
本・DVD（ビデオ）貸出一覧

分　　　　類 本の名前 作　　　者 出　版　社 主　な　内　容

男女共同参画の時代 鹿嶋　敬 岩波新書 男女共同参画をキーワードに、ジェンダー論、ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽなどわかりやすく解説

男女共同参画が問いかけるもの 伊藤　公雄 インパクト出版会 現代日本社会とジェンダーポリティクス

お姫様とジェンダー 若桑　みどり ちくま新書 アニメで学ぶ男と女のジェンダー学入門

ジェンダーからみた日本女性の歴史 ねりま24条の会 明石書店 写真とイラストで学ぶ日本人女性の歴史

はじめて学ぶ　ジェンダー論 伊藤　広行 大月書店 ユニークな切り口でジェンダーの本質を説くテキスト

ジェンダーの地平 植野　妙実子・林　瑞枝中央大学出版部 フランスの社会とジェンダー研究

男たちの「私」さがし　ジェンダーとしての男に気づく メンズセンター かもがわブックレット 「第1回男のﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」各ワークショップ、セッションの報告

男女共同参画/ジェンダーフリー・バッシング 日本女性学会ジェンダー研究会明石書店 ジェンダーや男女共同参画に関するよくある疑問点に、Q＆A形式で回答

シェイクスピア劇とジェンダー・アイデンティティ 伊藤　洋子 近代文芸社
フェミニズムの視点をまじえてシェイクスピア劇におけるジェンダーの諸相を読み解き、ルネッサンスか
ら今を見る

社会参画と女性のキャリア形成事例集 独立行政法人　国立女性教育会館 女性たちのキャリア形成を支援する好事例

キャリアを拓く　女性研究者のあゆみ 柏木　惠子 ドメス出版 研究領域への女性の進出という観点からの調査、研修

１９４５年のクリスマス ベアテ・シロタ・ゴードン柏書房 日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝

