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No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号 キーワード

1 女の哲学 : 男とはなにか?人生とはなにか? 女性哲学研究会編 PHP研究所 2014 133/O66 ジェンダー

2 性 : 自分の身体ってなんだろう?(愛・性・家族の哲学  ; 2) 藤田尚志,宮野真生子編 ナカニシヤ出版 2016 152/A25 ジェンダー

3 女の子よ銃を取れ 雨宮まみ著 平凡社 2014 159/O66 ジェンダー

4 中国ジェンダー史研究入門 小浜正子[ほか]編 京都大学学術出版会 2018 282.2/C62 ジェンダー

5 アメリカの社会変革 : 人種・移民・ジェンダー・LGBT ホーン川嶋瑤子著 筑摩書房 2018 309.0253/A44 ジェンダー

6
現代文化論 : 新しい人文知とは何か(有斐閣アルマ ;
Specialized)

吉見俊哉著 有斐閣 2018 361.5/G34 ジェンダー

7
私たちの「戦う姫、働く少女」 = Fighting princesses, working
girls, and us

ジェンダーと労働研究会編;河野真太
郎[ほか]著

堀之内出版 2019 367.1/W47 ジェンダー

8 ジェンダーの心理学 : 「男女の思いこみ」を科学する 改訂版. 青野篤子,森永康子,土肥伊都子著 ミネルヴァ書房 2004 367.2/J36 ジェンダー

9 ジェンダー学への道案内 4訂版 高橋準著 北樹出版 2014 367.2/J36 ジェンダー

10 ジェンダーが拓く未来 : 多様性と包摂性の尊重に向けて 北原零未, 信田理奈著 一粒書房 2016 367.2/J36 ジェンダー

11 教養としてのジェンダーと平和 風間孝,加治宏基,金敬黙編著 法律文化社 2016 367.2/Ky7 ジェンダー

12 オンナらしさ入門(笑) 小倉千加子著 イースト・プレス 2012 367.2/O66 ジェンダー

13
特集総点検!日本のジェンダー問題(季刊人間と教育 2019
冬)

民主教育研究所編 旬報社 2019 375/To43 ジェンダー

14 幼児の性自認 : 幼稚園児はどうやって性別に出会うのか 大滝世津子著 みらい 2016 376.11/Y73 ジェンダー

15 セックス/ジェンダー : 性分化をとらえ直す
アン・ファウスト-スターリング著;福富

護[ほか]訳
世織書房 2018 491.35/Se44 ジェンダー

16
中学生からの愛の授業 : 学校が教えてくれない「愛と性」の
話をしよう

宮台真司著 コアマガジン 2015 159/C62 性教育

17 男子の性教育 : 柔らかな関係づくりのために 村瀬幸浩著 大修館書店 2014 367.9/D38 性教育

18 フランス人の性 : なぜ「#MeToo」への反対が起きたのか プラド夏樹著 光文社 2018 367.9/F92 性教育

19 保健体育のおさらい 性教育.(おとなの楽習 ; 22) 早乙女智子著 自由国民社 2011 367.9/H82 性教育

20 ジェームズ・ドーソンの下半身入門 : まるごと男子!読本
ジェームズ・ドーソン著;スパイク・

ガーレルイラスト;藤堂嘉章訳
太郎次郎社エディタス 2015 367.9/J18 性教育

21
看護・保育・福祉・教職課程のためのセクシュアリティ論ノー
ト

益田早苗著 大空社出版 2018 367.9/Ka54 性教育

22
マンガワークシートで学ぶ多様な性と生 : ジェンダー・
LGBTQ・家族・自分について考える

渡辺大輔著 子どもの未来社 2019 367.9/Ma43 性教育

23
丸さんの明るい性教育 : 人間まるごと学ぶ : 大東学園の総
合学習「性と生」の実践から

丸山慶喜著 澤田出版 2004 367.9/Ma57 性教育

24
みんなこうなるの? : おとなになるためのベストアンサー71の
Q&A

アンチェ・ヘルムス文;ヤン・フォン・ホ
レーベン写真;北村邦夫監修;畑沢裕

子訳
講談社 2014 367.9/Mi44 性教育

25 男の子の性の本 : さまざまなセクシュアリティ メンズセンター編著 解放出版社 2000 367.9/O86 性教育

26
特集いま、学校に求められる性教育 (心とからだの健康 : 子
どもの生きる力を育む ; 19巻第12号)

