
請求記号 書　名 著　者

1 366.2/ヒ 貴女 (あなた) を輝かせるキャリアデザイン 木本喜美子,他

2 366.3/コ キャリアも恋も手に入れる、あなたが輝く働き方 小室淑恵

3 366.3/ア 女性が働き続ける会社のすごい仕組み : 結婚・出産で辞めない制度・組織・雰囲気のつくり方 雨宮健太

4 366.3/イ なぜ女性は仕事を辞めるのか : 5155人の軌跡から読み解く 岩田正美,他

5 366.3/オ 専業主婦のキャリア再開発 : もう一度仕事に戻るには 奥津眞里

6 366.3/オ 女性のキャリア継続 : 正規と非正規のはざまで 乙部由子

7 366.3/オ キャリアと出産 : 働く女性のワーク・バース・バランス 大葉ナナコ

8 366.3/カ 女性が活躍する社会の実現 : 多様性を活かした日本へ 加藤久和,他

9 366.3/ワ 子どもがいたら、どうなるの? : キャリア お金 夢 : 自分らしく生きる25人のママたち 和田清華,他

10 367.2/コ 戦う姫、働く少女 河野真太郎

11 K366.2/ノ 女子学生のキャリアデザイン : 自分らしさとワークライフバランス 野村康則,他

12 K366.2/ワ 女子学生のためのキャリア・ガイダンス 渡辺峻

13 プ/188 女子のキャリア : 「男社会」のしくみ、教えます 海老原嗣生

14 366.3/ウ 女たちのサバイバル作戦 上野千鶴子

「現代女性の社会学」課題図書

　1.　女性のライフコース、キャリアの積み方、働き方、正規雇用・非正規雇用　など

　2.　結婚（非婚化、未婚化、婚活、離婚、卒婚）など



請求記号 書　名 著　者

1 324.6/ニ わが子に会えない : 離婚後に漂流する父親たち 西牟田靖

2 367.3/シ 専業主婦に、なりたい!? : “フツウに幸せ"な結婚をしたいだけ、のあなたへ 白河桃子

3 367.3/イ 歴史のなかの家族と結婚 : ジェンダーの視点から 伊集院葉子,他

4 367.4/オ 結婚の条件 小倉千加子

5 367.4/コ 結婚してもしなくてもうるわしきかな人生 小林久乃

6 367.4/ア 結婚しない男たち : 増え続ける未婚男性「ソロ男」のリアル 荒川和久

7 367.4/イ フランス女性はなぜ結婚しないで子どもを産むのか 井上たか子,他

8 367.4/ウ 恋愛しない若者たち : コンビニ化する性とコスパ化する結婚 牛窪恵

9 367.4/カ 「恋愛結婚」は何をもたらしたか : 性道徳と優生思想の百年間 加藤秀一

10 367.4/カ 結婚がこわい 香山リカ

11 367.4/キ なぜ結婚できないのか : 非婚・晩婚時代の家族論 菊地正憲

12 367.4/ケ 結婚 (あたらしい教科書:5) 板本洋子,他

13 367.4/コ 変貌する恋愛と結婚 : データで読む平成 小林盾,他

14 367.4/タ うまくいく婚活、いかない婚活 多賀幹子

15 367.4/ホ 本当は結婚したくないのだ症候群 : 「いつか、いい人がいれば」の真相 北条かや

16 367.4/ヤ 「婚活」現象の社会学 : 日本の配偶者選択のいま 山田昌弘

17 369.4/シ シングルマザーをひとりぼっちにしないために : ママたちが本当にやってほしいこと シンママ大阪応援団

18 385.4/コ 昭和の結婚 小泉和子

19 407/マ 理系女性のライフプラン : あんな生き方・こんな生き方 : 研究・結婚・子育てみんなどうしてる? 丸山美帆子,他



20 ジ/809 大学で大人気の先生が語る〈恋愛〉と〈結婚〉の人間学 佐藤剛史

21 チ/2200 夫婦格差社会 : 二極化する結婚のかたち 橘木俊詔,他

22 159/シ 極上の孤独 下重暁子

請求記号 書　名 著　者

1 366.3/コ お母さんは忙しくなるばかり : 家事労働とテクノロジーの社会史 ルース･シュウォーツ･コーワン

2 366.3/ジ 稼ぐ妻・育てる夫 : 夫婦の戦略的役割交換 : アメリカ人52人のワーク・ライフ・バランス 治部れんげ

