
No. 書名 編著者名 出版社 出版年

1
モダンガールと植民地的近代 : 東アジアにおける帝国・
資本・ジェンダー

伊藤るり, 坂元ひろ子, タニ・E・
バーロウ編

岩波書店 2010

2 BIBAをつくった女
バーバラ・フラニッキ著 ; 金子美
雪翻訳

ブルース・インターアクションズ 2008

3
沈黙の美女 : 耳の聴こえない私がトップモデルになるま
で

ブレンダ・コスタ著 ; 鳥取絹子訳 阪急コミュニケーションズ 2010

4 グッドバイバタフライ 森英恵著 文藝春秋 2010

5 原のぶ子の生涯 : 近現代日本服飾界の礎 原秋櫻子著 原書房 2010

6 鴨居羊子の世界 : ミス・ペテンの下着革命 近代ナリコ責任編集 河出書房新社 2010

7 ココ・アヴァン・シャネル : 愛とファッションの革命児 : 上
エドモンド・シャルル=ルー著 ;
加藤かおり, 山田美明訳

早川書房 2009

8 ココ・アヴァン・シャネル : 愛とファッションの革命児 : 下
エドモンド・シャルル=ルー著 ;
加藤かおり, 山田美明訳

早川書房 2009

9 まず歩きだそう : 女性物理学者として生きる 米沢富美子著 岩波書店 2009

10 シャネル--最強ブランドの秘密 山田登世子著 朝日新聞社 2008

11 ショッキング・ピンクを生んだ女
エルザ・スキャパレリ著 ; 赤塚
きょう子訳

ブルース・インターアクションズ 2008

12 父として考える 東浩紀, 宮台真司著 日本放送出版協会 2010

13 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

14
よくわかる民法改正 : 選択的夫婦別姓&婚外子差別撤
廃を求めて

民法改正を考える会編著 朝陽会 2010

15 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

16 かくれオタク9割 : ほとんどの女子がオタクになった 杉浦由美子著 PHP研究所 2008

17 韓流の社会学 : ファンダム、家族、異文化交流 イ・ヒャンジン著 ; 清水由希子訳 岩波書店 2008

18
世界カワイイ革命 : なぜ彼女たちは「日本人になりたい」
と叫ぶのか

櫻井孝昌著 PHP研究所 2009

19 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] 著

新曜社 2009

20 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

21 不平等生成メカニズムの解明 : 格差・階層・公正 佐藤嘉倫, 木村敏明編著 ミネルヴァ書房 2013

22 格差と多様性 佐藤嘉倫, 尾嶋史章編 東京大学出版会 2011

23 「格差」の戦後史 : 階級社会日本の履歴書 橋本健二著 河出書房新社 2013



24 格差と序列の心理学 : 平等主義のパラドクス 池上知子著 ミネルヴァ書房 2012

25 格差社会 橘木俊詔編著 ミネルヴァ書房 2012

26 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

27 「機会不均等」論 : 人は格差を背負って生まれてくる? 橘木俊詔著 PHP研究所 2013

28 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

29
ベーシックインカムは究極の社会保障か : 「競争」と「平
等」のセーフティネット

萱野稔人編 堀之内出版 2012

30 現代の貧困ワーキングプア : 雇用と福祉の連携策 五石敬路著 日本経済新聞出版社 2011

31 格差社会と公共政策 森徹, 鎌田繁則編著 勁草書房 2013

32 生活保障の戦略 : 教育・雇用・社会保障をつなぐ
宮本太郎編 ; 本田由紀 [ほか
著]

岩波書店 2013

33
居場所としての住まい : ナワバリ学が解き明かす家族と
住まいの深層

小林秀樹著 新曜社 2013

34 最底辺のポートフォリオ : 1日2ドルで暮らすということ
ジョナサン・モーダック [ほか著]
; 大川修二訳

みすず書房 2011

35
ジェンダー経済格差 : なぜ格差が生まれるのか、克服
の手がかりはどこにあるのか

川口章著 勁草書房 2008

36
異文化結婚を生きる : 日本とインドネシア/文化の接触・
変容・再創造

吉田正紀著 新泉社 2010

37 女女格差  橘木俊詔著 東洋経済新報社 2008

38 父親再生 信田さよ子著 NTT出版 2010

39
男女1100人の「キズナ系親孝行、始めました。」 : 平成
親子の“つながり"術

牛窪恵著 河出書房新社 2012

40 現代日本の母親規範と自己アイデンティティ 井上清美著 風間書房 2013

41 現代の親子問題 : なぜ親と子が「問題」なのか 広井多鶴子, 小玉亮子著 日本図書センター 2010

42
イケダン育成術 : 賢妻に学ぶ結婚生活を幸せにする技
術

杉浦里多著 文藝春秋 2011

43 いま、この日本の家族 : 絆のゆくえ 岩上真珠 [ほか] 著 弘文堂 2010

44 変わる家族と介護 春日キスヨ著 講談社 2010

45
家族心理学への招待 : 今、日本の家族は?家族の未来
は?

