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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
多様性のレッスン : 車いすに乗るピアカウンセラー
母娘が答える47のQ&A

安積遊歩, 安積宇宙著 ミツイパブリッシング 2019 146.8/Ta98 ジェンダー

2 高校生記者が見た、原発・ジェンダー・ゆとり教育 灘校新聞委員会著 現代人文社 2014 304/Ko44 ジェンダー

3
12歳までに身につけたいSDGsの超きほん
(未来のキミのためシリーズ)

蟹江憲史監修  朝日新聞出版 2021 333.8/J95 ジェンダー

4
学ぼう!SDGs目標5〜8ジェンダー・水・エネルギー・
労働 (SDGsを学んで新聞を作ろう ; [2])

SDGs市民社会ネットワーク監修 金の星社 2021 333.8/Ma43	 ジェンダー

5
ジェンダー(SDGsのきほん : 未来のための17の目
標 ; 6 ; 目標5)

稲葉茂勝著 ポプラ社 2020 333.8/Sc9 ジェンダー

6
「労働」から学ぶジェンダー論 : Society5.0でのライ
フスタイルを考える

乙部由子著 ミネルヴァ書房 2019 366.38/R59 ジェンダー

7 特集ぼくとフェミニズム (すばる ; 第40巻第5号) 集英社 2018 367/B63 ジェンダー

8
ジェンダー平等の国際的潮流 : 国際女性年(1975)
以降の動きを通して

信田理奈著 三恵社 2015 367.1/J36 ジェンダー

9 母から娘へ--ジェンダーの話をしよう
権仁淑著 ; 中野宣子訳 ; 大越京子
まん画

梨の木舎 2011 367.2/H14 ジェンダー

10 99%のためのフェミニズム宣言
シンジア・アルッザ, ティティ・バタ
チャーリャ, ナンシー・フレイザー共
著 ; 惠愛由訳

人文書院 2020 367.2/Ky8 ジェンダー

11 女の子だから、男の子だからをなくす本
ユンウンジュ文 ; イヘジョン絵 ; すん
み訳

エトセトラブックス 2021 367.2/O66 ジェンダー

12 男子が10代のうちに考えておきたいこと 田中俊之著 岩波書店 2019 367.5/D38 ジェンダー

13
マンガでわかる男性学 : ジェンダーレス時代を生き
るために

水島新太郎マンガ・文 行路社 2016 367.5/Ma45 ジェンダー

14
ドイツの道徳教科書 : 5、6年実践哲学科の価値教
育(世界の教科書シリーズ ; 46)

ローラント・ヴォルフガング・ヘンケ編
集代表 ; 栗原麗羅, 小林亜未訳

明石書店 2019 372.34/D83 ジェンダー

15 地球市民の人権教育 : 15歳からのレッスンプラン 肥下彰男, 阿久澤麻理子編著 解放出版社 2015 375/C44 ジェンダー

16
女性の視点でつくる社会科授業 = History and
Society through Women's Eyes in Social Studies
Lessons

升野伸子, 國分麻里, 金玹辰編著 学文社 2018 375.3/J76 ジェンダー

17
ジェンダーで見るヒットドラマ : 韓国、アメリカ、欧
州、日本

治部れんげ著 光文社 2021 778/G34 ジェンダー

18 北欧に学ぶ好きな人ができたら、どうする?
アンネッテ・ヘアツォーク著 ; カトリー
ネ・クランテ, ラスムス・ブラインホイ
イラスト ; 枇谷玲子訳

晶文社 2019 152.1/H82 性教育

19
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

20
あっ!そうなんだ!性と生 : 幼児・小学生そしておとな
へ

浅井春夫 [ほか] 編著 ; 勝部真規子
絵

エイデル研究所 2014 367.9/A95 性教育

21 はなそうよ!恋とエッチ : みつけよう!からだときもち すぎむらなおみ+えすけん著 生活書院 2014 367.9/H28 性教育

22
発達障害のある子どもの性・人間関係の成長と支
援 : 関係をつくる・きずく・つなぐ (ブックレット子ども
の心と学校臨床 ; 2)

