2112　ﾐ 未来をひらく歴史　東アジア3国の近現代史
日中韓3国共通
歴史教材委員会

高文研 2005

2112　ﾒ 沖縄「戦後」ゼロ年 目取真俊 NHK出版 2005

（図書リスト①）

福島県男女共生センター図書室（３F） 2018年7月



夏の読書で感動する、視野を広げる②
請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

4207　ｶ 沈黙の春 レイチェル・カーソン 新潮社 2001

5209　ﾊ セクハラの誕生　日本上陸から現在まで 原山擁平 東京書籍 2011

6102　ｱ 宮尾登美子の世界 朝日新聞社 朝日新聞社 2004

6102　ｲ アニマの鳥 石牟礼道子 筑摩書房 1999

6102　ｵ 女が読む太宰治 筑摩書房編集部 筑摩書房 2009

6102　ｵ 自負と偏見 オーステン 新潮社 1997

6102　ｵ 「新しい人」の方へ
大江健三郎
大江ゆかり

朝日新聞社 2003

6102　ｷ だから荒野 桐野夏生 毎日新聞社 2013

6102　ｻ 晩鐘 佐藤愛子 文藝春秋 2014

6102　ｼ 金子みすゞの世界 詩と詩論研究会 勉誠出版 2002

6102　ｼﾞ
13

女性作家シリーズ　13　三浦綾子　母　宮尾登美子　櫂（第一部）
三浦綾子
宮尾登美子

角川書店 1998

6102　ｾ 源氏物語の女性たち　新装版 瀬戸内寂聴 NHK出版 2002

6102　ﾅ 宮部みゆきが読まれる理由 中島誠 現代書館 2002

6102　ﾀﾞ 女生徒 太宰治 作品社 2000

6102　ﾊ 林芙美子　放浪記 林芙美子 みすず書房 2004

6102　ﾋ 現代語訳　樋口一葉　たけくらべ 松浦理英子 河出書房新社 1996

6102　ﾌ アンネの日記　完全版 アンネ・フランク 文藝春秋 1994

6102　ﾌ 夜と霧　新版 ヴィクトール・E・フランクル みすず書房 2002

6102　ﾎﾞ おだやかな死 シモーヌ・ド・ボーヴォワール 紀伊國屋書店 1995

6102　ﾐ 荒神 宮部みゆき 朝日新聞出版 2014

6102　ﾐ 三浦綾子に出会う本 フォレスト・ブックス編集部 いのちのことば社 1999

6102　ﾓ 赤毛のアン L・M・モンゴメリ 集英社 1993

6102　ﾔ 柳原白蓮エッセイ集　ことたま 柳原白蓮 河出書房新社 2015

6102　ﾔ 『大地の子』と私 山崎豊子 文藝春秋 1996

6108　ｻ 愛蔵版　星の王子さま サン＝テグジュペリ 岩波書店 2000

6108　ﾐ 銀河鉄道の夜
宮澤賢治
田原田鶴子

偕成社 2000

6108　ﾓ 生きる　劉連仁の物語 森越智子 童心社 2015

※ほかにも多数ございますので、ぜひご利用ください。 （図書リスト②）



★性って何？

分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1103/ｻ
ジェンダーとわたし
＜違和感＞から社会を読み解く

笹川あゆみ∥編著 北樹出版 2017

1103/ﾀ
多様なセクシュアリティとジェンダーの公正
個人・家族・性の「やさしい地平」へ

田中弘子∥編著 明石書店 2007

5201/ｱ オレの周りの“性別が、ない！”人たち 新井祥∥著 ぶんか社 2013

5201/ｱ 「性別が、ない！」人たちとのつきあい方 新井祥∥著 ぶんか社 2011

5201/ｾ 性同一性障害って何？ 野宮亜紀∥ほか著 緑風出版 2003

5201/ｾ セクシュアルマイノリティ
セクシュアルマイノリティ
教職員ネットワーク∥編著

明石書店 2003

5201/ﾏ 13歳から知っておきたいLGBT+
アシュリー・マーデル∥著
須川綾子∥訳

ダイヤモンド社 2017

5201/ﾗ
Xジェンダーって何？
日本における多様な性のあり方

ＬａｂｅｌＸ∥編著 緑風出版 2016

5204/ﾏ 同性愛は「病気」なの？ 牧村朝子∥著者 星海社 2016

5206/ﾄﾞ
同性愛・多様なセクシュアリティ
人権と共生を学ぶ授業

“人間と性”教育研究所∥編著 子どもの未来社 2002

5206/ﾊ ハタチまでに知っておきたい性のこと 橋本紀子∥ほか編者 大月書店 2014

★当事者たちの声

分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1102/ﾔ ありのままの私 安冨歩∥著 ぴあ 2015

5201/ｵ
インビジブル・セックス
自伝でつづる「見えない性」の世界

大野弘美∥著 三交社 2006

5201/ｵ
「オネエ」がメディアにモテる理由
ぼくたちはなぜセックスを語るのか

藤井誠二∥ほか著 春秋社 2013

5201/ｽ ダブルハッピネス 杉山文野∥著 講談社 2006

5201/ﾄ トランスジェンダーとして生きる
真希柾鷹∥編著
山田正行∥編著

同時代社 2006

5201/ﾏ 境界を生きる 性と生のはざまで
毎日新聞「境界を生きる」
取材班∥著

毎日新聞社 2013

5201/ﾐ
14歳のカミングアウト
性同一性障害を乗り越えて

三峰有生∥著者 ポプラ社 2008

5204/ｲ ビアン婚。～私が女性と、結婚式を挙げるまで～ 一ノ瀬文香∥著者 双葉社 2016

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県男女共生センター 図書室（3F）　　　2017年7月特集コーナー①