柏木惠子, 大野祥子, 平山順子
著

ミネルヴァ書房 2009

46 「主婦」の誕生 : 婦人雑誌と女性たちの近代 木村涼子著 吉川弘文館 2010

47
私は私。母は母。 : あなたを苦しめる母親から自由にな
る本

加藤伊都子著 すばる舎 2012



48 アメリカ「主婦」の仕事史 : 私領域と市場の相互関係 森杲著 ミネルヴァ書房 2013

49 国際結婚論!? : 歴史編 嘉本伊都子著 法律文化社 2008

50 国際結婚論!? : 現代編 嘉本伊都子著 法律文化社 2008

51 婚活難民 にらさわあきこ著 光文社 2013

52 ミボージン日記 竹信三恵子著 岩波書店 2010

53
私が誘拐犯になるまで。 : クレイジーな元夫との訴訟戦
争

山下美加著 タイトル 2010

54 ずっと独身でいるつもり? 雨宮まみ著 ベストセラーズ 2013

55 現代日本の貧困観 : 「見えない貧困」を可視化する 青木紀著 明石書店 2010

56
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、そして人権

大阪弁護士会編 明石書店 2011

57 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
い編

岩波書店 2012

58 「貧困」の社会学 : 労働者階級の状態 鎌田とし子著 御茶の水書房 2011

59
日本社会の生活不安 : 自助・共助・公助の新たなかた
ち

国立社会保障・人口問題研究所
編

慶應義塾大学出版会 2012

60 置き去り社会の孤独  大津和夫著 日本評論社 2008

61 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

62 生活保護から考える 稲葉剛著 岩波書店 2013

63
生活保護で生きちゃおう! : 崖っぷちのあなた!死んだら
ダメです。

雨宮処凛, 和久井みちる文 ; さ
いきまこ漫画

あけび書房 2013

64 生活保護リアル みわよしこ著 日本評論社 2013

65 「誰かボクに、食べものちょうだい」
赤旗社会部「子どもと貧困」取材
班著

新日本出版社 2010

66 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

67 社会的排除と企業の役割 : 母子世帯問題の本質 安田尚道, 塚本成美著 同友館 2009

68 施設で育った子どもたちの語り
『施設で育った子どもたちの語
り』編集委員会編

明石書店 2012

69 新しい「教育格差」 増田ユリヤ著 講談社 2009

70 学歴格差の経済学 橘木俊詔, 松浦司著 勁草書房 2009

71
高専女子百科Jr. : The Data Book on Girls of National
Colleges of Technology For Junior High Schoolers : 函
館高専版

函館工業高等専門学校 2012



72
高専女子百科Jr. : The Data Book on Girls of National
Colleges of Technology For Junior High Schoolers : 呉
高専版

呉工業高等専門学校 2012

73 いつでも夢を : 女子学生のためのキャリアパスセミナー
東京海洋大学男女共同参画推
進室女性研究者支援機構オフィ
ス海なみ

2013

74
多様性を受け入れて : 仕事と生活の調和のとれたエン
ジニアに : 女子学生のためのキャリアパスセミナー

東京海洋大学男女共同参画推
進室女性研究者支援機構オフィ
ス海なみ

2013

75
地球規模で働く : 女子学生のためのキャリアパスセミ
ナー

東京海洋大学男女共同参画推
進室女性研究者支援機構オフィ
ス海なみ

2013

76
欲張りに生きる : 働く女性として、ママとして : 女子学生
のためのキャリアパスセミナー

東京海洋大学男女共同参画推
進室女性研究者支援機構オフィ
ス海なみ

2013

77 女子学生のためのキャリアパスセミナー
[東京海洋大学男女共同参画推
進室女性研究者支援機構]

2013

78 アメリカ服飾社会史 濱田雅子著 東京堂出版 2009

79 チャイナドレスの文化史 謝黎著 青弓社 2011

80
学校制服の文化史 : 日本近代における女子生徒服装
の変遷

難波知子著 創元社 2012

81 「女装と男装」の文化史 佐伯順子著 講談社 2009

82
モードの身体史 : 近世フランスの服飾にみる清潔・ふる
まい・逸脱の文化

内村理奈著 悠書館 2013

83
社会表象としての服飾 : 近代フランスにおける異性装の
研究

新實五穂著 東信堂 2010

84 レディーの赤面 : ヴィクトリア朝社会と化粧文化 坂井妙子著 勁草書房 2013

85
女子理学教育をリードした女性科学者たち : 黎明期・明
治期後半からの軌跡

日本女子大学理学教育研究会
編

明石書店 2013

86
科学者に委ねてはいけないこと : 科学から「生」をとりも
どす

尾内隆之, 調麻佐志編 岩波書店 2013

87
なぜ理系に進む女性は少ないのか? : トップ研究者によ
る15の論争

S・J・セシ, W・M・ウィリアムス編
; 大隅典子訳

西村書店 2013

88 理系女性のきらめく未来
科学技術振興機構男女共同参
画ワーキンググループ

2012

89 理系女子 (リケジョ) 的生き方のススメ 美馬のゆり著 岩波書店 2012

90 長崎大学女性研究者ロールモデル : 2
長崎大学男女共同参画推進セ
ンター

[2010]

91 理系研究者ロールモデル集 : 2
奈良先端科学技術大学院大学
男女共同参画室

2011

92 美人は得をするか「顔」学入門 山口真美著 集英社 2010

93 死化粧の時 : エンゼルメイクを知っていますか 小林光恵著 洋泉社 2009

94 継続は力なり : 女性土木技術者のためのキャリアガイド
土木学会教育企画・人材育成委
員会ダイバーシティ推進小委員
会編集

土木学会 2013

95 中原淳一の「女学生服装帖」 中原淳一著 実業之日本社 2010



96 下着の社会心理学 : 洋服の下のファッション感覚 菅原健介, cocoros研究会著 朝日新聞出版 2010

97 下着選びは誰のため : 下着とその文化65年 立花律子著 KKベストセラーズ 2010

98 東京ガールズコレクションの経済学 山田 桂子 中央公論新社 2011

99 ソーシャル消費の時代 : 2015年のビジネス・パラダイム 上條典夫著 講談社 2009

100 宝塚バカ一代 : おたくの花咲く頃 荷宮和子著 青弓社 2009