冬の蕾　ベアテ・シロタと女性の権利 船橋　邦子 労働大学出版センター 憲法24条（男女平等）はこうしてできた

女性福祉とは何か　その必要性と提言 林　千代 ミネルヴァ書房 新たな視点から書かれた「女性福祉」入門

子どもが減って何が悪いか！ 赤川　学 ちくま新書 子どもは、少子化対策や男女共同参画の道具ではない

絵本で楽しむ孫育て 草谷　桂子 大槻書店 おじいちゃんの出番！

パパの極意　仕事も育児も楽しむ生き方 安藤　哲也 NHK出版 笑っている父親が社会を変える

男の育児書 男の子育てを考える会現代書館 男のための妊娠、出産育児の本

お父さんにも頼みたい！にない合う思春期の性と子育て 村瀬　幸浩 十月舎 思春期子育てのビタミン剤！家族再生にも効き目有り

食で日本一の孫育て　虎の巻 小泉　武夫 マガジンハウス 発酵先生の「しっかりした子」にする食の知恵

アンペイド・ワークとは何か
川崎　賢子
中村　陽一　編集

藤原書店 急激に進行するグローバル化の中で、世界システム論的視点から「労働」のあるべき姿を問う

ハッピー・リワーク　完全バイブル 土岐　優美 秀和システム 結婚、出産で仕事を辞めた女性のための、再就職・独立開業ガイド

Q＆Aわかりやすい女性の人権 渡辺　智子 明石書店 教育を受ける権利や性と生殖に関する権利など様々なテーマをQ＆A方式でわかりやすく解説

女性学をつなぐ 女性学研究会 新水社 女性学研究会発足30年を記念して、女性学研究者が歩んできた研究成果を今後役立てるために

女性が職場で損する理由～賢くふるまう技術～ 古川　裕倫 扶桑社新書 この一冊で、職場のオジサマがあなたの味方に！

オンナの漢字 北嶋　廣敏 太陽企画出版 「女」偏の字、ならびに「女」という字を含む字について、その字源、成り立ちをさぐる

イブに生まれて　 マリアン・レガト 健学社 こんなに違う女の医療と男の医療

「婦人保護事業」50年 林　千代 ドメス出版 婦人保護事業50年をの歴史

会津が生んだ聖母　井深　八重 星　倭文子 歴史春秋社 看護師としてハンセン病患者の看護に捧げた生涯

はいからさんに逢えるまち 野口　信一
会津の「はいからさん語り部」
育成プロジェクト実行委員会 会津ゆかりの先人・偉人を紹介

男女共同参画

ジェンダー

キャリア

男女平等

育　　児

労　　働

女　　性



分　　　　類 本の名前 作　　　者 出　版　社 主　な　内　容

こころのちから
岩井　美代子
ふじわら　かずえ

ワニﾌﾞｯｸ こころはいつも、あなたが力強く動き出すのを待っています

おんなごごろ　おとこごころ
岩井　美代子
ふじわら　かずえ

ワニﾌﾞｯｸ 超リアルなマンガエピソードから、男と女のすれ違いの原因がズバリ見えてくる

中小企業のためのワーク・ライフ・バランス 社団法人　全国労働基準関係団体連合会 中小企業のWLB実務担当者に必携の1冊

こうして手にする仕事と生活の調和 社団法人　全国労働基準関係団体連合会 取組みのヒントと企業事例

なぜ勉強するのか？ 鈴木　光司 ソフトバンク新書 勉強とは、「理解力」「想像力」「表現力」を養うこと。勉強へのモチベーションを高める1冊

人間パワースポット 鈴木　光司 角川書店
文壇最強の子育てパパが語る！パワースポットのように自身と周囲の人達へ成功と幸せを引き寄せる
生き方

育爺。イクジイ ダイアモンド☆ユカイ 講談社 50歳を超えたイクメンならぬイクジイの子育て奮闘記

ほめる生き方
一般社団法人
日本ほめる達人協会
理事長　西村　貴好

マガジンハウス
「ほめる」を実践すると、人も組織も明るく元気になります。ほめ言葉が。周りの人の心とあなた自身の
心を守ります。その効果について、実例を挙げながら「ほめる生き方」をするための方法を紹介します。

コミュニティデザイン 山崎　亮 学芸出版社 人がつながるしくみをつくる

D　　V 愛する、愛される 山口　のり子 梨の木舎 デートDVをなくす若者のためのレッスン

災害復興　東日本大震災の日本社会の在り方を問う 日本弁護士連合会 日本加除出版 東日本大震災後から見えてきた「男女共同参画」の現状と未来への教訓

震災・原発事故と福島の女性たち　第１～３集 一般社団法人　国際女性教育振興会　福島県支部国際女性教育振興会　福島県支部の皆さんの体験談

他市町村の情報 他市町村の男女共同参画計画（プラン）
他市町村の男女共同参画情報紙

詳細は、男女共同参画センターで確認してください

分　　　類 本の名前 文 絵 主　な　内　容

生きづらさから自由になる　気持ちのキセキ 箱崎　幸恵 せきあやこ 気持ちに寄り添う絵本

はたら区カエル野の仲間たち こども未来財団 「ワーク・ライフ･バランス」を考えるきっかけになる本

みんなとくべつ ジャン・ファーンリー おやと　子に　かよう　あいじょうを、うつくしく　えがいた　えほんです。

ヘンじゃないもん！ いぬい　さきこ たかい　たかこ
大阪府茨木市「絵本ストーリーコンクール」で大賞を受賞した作品の絵本。動物を通し家族の
あり方考える

たからものは　なあに？ あいだ　ひさ たかばやし　まり いろんな家族があっていい・・・

わたし 谷川　俊太郎 長　新太 わたしをいろいろな人から見ると・・・

ソメコとオニ 齋藤　隆介 滝　平二郎 オニにさらわれたソメコだが・・・

おじいちゃんのまち 野村　たかあき 野村　たかあき おじいちゃんのまちには、なにかひみつがあるのかな？

パパと怒り鬼 グロー・ダーレ スヴァイン・ニーフースDV加害者・被害者や心の中で助けをもとめている子供たちに読んでもらいたい１冊

こころ

ワーク・ライフ・バランス

Wing紹介

震　　災

えほん



分　　　類 時間 主　な　内　容

23分 男女共同参画社会基本法のあらまし

28分
地域社会や企業における子育て支援の仕組み、国による仕事と子育ての両立支援策などの紹
介。様々な制度や活力を利用する新しい育児のあり方を取材映像を通じてガイドします。