★自分の性に悩んだ時に

分類 書名 著者名など 出版者 出版年

2201/ﾄ
トランスジェンダーと職場環境ハンドブック
～誰もが働きやすい職場づくり～

東優子∥ほか著
日本能率協会
マネジメントセンター

2018

5104/ｲ 医療・看護スタッフのためのLGBTIサポートブック 藤井ひろみ∥ほか編集 合同出版 2016

5201/ｴ LGBTBOOK
NHK「ハートをつなごう」制作班∥
監修

太田出版 2010

5201/ｴ
先生と親のためのLGBTガイド
もしあなたがカミングアウトされたなら

遠藤まめた∥著 合同出版 2016

5201/ｼ 職場のLGBT読本 柳沢正和∥ほか著 実務教育出版 2015

5201/ﾊ にじ色の本棚　LGBTブックガイド
原ミナ汰∥編著
土肥いつき∥編著

三一書房 2016

5201/ﾏ まずは、ゲイの友だちをつくりなさい 松中権∥著 講談社 2015

5204/ｱ 同性婚、あなたは賛成？反対？ 浅野素女∥著 パド・ウィメンズ・オフィス 2014

5204/ｽ ルポ同性カップルの子どもたち 杉山麻里子∥著 岩波書店 2016

5204/ﾄﾞ 同性婚　だれもが自由に結婚する権利 同性婚人権救済弁護団∥編 明石書店 2017

5204/ﾅ ふたりで安心して最後まで暮らすための本 永易至文∥著 太郎次郎社エディタス 2015

5204/ﾅ リオとタケル 中村安希∥著 集英社インターナショナル 2014

6102/ｵ 彼らが本気で編むときは、
荻上直子∥原作　百瀬しのぶ∥ノベライズ
今日マチ子∥絵 PAPCO出版 2017

★児童向け

分類 書名 著者名など 出版者 出版年

5201/ｲ ゲイのボクから伝えたい「好き」のハテナがわかる本 石川大我∥著 太郎次郎社エディタス 2011

J/5201/ｳ くまのトーマスはおんなのこ
ジェシカ・ウォルトン∥文
ドゥーガル・マクファーソン∥絵
かわむらあさこ∥訳

ポット出版プラス 2016

J/5201/ｸ
LGBTなんでも聞いてみよう
中・高生が知りたいホントのところ

ＱＷＲＣ＆徳永桂子∥著 子どもの未来社 2016

5201/ｸ カラフルなぼくら
スーザン・クークリン∥著
浅尾敦則∥訳

ポプラ社 2014

J/5201/ﾅ スカートはかなきゃダメですか？ジャージで学校 名取寛人∥著 理論社 2017

J/5204/ﾋ ふたりのママから、きみたちへ
東小雪∥著
増原裕子∥著

理論社 2013

6108/ｼﾞ ジョージと秘密のメリッサ
アレックス・ジーノ∥作
島村浩子∥訳 偕成社 2016

6108/ﾎ レッド　あかくてあおいクレヨンのはなし
マイケル・ホール∥作
上田勢子∥訳 子どもの未来社 2017

6108/ﾘ タンタンタンゴはパパふたり ジャスティン・リチャードソン,ピーター・パーネル∥文
ヘンリー・コール∥絵  尾辻かな子,前田和男∥訳 ポット出版 2008

★視聴覚資料（DVD）

分類 書名 著者名など 出版者 出版年

52 Coming Out Story カミング　アウト　ストーリー ビデオ工房AKAME 60分 2011

52 LGBTを知ろう アトリエエム 20分 2016

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県男女共生センター 図書室（3F）　　　2018年8月特集コーナー②



①100人100色 福島県男女共生センター図書室

請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1101　ヤ Ａさんの場合。 やまもとりえ 祥伝社 2016

