
No. 書名 編著者名 出版社 出版年 ISBN 請求記号 キーワード

1 「女のしあわせ」がなくなる日 : "本当にハッピーな人生"を手に入れるため
にすべきこと

ももせいづみ著 主婦の友社 2011 9784072767887 159/O66 ジェンダー問題

2 ひきこもりの国 : なぜ日本は「失われた世代」を生んだのか マイケル・ジーレンジガー著 ; 河野純治訳 光文社 2007 9784334961961 302.1/H57 ジェンダー問題

3 女性と法を見る目に確かさを 植野妙実子 [ほか] 著 成文堂 2007 9784792391614 320/J76 ジェンダー問題

4 文化としての暴力 服藤早苗, 赤阪俊一編 森話社 2006 4916087704 361.3/B89 ジェンダー問題

6 女性学・男性学 : ジェンダー論入門 伊藤公雄, 樹村みのり, 國信潤子著 有斐閣 2011 9784641124288 367.2/J76 ジェンダー問題

7 カリータ・ベッケメレム男女格差のない社会 カリータ・ベッケメレム, 坂東眞理子著 日本放送出版協会 2008 9784140812266 367.2/Ka67 ジェンダー問題

8 市民のためのジェンダー入門 椎野信雄著 創成社 2008 9784794470676 367.2/Sh48 ジェンダー問題

9 知っていますか?ジェンダーと人権一問一答 船橋邦子著 解放出版社 2006 4759282688 367.2/Sh92 ジェンダー問題

10 男性の「生き方」再考 : メンズリブからの提唱 中村彰著 世界思想社 2005 4790711455 367/D38 ジェンダー問題

11 平成男子図鑑 : リスペクト男子としらふ男子 深澤真紀著 ; モリナガ ・ヨウイラスト 日経BP社 2007 9784822245955 367/H51 ジェンダー問題

12 平成オトコ塾 : 悩める男子のための全6章 澁谷知美著 筑摩書房 2009 9784480878083 367/H51 ジェンダー問題

ポスター（pdf 1.13MB）

2012年10-11月 図書館展示
「Stop! Campus Harassment

　　　　（ストップ・キャンパス・ハラスメント）」

＜展示タイトルリスト＞ 貸出期間　2週間　＜最終期限：11月30日（金）＞　詳しくは、図書館1Fカウンターまで。

ハラスメントとは、相手の意に反して行われる言動をいいます。意図や自覚のあるなしにはかかわりません。
被害を受けた人は、人格を傷つけられ、不快感や不利益をこうむり、教育・研究・職場環境を悪化させられる
ことになります。
図書館では現在、国立女性教育会館（NWEC）の協力を得て、ハラスメント、セクシュアリティ、ジェンダー問題
等に関する資料の展示「Stop! Campus Harassment」を10/5(金)～11/30(金)まで実施しています。
貸出し可能ですので、ご利用ください。

http://libopac.josai.ac.jp/guide/tenji/images/refer1210.pdf
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13 彼のことがわからない : 選べない、決められない、いまどきの男たち 亀山早苗著 ポプラ社 2007 9784591098806 367/Ka65 ジェンダー問題

14 萌える男 本田透著 筑摩書房 2005 4480062718 367/Mo14 ジェンダー問題

15 女になりたがる男たち エリック・ゼムール著 ; 夏目幸子訳 新潮社 2008 9784106102479 367/O66 ジェンダー問題

16 女の前で号泣する男たち : 事例調査・現代日本ジェンダー考 富澤豊著 バジリコ 2008 9784862381125 367/O66 ジェンダー問題

17 「男」の未来に希望はあるか 細谷実著 はるか書房 2005 4434059734 367/O86 ジェンダー問題

18 男らしさの社会学 : 揺らぐ男のライフコース 多賀太著 世界思想社 2006 4790711919 367/O86 ジェンダー問題

19 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, 伊藤陽一編集 ぎょうせい 2012 9784324094785 367.21/D37 ジェンダー問題

