
No. 書名 編著者名 出版社 出版年
1 犯罪被害者のメンタルヘルス 小西聖子編著 誠信書房 2008
2 中学生からの愛の授業 : 学校では学べない、宮台真司が10代に 宮台真司著 コアマガジン 2010
3 「オトコらしくない」から、うまくいく 佐藤悦子, 清野由美著 日本経済新聞出版社 2010
4 少女たちへのプロパガンダ : 『少女倶楽部』とアジア太平洋戦争 長谷川潮著 梨の木舎 2012
5 沖縄おんな紀行 : 光と影 もろさわようこ著 影書房 2010
6 ベトナム女性史 : フランス植民地時代からベトナム戦争まで レ・ティ・ニャム・トゥエット著 明石書店 2010
7 ジェンダーの西洋史 井上洋子 [ほか] 著 法律文化社 2006
8 アメリカの第一波フェミニズム運動史 栗原涼子著 ドメス出版 2009
9 「私」が「わたくし」であることへ : 吉武輝子対話集 パド・ウィメンズ・オフィ 2009

10 もう一度風を変えよう : 先達者からの応援歌 藤井治枝著 ドメス出版 2010
11 経済からみたリスク 橘木俊詔 [ほか] 編集 岩波書店 2007
12 スウェーデン : 自律社会を生きる人びと 岡沢憲芙, 中間真一編 早稲田大学出版部 2006
13 父として考える 東浩紀, 宮台真司著 日本放送出版協会 2010
14 人間共生学への招待 島田燁子, 小泉博明編著 ミネルヴァ書房 2012
15 世代間連帯 上野千鶴子, 辻元清美著 岩波書店 2009
16 働く : 雇用と社会保障の政治学 宮本太郎責任編集 風行社 2011
17 ジェンダーと政治過程 日本政治学会編 木鐸社 2010
18 女性が政治を変えるとき : 議員・市長・知事の経験 五十嵐暁郎, ミランダ・A・シュラー 岩波書店 2012
19 パリテの論理 : 男女共同参画の技法 糠塚康江著 信山社 2005
20 沈黙する人権 石埼学, 遠藤比呂通編 法律文化社 2012
21 人権入門 : 憲法/人権/マイノリティ 横藤田誠, 中坂恵美子著 法律文化社 2011
22 ジェンダーの国際政治 日本国際政治学会編 日本国際政治学会 2010
23 フェミニズム正義論 : ケアの絆をつむぐために 有賀美和子著 勁草書房 2011
24 法社会学 和田仁孝編 法律文化社 2006
25 ジェンダー法学入門 三成美保 [ほか] 著 法律文化社 2011
26 レクチャージェンダー法 犬伏由子, 井上匡子, 君塚正臣編 法律文化社 2012
27 女性と憲法の構造 大西祥世著 信山社出版 2006
28 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
29 憲法から世界を診る : 人権・平和・ジェンダー「講演録」 辻村みよ子著 法律文化社 2011
30 無戸籍の赤ちゃん : 私の300日問題 西野春恵著 文芸社 2009
31 たかが姓、されど姓 : 家族の変化と民法改正の焦点 杉井静子著 かもがわ出版 2010
32 よくわかる民法改正 : 選択的夫婦別姓&婚外子差別撤廃を求め 民法改正を考える会編著 朝陽会 2010
33 戸籍って何だ : 差別をつくりだすもの 佐藤文明著 緑風出版 2010
34 法曹継続教育の国際比較 : ジェンダーから問う司法 南野佳代編著 ; 岡野八代 [ほか 日本加除出版 2012
35 事例で学ぶ司法におけるジェンダー・バイアス 第二東京弁護士会両性の平等に 明石書店 2009
36 軍隊と性暴力 : 朝鮮半島の20世紀 宋連玉, 金栄編著 現代史料出版 2010
37 国際刑事法におけるジェンダー暴力 ステファニー・クープ著 日本評論社 2012
38 日本の不平等 : 格差社会の幻想と未来 大竹文雄著 日本経済新聞社 2005
39 日本の幸福度 : 格差・労働・家族 大竹文雄, 白石小百合, 筒井義郎 日本評論社 2010
40 グローバル化を超えて : 脱成長期日本の選択 西川潤著 日本経済新聞出版社 2011
41 日本はなぜ貧しい人が多いのか : 「意外な事実」の経済学 原田泰著 新潮社 2009
42 女性のいない世界 : 性比不均衡がもたらす恐怖のシナリオ マーラ・ヴィステンドール著 ; 大田 講談社 2012
43 日本・ドイツ・イタリア超少子高齢社会からの脱却 : 家族・社会・文 冨士谷あつ子, 伊藤公雄編著 明石書店 2009
