
男女共同参画関連図書

番号 タ　イ　ト　ル 著　者　等 出　版　社 出版年

1 絵本 日本女性史〈1〉原始・古代・中世 [大型本]
野村 育世 (著)
石井 勉 (イラスト)

大月書店 2010 男女共同参画

2  絵本 日本女性史〈2〉近世 [大型本]
関 民子 (著)
菊地 ひと美 (イラスト)

大月書店 2010 男女共同参画

3 絵本日本女性史〈3〉近代・現代 [大型本]
早川 紀代 (著)
石橋 富士子 (イラスト)

大月書店 2010 男女共同参画

4 絵本日本女性史〈4〉学習の手引き [大型本] 野村 育世、早川 紀代 , 関 民子 大月書店 2010 男女共同参画

5
男女共同参画意識の芽生え
―保育者から子どもへの再生産

佐藤 和順 ふくろう出版 2010 男女共同参画

6
男女共同参画社会を超えて
―男女平等・ダイバーシティ(多様性)が受容、尊重される社会の確
立に向けて

篠原 収 新水社 2008 男女共同参画

7 男女共同参画と男性・男児の役割 原 ひろ子 , 島津 美和子 , 近江 美保 明石書店 2007 男女共同参画

8
０歳からのジェンダー・フリー
―男女共同参画・山梨からの発信

山梨県立女子短大ジェンダー研究プ
ロジェクト (編集)　　 私らしく、あなた
らしく*やまなし(編集)

生活思想社 2003 男女共同参画

9
女と男の共同論
―熊本大学地域連携フォーラム叢書―

山中進（編） 成文堂 2003 男女共同参画

10
男女共同参画社会と学校教育
―教職研修総合特集―

広丘守穂（編集） 教育開発研究所 2002  男女共同参画

11
よくわかる自治体の男女共同参画政策
―施策のポイントと課題

広岡 守穂、広岡 立美 学陽書房 2001 男女共同参画

12
実践事例 どう進めるか、自治体の男女共同参画政策
―その取り組み方・創り方

藤枝 澪子、グループみこし 学陽書房 2001 男女共同参画

13
男女共同参画、はじめの一歩を家庭から
―家庭教育事業推進のための理論と実践

国立婦人教育会館（編） 大蔵省印刷局 2000 男女共同参画

14
ここが知りたい!そこが聞きたい!
男女共同参画社会基本法(ウイメンズブックス・ブックレット)

船橋 邦子
ウイメンズブックストア
松香堂書店

1999 男女共同参画

15
男女共同参画社会に向けた学習ガイド
―社会教育指導者にジェンダーの視点を

日本女子社会教育会 日本女子社会教育会 1999  男女共同参画

16 消える大学 生き残る大学 (朝日新書） 木村誠 朝日新聞出版 2011 大学・地域貢献

17
「社会的弱者」の支援にむけて
―地域における権利擁護実践講座―

福島大学 権利擁護システム研究所
（編著）

明石書店 2010 大学・地域貢献

18
まちづくり市民大学
―人と地域と未来を育む

瀬沼克彰 日本地域社会研究所 2010 大学・地域貢献

19 地域学への招待(改訂新版)
中路正恒(編集)
京都造形芸術大学責任(編集)

角川学芸　出版 2010 大学・地域貢献

20
20世紀日本の公立大学
―地域はなぜ大学を必要とするか

高橋寛人 日本図書センター 2009 大学・地域貢献

21
アメリカにおける大学の地域貢献
―産学連携の事例研究

宮田由紀 中央経済社 2009 大学・地域貢献

22
大学破壊
―国立大学に未来はあるか

全国大学高専教職員組合(編集) 旬報社 2009 大学・地域貢献

23
消える大学 残る大学
全入時代の生き残り戦略

諸星裕 集英社 2008 大学・地域貢献

24 地域と大学の共創まちづくり
小林英嗣(編さん)、
地域・大学連携まちづくり研究会(編
さん)