川上ちひろ著 遠見書房 2020 378/H43	 性教育

23
15歳までの女の子に伝えたい自分の体と心の守り
方

やまがたてるえ著 かんき出版 2012 367.9/J92 性教育

24
子どもたちの頭の中がこんなことになってるなん
て! : 思春期の性と恋愛

アクロストン著 主婦の友社 2020 367.9/Ko21 性教育

25 これからのヴァギナの話をしよう リン・エンライト著 ; 小澤身和子訳 河出書房新社 2020 367.9/Ko79 性教育

26
サッコ先生と!からだこころ研究所 : 小学生と考える
「性ってなに?」

高橋幸子著 リトルモア 2020 367.9/Sa42 性教育

27
好きな人に触れたくなるのは、どうして? : 北欧に学
ぶ恋愛とセックスの本

サビーネ・レミレ文 ; ラスムス・ブライ
ンホイ絵 ; 枇谷玲子訳

晶文社 2020 367.9/Su54 性教育

28
性問題行動のある知的・発達障害児者の支援ガイ
ド : 性暴力被害とわたしの被害者を理解するワー
クブック

本多隆司, 伊庭千惠著 明石書店 2016 369.28/Se18 性教育/ハラスメント

29 「いろんな人がいる」が当たり前の教室に 原田真知子著 高文研 2021 374.1/I66 性教育

30
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

31
性の教育ユニバーサルデザイン : 配慮を必要とす
る人への支援と対応

小栗正幸, 國分聡子著 金剛出版 2021 375.49/Se17 性教育

32
自閉症スペクトラム障害の性支援ハンドブック : 障
害が重い人のセクシュアリティ

ケイト・レイノルズ著 ; 森由美子訳 クリエイツかもがわ 2019 378/J48 性教育

33
自閉症スペクトラム障害とセクシュアリティ : なぜ
ぼくは性的問題で逮捕されたのか

トニー・アトウッド, イザベル・エノー,
ニック・ドゥビン著 ; 田宮聡訳

明石書店 2020 493.7/J48 性教育

34 アスピーガールの心と体を守る性のルール
デビ・ブラウン著 ; 村山光子, 吉野智
子訳

東洋館出版社 2017 493.76/A93 性教育

35
発達障害のある女の子・女性の支援 : 「自分らしく
生きる」ための「からだ・こころ・関係性」のサポート

川上ちひろ, 木谷秀勝編著 金子書房 2019 493.76/H43 性教育

36
佐々木靜子からあなたへ : 女のからだと医療・性
暴力・人権

佐々木靜子著 ; 『佐々木静子からあ
なたへ』編集委員会編

教育史料出版会 2015 495/Sa75 性教育

37
やさしく解説産婦人科のおはなし : じつはちょっと
複雑な女性のからだ

小松一著
青春出版社プレミア
ム編集工房

2020 495/Y61 性教育

38
LGBTIの雇用と労働 : 当事者の困難とその解決方
法を考える

三成美保編著 晃洋書房 2019 366.38/L59 LGBT

39 ひとりひとりの「性」を大切にする社会へ 遠藤まめた著 新日本出版社 2020 367.9/H77 LGBT

40 カムアウトする親子 : 同性愛と家族の社会学 三部倫子著 御茶の水書房 2014 367.9/Ka42 LGBT

41 LGBTサポートブック : 学校・病院で必ず役立つ
はたちさこ, 藤井ひろみ, 桂木祥子編
著

保育社 2016 367.9/L59 LGBT

国立女性教育会館 女性教育情報センター図書
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42
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

43 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

44
LGBTQの子どもへの学校ソーシャルワーク : エン
パワメント視点からの実践モデル

寺田千栄子著 明石書店 2020 367.9/L59 LGBT

45
みんなちがってみんなステキ : LGBTの子どもたち
に届けたい未来

高橋うらら著 新日本出版社 2021 367.9/Mi44 LGBT

46
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 LGBT

47 にじ色の本棚 : LGBTブックガイド 原ミナ汰, 土肥いつき編著 三一書房 2016 367.9/N73 LGBT

48
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

49
心とからだを大切にしよう(わたしらしく、LGBTQ ;
4)