3 366.3/ニ 女性と労働 : 貧困を克服し男女ともに人間らしく豊かに生活するために 日本弁護士連合会

4 366.3/フ ママの仕事復帰のために : パパも会社も知っておきたい46のアイディア ファザーリング･ジャパンマザーリングプロジェクト

5 366.3/ヤ 既婚女性の就業とネットワーク 安河内恵子

6 367.2/サ 「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす 佐光紀子

7 367.2/オ 男女機会均等社会への挑戦 岡沢憲芙

8 367.2/ソ/13 対等な夫婦は幸せか 永井暁子,他

9 367.3/ツ 結婚と家族のこれから : 共働き社会の限界 筒井淳也

10 367.3/フ 男が家事をしない本当の理由 : 幸せな家庭の条件 淵上勇次郎

11 367.3/オ 「家族する」男性たち : おとなの発達とジェンダー規範からの脱却 大野祥子

12 367.3/ク 「オトコの育児」の社会学 : 家族をめぐる喜びととまどい 工藤保則,他

13 367.3/シ 専業主婦になりたい女たち 白河桃子

14 367.3/シ 「専業主夫」になりたい男たち 白河桃子

　3.　家事労働、性別役割分担　など



15 367.3/ヤ 皿洗いするの、どっち? : 目指せ、家庭内男女平等! 山内マリコ

16 367.3/ヨ スウェーデンの家族とパートナー関係 善積京子

17 590/ウ やってもやっても終わらない名もなき家事に名前をつけたらその多さに驚いた。 梅田悟司

18 イ/1449 家事労働ハラスメント : 生きづらさの根にあるもの 竹信三恵子

19 379.9/ボ 家事なんて適当でいい! ボンベイ

請求記号 書　名 著　者

1 366.2/イ 国際比較若者のキャリア : 日本・韓国・イタリア・カナダの雇用・ジェンダー・政策 岩上真珠,他

2 366.3/カ 「働くこと」とジェンダー : ビジネスの変容とキャリアの創造 金谷千慧子

3 367.2/イ 女性学・男性学 : ジェンダー論入門 改訂版 伊藤公雄,他

4 367.2/オ プリンセス願望には危険がいっぱい ペギー･オレンスタイン

5 367.2/カ 知らないと恥ずかしいジェンダー入門 加藤秀一

6 367.2/キ ポップカルチャーとジェンダー 北九州市立男女共同参画センター･ムーブ

7 367.2/ホ 女の子は本当にピンクが好きなのか : Think PINK 堀越英美

8 367.2/ミ ジェンダーから見た世界史 : 歴史を読み替える 三成美保,他

9 367.2/ワ お姫様とジェンダー : アニメで学ぶ男と女のジェンダー学入門 若桑みどり

10 367.2/イ 女性学・男性学 : ジェンダー論入門 第3版 伊藤公雄,他

11 367.2/イ ジェンダーで学ぶ社会学 伊藤公雄,他

12 367.2/ウ 上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください! 上野千鶴子,他

　4.　ジェンダー　



13 367.2/オ 母性愛神話の罠 増補 大日向雅美

14 367.2/サ ジェンダーとわたし : 「違和感」から社会を読み解く 笹川あゆみ

15 367.2/ヒ 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

16 367.3/サ 妻の就労で夫婦関係はいかに変化するのか 三具淳子

17 367.4/シ 「逃げ恥」にみる結婚の経済学 白河桃子,他

18 367.6/ラ 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

19 384.7/ミ 女装と日本人 三橋順子

20 493.9/コ 性別に違和感がある子どもたち : トランスジェンダー・SOGI・性の多様性 康純

21 674.1/ジ 炎上しない企業情報発信 : ジェンダーはビジネスの新教養である 治部れんげ