学芸出版社 2008 大学・地域貢献

25
大学と連携した地域再生戦略
―地域が大学を育て、大学が地域を育てる―

大宮登、増田正（編著）
高崎経済大学付属地域政策研究セ
ンター（編集）

(株)ぎょうせい 2007 大学・地域貢献

26
大学地域論のフロンティア
―大学まちづくりの展開―

伊藤真知子、大歳恒彦、小松隆二
（編著）

論創社 2007 大学・地域貢献

27
大学と地域形成
―大学政策シンクタンクの挑戦(地域公共圏の構想)

小野友道、上野眞也、 九州大学出版会 2006 大学・地域貢献

28
大学地域論
―大学まちづくりの理論と実践―

伊藤真知子、小松隆二（編著） 論創社 2006 大学・地域貢献

29
大学は地域を活性化できるか
―社会に役立つ経営学教育の実践

渡辺峻 (監修)、全国四系列教育会
議 (編集), 斉藤 毅憲, 藤永 弘

中央経済社 2005 大学・地域貢献

30  地域社会に貢献する大学 (高等教育シリーズ)
OECD (編集)、経済協力開発機構
(編集)、相原総一郎(翻訳), 山田礼
子(翻訳), 出相泰裕(翻訳)

玉川大学出版部 2005 大学・地域貢献

31 現場でつながる！地域と大学 友成真一 東洋経済新報社 2004 大学・地域貢献

32
大学と地域のまちづくり宣言
―岐阜経済大学マイスター倶楽部の挑戦

鈴木誠 自治体研究社 2004 大学・地域貢献
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33
行政・大学連携による新しい政策形成
―強制へのパートナーシップ―

中村昭雄（編集代表）  (株)ぎょうせい 2003 大学・地域貢献

34
大学と地域貢献
―地方公立大学付設研究所の挑戦―

高崎経済大学付属産業研究所（編） 日本経済評論社 2003 大学・地域貢献

35 地域に生きる大学 (松阪大学地域社会研究所叢書(3))  中井良宏 和泉書院 2001  大学・地域貢献

36
２１世紀の大学像を求めて
―競争・管理から共同・自治の大学づくりの提言―

日本科学者会議大学問題委員会編 水曜社 2000 大学・地域貢献

37
大学が地域を変える
―新潟からの提言

新潟日報報道部 新潟日報事業社 1997 大学・地域貢献

38
日本の男性の心理学
―もう1つのジェンダー問題

柏木惠子(著, 編集)、高橋惠子(編
集)

有斐閣 2008 ジェンダー

39  知っていますか?ジェンダーと人権 一問一答 (第2版) 船橋 邦子 解放出版社 2006 ジェンダー

40
「男らしさ」という神話
―現代男性の危機を読み解く (NHK人間講座 (2003年8月～9月
期))

伊藤公雄
日本放送協会、
日本放送出版協会

2003 ジェンダー

41
女性学・男性学
―ジェンダー論入門

伊藤公雄、国信潤子、樹村みのり 有斐閣 2002 ジェンダー

42
「男らしさ」の心理学
―熟年離婚と少年犯罪の背景(ポピュラーサイエンス)

関智子 裳華房 1998 ジェンダー

43 男性学入門 伊藤公男 作品社 1996 ジェンダー

44
「男らしさ」のゆくえ
―男性文化の文化社会学

伊藤公雄 新曜社 1993 ジェンダー

45
心に響く資料で創る「力のある道徳授業」 (TOSS道徳「心の教育」
25）

大貝 浩蔵 (著)・河田 孝文 (監修) 明治図書出版 2008 教育

46
「力のある資料」で心に響く道徳授業を創る!  (TOSS道徳「心の教
育」9）

向山 洋一 (監修)・TOSS道徳教育研
究会　河田 孝文 (編集)

