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タイトル 著者 出版者 出版年

女性の生きづらさとジェンダー
「片隅」の言葉と向き合う心理学

心理科学研究会ジェンダー部
会編

有斐閣 2021 143.1 シ

相談の力
男女共同参画社会と相談員の仕事

須藤八千代, 土井良多江子編
著

明石書店 2016 146.8 ス

私はいま自由なの？
男女平等世界一の国ノルウェーが直面した現実

リン・スタルスベルグ 柏書房 2021 238.94 ス

フランスに学ぶジェンダー平等の推進と日本のこれから
パリテ法制定２０周年をこえて

冨士谷あつ子, 新川達郎編著 明石書店 2022 312 フ

アクティビストあつまれ！みんなで平等をつくる
わたしたちの声がとどけば、世界はきっとかわるよ

シャノン・ウェバー文
ジェイド・オーランド絵

亜紀書房 2022 K316.1 ウ

女性差別撤廃条約批准から３５年
何がどう変わったか？

国際女性の地位協会編 国際女性の地位協会 2021 319.9 コ

夫婦別姓
家族と多様性の各国事情

栗田路子〔ほか〕 筑摩書房 2021 324.87 ク

あなたにもある無意識の偏見
アンコンシャスバイアス

北村英哉 河出書房新社 2021 361.4 キ

あなたの会社、その働き方は幸せですか? 出口治明, 上野千鶴子 祥伝社 2021 366.21 デ

男性育休の困難
取得を阻む「職場の雰囲気」

齋藤早苗 青弓社 2020 366.32 サ

失われた賃金を求めて イミンギョン タバブックス 2021 366.38 イ

ワーク・ファミリー・バランス
これからの家族と共働き社会を考える

高橋美恵子編 慶應義塾大学出版会 2021 366.7 タ

モヤる言葉、ヤバイ人
自尊心を削る人から心を守る「言葉の護身術」

アルテイシア 大和書房 2021 367.2 ア

ハッシュタグだけじゃ始まらない
東アジアのフェミニズム・ムーブメント

熱田敬子〔ほか〕編著 大月書店 2022 367.2 ア

女性学・男性学
ジェンダー論入門

伊藤公雄〔ほか〕 有斐閣 2019 367.2 イ

日本のフェミニズム
１５０年の人と思想

井上輝子 有斐閣 2021 367.2 イ

女の子はどう生きるか
教えて、上野先生！

上野千鶴子 岩波書店 2021 K367.2 ウ

よくわかるジェンダー・スタディーズ
人文社会科学から自然科学まで

木村涼子〔ほか〕編著 ミネルヴァ書房 2013 367.2 キ

二重に差別される女たち
ないことにされているブラック・ウーマンのフェミニズム

ミッキ・ケンダル DU BOOKS 2021 367.2 ケ

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

国際女性の地位協会編 岩波書店 2018 K367.2 コ

イラストで学ぶジェンダーのはなし
みんなと自分を理解するためのガイドブック

アイリス・ゴットリーブ フィルムアート社 2021 K367.2 ゴ

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 明石書店 2020 367.2 シ

「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 小学館 2020 367.2 ジ

きめつけないで！「女らしさ」「男らしさ」　全３巻
みんなを自由にするジェンダー平等

治部れんげ
小林裕美子イラスト・マンガ

汐文社 2021 K367.2 ジ

#MeTooの政治学
コリア・フェミニズムの最前線

鄭喜鎭編 ; 権金炫怜〔ほか〕 大月書店 2021 367.2 チ

あの時も「こうあるべき」がしんどかった
ジェンダー・家族・恋愛

パレットーク
シンコーミュージック・
エンタテイメント

2021 367.2 パ

ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた
あなたがあなたらしくいられるための２９問

一橋大学社会学部佐藤文香
ゼミ生一同

明石出版 2019 367.2 ヒ

請求記号

６月２３日～２９日は男女共同参画週間です
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タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