22 801/ナ ジェンダーで学ぶ言語学 中村桃子

23 902/タ 「ジェンダー」で読む物語 : 赤ずきんから桜庭一樹まで 高岡尚子

24 ジ/674 正しいパンツのたたみ方 : 新しい家庭科勉強法 南野忠晴

請求記号 書　名 著　者

1 366.3/コ 子育てがプラスを生む「逆転」仕事術 : 産休・復帰・両立、すべてが不安なあなたへ 小室淑恵

2 366.3/セ 保育園浪人 清家あい

3 366.3/ナ 仕事と子育て : 男たちのワークライフバランス 中間真一,鷲尾梓

4 366.3/ナ 「育休世代」のジレンマ : 女性活用はなぜ失敗するのか? 中野円佳

5 366.3/ニ 子育てと仕事の社会学 : 女性の働きかたは変わったか 西村純子

　5.　出産、育児をめぐる諸課題（保育園さがし、育メン、ワンオペ育児）など



6 366.3/ム Working : 働き続けたいアナタへ (ワーキングマザーバイブル) ムギ畑WMB制作委員会

7 366.4/ヨ パパの働き方が社会を変える! 吉田大樹

8 367.2/エ 「子供を産まない」という選択 衿野未矢

9 367.2/フ ワンオペ育児 : わかってほしい休めない日常 藤田結子

10 367.2/カ ノンママという生き方 : 子のない女はダメですか? 香山リカ

11 367.2/ナ 漂流女子 : にんしんSOS東京の相談現場から 中島かおり

12 367.3/ア 「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,ファザーリング･ジャパン

13 367.3/ア フランス父親事情 浅野素女

14 367.3/イ 「育メン」現象の社会学 : 育児・子育て参加への希望を叶えるために 石井クンツ昌子

15 367.4/ペ 別れてもふたりで育てる : 子どもを犠牲にしない離婚と養育の方法 ジョアン･ペドロ‐キャロル

16 367.6/ヒ ふたりのママから、きみたちへ 東小雪,他

17 369.4/コ/2 ワーク・ライフ・バランス : 仕事と子育ての両立支援 佐藤博樹

18 369.4/ス 漂流する待機児童たち 須貝美香

19 369.4/ハ 待機児童対策 : 保育の充実と女性活躍の両立のために 八田達夫

20 369.4/マ 揺らぐ子育て基盤 : 少子化社会の現状と困難 松田茂樹,他

21 379.9/ク スウェーデンの保育園に待機児童はいない : 移住して分かった子育てに優しい社会の暮らし 久山葉子

22 イ/1816 「孤独な育児」のない社会へ : 未来を拓く保育 榊原智子

請求記号 書　名 著　者

　6.　DV、セクハラ（公的領域、私的領域）など



1 040/イ/543 セクシャルハラスメントとどう向き合うか 落合恵子,他

2 040/イ/629 ドメスティック・バイオレンス : 男性加害者の暴力克服の試み 新版 草柳和之

3 366.3/ウ 女性とパワーハラスメント : なぜ起きる、どう対処する

4 366.3/ス セクハラ相談の基本と実際 : 疑問スッキリ! : 被害者の立場加害者への対応再発をふせぐパワハラ&アカハラ 周藤由美子

5 366.3/ヤ 弁護士が教えるセクハラ対策ルールブック 山田秀雄,他

6 367.2/ア 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

7 367.2/イ ジェンダーで学ぶ社会学 新版 伊藤公雄,他

8 367.2/イ デートDVと恋愛 伊田広行

9 367.2/エ デートDV : 愛か暴力か、見抜く力があなたを救う 遠藤智子

10 367.2/キ/1 女性に対する暴力 北九州市立男女共同参画センター

11 367.2/キ/2 女性と労働 北九州市立男女共同参画センター

12 367.2/ク 女性に対する暴力をめぐる10年 : 国連人権委員会特別報告者クマラスワミ最終報告書 ラディカ･クマラスワミ

13 367.2/ニ ドメスティック・バイオレンス : 在米日本女性のたたかいの記録 日本DV防止･情報センター