44 少子化政策の新しい挑戦 : 各国の取組みを通して 岡沢憲芙, 小渕優子編著 中央法規出版 2010
45 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
46 それでも子どもは減っていく 本田和子著 筑摩書房 2009
47 スウェーデンの少子化対策 : 家族政策の展開と男女共同参画社 谷沢英夫著 日本評論社 2012
48 「自分探し」の移民たち : カナダ・バンクーバー、さまよう日本の若 加藤恵津子著 彩流社 2009
49 女性起業家に学ぶ : 自己表現による自分おこしから街おこし・村 今井朗子編 松本大学出版会 2010
50 あなたも社会起業家に! : 走る・生きる十五のストーリー 油井文江編著 富山房インターナショ 2012
51 社会起業入門 : 社会を変えるという仕事 神野直彦, 牧里毎治編著 ミネルヴァ書房 2012
52 働く女子の夢 : 26人の働き方、夢、なりたい自分 日本ドリームプロジェクト編 いろは出版 2011
53 差異と平等 : 障害とケア/有償と無償 立岩真也, 堀田義太郎著 青土社 2012
54 「社会のセキュリティ」は何を守るのか : 消失する社会/個人 春日清孝, 楠秀樹, 牧野修也編著 学文社 2011
55 ジェンダーの社会学入門 江原由美子, 山田昌弘著 岩波書店 2008
56 アイデンティティと社会意識 : 私のなかの社会/社会のなかの私 矢田部圭介, 山下玲子編著 北樹出版 2012
57 あなたの中のリーダーへ 西水美恵子著 英治出版 2012
58 「個人的なもの」と想像力 吉澤夏子著 勁草書房 2012
59 メディア文化とジェンダーの政治学 : 第三波フェミニズムの視点か 田中東子著 世界思想社 2012
60 家族を超える社会学 : 新たな生の基盤を求めて 牟田和恵編 ; 上野千鶴子 [ほか] 新曜社 2009
61 家族社会学を学ぶ人のために 井上眞理子編 世界思想社 2010
62 家族と格差の戦後史 : 一九六〇年代日本のリアリティ 橋本健二編著 青弓社 2010
63 日本の不平等を考える : 少子高齢社会の国際比較 白波瀬佐和子著 東京大学出版会 2009
64 日本の社会階層とそのメカニズム : 不平等を問い直す 盛山和夫 [ほか] 編著 白桃書房 2011
65 差異の繋争点 : 現代の差別を読み解く 天田城介, 村上潔, 山本崇記編 ハーベスト社 2012
66 福祉国家と家族 法政大学大原社会問題研究所, 原 法政大学出版局 2012
67 世代間格差 : 人口減少社会を問いなおす 加藤久和著 筑摩書房 2011
68 現代の生活問題 中川清著 放送大学教育振興会 2011
69 働く女性28歳からの仕事のルール 田島弓子著 すばる舎 2012
70 女性の働きかた 武石恵美子編著 ミネルヴァ書房 2009
71 ケア・協働・アンペイドワーク : 揺らぐ労働の輪郭 仁平典宏, 山下順子編 大月書店 2011
72 ディーセント・ワークと新福祉国家構想 : 人間らしい労働と生活を 雇用のあり方研究会 [ほか] 編著 旬報社 2011



73 女性労働・非正規雇用 宮里邦雄, 徳住堅治編 旬報社 2009
74 国際比較 : 仕事と家族生活の両立 : OECDベイビー&ボス総合報 OECD編著 ; 熊倉瑞恵, 関谷みの 明石書店 2009
75 雇用平等法の新たな展開 日本労働法学会編 日本労働法学会 2011
76 雇用差別への法的挑戦 : アメリカの経験・日本への示唆 相澤美智子著 創文社 2012
77 不安家族 : 働けない転落社会を克服せよ 大嶋寧子著 日本経済新聞出版社 2011
78 働くための社会制度 橘木俊詔, 高畑雄嗣編 東京大学出版会 2012
79 非正規就業の実態とその政策課題 : 非正規雇用とキャリア形成、 労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・研修機 2012
80 法と経済で読みとく雇用の世界 : 働くことの不安と楽しみ 大内伸哉, 川口大司著 有斐閣 2012
81 雇用破綻最前線 : 雇い止め・派遣切り・条件切り下げ 中野麻美著 岩波書店 2011
82 ディーセント・ワークとジェンダー平等 : 男女平等社会の実現をめ 木村愛子編著 ; 古橋エツ子著 日本ILO協会 2009