明治図書出版 2004 教育

47
チーム・ファシリテーション
最強の組織をつくる12のステップ

堀 公俊 朝日新聞出版 2010
キャリア・ファシリ
テーション

48  教育研修ファシリテーター 堀 公俊 、加留部 貴行 日本経済新聞出版社 2010
キャリア・ファシリ
テーション

49
ファシリテーション
実践から学ぶスキルとこころ、

中野 民夫・森 雅浩・鈴木まり子・大
枝奈美・冨岡 武

岩波書店 2009
キャリア・ファシリ
テーション

50
ワークショップデザイン
―知をつむぐ対話の場づくり（ファシリテーション・スキルズ）

堀 公俊, 加藤 彰 日本経済新聞出版社 2008
キャリア・ファシリ
テーション

51
チーム・ビルディング
―人と人を「つなぐ」技法 (ファシリテーション・スキルズ)

堀 公俊 ,加藤 彰, 加留部 貴行 日本経済新聞出版社 2007
キャリア・ファシリ
テーション

52
ファシリテーション・グラフィック
―議論を「見える化」する技法 (ファシリテーション・スキルズ)

堀 公俊 ,加藤 彰 日本経済新聞社 2006
キャリア・ファシリ
テーション

53  今すぐできる! ファシリテーション 堀 公俊 PHP研究所 2006
キャリア・ファシリ
テーション

54  ファシリテーション入門 堀 公俊 日本経済新聞社 2004
キャリア・ファシリ
テーション

55
問題解決ファシリテーター
―「ファシリテーション能力」養成講座 (Best solution)

堀 公俊 東洋経済新報社 2003
キャリア・ファシリ
テーション

56 「ホンネ」を引き出す質問力 堀 公俊 PHP研究所 2009
キャリア・ファシリ
テーション

57  ロジカル・ディスカッション 堀 公俊、加藤 彰 日本経済新聞出版社 2009
キャリア・ファシリ
テーション

58  ワクワク会議 堀 公俊 日本経済新聞出版社 2009
キャリア・ファシリ
テーション

59 10分で決める!　シンプル企画書の書き方・つくり方 藤木 俊明 同文館出版 2011 キャリア・企画書

60  ラクに書けて通る企画書　77のルール 富田眞司 すばる舎 2011 キャリア・企画書

61
企画書 つくり方見せ方の技術
―誰も教えてくれなかった超テクニック(スーパー・ラーニング)

藤村 正宏 あさ出版 2008 キャリア・企画書

62 すごい人のすごい企画書 戸田 覚 PHP研究所 2006 キャリア・企画書

63 知識ゼロからの企画書の書き方 弘兼 憲史 幻冬舎 2005 キャリア・企画書

64 提案書・企画書がスラスラ書ける本 富田 眞司 かんき出版 2005 キャリア・企画書

65 27万人を研修したトップトレーナーの心に響く「話し方」 青木仁志 アチーブメント出版 2011 キャリア・交渉術

66 一瞬で大切なことを伝える技術 三谷 宏治 かんき出版 2011 キャリア・交渉術
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67 心に響くコミュニケーション ペップトーク
岩崎 由純(著)
日本ラーニングシステム (監修)

中央経済社 2010 キャリア・交渉術

68
論理的に説明する技術
説得力をアップする効果的なトレーニング法とは

福澤 一吉 (著)
にしかわ たく (イラスト)

ソフトバンククリエイティ
ブ

2010 キャリア・交渉術

69
論理的に話す技術
相手にわかりやすく説明するための極意

山本 昭生 (著)
福田 健 (監修)

ソフトバンククリエイティ
ブ

2010 キャリア・交渉術

70
論理的にプレゼンする技術
聴き手の記憶に残る話し方の極意

平林 純
ソフトバンククリエイティ
ブ

2009 キャリア・交渉術

71  1回の会議・打ち合わせで必ず結論を出す技術 斎藤 岳 東洋経済新報社 2008 キャリア・交渉術

72
企画書・提案書の書き方
すぐに使える誰でも書ける72文例付き

斎藤 誠 日本実業出版社 2002 キャリア・企画書

73 育児サポート2 財団法人女性労働協会
財団法人女性労働協
会

2005 教育