学校保健教育研究会編集 健学社 2015 367.9/To43 性教育

27 つつみかわあまるの独りよがりの性教育 池田稔著 ルネッサンス・アイ 2014 367.9/Ts94 性教育

28 ヴァギナ ナオミ・ウルフ著;桃井緑美子訳 青土社 2014 367.9/V16 性教育

29
学校でできる!性の問題行動へのケア : 子どものワーク&支
援者のためのツール

 宮口幸治編著 ; 國分聡子, 伊庭千
惠, 川上ちひろ著

東洋館出版社 2019 375.49/G16 性教育

30 ケースで学ぶ自閉症スペクトラム障害と性ガイダンス 田宮聡 [著] みすず書房 2019  378/Ke61 性教育

31 障がいのある人の性 : 支援ガイドブック 坂爪真吾著 中央法規出版 2017 378/Sh95 性教育

32 からだと性の教科書 : 世界中の女子が読んだ!
エレン・ストッケン・ダール, ニナ・ブ

ロックマン著 ; 池田真紀子訳
NHK出版 2019 495/Ka62 性教育

33 婦人科医が教える誰にも聞けない生理のお悩み解決法 吉野一枝著 彩図社 2015 495.1/F64 性教育

34
クリトリス革命 : ジェンダー先進国フランスから学ぶ「わたし」
の生き方

アレクサンドラ・ユバン,カロリーヌ・ミ
シェル著;永田千奈訳

太田出版 2018 598.2/Ku67 性教育

35 自分らしく生きる : 性別違和を乗り越えて 清水展人著 インスパイア 2016 289/J46 LGBT
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36
見えない性的指向アセクシュアルのすべて : 誰にも性的魅
力を感じない私たちについて

ジュリー・ソンドラ・デッカー著;上田勢
子訳

明石書店 2019 367.9/A91 LGBT

37
同性パートナーシップ証明、はじまりました。 : 渋谷区・世田
谷区の成立物語と手続きの方法

エスムラルダ, KIRA著 ポット出版 2015 367.9/D88 LGBT

38 Xジェンダーって何? : 日本における多様な性のあり方 Label X編著 緑風出版 2016 367.9/E42 LGBT

39 カミングアウト 砂川秀樹著 朝日新聞出版 2018 367.9/Ka37 LGBT

40 恋の相手は女の子(岩波ジュニア新書 ; 829) 室井舞花著 岩波書店 2016 367.9/Ko32 LGBT

41 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 367.9/Ky4 LGBT

42 LGBTのBです : 意外とやさしい社会でした きゅうり著 総合科学出版 2017 367.9/L59 LGBT

43
LGBTの子どもに寄り添うための本 : カミングアウトから始ま
る日常に向き合うQ&A

ダニエル・オウェンズ=リード, クリス
ティン・ルッソ著 ; 金成希訳

白桃書房 2016 367.9/L59 LGBT

44
みんなのためのLGBTI人権宣言 : 人は生まれながらにして
自由で平等

国連人権高等弁務官事務所著;山下
梓訳

合同出版 2016 367.9/Mi44 LGBT

45
「性別が、ない!」人たちとのつきあい方 : 実はあなたにも当て
はまる20の性別パターンガイド

新井祥著 ぶんか社 2011 367.9/Se17 LGBT

46
セクシュアルマイノリティをめぐる学校教育と支援 : エンパワ
メントにつながるネットワークの構築にむけて

加藤慶,渡辺大輔編著;青木真実[ほ
か]著

開成出版 2010 367.9/Se45 LGBT

47
セクシュアルマイノリティについて(もっと知りたい!話したい!セ
クシュアルマイノリティ : ありのままのきみがいい ; 1)

日高庸晴著;サカイノビーイラスト 汐文社 2015 367.9/Se45 LGBT

48 セクシュアルマイノリティの教科書 桜井秀人著 銀聲舎出版会 2015 367.9/Se45 LGBT

49
トランスジェンダーの心理学 : 多様な性同一性の発達メカニ
ズムと形成

佐々木掌子著 晃洋書房 2017 367.9/To66 LGBT

50
トランスジェンダーと現代社会 : 多様化する性とあいまいな
自己像をもつ人たちの生活世界

石井由香理著 明石書店 2018 367.9/To66 LGBT

51 家族や周囲にどう伝える? (わたしらしく、LGBTQ ; 2)
ロバート・ロディ,ローラ・ロス著;上田

勢子訳
大月書店 2017 367.9/W47 LGBT

52
よくわかるLGBT : 多様な「性」を理解しよう(楽しい調べ学習
シリーズ)