83 フランス女性の働き方 : 仕事と人生を楽しむコツ ミレイユ・ジュリアーノ著 ; 羽田詩 日本経済新聞出版社 2010
84 働く女性の母性保護 駒田富枝著 学習の友社 2011
85 占領下の女性労働改革 : 保護と平等をめぐって 豊田真穂著 勁草書房 2007
86 スウェーデンとオランダに学ぶ : 人を大切にする社会システム : WILL政策研究会, 佐藤吉宗編著 アットワークス 2010
87 Working : 働き続けたいアナタへ ムギ畑WMB制作委員会編 講談社 2010
88 同一価値労働同一賃金原則の実施システム : 公平な賃金の実現 森ます美, 浅倉むつ子編 有斐閣 2010
89 人を活かす働きかた : ワーク・ライフ・バランスとダイバーシティの 清水信義編著 日本リーダーズ協会 2009
90 キャリア・パスの壁を破る : 韓国の働く女性をめぐって 森田園子著 八千代出版 2011
91 仕事論 : 先輩に聞く、女性と就職 ドーンセンター編著 アルゴ 2006
92 仕事と生活 : 労働社会の変容 前田信彦著 ミネルヴァ書房 2010
93 タイム・バインド : 時間の板挟み状態 : 働く母親のワークライフバ アーリー・ラッセル・ホックシールド 明石書店 2012
94 勤めないという生き方 森健著 メディアファクトリー 2011
95 夢をかたちにした女性たち : 将来のキャリアを考えたいあなたへ 国立女性教育会館編 朝陽会 2007
96 「非正規」をなくす方法 : 雇用、賃金、公契約 中村和雄, 脇田滋共著 新日本出版社 2011
97 国境を越えるアジアの家事労働者 : 女性たちの生活戦略 上野加代子著 世界思想社 2011
98 ルポ職場流産 : 雇用崩壊後の妊娠・出産・育児 小林美希著 岩波書店 2011
99 仕事の社会学 : 変貌する働き方 佐藤博樹, 佐藤厚編 有斐閣 2012

100 「男らしさ」の現代史 阿部恒久, 大日方純夫, 天野正子 日本経済評論社 2006
101 依存と自立の倫理 : 「女/母」 (わたし) の身体性から 金井淑子著 ナカニシヤ出版 2011
102 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 2009
103 公正なグローバル・コミュニティを : 地球的視野の政治経済 大沢真理編 岩波書店 2011
104 男のイメージ : 男性性の創造と近代社会 ジョージ・L・モッセ著 ; 細谷実, 小 作品社 2005
105 性別役割分業は暴力である 福岡女性学研究会編 現代書館 2011
106 自治体と男女共同参画 : 政策と課題 辻村みよ子著 イマジン出版 2005
107 女性をめぐる法と政策 : 原理・体系・課題 高橋保著 ミネルヴァ書房 2008
108 不惑のフェミニズム 上野千鶴子著 岩波書店 2011
109 ジェンダー・スタディーズ ジェイン・ピルチャー, イメルダ・ウィ 新曜社 2009
110 女性差別撤廃条約と私たち 林陽子編著 ; 加城千波, 大村恵 信山社 2011
111 キレイならいいのか : ビューティ・バイアス デボラ L.ロード著 ; 栗原泉訳 亜紀書房 2012
112 男女共同参画統計データブック : 日本の女性と男性 : 2012 国立女性教育会館, 伊藤陽一編 ぎょうせい 2012
113 フェミニズムの時代を生きて 西川祐子, 上野千鶴子, 荻野美穂 岩波書店 2011
114 ジェンダー・家族・女性 乙部由子著 三恵社 2008
115 女ぎらい : ニッポンのミソジニー 上野千鶴子著 紀伊國屋書店 2010
116 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
117 アジアから視るジェンダー 田中かず子編 風行社 2008
118 アジアのなかのジェンダー : 多様な現実をとらえ考える 川島典子, 西尾亜希子編著 ミネルヴァ書房 2012
119 フィリピンにおける女性の人権尊重とジェンダー平等 キャロリン・ソブリチャ著 ; 舘かお 御茶の水書房 2012
120 ママより女 ドラ・トーザン著 小学館 2011
121 20世紀アメリカン・システムとジェンダー秩序 : 政治社会学的考察 大嶽秀夫著 岩波書店 2011