14 367.2/ヤ Q&Aセクシュアル・ハラスメントストーカー規制法解説 山田秀雄

15 367.3/ア 親のメンタルヘルス : 新たな子育て時代を生き抜く 青木紀久代

16 367.3/ウ あたりまえの暮らしを保障する国デンマーク : DVシェルター・子育て環境 上野勝代,他

17 367.3/デ ドメスティック・バイオレンス : サバイバーマニュアル : 自由への羽ばたき ウェンディ･スーザン･ディートン,他

18 367.3/ハ モラル・ハラスメント : こころのDVを乗り越える 橋本俊和,他

19 367.3/バ Q&A DVってなに? : この1冊でドメスティック・バイオレンスまるわかり 番敦子,他

20 367.3/フ 家族の変容と暴力の国際比較 古橋エツ子



21 367.6/シ がまんしないで、性的な不快感 : セクハラと性別による差別 ビクトリア･ショー

22 369.4/ナ 児童虐待・DV (ドメスティック・バイオレンス) : その事例と対応 夏刈康男,他

23 493.7/コ/2 DV（ドメスティックバイオレンス）/ 不安神経症パニック障害 / 児童虐待親殺し 西村由貴,他

24 イ/996 壊れる男たち : セクハラはなぜ繰り返されるのか 金子雅臣

請求記号 書　名 著　者

1 368.2/イ/3 子どもの貧困・大人の貧困 : 貧困の悪循環 子ども時代に貧困なら大人になっても? 稲葉茂勝

2 369.4/ア 貧困の連鎖から逃れられない子どもたち 新井直之

3 369.4/ア 子どもと貧困の戦後史 相澤真一,他

4 369.4/ア 貧困と保育 : 社会と福祉につなぎ、希望をつむぐ 平松知子,他

5 369.4/ア 子どもと貧困 朝日新聞取材班

6 369.4/ア 外国人の子ども白書 : 権利・貧困・教育・文化・国籍と共生の視点から 荒牧重人,他

7 369.4/ア 子どもと貧困 増補版 朝日新聞取材班

8 369.4/イ ファミリー・バイオレンス : 子ども虐待発生のメカニズム 井上眞理子

9 369.4/イ サイレントマザー : 貧困のなかで沈黙する母親と子ども虐待 石川瞭子

10 369.4/ウ 児童虐待のポリティクス : 「こころ」の問題から「社会」の問題へ 山野良一,他

11 369.4/ウ 児童養護施設の心理臨床 : 「虐待」のその後を生きる 内海新祐

12 369.4/エ ルポ消えた子どもたち : 虐待・監禁の深層に迫る NHKスペシャル取材班

13 369.4/オ 児童養護施設の子どもたち 大久保真紀

　7.　児童虐待、子どもの貧困　など



14 369.4/オ 貧困のなかにいる子どものソーシャルワーク 「子どもの貧困」に向き合う人々

15 369.4/カ 被虐待児童への支援論を学ぶ人のために 加茂陽

16 369.4/カ 虐待から子どもを守る : 子どものサインをどう読み取るか (学校の危機管理) 兼田智彦

17 369.4/カ いっしょに考える子ども虐待 川崎二三彦,他

18 369.4/カ 虐待「親子心中」 : 事例から考える子ども虐待死 川﨑二三彦

19 369.4/ガ 給食費未納 : 子どもの貧困と食生活格差 鳫咲子

20 369.4/ク 誕生日を知らない女の子 : 虐待-その後の子どもたち 黒川祥子

21 369.4/グ ジョディ、傷つけられた子 : 里親キャシー・グラスの手記 キャシー･グラス

22 369.4/ケ 虐待を経験した家族が癒される家シダーハウス : 児童虐待治療プログラム ボビー･ケンディッグ,他

23 369.4/コ 傷つけられていませんか? : 虐待的な関係を見直す カーリーン･コブ

24 369.4/サ 親子再生 : 虐待を乗り越えるために 佐伯裕子

25 369.4/サ 子ども虐待への挑戦 : 医療、福祉、心理、司法の連携を目指して 坂井聖二

26 369.4/サ 児童虐待の防止を考える : 子の最善の利益を求めて 佐柳忠晴

27 369.4/シ 子ども虐待の理解と対応 : 子どもを虐待から守るために 改訂新版 庄司順一