20 男女平等教育のための学習プログラム : 自分らしく生きる力を子どもたち
に

杉原妙子著 明石書店 2008 9784750328362 375/D37 ジェンダー問題

21 女子大学ターヘルアナトミア 小林修典, 西井麻美, 山下美紀編 大学教育出版 2006 4887306768 377.2/J78 ジェンダー問題

22 オトコもスカートはきたいよ : 男性も自由にオシャレしたい! きらめき著 新風舎 2005 4797464372 383.1/O86 ジェンダー問題

23 誰が摂食障害をつくるのか : 女性の身体イメージとからだビジネス
シャーリーン・ヘス=バイバー著 ; 宇田川拓雄
訳

新曜社 2005 4788509407 493.7/D41 ジェンダー問題

24 定年性依存症 : 「定年退職」で崩れる人々 岩崎正人著 WAVE出版編集部 2009 9784872904048 493.7/Te26 ジェンダー問題

25 「定年うつ」が危ない! 最上悠著 アスペクト 2009 9784757215122 493.7/Te26 ジェンダー問題

26 何キロやせたら綺麗になれますか : ダイエットに賭ける女たち 家田荘子著 主婦と生活社 [2005] 4391130637 498.3/N48 ジェンダー問題

27 フードファディズム : メディアに惑わされない食生活 高橋久仁子著 中央法規出版 2007 9784805830048 498.5/F52 ジェンダー問題

28 マッチョになりたい!? : 世紀末ハリウッド映画の男性イメージ 國友万裕著 彩流社 2011 9784779116476 778/Ma13 ジェンダー問題

29 ダブルハッピネス 杉山文野著 講談社 2006 4062130424 367.9/D11 セクシュアリティ

30 大学生と語る性 : インタビューから浮かび上がる現代セクシュアリティ 田村公江, 細谷実編著 晃洋書房 2011 9784771022980 367.9/D16 セクシュアリティ

31 エッチのまわりにあるもの : 保健室の社会学 すぎむらなおみ著 解放出版社 2011 9784759267396 367.9/E16 セクシュアリティ

32 命のたいせつさを学ぶ性教育 上田基編著 ミネルヴァ書房 2008 9784623051021 367.9/I55 セクシュアリティ
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33 恋人とつくる明日 : 育て合う安心と信頼のための9章 村瀬幸浩著 十月舎 2006 4434079301 367.9/Ko28 セクシュアリティ

34 これから大人になる10代のあなたへ : セックスと愛、そして未来のすべて
ミカエラ・ビョーム著 ; ハンス=ユルゲン・フェル

ダウス絵 ; オットソン新妻ゆり訳
ノルディック出版 2007 9784903926001 367.9/Ko79 セクシュアリティ

35 LGBTQってなに? : セクシュアル・マイノリティのためのハンドブック ケリー・ヒューゲル著 ; 上田勢子訳 明石書店 2011 9784750335018 367.9/L59 セクシュアリティ

36 みんなのH : ガールズ編 : 新装版
河野美香著 ; 塚本知子漫画 ; ボーイズ編 : 新
装版, ガールズ編 : 新装版

講談社 2009 9784062592956 367.9/Mi44 セクシュアリティ

37 もしかして妊娠 : …そこからの選択肢 キャロリン・シンプソン著 ; 冨永星訳 大月書店 2006 4272405446 367.9/Mo81 セクシュアリティ

38 20代女性がセックスしてない : 彼女たちはなぜ男に求められない? 杉浦由美子 [著] 角川書店 2011 9784041101056 367.9/N73 セクシュアリティ