2110　ア わかった！夢を実現させるコツ　まず、あなたが幸せになろう
浅見帆帆子
横峯さくら

廣済堂出版 2010

2110　サ 働く君に贈る25の言葉 佐々木常夫 ＷＡＶＥ出版 2010

2201　イ
30代、40代-何のために働いているのかわからなくなった
とき読む本

池田健
インデックス・
コミュニケーションズ 2004

2201　オ 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/編

幻冬舎ルネッサンス 2008

2201　オ 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 岩波書店 2006

2201　オ
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

2201　コ 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

2201　コ ワークライフバランス
－プロジェクトの進め方と定着の仕組みづくり

小室淑恵
日本能率協会マネ
ジメントセンター 2012

2201　ジ 若者はなぜ３年で病めるのか?　年功序列が奪う日本の未来 城繁幸 光文社 2006

2201　タ ワクワクする職場をつくる。　「良い感情の連鎖」が空気を変える
高橋克徳
重光直之

実業之日本社 2015

2201　ナ
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

2201　ニ
育児&介護を乗り切るダイバシティ・マネンジメント
イクボスの教科書

日経ＤＵＡＬ編集部/
編

日経ＢＰ社 2017

2201　ロ 論争　日本のワーク・ライフ・バランス
山口一男
樋口美雄

日本経済新聞出版社 2008

2201　ワ
フランスのワーク・ライフ・バランス
－男女平等政策入門：ＥＵ，フランスから日本へ

石田久仁子ほか
パド・ウィメンズ・
オフィス

2013

2202　オ ずっと働ける会社 小酒部さやか 花伝社 2016

2202　オ
これからも働き続けるあなたへ
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

2202　ク
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/編
日本リーダーズ協
会 2007

2002　ジ
女性も男性も暮らしも職場もhappy!に　年代別　女性の健康と
働き方マニュアル　ワーク・ライフ・バランスとヘルスケア

NPO法人女性の健康
とメノポーズ協会

SCICUS（サイカス） 2012

2202　ナ
990円のジーンズがつくられるのはなぜ？
－ファストファッションの工場で起こっていること

長田華子 合同出版 2016

2202　ヒ
光できらめく理系女性たち
－理想のワークライフバランスを目指して-

小舘香椎子/監修 オプトロニクス社 2007

2204　タ 50代からのお仕事探しアタフタ日記 高橋陽子 主婦と生活社 2014

2204　ヤ 女性のためのハッピー転職バイブル 山下さすが 中経出版 2007

（図書リスト①）

福島県男女共生センター図書室 2018年９月特集

100人100色
100人いれば100通りの生き方、働き方が

あります。9月1日の未来館フェスティバルのシ

ンボルイベント「青野慶久さん講演」のテーマは
「働く人を幸せに～サイボウズが『100人100通

り』の働き方ができるようになった理由～」です。
働く人が幸せな生活を送るために、WLB（仕事

と生活の調和）やチームワークなどの

関連する本を読んでみませんか？



②100人100色

請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

2205　イ 会社のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上彰 海竜社 2005

2205　ウ あいさつが3時間でマスターできる 浦野啓子 明日香出版社 1999

2206　ウ ビジネス・マナーが3時間でマスターできる 浦野啓子 明日香出版社 1999

2207　ウ
職場の人づきあいが楽しくなるひっこみ思案さんのための
対人マニュアル

浦野啓子 明日香出版社 1999

2208　ウ 電話の応答が３時間でマスターできる 浦野啓子 明日香出版社 1999

2205　エ 現場女子　-輝く働き方を手に入れた7つの物語 遠藤功 日本経済新聞出版社 2012

2205　オ
学校の勉強だけではメシは食えない！
世界一の職人が教える「世渡り力」「仕事」「成功」の発想 岡野雅行 こう書房 2007

2205　キ キャリアアップとプライベートライフ　両立を目指す6つのステップ D・クィン・ミルズ
シュプリンガー・
フェアラーク東京

2005

2205　シ 神山プロジェクト　未来の働き方を実験する 篠原匠 日経ＢＰ社 2014

2205　ナ 仕事を楽しめれば人生は楽しい！ 中山庸子 原書房 2001

2205　ブ 明日、会社に行くのが楽しみになる　お仕事のコツ事典 文響社編集部/編 文響社 2016

2206　ア
チームのことだけ、考えた。　サイボウズはどのようして「100人
100通り」の働き方ができる会社になったか

青野慶久 ダイヤモンド社 2015

2206　ア 会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。 青野慶久 PHP研究所 2018

2206　サ 新版・会議革命　不毛な会議・打ち合わせをなくす技術 斎藤孝 PHP研究所 2015

2206　サ あなたは成功できる　セルフコーチング自己実現法-7育5心3Ｖ法- 佐藤安太 日経ＢＰ企画 2005

2206　シ シェアＮｏ．１の秘訣 青野慶久ほか 財界研究所 2013

2206　タ 部下の心がわかる人、わからない人 田中道信 経済界 1999

2206　ド
笑って仕事をしていますか？
壁を打ち破るヒント、それは笑顔

デイル・ドーテン 小学館プロダクション 2004

2206　フ
さよなら満員電車、さよなら社内の悪口。
時間と場所に縛られないワークスタイル実現法

シンシア・フロガート 花風社 2001

4101　ア 60代の生き方・働き方　第２の人生を楽しむ心得帖 阿部絢子 大和書房 2015

4201　ナ 誰も教えてくれなかった　おいしい共働きマニュアル 中村敏夫 こう書房 1999

4201　ハ 大増税時代を生き抜く　共働きラクラク家計術
花輪陽子
是枝俊悟

朝日新聞出版 2012

5105　ア 働く女性たちのウェルネスブック 荒木葉子
慶応義塾大学
出版会

2004

5105　ド　3 病気にならない全身ストレッチ
中野ジェームズ修一
/監修 マガジンハウス 2015

5105　ド　5 頭痛に負けない暮らし方 清水俊彦/監修 マガジンハウス 2015

5105　ミ ウォーキングレッスン 宮下充正 講談社 2000

6101　タ 社会人として必要な「聞く力・話す力」の高め方 高梨敬一郎 こう書房 2003

