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★男女共同参画を知り、理解するための本 2020年3月作成・2021年8月改訂
書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

男女平等は進化したか
男女共同参画基本計画の策定、施策の監視から

鹿嶋敬 新曜社 2017 A121ダ

男女共同参画政策　行政評価と施設評価
内藤和美
山谷清志/編著

晃洋書房 2015 A121ダ

未来をひらく男女共同参画　ジェンダーの視点から 西岡正子/編著 ミネルヴァ書房 2016 A22ミ

大学における男女共同参画の推進
多様な人材の育成・登用にはどのような環境整備が必要か？

国立女性教育会館/編 悠光堂 2015 A121ダ

女性白書2020 日本婦人団体連合会/編 ほるぶ出版 2020 A21ジ

第5次横浜市男女共同参画行動計画 概要版 2021 GA1213

第5次横浜市男女共同参画行動計画
2021～2025

2021 GA1213

第5次男女共同参画基本計画 2020 GA121

★ジェンダー平等への見識を深める本

女性の生きづらさ　その痛みを語る 信田さよ子　編 日本評論社 2020 A22ジ

Dear GIRLS 自分らしく生きるための28の言葉
朝日新聞「Dear GIRLS」
取材班

朝日新聞出版 2019 A21デ

「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話
を。

小川たまか タバブックス 2018
Ａ21ホ
(北）

愛と家事 太田明日香 創元社 2018 Ａ21イ

「女子」という呪い 雨宮処凛 集英社クリエイティブ 2018 Ａ21ジ

問題だらけの女性たち
ジャッキー・フレミング／著
松田青子／訳

河出書房新社 2018 Ａ21モ

「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす 佐光紀子 光文社 2017 Ａ21カ

男尊女卑という病 片田珠美 幻冬舎 2015
Ａ21ダ
（南）

女性はなぜ活躍できないのか 大沢真知子 東洋経済新報社 2015 Ａ21ジ

「女性の活躍推進」の虚実 竹信美恵子　他
後藤・安田記念東京都
市研究所 2015 Ａ21ジ

「労働」から学ぶジェンダー論
Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０でのライフスタイルを考える

乙部由子 ミネルヴァ書房 2019 A21ロ

ジェンダーってなんのこと？ ジュノ・ドーソン 創元社 2018 小A22ジ

未来を変える目標　ＳＤＧｓアイデアブック Ｔｈｉｎｋ　ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈ／編著 Ｔｈｉｎｋ　ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈ 2018 F22ミ

はじめてのジェンダー論 加藤秀一 有斐閣 2017 A22ハ

★フェミニズム

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・田房永子 大和書房 2020 A23ウ

＃ＫｕＴｏｏ（クートゥー）
靴から考える本気のフェミニズム

石川優実 現代書館 2019 A23ク

ひれふせ、女たち　ミソジニーの論理 ケイト・マン
慶應義塾大学出版
会

2019 A23ヒ

シモーヌ　　雑誌感覚で読めるフェミニズム入門ブック シモーヌ編集部／編 現代書館
2019～
2021

A23シ

韓国フェミニズムと私たち タバブックス／編集 タバブックス 2019 A23カ

エトセトラ　フェミマガジン ー エトセトラブックス
2019～
2021

A23エ

イジェアウェレへ　フェミニスト宣言、１５の提案
チママンダ・ンゴズィ・アディー
チェ 河出書房新社 2019 A23イ

ぼそぼそ声のフェミニズム 栗田隆子 作品社 2019
A23ボ
（南）

足をどかしてくれませんか。
メディアは女たちの声を届けているか

林香里/編 亜紀書房 2019 A23ア

男女共同参画センター横浜　所蔵資料

横浜市政策局男女共同参画推進課

横浜市政策局男女共同参画推進課

男女共同参画を理解し、実現するための本

内閣府男女共同参画局推進課



P.2

★女性論、男性論
書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

平成男子論　僕のエッジと君の自意識。 手条萌 彩流社 2019 A221ヘ

よかれと思ってやったのに　男たちの「失敗学」入門 清田隆之 晶文社 2019 A221ヨ

「支配しない男」になる
別姓結婚・育児・ＤＶ被害者支援を通して

沼崎一郎 ぷねうま舎 2019 A221シ

オジサンはなぜカン違いするのか 香山リカ 廣済堂出版 2019
A221オ
（北）

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

明石書店 2019 A22ジ

父権制の崩壊あるいは指導者はもう来ない 橋本治 朝日新聞出版 2019 A22フ

「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/編著 かもがわ出版 2019 A22ジ

ボーイズ　男の子はなぜ「男らしく」育つのか レイチェル・ギーザ ＤＵ　ＢＯＯＫＳ 2019 A221ボ

さよなら！ハラスメント　自分と社会を変える１１の知恵 小島慶子/編 晶文社 2019 A22サ

中年男ルネッサンス
田中俊之
山田ルイ５３世

イースト・プレス 2018 A221チ

たたみかた　第２号
男らしさ女らしさ特集

ー アタシ社 2018 A22タ

説教したがる男たち レベッカ・ソルニット 左右社 2018
A221セ
（北）

ルポ東大女子 おおたとしまさ 幻冬舎 2018 A22ル

★男女共同参画を理解するための資料・データ集

男女共同参画白書 令和3年版 2021 GA121

男女共同参画に関する市民意識調査報告書　平成30年度 2018 GA3113

女性の政策・方針決定参画状況調べ　平成３０年度 2018 ＧＡ31

ひとりひとりが幸せな社会のために
男女共同参画社会の実現を目指して　平成２９年度版データ

2017 A121ヒ

地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は
女性に関する施策の進捗状況　令和2年度

内閣府男女共同参画推
進局/編

内閣府男女共同
参画局推進課

2021 GA12

男女共同参画に関する事業所調査報告書
平成２９年度

2018 GB21

政策・方針決定過程への女性の参画を進めるために
その1、その2

2016
2017

ＧＡ12

男女共同参画センター横浜　所蔵資料

男女共同参画を理解し、実現するための本

横浜市政策局男女共同参画推進課

かなテラス

内閣府男女共同参画推進連携会議

横浜市政策局男女共同参画推進課

内閣府男女共同参画局推進課

内閣府男女共同参画局

◆フォーラム（男女共同参画センター横浜）の情報ライブラリは、女性にも男性にも役立つ、男女共同参画社会をテーマにし

た情報を収集し、提供しています。 

◆資料はどなたでもご利用できます。横浜市在住または在勤・在学の方にはライブラリカードを発行し貸出をしています。 

◆フォーラム（男女共同参画センター横浜）、フォーラム南太田（男女共同参画センター横浜南）、アートフォーラムあざみ野

（男女共同参画センター横浜北）の３館の資料はどの館からも取り寄せて借りることができます。 

男女共同参画センター横浜 

情報ライブラリ 

ＴＥＬ：045-862-5056 