40分 再就職・起業・NPO活動・農村等、様々な分野でチャレンジする女性からのメッセージ

29分 高校生3人が、幅広い分野で活躍する女性達へのアプローチからみつけたものは…。

25分
30歳代後半、再就職への道は険しい。実際に社会への再チャレンジを果たした女性達がエール
を送る。

39分
コミュニティ・ショップの開業まで、廃屋となった旧家をまちづくりの拠点施設として蘇らせ
るまで、ひとつのフェスティバル開催まで…それぞれに積極的に取り組む様子を追った。

ワーク・ライフ・バランス～働きがいのある職場と生き生きした暮らし～ 27分

ワーク・ライフ・バランス。それは多様化する生活スタイルや働き方に対する新たな取り組み
です。充実した暮らしとは何か。働くことへのモチベーションを高めていくためには。仕事と
生活の調和を図るためにワーク・ライフ・バランスを推進する、組織や個人の取り組みを紹介
します。

17分

小学生向け男女共同参画学習ビデオ
男の子、女の子って何ですか？
人間の心が十分に理解できないロボット「ハートン」が一番興味を持ったのは、人間に「男」
と「女」という性別があることだった。「ハートン」の疑問を解決するために、アカリとユウ
キは性別について考える。

分　　　類 時間 主　な　内　容

87分
コミュニティ・ショップの開業まで、廃屋となった旧家をまちづくりの拠点施設として蘇らせ
るまで、ひとつのフェスティバル開催まで…それぞれに積極的に取り組む様子を追った。

29分×3話
子育て№１の街を作りたい！（新潟県上越市　NPO法人マミーズ・ネット）
地元の伝統食を現代に発信したい！（岐阜県郡上市　ビスターリマーム）
団塊世代が“元気”を生み出す街にしたい！（東京都大田　NPO法人男女共同参画おおた）

ワーク・ライフ・バランス社会の実現を目指す企業や、仕事と家庭の理想的なバランスを実現
する人々の姿をドキュメンタリータッチで紹介します。

30分×2話
再発見！私たちのオリジナル観光マップ（青森県八戸市　はちのへ女性まちづくり塾生の会）
伝えたい！民話で語る村の心（福島県安達郡大玉村　森の民話茶屋）

35分
配偶者からの暴力の根絶をめざし、「配偶者暴力防止法」のしくみ等についてわかりやすく紹
介

42分
若年層を対象とした交際相手からの暴力の予防啓発教材を指導者向けにわかりやすく解説した
教材です。

18分 すべての女性へのメッセージ　　乳がん検診啓発ショートムービー

ビデオの名前

21世紀はみんなが主役

地域こぞって子育てを！～薬丸裕英が聞く樋口先生の育児支援ガイド～

DVD

体験！発信！チャレンジストーリー～まちづくりにかける元気な女性
たち～

ワーク・ライフ・バランスを知っていますか？～働くオトコたちの声～

明日への道しるべ～まちづくりにかける元気な女性たち～

ビデオ

ロボットハートンのぎもん

配偶者からの暴力の根絶を目指して」～配偶者暴力防止法のしくみ～

人と人とのよりよい関係をつくるために
～交際相手とのすてきな関係をつくっていくには～

あなたを応援します～いつでもどこでも誰でもチャレンジ～

一枚のコイン

夢へのパスポート～まちづくりにかける元気な女性たち～

体験！発信！チャレンジストーリー～まちづくりにかける元気な女性
たち～
ダイジェスト版

広がる未来！私が選ぶチャレンジする女性たち

元気に再チャレンジ～キラキラしている女性たち～

DVDの名前