※ほかにも多数ございますので、ぜひご利用ください。 （図書リスト②）



リケジョ（理系女子）の生き方①
請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

J1203　ﾃﾞ
1

伝記　世界を変えた人々　1　キュリー夫人 ビバリー・バーチ 偕成社 1991

J1203　ﾃﾞ
5

伝記　世界を変えた人々　5　ナイチンゲール パム・ブラウン 偕成社 1991

D5104　ﾚ 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 健学社 2005

S4207　ﾎ
放射能汚染が未来世代に及ぼすもの　「科学」を問い、脱原発
の思想を紡ぐ　女性の視点によるチェルノブイリ25年研究

綿貫礼子 新評論 2012

S4207　ﾏ あなたの隣の放射能汚染ゴミ まさのあつこ 集英社 2017

1101　ｳ
理系なお姉さんは苦手ですか？
理系な女性10人の理系人生カタログ

内田麻理香 技術評論社 2011

1202　ｶ
人生あせることはない
栄養学の母　香川綾　九十八年の生涯

香川芳子 毎日新聞社 1999

1202　ｸﾞ
書庫

森の旅人 ジェーン・グドール 角川書店 2000

1202　ﾆ
63

人間の記録　63　吉岡弥生　吉岡弥生伝 吉岡弥生 日本図書センター 1998

1202　ﾑ 君について行こう　女房は宇宙をめざした 向井万起男 講談社 1995

1202　ﾔ 何とかなるさ！　ママは宇宙へ行ってきます 山崎直子 サンマーク出版 2010

1202　ﾖ 二人で紡いだ物語 米沢富美子 出窓社 2000

1203　ｴ
国境なき医師団：貫戸朋子
別冊課外授業　ようこそ先輩

NHK「課外授業ようこそ先輩」
制作グループ KTC中央出版 2000

1203　ｼﾞ レイチェル・カーソン　運命の海に出会って マーティー・ジェザー ほるぷ出版 1994

1203　ﾂ 拓く　日本の女性科学者の軌跡
都河明子
嘉ノ海暁子

ドメス出版 1996

1203　ﾄﾞ 科学者キュリー セアラ・ドライ 青土社 2005

1203　ﾏ
お母さん、ノーベル賞をもらう
科学を愛した14人の素敵な生き方

シャロン・バーチェ・マグレイン 工作舎 1996

1203　ﾕ 湯浅年子　パリに生きて 山崎美和恵 みすず書房 1995

1203　ﾖ 猿橋勝子という生き方 米沢富美子 岩波書店 2009

2114　ｼﾞ 女性科学者に一条の光を　猿橋賞30年の軌跡
女性科学者に
明るい未来をの会 ドメス出版 2010

2114　ｽ 捏造の科学者　STAP細胞事件 須田桃子 文藝春秋 2014

2114　ｽ 里山の言い伝え　（お天気小母さんの十二ケ月） 鈴木二三子 嶋中書店 2005

2114　ﾄ
書庫

日本の米　環境と文化はかく作られた 富山和子 中央公論新社 1993

（図書リスト①）

福島県男女共生センター図書室

福島県男女共生センター図書室（３F） 2018年10月特集



リケジョ（理系女子）の生き方②
請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

2114　ﾅ ミミズに魅せられて半世紀 中村方子 新日本出版社 2001

2114　ﾐ 雌と雄のある世界 三井恵津子 集英社 2008

2114　ﾓ 気になる科学　調べて、悩んで、考える 元村有希子 毎日新聞社 2012

2114　ﾔ 赤ちゃんは顔をよむ　視覚と心の発達学 山口真美 紀伊國屋書店 2003

2202　ｶﾞ
がんばれ！女性医師・医学生
仕事とパーソナル・ライフの充実をめざして

日本家庭医療学会 プリメド社 2003

2202　ｽ
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

鳥養映子
横山広美

近代科学者 2008

2202　ﾀ ソニーな女たち 多賀幹子 柏書房 2004

2202　ﾄ 走れ！助産師ボクサー 富樫直美 NTT出版 2011

2205　ﾅ
34

管理栄養士・栄養士になるには 藤原眞昭 ぺりかん社 2013

2205　ﾅ
67

理学療法士になるには 丸山仁司 ぺりかん社 2014

2205　ﾅ
97

作業療法士になるには 濱口豊太 ぺりかん社 2014

3208　ﾂ 理系に行こう！　女子中高生のための理系案内 都河明子 九天社 2006

4207　ｴ 枝廣淳子の回収ルートをたどる旅 枝廣淳子 七つ森書館 2006

5101　ｳ 女の「ちょいウツ」解消サプリ 海原純子 主婦と生活社 2006

5101　ｶ 孤独病　寂しい日本人の正体 片田珠美 集英社 2015

5101　ｶ
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 2009

5101　ﾀ ひと相手の仕事はなぜ疲れるのか　感情労働の時代 武井麻子 大和書房 2006

5104　ﾆ ためらいの看護　臨床日誌から 西川勝 岩波書店 2007

5104　ﾐ 看護師という生き方 宮子あずさ 筑摩書房 2013

5104　ﾔ がけっぷちナース　がんとともに生きる 山内梨香 飛鳥新社 2008

5104　ﾔ いのちの始まりと終わりに 柳澤桂子 草思社 2001

5203　ｸ キレる女　懲りない男　男と女の脳科学 黒川伊保子 筑摩書房 2012

5206　ｽ ラブ・コミュニケーション 須藤なほみ ゴマブックス 2007

6102　ｵ 子育てはゴリラの森で 岡安直比 小学館 1999

6102　ｵ つるかめ助産院 小川糸 集英社 2010

6102　ｶ 農ガール　農ライフ 垣谷美雨 祥伝社 2016

6102　ﾜ 花埋み 渡辺淳一 集英社 1993

※ほかにも多数ございますので、ぜひご利用ください。 （図書リスト②）



★DV(ドメスティック・バイオレンス)・モラルハラスメント

分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1501/ｱ 家族の実例に見るモラルハラスメントの心理分析 浅見初江∥著 文芸社 2015

1501/ｱ
もら夫のトリセツ
モラハラ夫と幸せに暮らす、秘密のテクニック

麻野祐香∥編著 合同フォレスト 2015

1501/ｱ
モラルハラスメント
あなたを縛る見えない鎖

リサ・アロンソン・フォンテス∥著
宮家あゆみ∥訳

晶文社 2017

1501/ｲ よくわかるDV被害者への理解と支援 石井朝子∥著 明石書店 2009

1501/ｲ DVレポート　いなばのしろうさぎ いなばあいこ∥著 新風舎 2005

1501/ｳ
あたりまえの暮らしを保障する国デンマーク
DVシェルター・子育て環境

上野勝代∥ほか編著 ドメス出版 2013

1501/ｵ
ドメスティック・バイオレンスと民間シェルター
被害当事者支援の構築と展開

小川真理子∥著 世織書房 2015

1501/ｶ 夫が怖くてたまらない 梶山寿子∥著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2016

