
〇男女共同参画、ジェンダーって？

No. 資料名 著者名 出版者 背ラベル

1
未来をひらく男女共同参画
ジェンダーの視点から

西岡 正子∥編著 ミネルヴァ書房 367.1 /ミ /

2 相談の力 男女共同参画社会と相談員の仕事
須藤 八千代∥編著
土井良 多江子∥編著

明石書店 367.1 /ソ /

3 男女共同参画社会へ 坂東 真理子∥著 勁草書房 367.1 /タ /

4 ジェンダーで読む21世紀の福祉政策 杉本 貴代栄∥著 有斐閣 369.1 /シ /

5 男女共同参画社会をつくる 大沢 真理∥著 日本放送出版協会 367.1 /タ /

6
アクティブラーニングで学ぶジェンダー
現代を生きるための12の実践

青野 篤子∥編著 ミネルヴァ書房 367.1 /ア /

7 ジェンダーとジェンダーフリー・バッシング 田中 三生∥著 明文書房 367.1 /シ /

8
欲望問題 人は差別をなくすためだけに
生きるのではない

伏見 憲明∥著 ポット出版 367.9 /ヨ /

9
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∥編

明石書店 367.1 /キ /

10
<実践事例>どう進めるか、自治体の男女共同
参画政策 その取り組み方・創り方

藤枝 澪子∥著
グループみこし∥著

学陽書房 367.1 /ト /

11
ジェンダー・フリー・トラブル バッシング現象を
検証する

木村 涼子∥編 白澤社 367.1 /シ /

12
新・国民の油断 「ジェンダーフリー」
「過激な性教育」が日本を亡ぼす

西尾 幹二∥著 八木 秀次∥
著

PHP研究所 375.4 /シ /

13
ジェンダー・フリーで楽しむこどもと大人の
絵本の時間

草谷 桂子∥著 学陽書房 019.5 /シ /

14 女の子になりたい男の子LGBTって何? 森木森も∥著 みらいパブリッシング 367.9 /オ /

15 ナショナリズムとジェンダー 上野 千鶴子∥著 青土社 367 /ナ /

16 ジェンダー・スタディーズ 女性学・男性学を学ぶ 牟田 和恵∥編 大阪大学出版会 367.1 /シ /

17 越境するジェンダー研究
東海ジェンダー研究所記念論集編集委
員会∥編 エステル　B.フリードマン∥
[ほか著]

明石書店 367.1 /エ /

18 生き延びるための思想 ジェンダー平等の罠 上野 千鶴子∥著 岩波書店 367.1 /イ /

19 イスラームとジェンダー 現代イランの宗教論争
ズィーバー　ミール=ホセイ
ニー∥著  山岸 智子∥監訳

明石書店 367.2 /イ /

20 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∥編著 山口 広∥
編著 海渡 雄一∥編著

明石書店 323.1 /ケ /

21 わかりやすい男女共同参画社会基本法 
内閣府男女共同参画局∥監
修

有斐閣 367.1 /ワ /

22 クオータ制の実現をめざす
WIN WIN∥編著
赤松 良子∥監修

パド・ウィメンズ・オフィス 367.1 /ク /

23 世界の教育改革 21世紀への架ヶ橋 佐藤 三郎∥編 東信堂 372 /セ /

24 なぜ働き続けられない? 社会と自分の力学 鹿嶋 敬∥著 岩波書店
080 /221R
/1756

25 ジェンダーから見た日本史 歴史を読み替える
久留島 典子∥編
長野 ひろ子∥編 長 志珠絵∥編

大月書店 210.1 /レ /

26 ポジティヴ・アクション 「法による平等」の技法 辻村 みよ子∥著 岩波書店
080 /221R
/1330

　2021年10月　玄関展示本リスト

私らしく、自分らしく
　　　　　　　　　　　　10月は「瀬戸市男女共同参画推進月間」です。
　　　　　　　　　　　　この機会に男女共同参画社会や、働き方について考えてみませんか？
　　　　　　　　　　　　きっかけになる本をご紹介しますので、ぜひ、手に取ってみてください♪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　展示企画：瀬戸市　まちづくり協働課



No. 資料名 著者名 出版者 背ラベル

27
モモタロー・ノー・リターン&サルカニ・バイオレン
ス 昔むかし、ジェンダーがありましたとさ…

奥山 和弘∥著 十月舎 367.1 /モ /

28
皿洗いするの、どっち?
目指せ、家庭内男女平等!