藤井ひろみ監修 PHP研究所 2017 367.9/Y79 LGBT

53 僕たちのカラフルな毎日 : 弁護士夫夫の波瀾万丈奮闘記 南和行,吉田昌史著 産業編集センター 2016 367.97/B63 LGBT

54 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 2016 367.97/D88 LGBT

55 カミングアウト : LGBTの社員とその同僚に贈るメッセージ ジョン・ブラウン著;松本裕訳 英治出版 2018 367.97/Ka37 LGBT

56 教育とLGBTIをつなぐ : 学校・大学の現場から考える 三成美保編著 青弓社 2017 367.97/Ky4 LGBT

57
ルポ同性カップルの子どもたち : アメリカ「ゲイビーブーム」を
追う

杉山麻里子著 岩波書店 2016 367.97/R86 LGBT

58
新同性愛って何? : わかりあうことから共に生きるために : 改
訂新版

伊藤悟[ほか]著 緑風出版 2017 367.97/Sh57 LGBT

59
子どもの性同一性障害に向き合う : 成長を見守り支えるた
めの本

西野明樹著 日東書院本社 2018 367.98/Ko21 LGBT

60 オレは絶対にワタシじゃない : トランスジェンダー逆襲の記 遠藤まめた著 はるか書房 2018 367.98/O71 LGBT

61 性別違和・性別不合へ : 性同一性障害から何が変わったか 針間克己著 緑風出版 2019 493.7/Se17 LGBT

62
特集セクシュアル・マイノリティ(LGBT)への理解と支援 (精神
療法 ; Vol.42)

金剛出版 2016 493.72/Se45 LGBT

63 「セクハラ」と「パワハラ」野党と「モラハラ」メディア 藤原かずえ著 ワニブックス 2018 070/Se45 ハラスメント

64 なぜ、それが無罪なのか!? : 性被害を軽視する日本の司法 伊藤和子[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 2019 326.22/N59 ハラスメント