1501/ｷ Q&A　モラル・ハラスメント 橋本智子∥ほか著 明石書店 2007

1501/ｷ
Q&A　ＤＶってなに？
この1冊でドメスティック・バイオレンスまるわかり

番敦子∥ほか著 明石書店 2005

1501/ｺ ドメスティック・バイオレンス 小西聖子∥著 白水社 2001

1501/ﾄ
DV
殴らずにはいられない男たち

豊田正義∥著 光文社 2001

1501/ﾄﾞ
ドメスティック・バイオレンス
絶望のフチからの出発

道あゆみ∥監修 実業之日本社 2009

1501/ﾊ
新・気づいて乗りこえる
精神的DVに悩む女性のためのガイドブック

長谷川七重+グループしおん∥著 メディアイランド 2015

1501/ﾊ
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 2014

1501/ﾊﾞ
DV・虐待にさらされたこどものトラウマを癒す
お母さんと支援者のためのガイド

ランディ・バンクロフト∥著
白川美也子・山崎知克∥監訳

明石書店 2006

1501/ﾍﾞ 弁護士が説くDV解決マニュアル　改訂版 長谷川京子∥ほか著 朱鷺書房 2014

1501/ﾏ 夫からのモラル・ハラスメント まっち～∥著 河出書房新社 2014

1501/ﾓ
「モラル・ハラスメント」のすべて
夫の支配から逃れるための実践ガイド

本田りえ∥ほか著 講談社 2013

1501/ﾔ
愛を言い訳にする人たち
DV加害男性700人の告白

山口のり子∥著 梨の木舎 2016



★若年層を対象とする暴力

分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1501/ｲ デートDVと恋愛 伊田広行∥著 大槻書店 2010

1501/ｳ
レンアイ、基本のキ
好きになったらなんでもOK？

打越さく良∥著 岩波書店 2015

1501/ｴ デートDV　愛か暴力か、見抜く力があなたを救う 遠藤智子∥著 KKベストセラーズ 2007

1501/ﾀ デートDVと学校　あしたがある 高橋裕子∥編著 エイデル研究所 2010

3208/ｱ
ルポ保健室
子どもの貧困・虐待・性のリアル

秋山千佳∥著 朝日新聞出版 2016

3210/ﾀ 最下層女子校生　無関心社会の罪 橘ジュン∥著 小学館 2016

5103/ﾅ
漂流女子
にんしんSOS東京の相談現場から

中島かおり∥著 朝日新聞出版 2017

5208/ﾐ AV出演を強要された彼女たち 宮本節子∥編著 筑摩書房 2016

5210/ｲ ブラックボックス 伊藤詩織∥著 文藝春秋 2017

5210/ｳ
裸足で逃げる
沖縄の夜の街の少女たち

上間陽子∥著 太田出版 2017

5210/ﾊ 私はこうしてストーカーに殺されずにすんだ 遙洋子∥著 筑摩書房 2015

5210/ﾊﾟ
デートレイプってなに？
知りあいからの性的暴力

アンドレア・パロット∥著 大月書店 2005

★小説・絵本などで描かれる暴力

分類 書名 著者名など 出版者 出版年

3102/ﾉ 離婚してもいいですか？ 野原広子∥著 メディアファクトリー 2014

6102/ｴ 思いわずらうことなく愉しく生きよ 江國香織∥著 光文社 2004

6102/ｵ 冷蔵庫を抱きしめて 荻原浩∥著 新潮社 2015

6102/ｵ ナオミとカナコ 奥田英朗∥著 幻冬舎 2014

6102/ｶ 坂の途中の家 角田光代∥著 朝日新聞出版 2016

6102/ｾ 僕の明日を照らして 瀬尾まいこ∥著 筑摩書房 2010

6102/ﾑ ラヴィアンローズ 村山由佳∥著 集英社 2016

6102/ﾕ 手のひらの砂漠 唯川恵∥著 集英社 2013

6102/ﾕ 本屋さんのダイアナ 柚木麻子∥著 新潮社 2014

6108/ﾊﾟ パパと怒り鬼　話してごらん、だれかに グロー・ダーレ∥作　スヴァイン・ニーフース∥絵
大島かおり・青木順子∥共訳 ひさかたチャイルド 2011

★視聴覚資料（DVD）

分類 書名 制作 時間 出版年

15 人と人とのよりよい関係をつくるために 内閣府男女共同参画局 42分 2010

15 自分をとりもどす　DVサバイバーからのメッセージ ビデオ工房AKAME 34分 2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県男女共生センター 図書室（3F）　　　2018年11月特集コーナー②



防災：災害対策① 福島県男女共生センター図書室

請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1103 ヒ S 現場に学ぶ、女性と多様なニーズに配慮した災害支援事例集 東日本大震災女性
支援ネットワーク/製作