122 バイシクル・シティズン : 「政治」を拒否する日本の主婦 ロビン・ルブラン著 ; 尾内隆之訳 勁草書房 2012
123 母性社会の行方 平山満紀著 紀伊國屋書店 2010
124 父親になる、父親をする : 家族心理学の視点から 柏木惠子著 岩波書店 2011
125 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
126 母親はなぜ生きづらいか 香山リカ著 講談社 2010
127 母を棄ててもいいですか? : 支配する母親、縛られる娘 熊谷早智子著 講談社 2011
128 女性の健康とドメスティック・バイオレンス : WHO国際調査/日本 吉浜美恵子, 釜野さおり編著 ; 秋 新水社 2007
129 変わりゆく日本の家族 : 「ザ・プロフェッショナル・ハウスワイフ」か スーザン・ヴォーゲル著 ; 西島実 ミネルヴァ書房 2012
130 家族の変容と暴力の国際比較 古橋エツ子編 明石書店 2007
131 近代家族のゆらぎと新しい家族のかたち 松信ひろみ編著 ; 島直子 [ほか著] 八千代出版 2012
132 子どもがひとりで遊べない国、アメリカ : 安全・安心パニック時代 谷口輝世子著 生活書院 2011
133 子育てが終わらない : 「30歳成人」時代の家族論 小島貴子, 斎藤環著 青土社 2012
134 共依存・からめとる愛 : 苦しいけれど、離れられない 信田さよ子著 朝日新聞出版 2009
135 ライフコースとジェンダーで読む家族 岩上真珠著 有斐閣 2007
136 3・11から考える「家族」 : 戦後を問う、現在を歩く 真鍋弘樹著 岩波書店 2012
137 女姓婚のススメ : 女性の苗字で結婚すれば幸せになれる。/ 伊達 メディアファクトリー 2011
138 女子・結婚・男選び : あるいは「選ばれ男子」 高田里惠子著 筑摩書房 2012
139 「婚活」がなくなる日 : 結婚=幸せという洗脳 苫米地英人著 主婦の友社 2010
140 「シングル」で生きる : 人類学者のフィールドから 椎野若菜編 御茶の水書房 2010
141 絶食系男子となでしこ姫 : 国際結婚の現在・過去・未来 山田昌弘, 開内文乃著 東洋経済新報社 2012
142 フリーターとニートの社会学 太郎丸博編 世界思想社 2006
143 高齢者は社会的弱者なのか : 今こそ求められる「老いのプラン」 袖井孝子著 ミネルヴァ書房 2009
144 1冊で知るポルノ デビー・ネイサン著 ; 松沢呉一解 原書房 2010
145 思いこみの性、リスキーなセックス 池上千寿子著 岩波書店 2011



146 性別なんて決められない! 矢吹レオ著 竹書房 2012
147 セクシュアリティの多様性と排除 好井裕明編著 明石書店 2010
148 思春期の性の問題をめぐって : 現状とその対応から教育まで 平岩幹男編著 ; 早乙女智子 [ほ 診断と治療社 2011
149 貧困の実態とこれからの日本社会 : 子ども・女性・犯罪・障害者、 大阪弁護士会編 明石書店 2011
150 貧困待ったなし! : とっちらかりの10年間 自立生活サポートセンター・もやい 岩波書店 2012
151 もうガマンできない!広がる貧困 : 人間らしい生活の再生を求めて 宇都宮健児, 猪股正, 湯浅誠編 明石書店 2007
152 「孤独」から考える秋葉原無差別殺傷事件 芹沢俊介, 高岡健著 批評社 2011
153 パートナー暴力 : 男性による女性への暴力の発生メカニズム ミッシェル・ハーウェイ, ジェームズ・ 北大路書房 2011
154 性暴力 読売新聞大阪本社社会部著 中央公論新社 2011
155 性暴力 : その後を生きる 中島幸子著 レジリエンス 2011
156 それ、恋愛じゃなくてDVです 瀧田信之著 WAVE出版 2009
157 人はなぜひとを「ケア」するのか : 老いを生きる、いのちを支える 佐藤幹夫著 岩波書店 2010
158 いまこそ考えたい生活保障のしくみ 大沢真理著 岩波書店 2010
159 女たちが動く : 東日本大震災と男女共同参画視点の支援 : from みやぎの女性支援を記録する会編 生活思想社 2012
160 大震災と子どもの貧困白書 「なくそう!子どもの貧困」全国ネット かもがわ出版 2012
161 脱「子どもの貧困」への処方箋 浅井春夫著 新日本出版社 2010