28 369.4/シ 「愛されたい」を拒絶される子どもたち : 虐待ケアへの挑戦 椎名篤子

29 369.4/シ 地方都市から子どもの貧困をなくす : 市民・行政の今とこれから 志賀信夫,他

30 369.4/ス ルポ虐待 : 大阪二児置き去り死事件 杉山春

31 369.4/ス 児童虐待から考える : 社会は家族に何を強いてきたか 杉山春

32 369.4/タ 子ども虐待へのアウトリーチ : 多機関連携による困難事例の対応 高岡昂太

33 369.4/ト 子ども虐待の予防とネットワーク : 親子の支援と対応の手引き 徳永雅子



34 369.4/ト その子の「普通」は普通じゃない : 貧困の連鎖を断ち切るために 富井真紀

35 369.4/ド 神様からの贈り物里親土井ホームの子どもたち : 希望と回復の物語 土井高徳

36 369.4/ニ 子ども虐待 西澤哲

37 369.4/ニ 徹底調査子供の貧困が日本を滅ぼす : 社会的損失40兆円の衝撃 日本財団子どもの貧困対策チーム

38 369.4/ハ 生活保護世帯の子どものライフストーリー : 貧困の世代的再生産 林明子

39 369.4/ホ 保育者のための子ども虐待対応の基本 : 事例から学ぶ「気づき」のポイントと保育現場の役割 保育と虐待対応事例研究会

40 369.4/マ/1 生まれ、育つ基盤 : 子どもの貧困と家族・社会 松本伊智朗,他

41 369.4/マ/2 遊び・育ち・経験 : 子どもの世界を守る 小西祐馬,他

42 369.4/マ/3 教える・学ぶ : 教育に何ができるか 佐々木宏,他

43 369.4/マ/5 支える・つながる : 地域・自治体・国の役割と社会保障 山野良一,他

44 369.4/ミ 虐待する親への支援と家族再統合 : 親と子の成長発達を促す「CRC親子プログラムふぁり」の実践 宮口智恵,他

45 369.4/モ 「プチ虐待」の心理 : まじめな親ほどハマる日常の落とし穴 諸富祥彦

46 369.4/ヤ 親子崩壊 : いつから始まり、どこまで進むのか? 山本健治

47 369.4/ユ 「なんとかする」子どもの貧困 湯浅誠

48 369.4/ヨ 貧困子供のSOS : 記者が聞いた、小さな叫び 読売新聞社会部

49 369.4/リ 虐待された子どもへの治療 : 精神保健、医療、法的対応から支援まで ロバート･M.リース

50 369.4/レ 子どもが虐待で死ぬとき : 虐待死亡事例の分析 ピーター･レイダー,他

51 374.9/ア ルポ保健室 : 子どもの貧困・虐待・性のリアル 秋山千佳

52 498.7/ア 「小さないのち」を守る : 事故、虐待、いじめ…証言から学ぶ予防と対策 朝日新聞取材班

53 493.9/ト 子どもの脳を傷つける親たち 友田明美



54 イ/1784 虐待死 : なぜ起きるのか、どう防ぐか 川﨑二三彦

請求記号 書　名 著　者

1 338.2/ツ グラミン銀行を知っていますか : 貧困女性の開発と自立支援 坪井ひろみ

2 366.2/ナ 女子大生風俗嬢 : 若者貧困大国・日本のリアル 中村淳彦

3 366.3/コ シングル女性の貧困 : 非正規職女性の仕事・暮らしと社会的支援 小杉礼子,他

4 367.2/ナ 証言貧困女子 : 助けて!と言えない39人の悲しき理由 中村淳彦

5 367.2/カ 実録!日本の貧困女子 : 年収100万円以下の壮絶人生と性の告白集 格差問題研究会

6 367.2/キ/5 女性と経済 北九州市立男女共同参画センター

7 367.2/コ 下層化する女性たち : 労働と家庭からの排除と貧困 小杉礼子,他

8 367.2/サ 貧困女子のリアル 沢木文

9 367.2/ス 最貧困女子 鈴木大介

10 367.2/ナ 東京貧困女子。 : 彼女たちはなぜ躓いたのか 中村淳彦

11 367.2/ニ 女性たちの貧困 : "新たな連鎖"の衝撃 NHK「女性の貧困」取材班著

12 367.2/ヒ 女性と子どもの貧困 : 社会から孤立した人たちを追った 樋田敦子