東日本大震災女性
支援ネットワーク 2012

1301 セ S よりよく生き延びる　－3.11と男女共同参画センター
せんだい男女共同参
画財団/編

新潮社図書編集室 2017

1301 ダ S 男女共同参画の視点で取り組む防災ハンドブック
栃木県・とちぎ男女共同
参画財団/編

栃木県・とちぎ男女共
同参画財団 2013

1301 ダ S
男女共同参画の視点で実践する災害対策
テキスト　災害とジェンダー〈基礎編〉

東日本大震災女性
支援ネットワーク/編

東日本大震災女性支援
ネットワーク 2013

2106　シ 大震災100の教訓
塩崎賢明
西川榮一ほか

かもがわ出版 2002

2106 ナ S 高校生記者が見た、原発・ジェンダー・ゆとり教育 灘校新聞委員会 現代人文社 2014

2205 シ S フラガール3.11　－つながる絆ー 清水一利 講談社 2011

2206 ニ S 企業と震災　結び目が生んだ25のストーリー 日本財団/編 木楽舎 2012

3103 サ S 地震と独身 酒井順子 新潮社 2014

3207 オ S 尾木ママと考える　大震災後を生きる希望のヒント
尾木直樹
石坂啓

金曜日 2012

4106 セ S
生活支援相談員ハンドブック
孤立を防ぎ、参加とつながりを生み出す支援のために

生活支援コーディネーターのため
のハンドブック作成委員会

日本ボランティア
コーディネーター協会 2013

4201 ア S
被災ママに学ぶちいさな防災のアイディア40　　東日本大震災を被災
したママ・イラストレーターが3.11から続けている「1日1防災」 アベナオミ 学研プラス 2017