65
現場で役立つ!セクハラ・パワハラと言わせない部下指導 : グ
レーゾーンのさばき方

鈴木瑞穂 [著] 日本経済新聞出版社 2016 336.4/G34 ハラスメント

66 平気で他人を傷つける人 片田珠美著 KADOKAWA 2015 361.45/H51 ハラスメント

67 ハラスメント時代の管理職におくる職場の新常識 樋口ユミ著 朝日新聞出版 (発売) 2017 366.3/H32 ハラスメント

68
ジェンダー・ハラスメントに関する心理学的研究 : 就業女性
に期待する「女性らしさ」の弊害

小林敦子著 風間書房 2015 366.3/J36 ハラスメント

69 セクハラ・パワハラ その現状と防止対策 三木啓子著 アトリエエム 2016 366.3/Se45 ハラスメント

70 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
2015 366.3/Se45 ハラスメント

71
裁判例や通達から読み解くマタニティ・ハラスメント : 決定版
: 引き起こさないための対応実務

小山博章編;町田悠生子編著;西頭
英明[ほか]著

労働開発研究会 2018 366.38/Ma71 ハラスメント



男女共同参画推進図書展2020　国立女性教育会館図書

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号 キーワード

72 セクハラ・最後の人権課題 : 日本の状況を中心に 櫛田眞澄著 ドメス出版 2019 367.2/Se45 ハラスメント

73 LGBTとハラスメント 神谷悠一, 松岡宗嗣著 集英社 2020 367.9/L59 ハラスメント

74 “私"を選択する女性心理 武田圭太著 学文社 2016 143.5/W45 男女共同参画

75 ライフステージと法 第8版 (有斐閣アルマ ; Interest) 副田隆重 [ほか] 著 有斐閣 2020 320/R12 男女共同参画

76
女性リーダーを組織で育てるしくみ : 先進企業に学ぶ継続就
業・能力発揮の有効策

牛尾奈緒美,志村光太郎著 中央経済社 2014 336.4/J76 男女共同参画

77 ダイバーシティと女性 : 新しいリーダーシップを創る 昭和女子大学女性文化研究所編 御茶の水書房 2019 361.43/D14 男女共同参画

78 「働くパパ」の時間術 : 仕事も家事も育児もうまくいく! 栗田正行著 日本実業出版社 2012 366.3/H42 男女共同参画

79
なぜ女性管理職は少ないのか : 女性の昇進を妨げる要因を
考える

大沢真知子編著;日本女子大学現代
女性キャリア研究所編

青弓社 2019 366.38/N59 男女共同参画

80 男女平等の社会へ : 世界のいまと日本の女性 広井暢子著 新日本出版社 2013 367.2/D37 男女共同参画

81 終わらないフェミニズム : 「働く」女たちの言葉と欲望
日本ヴァージニア・ウルフ協会[ほか]

編
研究社 2016 367.2/O93 男女共同参画

82 ルポ父親たちの葛藤 : 仕事と家庭の両立は夢なのか おおたとしまさ著 PHP研究所 2016 367.3/R86 男女共同参画

83
青少年の性行動はどう変わってきたか : 全国調査にみる40
年間

林雄亮編著 ミネルヴァ書房 2018 367.9/Se19 男女共同参画

84
同性パートナーシップ制度 : 世界の動向・日本の自治体に
おける導入の実際と展望

棚村政行,中川重徳編著 日本加除出版 2016 367.97/D88 男女共同参画

85 大学における男女共同参画の推進 : 実践ガイドブック 国立女性教育会館,村松泰子編 悠光堂 2015 377.1/D16 男女共同参画

86 主夫業のススメ : 家族のカタチを柔軟にするコラム55 和田のりあき著 デザインエッグ 2018 599/Sh99 男女共同参画

87 セクシュアリティと法 : 身体・社会・言説との交錯
谷口洋幸,綾部六郎,池田弘乃編;石

田仁[ほか]著
法律文化社 2017 321.1/Se45 法律

88
イスラーム法の子ども観 : ジェンダーの視点でみる子育てと
家族

小野仁美著 慶應義塾大学出版会 2019 322/I85 法律

89 人権論入門 : 日本国憲法から考える 奥野恒久著 法律文化社 2019 323.14/J52 法律

90 18歳から考える家族と法 二宮周平著 法律文化社 2018 324.6/J92 法律

91 家族法の道案内 川村隆子著 法律文化社 2018 324.6/Ka99 法律

92 ブラジルの同性婚法 : 判例による法生成と家族概念の転換 マシャド・ダニエル著 信山社 2018 324.962/B91 法律

93
子ども・親・男女の法律実務 : DV、児童虐待、ハーグ、無戸
籍、ストーカー、リベンジポルノ、女性・子どもの犯罪被害、
ひとり親家庭などの法的支援

高取由弥子編集代表 日本加除出版 2019 324/Ko21 法律

94
法律家が教えるLGBTフレンドリーな職場づくりガイド : 従業
員が安心して実力を発揮できる職場をつくるために : よくわ
かるステップバイステップ

LGBTとアライのための法律家ネット
ワーク著 ; 藤田直介, 東由紀編著

法研 2019 336.4/H89 法律

95 AI時代の働き方と法 : 2035年の労働法を考える 大内伸哉著 弘文堂 2017 366.14/A22 法律

96 「働き方改革関連法」企業対応と運用の実務がわかる本 佐藤広一著 日本実業出版社 2019 366.14/H42 法律

97
3時間でわかる同一労働同一賃金入門 : equal pay for equal
work

山口俊一著 中央経済社 2019 366.4/Sa64 法律

98
ファーザー・アンド・チャイルド・リユニオン : 共同親権と司法
の男性差別

ワレン・ファレル著;久米泰介訳 社会評論社 2017 367.3/F11 法律

99 LGBT法律相談対応ガイド
東京弁護士会LGBT法務研究部編

著
第一法規 2017 367.9/L59 法律

100
セクシュアル・マイノリティの法律相談 : LGBTを含む多様な
性的指向・性自認の法的問題

東京弁護士会性の平等に関する委
員会セクシュアル・マイノリティプロ

ジェクトチーム編著
ぎょうせい 2016 367.9/Se45 法律