162 働くことも子育ても : 枚方の保育運動私史 吉瀬孝子著 せせらぎ出版 2010
163 働きながら、社会を変える。 : ビジネスパーソン「子どもの貧困」に 慎泰俊著 英治出版 2011
164 子どもと家族にやさしい社会フィンランド : 未来へのいのちを育む 渡辺久子, トゥーラ・タンミネン, 高 明石書店 2009
165 子育ては、頼っていいんです! : つくろう!地域のつながり : 共育て 「共育て共育ち白書」編集委員会 神奈川新聞社 2011
166 子づれシングル : ひとり親家族の自立と社会的支援 神原文子著 明石書店 2010
167 なぜ子縁社会が求められるか : 絶縁社会=子育て危機へのシン 瀧井宏臣著 明治図書出版 2011
168 ルポ子どもの貧困連鎖 : 教育現場のSOSを追って 保坂渉, 池谷孝司著 光文社 2012
169 戦後保育政策のあゆみと保育のゆくえ 中村強士著 新読書社 2009
170 産める国フランスの子育て事情 : 出生率はなぜ高いのか 牧陽子著 明石書店 2008
171 揺れるいのち : 赤ちゃんポストからのメッセージ 熊本日日新聞「こうのとりのゆりか 旬報社 2010
172 新しい「教育格差」 増田ユリヤ著 講談社 2009
173 ひきこもり支援論 : 人とつながり、社会につなぐ道筋をつくる 竹中哲夫著 明石書店 2010
174 迷走する若者のアイデンティティ : フリーター、パラサイト・シング 白井利明編 ゆまに書房 2005
175 在日朝鮮人女性による「下位の対抗的な公共圏」の形成 : 大阪の 徐阿貴著 御茶の水書房 2012
176 女性百年 : 教育・結婚・職業 : いかに生きたか、いかに生きるか 「女性百年」刊行委員会編 東北大学出版会 2009
177 教育と子どもの社会史 小針誠著 梓出版社 2007
178 戦後教育のジェンダー秩序 小山静子著 勁草書房 2009
179 教師の「ライフヒストリー」からみえる現代アメリカ : 人種・民族・ 塚田守著 福村出版 2008
180 正しいパンツのたたみ方 : 新しい家庭科勉強法 南野忠晴著 岩波書店 2011
181 大卒就職の社会学 : データからみる変化 苅谷剛彦, 本田由紀編 東京大学出版会 2010
182 「女装と男装」の文化史 佐伯順子著 講談社 2009
183 花嫁はなぜ顔を隠すのか 増田美子編 悠書館 2010
184 ドキュメントひきこもり : 「長期化」と「高年齢化」の実態 池上正樹著 宝島社 2010
185 生殖医療と家族のかたち : 先進国スウェーデンの実践 石原理著 平凡社 2010
186 「3.11フクシマ」以後のフェミニズム : 脱原発と新しい世界へ 新・フェミニズム批評の会編 御茶の水書房 2012
187 まず、ママが幸せに : 産んで育てて、ニッポン・イギリス・フランス 薗部容子文・イラスト 日本機関紙出版セン 2011
188 山形ガールズ農場! : 女子から始める農業改革 菜穂子著 角川書店 2012
189 男女共同参画時代の女性農業者と家族 天野寛子, 粕谷美砂子著 ドメス出版 2008
190 農村ジェンダー : 女性と地域への新しいまなざし 秋津元輝 [ほか] 著 昭和堂 2007
191 農村女性の社会学 : 地域づくりの男女共同参画 藤井和佐著 昭和堂 2011
192 欲しがらない若者たち 山岡拓著 日本経済新聞出版社 2009
193 ジェンダーとジャーナリズムのはざまで 諸橋泰樹著 批評社 2005
194 届いてますか?あなたの思い! : 均等法20年どう変わった放送と女 放送と女性ネットワー 2007
195 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 高井昌吏著 ミネルヴァ書房 2005
196 女はなぜ土俵にあがれないのか 内館牧子著 幻冬舎 2006
197 ジェンダーで学ぶ言語学 中村桃子編 世界思想社 2010
198 日本語は美しいか : 若者の母語意識と言語観が語るもの 遠藤織枝, 桜井隆編著 三元社 2010
199 「女ことば」は女が使うのかしら? : ことばにみる性差の様相 任利著 ひつじ書房 2009
200 ふしぎなふしぎな子どもの物語 : なぜ成長を描かなくなったのか? ひこ・田中著 光文社 2011