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

50
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

51
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

52
パパは女子高生だった : 女の子だったパパが最高
裁で逆転勝訴してつかんだ家族のカタチ

前田良著 明石書店 2019 367.98/P22 LGBT

53
スカートはかなきゃダメですか? : ジャージで学校
(世界をカエル : 10代からの羅針盤)

名取寛人著 理論社 2017 367.98/Su54 LGBT

54
同性婚や同性パートナーシップ制度の可能性と課
題

新・アジア家族法三国会議編 ; 棚村
政行 [ほか執筆]

日本加除出版 2018 324.6/D88 LGBT/法律

55
クィアと法 : 性規範の解放/開放のために = Queer
and law

綾部六郎, 池田弘乃編著 ; 関修 [ほ
か] 著

日本評論社 2019 367.9/Ku23	 LGBT/法律

56 LGBT法律相談対応ガイド　改訂版
東京弁護士会LGBT法務研究部編
著

第一法規 2021 367.9/L59 LGBT/法律

57 同性婚論争 : 「家族」をめぐるアメリカの文化戦争 小泉明子著
慶應義塾大学出版
会

2020 367.97/D88 LGBT/法律

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

59 あらましとQ&Aでわかるハラスメント対策
大橋さやか編著 ; 大下良仁 [ほか]
著

金融財政事情研究
会

2019 366.3/A64 ハラスメント

60
なぜ防げない?スクール・セクシュアル・ハラスメント
: アンケート調査に見る教職員の実態 (シリーズ・
論 ; 1)

徳永恭子[著]
ひろしま女性学研究
所

2012 374/N59 ハラスメント

61 パワハラにあったときどうすればいいかわかる本
いじめ・メンタルヘルス労働者支援
センター, 磯村大著 ; たかおかおり
マンガ

合同出版 2014 366.3/P28 ハラスメント

62
恋するまえに : デートDVしない・されない10代のた
めのガイドブック

バリー・レビィ著 ; 山口のり子, 小野
りか訳

アウェアFネット支援
の会

2008 367.2/Ko34 ハラスメント

63 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

64
愛する、愛される : デートDVをなくす・若者のため
のレッスン7

山口のり子著 梨の木舎 2017 367.68/A25 ハラスメント

65
子どもを守る言葉『同意』って何? : YES、NOは自
分が決める!

レイチェル・ブライアン作 ; 中井はる
の訳

集英社 2020 368.6/Ko21 ハラスメント

66 おとめ六法 上谷さくら, 岸本学著 ; Cahoイラスト KADOKAWA 2020 320/O86 法律

67
わかる!役に立つ!法律の教科書(かしこガールのキ
ラキラlesson)

スリーシーズン編 学研プラス 2021 320/W25 法律

68
「尊厳ある社会」に向けた法の貢献 : 社会法とジェ
ンダー法の協働 : 浅倉むつ子先生古稀記念論集

島田陽一 [ほか] 編 旬報社 2019 366.14/So42 法律

69 ハラスメント大全 : それ、やってはいけない! 野原蓉子監修 青春出版社 2021 366.3/H32 ハラスメント

70
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/ハラスメント

71
女性と戦後司法 : 裁判官、女性がおわかりです
か?