39 ピア・エデュケーションでエッチ・愛・カラダ : 若者による若者のための性教
育

劔陽子著 明石書店 2006 475032292X 367.9/P58 セクシュアリティ

40 「性愛」格差論 : 萌えとモテの間で 斎藤環, 酒井順子著 中央公論新社 2006 4121502140 367.9/Se17 セクシュアリティ

41 セックスがこわい : 精神科で語られる愛と性の話 香山リカ著 筑摩書房 2008 9784480842848 367.9/Se44 セクシュアリティ

42 STI(性感染症) HIVと人権・情報センター編 ; 松永昌子画 解放出版社 2011 9784759267440 367.9/St6 セクシュアリティ

43 「モテ」の構造 : 若者は何をモテないと見ているのか 鈴木由加里著 平凡社 2008 9784582854077 367/Mo82 セクシュアリティ

44 GID実際私はどっちなの!? : 性同一性障害とセクシュアルマイノリティを社

会学! 吉井奈々, 鈴木健之著 恒星社厚生閣 2012 9784769912750 登録待ち セクシュアリティ

45 なぜか考えすぎる女性のストレス脱出法
スーザン・ノーレン=ホークセマ著 ; 清水由貴子
訳

PHP研究所 2007 4569659683 143.5/N59 人間関係・コミュニケー
ション

46 アサーティブ・コミュニケーション : 言いたいことを「言える」人になる 岩舩展子, 渋谷武子著 PHPエディターズ・グループ 2007 9784569694566 146.8/A88 人間関係・コミュニケー
ション

47 アサーティブトレーニングBOOK : I'm OK, You're OKな人間関係のため
に

小柳しげ子, 与語淑子, 宮本恵共著 ; 小澤亜
美イラスト

新水社 2008 9784883851096 146.8/A88 人間関係・コミュニケー
ション

48 言いたいことがきちんと伝わるレッスン : 人間関係が驚くほどうまくいく 平木典子著 大和出版 2008 9784804703909 146.8/I27 人間関係・コミュニケー
ション

49 女友だちは自分を映す鏡です アネット・アンチャイルド著 : 藤井留美訳 講談社 2007 4062138018 158/O66 人間関係・コミュニケー
ション

50 働くオンナの処世術 : 輝かないがんばらない話を聞かない 深澤真紀著 日経BP社 2011 9784822268084 159/H42 人間関係・コミュニケー
ション

51 女子の国はいつも内戦 辛酸なめ子著 河出書房新社 2008 9784309616476 159/J78 人間関係・コミュニケー
ション

52 女性社員のトリセツ : なぜ上司の気づかいは通じないのか? 前川孝雄著 ダイヤモンド社 2008 9784478006313 336.4/J76 人間関係・コミュニケー
ション
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53 メンタリング入門 渡辺三枝子, 平田史昭著 日本経済新聞社 2006 9784532110932 336.4/Me54 人間関係・コミュニケー
ション

54 そのひとことが言えたら… : 働く女性のための統合的交渉術 L.バブコック, S.ラシェーヴァー著 ; 森永康子訳 北大路書房 2005 4762824526 336.4/So46 人間関係・コミュニケー
ション

55 伝え上手で、キャリアアップ! : 働く女性のハッピー法則 藤井佐和子著 リヨン社 2008 9784576081946 336.4/Ts92 人間関係・コミュニケー
ション

56 悪循環と好循環 : 互酬性の形/相手も同じことをするという条件で マルク・R・アンスパック [著] ; 杉山光信訳 新評論 2012 9784794808912 361.3/A39 人間関係・コミュニケー
ション

57 男と女の対人心理学 和田実編著 北大路書房 2005 4762824321 361.4/O86 人間関係・コミュニケー
ション

58 リスク社会を生き抜くコミュニケーション力 内田伸子, 坂元章編著 金子書房 2007 9784760895229 361.4/R47 人間関係・コミュニケー
ション

59 それでも話し始めよう : アサーティブネスに学ぶ対等なコミュニケーション
アン・ディクソン著 ; アサーティブジャパン監訳・
監修

クレイン 2006 9784906681242 361.4/So55 人間関係・コミュニケー
ション

60 そこが知りたい!パワハラ対策の極意 福岡ジェンダー研究所著 西日本新聞社 2008 9784816707469 366.3/So32 人間関係・コミュニケー
ション