4201　カ 家事手帳 沖幸子/監修 法研 1997

4201　ク
暮らしの知恵とアイディア425
ハウスキーピングブック

ハウス食品ヒーブ室 清水書院 1997

4201 コ S 子連れ防災手帖 つながる.Com/編 メディアファクトリー 2012

4201　サ
災害事例に学ぶ！21世紀の安全学
ー災害事例研究会の提言2001－2004－

難波桂芳ほか 近代消防社 2005

4201　サ
ひとり暮らし安全マニュアル
毎日のキケン・心配解消の知恵

佐伯幸子 実業之日本社 2002

4201　サ いのちを守る気象情報 斉田季実治 NHK出版 2013

4201 サ S 台所防災術　がんばらなくても大丈夫
坂本廣子
坂本佳奈

農山漁村文化協会 2012

4201　シ 一人暮らしの地震対策ハンドブック 志田雅洋 新風舎 2004

4201　ヤ
大震災これなら生き残れる
家族と自分を守る防災マニュアル

山村武彦 朝日新聞社 2005

4203 サ S
あの日からのお母さんのしごと
わが子を放射能から守る知恵と工夫

境野米子 ワニプラス 2012

4207　ホ 自然・人間　危機と共存の風景 星野芳郎 講談社 2001

（図書リスト①）

福島県男女共生センター図書室 2018年12月特集

【防災：災害対策】

備えよう。確認しよう。



防災：災害対策②

請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

4208　エ
レジリエンスとは何か
何があっても折れないこころ、暮らし、地域、社会をつくる

枝廣淳子 東洋経済新報社 2015

4208 ゲ S 福島に生きる 玄侑宗久 双葉社 2011

4208　サ 高齢者・障害者の災害時の避難支援のポイント
災害時要援護者避難支
援研究会/編著 ぎょうせい 2006

4208　ジ 大規模地震時の避難生活マニュアル 地震防災対策研究会/編 ぎょうせい 1999

4208 ジ S 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/編 小学館 2011

4208 チ 中越大震災　ー自治体の危機管理は機能したか 長岡市災害対策本部/編 ぎょうせい 2005

4208 ユ S 何が起きても命を守る　防災　減災BOOK ゆうゆう編集部/編 主婦の友社 2016

5101 ロ S ハンドブック　災害と心のケア デビット・ロモ アスク・ヒューマン・ケア 2011

5104 ス S 原発事故と甲状腺がん 菅谷昭 幻冬舎ルネッサンス 2013

5105 タ 子どもの事故と病気の応急手当て 田中哲郎 栄光 1997

6102　ア 複合汚染 有吉佐和子 新潮社 2002

6102　ア チェルノブイリの祈り－未来の物語
スベトラーナ・
アレクシエービッチ 岩波書店 2011

6102 エ S 今日もフツーにごはんを食べる 枝元なほみ 芸術新聞社 2013

6102 エ S 吉永小百合の祈り
NHKアーカイブス
制作班/編 新日本出版社 2015

0106 サ J 災害・防災図鑑　すべての災害から命を守る
CeMI環境・防災研究所
/監修 文渓堂 2013

2106 ヒ J 白いおばけのスー　おるすばん、危機一髪！ HIROKO フレーベル館 2007

6108 ウ S じしんのえほん　こんなとき、どうするの？
国崎信江/作
福田岩緒/絵 ポプラ社 2006

6108 マ S 地震の夜にできること。 松本春野/文・絵 角川書店 2011

6108 ワ S はしるってなに
和合亮一/文
きむらゆういち/絵 芸術新聞社 2013

※ほかにも多数ございますので、ぜひご利用ください。 （図書リスト②）



競争社会の中の共生社会①
請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

S3210　ﾆ 福島の子ども保養　協同の力で被災した親子に笑顔を 西村一郎 合同出版 2014

S5104　ﾆ
協同の力でいのち輝け
医療生協・復興支援◎地域まるごと健康づくり

西村一郎 合同出版 2015

1101　ｳ 「女縁」を生きた女たち 上野千鶴子 岩波書店 2008

1101　ｺ 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

勁草書房 2015

1101　ﾆ　4 新編　日本のフェミニズム　4　権力と労働 岩波書店 2009

1101　ﾐ シングルマザーの貧困 水無田気流 光文社 2014

1102　ﾀ 男がつらいよ　絶望の時代の希望の男性学 田中俊之 KADOKAWA 2015

1103　ﾍﾞ
ベーシックインカムとジェンダー
生きづらさからの解放に向けて

堅田香緒里ほか 現代書館 2011

1301　ｺ
地域連携による女性活躍推進の実践
持続可能な地域づくりに活かす行政と民間のつながり

国立女性教育会館 悠光堂 2017

1501　ｶ
シェルターから考えるドメスティック・バイオレンス
被害女性と子どもの自立支援のために

かながわ女の
スペースみずら

明石書店 2006

2101　ｾﾞ 18歳からの選挙　Ｑ＆Ａ　政治に新しい風を　18歳選挙権
全国民主主義
教育研究会

同時代社 2015

2101　ﾃ
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
寺町知正

WAVE出版 2014

2105　ｳ
税が拡げる格差と貧困
日本版タックスヘイブンVS庶民大増税

浦野広明 あけび書房 2016

2105　ｽ 格差社会への対抗　新・協同組合論 杉本貴志 日本経済評論社 2017

2105　ﾀ ピケティ入門　『21世紀の資本』の読み方 竹信三恵子 金曜日 2014

2105　ﾊ アホノミクス完全崩壊に備えよ 浜矩子 KADOKAWA 2016

2105　ﾜ 賃上げはなぜ必要か　日本経済の誤謬 脇田成 筑摩書房 2014

2106　ｱ 弱者の居場所がない社会　貧困・格差と社会的包摂 阿部彩 講談社 2011

2106　ｶ 下流中年　一億総貧困化の行方 雨宮処凛ほか SBクリエイティブ 2016

2106　ｺ
社会をちょっと変えてみた
ふつうの人が政治を動かした七つの物語

駒崎弘樹
秋山訓子

岩波書店 2016

2106　ﾀ
そろそろ「社会運動」の話をしよう
他人ゴトから自分ゴトへ。社会を変えるための実践論

田中優子ほか 明石書店 2014

2106　ﾀ 鄙への想い　日本の原風景、そのなりたちと行く末 田中優子 清流出版 2014

2106　ﾀ 多縁社会　自分で選んだ縁で生きていく。 篠原聡子ほか 東洋経済新報社 2015

（図書リスト①）
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競争社会の中の共生社会②

請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

2106　ﾐ 格差固定　下流社会10年後調査から見える実態 三浦展 光文社 2015

2201　ｼﾞ 官製ワーキングプアを生んだ公共サービス「改革」 城塚健之 自治体研究社 2008

2201　ﾄ 15歳からの労働組合入門 東海林智 毎日新聞社 2013

2201　ﾔ 外国人研修生殺人事件 安田浩一 七つ森書館 2007

2205　ﾅ N女の研究 中村安希 フィルムアート社 2016

2206　ﾉ 農産物直売所／それは地域との「出会いの場」
関満博
松永桂子

新評論 2010

2209　ｵ
ホームレス農園　命をつなぐ「農」を作る！
若き女性起業家の挑戦

小島希世子 河出書房新社 2014

3203　ｴ 老後親子破産
NHKスペシャル
取材班

講談社 2016

3210　ｷ
「藤里方式」が止まらない
弱小社協が始めたひきこもり支援が日本を変える可能性？

菊池まゆみ 萌書房 2015

3210　ｼ 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