話すことを選んだ女性たち
６０人の社会・性・家・自立・暴力

アナスタシア・ミコバ,
ヤン・アルテュス=ベルトラン

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

2022 367.2 ミ

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

解放出版社 2020 K367.2 ラ

ルポコロナ禍で追いつめられる女性たち
深まる孤立と貧困

飯島裕子 光文社 2021 367.21 イ

多様な社会はなぜ難しいか
日本の「ダイバーシティ進化論」

水無田気流
日経BP日本経済新聞
出版本部

2021 367.21 ミ

ジェンダーで読み解く男性の働き方・暮らし方
ワーク・ライフ・バランスと持続可能な社会の発展のために

多賀太 時事通信出版局 2022 367.5 タ

男性は何をどう悩むのか
男性専用相談窓口から見る心理と支援

濱田智崇,
『男』悩みのホットライン編

ミネルヴァ書房 2018 367.5 ハ

女と男、このしんどさは誰のせい？
わかりあいたいのに、なぜかすれちがう

描き子 永岡書店 2021 726.1 カ

男社会がしんどい
痴漢だとか子育てだとか炎上だとか

田房永子 竹書房 2020 726.1 タ

＜参考図書＞
タイトル 著者 出版者 出版年

図表で見る男女格差　OECDジェンダー白書２
今なお蔓延る不平等に終止符を！

ＯＥＣＤ編著 明石書店 2018 R367.2 オ

男女共同参画社会データ集　2021年版 三冬社編集制作部編 三冬社 2021 R367.2 サ

女性の暮らしと生活意識データ集　2022 三冬社編集制作部編 三冬社 2021 R367.2 サ

フェミニズム大図鑑 ハンナ・マッケン〔ほか〕 三省堂 2020 R367.2 マ

女性白書 2021
コロナ禍とジェンダー平等への課題

日本婦人団体連合会編 ほるぷ出版 2021 R367.21 ニ

＜雑誌＞ ※最新号は館内閲覧です

タイトル 内容 編集・発行 頻度

女性展望
女性と政治に関するテーマを
読み解く

市川房枝記念会出版部 月刊

We learn ウィ ラーン
男女共同参画のための
専門情報誌

日本女性学習財団 月刊

月刊女性情報 新聞切り抜き誌 パド・ウィメンズ・オフィス 月刊

共同参画 内閣府男女共同参画局の広報誌 内閣府 月刊

＜行政資料＞
タイトル 著者 資料種別 出版年

男女共同参画白書　令和３年版
女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ

内閣府男女共同参画局編 施策概要・統計・白書 2021 367.21 ナ

みんなで目指す！SDGｓ×ジェンダー 男女共同推進連携会議 啓発冊子 2021 375.1 ダ

おおさか男女共同参画プラン 2021-2025
大阪府府民文化部男女参画・
府民協働課編

行動計画・プラン 2021 367.11 オ

大阪府配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等
に関する基本計画　2022-2026

大阪府府民文化部男女参画・
府民協働課

行動計画・プラン 2022 367.3 オ

大阪府の男女共同参画の現状と施策　令和３年３月
だれもがいきいきと活躍できる男女共同参画社会をめざして

大阪府府民文化部男女参画・
府民協働課編

施策概要･統計･白書 2021 367.1 オ

男女共同参画社会に関する府民意識調査報告書
大阪府府民文化部男女参画・府
民協働課府民意識調査担当編

調査・研究報告書 2019 367.2 オ

　◎ライブラリーカードで、図書・行政資料・雑誌・DVDの貸出をしています。

　　一人につき図書・行政資料・雑誌15冊（3週間）、DVD3点（2週間）です。

TEL  06-6910-8616

請求記号

請求記号

雑誌

雑誌

雑誌

▶▶　男女共同参画関連施設の広報誌や、女性団体の発行するミニコミ誌なども、情報収集に役立ちます。

所在

雑誌

＜連絡･問い合わせ先＞
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