山内 マリコ∥著 マガジンハウス 914 /ヤマ /

〇女性の社会参加

No. 資料名 著者名 出版者 背ラベル

1
地域から変える女性たちが変える
男女共同参画社会をめざして

市川房枝記念会出版部∥編
集

市川房枝記念会出版部 367.2 /チ /

2
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 369.3 /オ /

3
男女平等はどこまで進んだか
女性差別撤廃条約から考える

山下 泰子∥監修 矢澤 澄子∥監
修 国際女性の地位協会∥編

ー K 08 /3 /874

4
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 367.2 /シ /

5 平等と効率の福祉革命 新しい女性の役割 
イエスタ　エスピン=アンデルセン∥[著]
大沢 真理∥監訳不破 麻紀子∥[ほか]共訳
ほか

岩波書店 364 /ヒ /

6 新編日本のフェミニズム 1 天野 正子∥[ほか]編集委員 岩波書店 367.1 /シ /1

7 新編日本のフェミニズム 2 天野 正子∥[ほか]編集委員 岩波書店 367.1 /シ /2

8 新編日本のフェミニズム 3 天野 正子∥[ほか]編集委員 岩波書店 367.1 /シ /3

9
女性技術者と男女共同参画社会
イキイキ働きキャリアアップしよう

佐野 夕美子∥著 明石書店 366.3 /シ /

10
女性が管理職になったら読む本
「キャリア」と「自分らしさ」を両立させる方法

ギンカ　トーゲル∥著 小崎亜依
子∥訳　構成 林寿和∥訳　構成

日本経済新聞出版社 336.3 /シ /

11 女性の世界地図 女たちの経験・現在地・これから
ジョニー　シーガー∥著
中澤 高志他∥訳

明石書店 367.1 /シ /

12
サフラジェット
平等を求めてたたかった女性たち

デイヴィッド　ロバーツ∥著
富原 まさ江∥訳

合同出版 314.8 /サ /

〇自分らしく生きるために

No. 資料名 著者名 出版者 背ラベル

1
「パパは大変」が「面白い!」に変わる本
「仕事も家庭も」世代の新・人生戦略

安藤 哲也∥著
ファザーリング　ジャパン∥著

扶桑社 599 /ハ /

2 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 /オ /

3 「男らしさ」はつらいよ
ロバート　ウェッブ∥著
夏目 大∥訳

双葉社 367.5 /オ /

4 男らしさの社会学 揺らぐ男のライフコース 多賀 太∥著 世界思想社 367.5 /オ /

5
男らしさという病?
ポップ・カルチャーの新・男性学

熊田 一雄∥著 風媒社 367.5 /オ /

6
自分らしさ」を見失わずに働く方法
理想のキャリアの作り方

高城 幸司∥著 大和書房 336 /シ /

7 感動3.0 自分らしさのつくり方 平野 秀典∥著 日本経済新聞出版社 336 /カ /

8
イマドキ女性管理職の働き方
仕事も人生も自分らしく

麓 幸子∥著 日経BP 336.3 /イ /

9
女に生まれてモヤってる!
本当は「自分らしく」いたいだけなのに

ジェーン　スー∥著
中野 信子∥著

小学館 367.2 /オ /

10
自分らしく働くLGBTの就活・転職の不安が
解消する本

星 賢人∥著 翔泳社 366.2 /シ /

11
毎日を自分らしく生きるための
小さいノート活用術

高橋 拓也∥著 玄光社 002.7 /マ /

12 女らしくなく、男らしくなく、自分らしく生きる 露の 団姫∥著 春秋社 188.4 /オ /



〇子どもでも読める「男女共同参画社会」「自分らしさ」の本

No. 資料名 著者名 出版者 背ラベル

1 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 E /ホル /ピンク

2 みんなちがって… 未来へ伝える「男女共同参画」
伊藤 美希∥作　絵 力武 由美
∥英訳

明石書店 E /イト /オレンジ

3 女の子はどう生きるか 教えて、上野先生! 上野 千鶴子∥著 岩波書店 K 08 /3 /929

4 考えよう!女性活躍社会 1 孫 奈美∥編 汐文社 K 366 /カ /1

5 そもそも自分らしさってなに?
NHK Eテレ「Q～こどものた
めの哲学」制作班∥編

ほるぷ出版 K 104 /ソ /

6
すし屋のすてきな春原さん
おはなしSDGs ジェンダー平等を実現しよう

戸森 しるこ∥作 しんや ゆう
子∥絵

講談社 K 367 /ス /

7 自分らしさ」って何だろう 個性を伸ばす 佐々木 宏∥著 国土社 K 159 /シ /

〇データで見る男女共同参画

No. 資料名 著者名 出版者 背ラベル

1 ジェンダー白書 1 
北九州市立男女共同参画セン
ター“ムーブ”∥編

明石書店 367.1 /シ /1

2 ジェンダー白書 2 
北九州市立男女共同参画セン
ター“ムーブ”∥編

明石書店 367.1 /シ /2

3 ジェンダー白書 3 
北九州市立男女共同参画セン
ター“ムーブ”∥編

明石書店 367.1 /シ /3

4
地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女
性に関する施策の推進状況（概要)平成２４年版

平成２４年版 内閣府男女共同
参画局∥編

ー 367.1 /チ /

5
トライアングルプランⅢ 瀬戸市女性活躍推進課・第３次瀬
戸市男女共同参画プラン 平成29年度～平成33年度

交流活力部 交流学び課∥編 瀬戸市 A 367 /コ /3

6
瀬戸市男女共同参画に関するアンケート
調査結果報告書

瀬戸市交流活力部交流学び
課∥編

瀬戸市 A 367 /セ /

7 男女共同参画白書 令和3年版　（禁帯出）
内閣府男女共同参画局∥編
集

勝美印刷
R 367.2 /タ
/21

8
西暦２０００年のハタチの意識 男女共同参画社会に関す
る調査結果報告書 平成１２年８月　(禁帯出)

あいち女性総合センター∥編 ー
A A367 /セ
/00

9
男女共同参画社会の実現に向けて 県民と事業
者のそれぞれの取組、県の役割　（禁帯出）

愛知県男女共同参画審議会
∥編

愛知県男女共同参画審議
会

A A367 /タ /

※「禁帯出」の資料は、館内閲覧のみとなります。