61 合コンの社会学 北村文, 阿部真大著 光文社 2007 9784334034320 367.4/G73 人間関係・コミュニケー
ション

62 今日も飲み続けた私 : プチ・アルコール依存症からの生還 衿野未矢 [著] 講談社 2008 9784062725149 493.1/Ky5 人間関係・コミュニケー
ション

63 過食症サバイバルキット : ひと口ずつ,少しずつよくなろう
ウルリケ・シュミット, ジャネット・トレジャー著 ; 友竹正人,
中里道子, 吉岡美佐緒訳

金剛出版 2007 9784772409537 493.7/Ka77 人間関係・コミュニケー
ション

64 食を拒む・食に溺れる心 : 不安という時代の空気の中で 香山雪彦著 思想の科学社 2007 9784783601043 493.7/Sh95 人間関係・コミュニケー
ション

65 体重26キロ、体脂肪率3% 内海真知子著 日本文学館 2008 9784776517146 493.7/Ta22 人間関係・コミュニケー
ション

66 夜中にチョコレートを食べる女性たち 幕内秀夫著 講談社 2009 9784062155380 495/Y82 人間関係・コミュニケー
ション

67 ダイエットがやめられない : 日本人のカラダを追跡する 片野ゆか著 新潮社 2007 9784103054313 498.3/D15 人間関係・コミュニケー
ション

68 「働く女性」のライフイベント : そのサポートの充実をめざして 馬場房子, 小野公一著 ゆまに書房 2007 9784843318249 498.8/H42 人間関係・コミュニケー
ション

69 仕事で燃えつきないために : 対人援助職のメンタルヘルスケア 水澤都加佐著 大月書店 2007 9784272420117 498.8/Sh29 人間関係・コミュニケー
ション

70 食べることの心理学 : 食べる, 食べない, 好き, 嫌い 今田純雄編 有斐閣 2005 4641281009 596/Ta12 人間関係・コミュニケー
ション

71 徒然にメンタルヘルス : こころをケアする 国吉空著
日本生産性本部生産性労働情報
センター

2012 9784883724277 146.8/Ts83 ハラスメント・暴力

72 新・初めての人権 古橋エツ子編 ; 藤井徳行 [ほか執筆] 法律文化社 2012 9784589034168 316/Sh57 ハラスメント・暴力
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73 女性のための法律相談ガイド : こんなときどうする? 東京弁護士会・両性の平等に関する委員会編
集

ぎょうせい 2009 9784324085233 320/J76 ハラスメント・暴力

74 セクハラはこうして行われる : 裁判例から見たセクハラの姿 君嶋護男著 女性労働協会女性と仕事の未来館 2009 320/Se45 ハラスメント・暴力

75 わかりやすいセクシュアルハラスメント裁判例集 21世紀職業財団 2011 9784915811470 320/W25 ハラスメント・暴力

76 ストーカー・DV被害にあっていませんか? 馬場・澤田法律事務所編 中央経済社 2011 9784502039508 326.8/Su84 ハラスメント・暴力

77 ダイバーシティ・トレーニング・ブック : 多様性研修のてびき 森田ゆり著 部落解放・人権研究所 2009 9784759223439 336.4/D14 ハラスメント・暴力

78 アサーション入門 : 自分も相手も大切にする自己表現法 平木典子著 講談社 2012 9784062881432 361.4/A88 ハラスメント・暴力

79 Q&A女性と労働110番 : 働く女性の権利を守るために 職場の女性問題研究会編 民事法研究会 2010 9784896286441 366.1/Ky8 ハラスメント・暴力

80 君は雇用社会を生き延びられるか : 職場のうつ・過労・パワハラ問題に労
働法が答える

大内伸哉著 明石書店 2011 9784750334721 366.14/Ki32 ハラスメント・暴力

81 女性とパワーハラスメント : なぜ起きる、どう対処する ウィメンズ・サポート・オフィス連 2008 9784903579146 366.3/J76 ハラスメント・暴力