13 368.2/ヒ 誰も置き去りにしない社会へ : 貧困・格差の現場から 平松知子,ほか

14 368.2/マ 女性ホームレスとして生きる : 貧困と排除の社会学 丸山里美

15 イ/1621 ルポ貧困女子 飯島裕子

　8.　若年女性の貧困



請求記号 書　名 著　者

1 302.1/ス 地図で見る日本ハンドブック レミ･スコシマロ

2 304/オ 2030年の世界地図帳 : あたらしい経済とSDGs、未来への展望 落合陽一

3 316.1/ナ 人権の世界地図 Andrew Fagan

4 318/タ SDGsとまちづくり : 持続可能な地域と学びづくり 田中治彦,他

5 333.8/シ 未来を変える目標SDGsアイデアブック Think the Earth

6 333.8/ジ SDGsの基礎 : なぜ、「新事業の開発」や「企業価値の向上」につながるのか? 事業構想研究所,他

7 333.8/ニ 知っていますか?SDGs : ユニセフとめざす2030年のゴール 日本ユニセフ協会

8 334.4/ヴ 地図とデータで見る移民の世界ハンドブック カトリーヌ･ヴィトール･ド･ヴァンダン

9 366.3/シ 子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート。 : 世界から児童労働をなくす方法 白木朋子

10 367.2/ア 地図とデータで見る女性の世界ハンドブック イザベル･アタネ,他

11 367.2/ウ Women女性たちの世界史大図鑑our history 戸田早紀,他

12 367.6/カ 地図とデータで見る性の世界ハンドブック ナディーヌ･カッタン,ステファヌ･ルロワ

13 368.2/イ 本当の貧困の話をしよう : 未来を変える方程式 石井光太

14 371.5/タ SDGsカリキュラムの創造 : ESDから広がる持続可能な未来 田中治彦,他

15 451.3/ブ 地図とデータで見る気象の世界ハンドブック フランソワ=マリー･ブレオン,ジル・リュノー

16 452/ウ 海の世界地図 Don Hinrichsen 

17 519.5/ミ/1 エシカル消費ってなに? 三輪昭子

18 519.5/ミ/2 エシカル消費でSDGsを! 三輪昭子

　9.　SDGs（※入門編）



19 519.5/ミ/3 エシカル消費をやってみよう! 三輪昭子

請求記号 書　名 著　者

1 361.2/ア 新しい社会学のあゆみ 新睦人

2 361.2/オ 社会という謎の系譜 奥村隆

3 361.4/ク カワイイ社会・学 : 成熟の先をデザインする 工藤保則

4 361.5/キ 合コンの社会学 北村文,他

5 361.5/ヨ ポスト〈カワイイ〉の文化社会学 : 女子たちの「新たな楽しみ」を探る 吉光正絵,他

6 361.6/フ ファッションで社会学する 藤田結子,他

7 361.9/ヨ 違和感から始まる社会学 : 日常性のフィールドワークへの招待 好井裕明

8 361/ウ よくわかる社会学 宇都宮京子

9 361/オ 放課後の社会学 大多和直樹

10 361/カ ライフ・イベントの社会学 片瀬一男

11 361/ク 社会学 (図解雑学 : 絵と文章でわかりやすい!) 栗田宣義

12 361/ト 「私」をひらく社会学 : 若者のための社会学入門 豊泉周治,他

13 361/ノ 子犬に語る社会学 野村一夫

14 367.2/イ ビデオで女性学 井上輝子

15 イ/1009 社会学入門 : 人間と社会の未来 見田宗介

16 チ/2484 社会学 : わたしと世間 加藤秀俊

　10.　社会学（※入門編）



17 プ/122 社会学にできること 西研,他

18 プ/222 友だちは永遠じゃない : 社会学でつながりを考える 森真一

19 プ/270 「今、ここ」から考える社会学 好井裕明

20 プ/281 これを知らずに働けますか? : 学生と考える、労働問題ソボクな疑問30 竹信三恵子