中村久瑠美著 論創社 2021 327/J76 法律/ジェンダー

72
法制度における男性差別 : 合法化されるミサンド
リー

ポール・ナサンソン, キャサリン・K.ヤ
ング著 ; 久米泰介訳

作品社 2020 367.5/H91	 法律/ジェンダー

73 基本的人権の事件簿 : 憲法の世界へ(第6版) 棟居快行 [ほか] 著 有斐閣 2019 323/Ki17 法律

74 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

75
「石井筆子」読本 : 鳩が飛び立つ日 : 男女共同参
画と特別支援教育・福祉の母

津曲裕次著 大空社 2016 289/I75 男女共同参画

76
草むらにハイヒール : 内から外への欲求 = High
heels on the grass

小倉千加子著 いそっぷ社 2020 304/Ku83 男女共同参画

77 冬の蕾 : ベアテ・シロタと女性の権利 樹村みのり著 岩波書店 2020 323/F99 男女共同参画

78 憲法改正論の焦点 : 平和・人権・家族を考える 辻村みよ子著 法律文化社 2018 323.149/Ke51 男女共同参画

79
フランスの同性婚と親子関係 : ジェンダー平等と結
婚・家族の変容

イレーヌ・テリー著 ; 石田久仁子, 井
上たか子訳

明石書店 2019 324.935/F92 男女共同参画

80 輝く会社のための女性活躍推進ハンドブック 清水レナ [著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2015 336.4/Ka17 男女共同参画

81
雇用の男女平等をめざす日本と世界 (ジェンダー
労働論  ; [正])

川東英子著 ドメス出版 2018 366.38/J36 男女共同参画

82
女性に伝えたい未来が変わる働き方 : 新しい生き
方のヒントが見つかる、二極化時代の新提言

野村浩子著 KADOKAWA 2017 366.38/J76 男女共同参画

83 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 2019 366.38/N59 男女共同参画



男女共同参画推進図書展　2021

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号 キーワード

84
ちいさなフェミニスト宣言 : 女の子らしさ、男の子ら
しさのその先へ

デルフィーヌ・ボーヴォワ文 ; クレー
ル・カンテ絵 ; 新行内美和訳

現代書館 2020 367.1/C43 男女共同参画

85 男尊女子 酒井順子著 集英社 2017 367.1/D38 男女共同参画

86 男も女もみんなフェミニストでなきゃ
チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ著
; くぼたのぞみ訳

河出書房新社 2017 367.1/O86 男女共同参画

87 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本
サッサ・ブーレグレーン作 ; 枇谷玲
子訳

岩崎書店 2018 367.2/H82 男女共同参画

88 ジェンダー平等の実現めざして
浅倉むつ子, 戒能民江, 田村智子著
; 政治革新めざすオール早稲田の会
編集

学習の友社 2020 367.2/J36 男女共同参画

89 4羽のめんどりと1羽のおんどり
レーナ・ランドストローム文 ; オロフ・
ランドストローム絵 ; 加藤悦子訳

解放出版社 2020 367.2/Y84 男女共同参画

90
「男女格差後進国」の衝撃 : 無意識のジェンダー・
バイアスを克服する

治部れんげ著 小学館 2020 367.21/D37 男女共同参画

91 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 研修棟書庫 2017 367.4/Sa69 男女共同参画

92
わたしは女の子だから : 世界を変える夢をあきら
めない子どもたち

ローズマリー・マカーニー文 ; ジェ
ン・オールバー文 ; プラン・インター
ナショナル文 ; 西田佳子訳

西村書店 2019 367.6/W47 男女共同参画

93 最下層女子校生 : 無関心社会の罪 橘ジュン著 小学館 2016 367.68/Sa21 男女共同参画

94
みやぎ3・11「人間の復興」を担う女性たち : 戦後史
に探る力の源泉

浅野富美枝著 東京 : 生活思想社 2016 369.3/Mi73 男女共同参画

95 家庭支援論(基本保育シリーズ ; 13) 新保幸男, 小林理編集 中央法規出版 2017 369.4/Ka85 男女共同参画

96
家庭支援論(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉
; 10)

伊藤嘉余子, 野口啓示編著 ミネルヴァ書房 2017 369.4/Ka85 男女共同参画

97
日本の子育て共同参画社会 : 少子社会と児童虐
待 (MINERVA社会学叢書 ; 52)

金子勇著 ミネルヴァ書房 2016 369.4/N71 男女共同参画

98 男が育休を取ってわかったこと 池田大志著 セブン&アイ出版 2014 599/O86 男女共同参画

99
パパいや、めろん : 男が子育てしてみつけた17の
知恵

海猫沢めろん著 講談社 2020 599/P22 男女共同参画

100 「仕事」も「育児」も大切なパパに贈る本 小林聖司著 文芸社 2017 599/Sh29 男女共同参画