82 ここまでやったらパワハラです! : 裁判例111選 君嶋護男著 労働調査会 2012 9784863192607 366.3/Ko44 ハラスメント・暴力

83 壊れる男たち : セクハラはなぜ繰り返されるのか 金子雅臣著 岩波書店 2006 4004309964 366.3/Ko95 ハラスメント・暴力

84 パワーハラスメント 岡田康子, 稲尾和泉著 日本経済新聞出版社 2011 9784532112233 366.3/P28 ハラスメント・暴力

85 セクシュアルハラスメントをしない、させないための防止マニュアル 青木孝監修 小学館 2007 9784093104616 366.3/Se45 ハラスメント・暴力

86 セクシュアル・ハラスメント : 性と権力の迷宮 (ラビリンス) ヘレン・ガーナー著 ; 石橋百代訳 明石書店 2008 9784750326993 366.3/Se45 ハラスメント・暴力

87 新・相談対応マニュアル : 職場におけるセクシュアルハラスメント・パワー
ハラスメント防止のために

21世紀職業財団 2010 9784915811456 366.3/Sh57 ハラスメント・暴力

88 職場でのセクシュアルハラスメント問題解決事例集 : 13のケースから学ぶ 21世紀職業財団編 21世紀職業財団 2007 9784915811388 366.3/Sh96 ハラスメント・暴力

89 デートDV : 愛か暴力か、見抜く力があなたを救う
遠藤智子著 ; NPO法人全国女性シェルター
ネット協力

KKベストセラーズ 2007 9784584130353 367.2/D65 ハラスメント・暴力

90 デートDVってなに?Q&A : 理解・支援・解決のために 日本DV防止・情報センター編著 解放出版社 2007 9784759267112 367.2/D65 ハラスメント・暴力

91 ストップ!デートDV : 防止のための恋愛基礎レッスン 伊田広行著 解放出版社 2011 9784759267471 367.2/D65 ハラスメント・暴力

92 家族のなかの弱者と強者 : 読売新聞「人生案内」より 海原純子著 集英社 2008 9784083331053 367.3/Ka99 ハラスメント・暴力
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93 セクハラの誕生 : 日本上陸から現在まで 原山擁平著 東京書籍 2011 9784487804924 367.9/Se45 ハラスメント・暴力

94 性犯罪被害にあうということ 小林美佳著 朝日新聞出版 2008 9784022504210 368.4/Se17 ハラスメント・暴力

95 デートレイプってなに? : …知りあいからの性的暴力 アンドレア パロット著 ; 冨永星訳 大月書店 2005 427240542X 368.6/D65 ハラスメント・暴力

96 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・コブ著 ; 水澤寧子訳 大月書店 2008 9784272405466 369.4/Ki99 ハラスメント・暴力

97 大人にも読める思春期ガイダンス 伊藤悟著 明石書店 2007 9784750325132 371.4/O86 ハラスメント・暴力

98 男女共生社会の大学 : 文科省セクハラ規程から大学評価へ 秦澄美枝著 社会評論社 2007 4784507957 377.1/D37 ハラスメント・暴力

99 キャンパスセクハラ対策の進化 : 事案争点と処分・裁判編 : 改正均等法による措置義務化と大学の対

応責務 : 被害者救済手続きと加害者責任追及/処分後の「教育上の措置」勝訴

井口博, 渡邉正共著 ; 高等教育情報センター
編集

地域科学研究会 2008 9784925069342 377.1/Ko94 ハラスメント・暴力

100 二次セクハラ清泉女子大学裁判 : 大学の責務と文科省セクハラ規程 秦澄美枝著 社会評論社 2005 4784507884 377.1/N73 ハラスメント・暴力

101 大学における学生相談・ハラスメント相談・キャリア支援 : 学生相談体制・
キャリア支援体制をどう整備・充実させるか

東北大学高等教育開発推進センター編 東北大学出版会 2008 9784861630934 377.9/D16 ハラスメント・暴力
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