ポプラ社 2015

4101　ﾏ 老後ひとりぼっち 松原惇子 SBクリエイティブ 2016

4102　ｱ 魅力あふれる認知症カフェの始め方・続け方 浅岡雅子 翔泳社 2015

4102　ｶ へろへろ　雑誌『ヨレヨレ』と「宅老所よりあい」の人々 鹿子裕文 ナナクロ社 2015

4106　ｱ
私たち、主婦だけで、理想の「終の住処」をつくりました！
「介護の本質」がわかる驚きと感動の物語

網中裕之 PHP研究所 2009

4106　ﾀ　1
はい。赤ちゃん相談室、田尻です。
こうのとりのゆりかご・24時間SOS赤ちゃん電話相談室の現場

田尻由貴子 ミネルヴァ書房 2016

4106　ﾄ
地域包括ケアシステムのすすめ
これからの保健・医療・福祉

豊島泰子
立石宏昭

ミネルヴァ書房 2016

4106　ﾊ 農の福祉力で地域が輝く　農福＋α 連携の新展開 濱田健司 創森社 2016

4208　ｳ
つながりゆるりと
小さな居場所「サロン・ド・カフェ　こもれび」の挑戦

うてつあきこ 自然食通信社 2009

4208　ｺ コミュニティ・カフェをつくろう！ WAC 学陽書房 2007

4209　ｱ
医療ボランティアをめざす人に今伝えたいこと
コミュニケーションと笑顔の底力を知る

淺野マリ子 ミネルヴァ書房 2015

4209　ｵ フードバンクという挑戦　貧困と飽食のあいだで 大原悦子 岩波書店 2008

4209　ﾎ 新傾聴ボランティアのすすめ　聴くことでできる社会貢献 ホールファミリーケア協会 三省堂 2009

5101　ﾀ 絆の構造　依存と自立の心理学 高橋惠子 講談社 2013

5101　ﾓ
死ななくてすむ人間関係の作り方
無理しないで生きるための心理学

諸富祥彦 アスペクト 2009

7104　ｵ 初歩的な疑問から答える　NPOの教科書
乙武洋匡
佐藤大吾

日経BP社 2015

8201　ｼ ソウルの市民民主主義　日本の政治を変えるために 白石孝 コモンズ 2018

8201　ｾﾞ
デンマーク流「幸せの国」のつくりかた
世界でいちばん住みやすい国に学ぶ101のヒント

銭本隆行 明石書店 2012

※ほかにも多数ございますので、ぜひご利用ください。 （図書リスト②）



分類 書名 著者名など 出版者 出版年

1101/ｵ 女のからだ　フェミニズム以後 荻野美穂∥著 岩波書店 2014

1101/ｶ 性と生殖の女性学 鎌田明子∥著 世界思想社 2006

1101/ｼ Sheという生き方 嶋守さやか・廣田貴子∥編 新評論 2016

1101/ﾏ
理系女性のライフプラン　あんな生き方・こんな生き方
研究・結婚・子育てみんなどうしてる？

丸山美帆子・長濱祐美∥編
メディカル・サイエンス
・インターナショナル 2018

2201/ｺ
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

2201/ｽ
働く女性とマタニティ・ハラスメント
「労働する身体」と「産む身体」を生きる

杉浦浩美∥著 大月書店 2009

2202/ｲ
仕事もしたい赤ちゃんもほしい
新聞記者の出産と育児の日記

太田彩子∥著 大和書房 2012

2202/ｵ マタハラ問題 小酒部さやか∥著 筑摩書房 2016

2202/ｵ
ずっと働ける会社
マタハラなんて起きない先進企業はここがちがう！

小酒部さやか∥著 花伝社 2016

2202/ｵ
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

2202/ｺ 子育てがプラスを生む「逆転」仕事術 小室淑恵∥著 朝日新聞出版 2014

2202/ｻ 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∥著 クリエイツかもがわ 2012

2202/ﾅ
「育児世代」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 2014

2202/ﾊ 働く女子の運命 濱口桂一郎∥著 文藝春秋 2015

2202/ﾎ 働く女性が子どもを産むとき読む本 北條麻木∥著
ロコモーション
パブリッシング

2007

2002/ﾜ
ワーキングマザーバイブル
お母さんになりたいアナタへ

ムギ畑ＷＭＢ制作委員会∥編
勝間和代∥監修

講談社 2010

2002/ﾜ
ワーキングマザーバイブル
働き続けたいアナタへ

ムギ畑ＷＭＢ制作委員会∥編
勝間和代∥監修

講談社 2010

3101/ｳ
「婚・産・職」女の決めどき
結婚出産仕事をいつ、どうする！？

牛窪　恵∥著 大和書房 2010

3103/ｲ フランス女性はなぜ結婚しないで子どもを産むのか 井上たか子∥編 勁草書房 2012

3103/ｻ 子の無い人生 酒井順子∥著 角川書店 2016



分類 書名 著者名など 出版者 出版年

3205/ｲ
私、子ども欲しいかもしれない。
妊娠・出産・育児の"どうしよう″をとことん考えてみました

犬山紙子∥著 平凡社 2017

3205/ｲ
お産の時間です。
帝王切開と自然分娩どこまで知っていますか？

井上孝実∥著 新風舎 2006

3205/ｳ 産後クライシス 内田明香・坪井健人∥著 ポプラ社 2013

3205/ｵ 産んでよかった！「高齢出産」 大場ナナコ∥著 祥伝社 2004

3205/ｶ きみは赤ちゃん 川上未映子∥著 文藝春秋 2014

3205/ｻ 赤ちゃんにきびしい国で、赤ちゃんが増えるはずがない 境治∥著 三輪舎 2014

3205/ﾅ おひとりさま出産 七尾ゆず∥著 集英社 2014

3205/ﾎ びっくり妊娠　なんとか出産 細川貂々∥著 小学館 2008

3205/ミ 35歳からの"おおらか″妊娠・出産 三石知左子・牧野郁子∥著 亜紀書房 2010

3206/ｺ
うちの子になりなよ
ある漫画家の里親入門

古泉智浩∥著 イースト・プレス 2015

5103/ｱ 「産まない女」として生きるあなたへ
リンダ・Ｈ・アントン∥著
久坂翠∥訳

ＫＫベストセラーズ 2001

5103/ｳ
産む・産まない・産めない
女性のからだと生きかた読本

松岡悦子∥編 講談社 2007

5103/ｶ
選べなかった命
出生前診断の誤診で生まれた子

河合香織∥著 文藝春秋 2018

5103/ｶ
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∥著 幻冬舎 2016

5103/ｺ
産めない母と産みの母
代理母出産という選択

小泉カツミ∥著 竹内書店新社 2001

5103/ｺ 産まなくてもいいですか？ 小林裕美子∥著 幻冬舎 2015

5103/ｻ
妊活バイブル
晩婚・少子化時代に生きる女の子のライフプランニング

齊藤英和・白河桃子∥著 講談社 2012

5103/ｼ 不妊を語る　19人のライフストーリー 白井千晶∥著 海鳴社 2012

5103/ｼ わたしが子どもをもたない理由（わけ） 下重暁子∥著 かんき出版 2017

5103/ﾂ
授かる
不妊治療と子どもをもつこと

堤治∥著 朝日出版社 2004

5103/ﾅ
漂流女子
にんしんSOS東京の相談現場から

中島かおり∥著 朝日新聞出版 2017

5103/ﾉ この国で産むということ 野田聖子・根津八絋∥著 ポプラ社 2011

5103/ﾊ
産まない理由
今まで誰にも言えなかった私たちのホンネ

葉石かおり∥著 イースト・プレス 2006

5103/ﾏ
こうのとり追って
晩産化時代の妊娠・出産

毎日新聞取材班∥著 毎日新聞社 2013

5103/ﾑ
「パパになりたい！」男たち101人の本音
俺たち妊活部

村橋ゴロー∥著 主夫の友社 2016

5103/ﾔ
女子と出産
晩産時代を、どう生きる？

山本貴代∥著 日本経済新聞出版社 2010

6102/ﾂ 朝が来る 辻村深月∥著 文藝春秋 2015
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