
図書・和雑誌記事

女性差別撤廃条約・選択議定書とは
書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

2010JNNCドゥブラヴカ・シモノヴィッチ委員招聘活動
「国連女性差別撤廃委員が語る日本の課題」報告集

日本女性差別撤廃条約NGO
ネットワーク

2010 329/N79

あなたも使える女性のための国際やくそく
女性差別撤廃条約・選択議定書の

批准を促進する会[編]
女性差別撤廃条約・選択議定

書の批准を促進する会
2002 367.2/A46

フェミニズム国際法学の構築 : 女性差別撤廃条約選択
議定書の研究 : 報告書　2001年度 2002年度

山下泰子研究代表 山下泰子 2002-2003 367.2/F18

女性の権利 : ハンドブック女性差別撤廃条約 国際女性の地位協会編 岩波書店 1999 367.2/J76

女性差別撤廃条約とNGO : 「日本レポート審議」を活か
すネットワーク

日本女性差別撤廃条約NGOネット
ワーク編

明石書店 2003 367.2/J76

女性差別撤廃条約の展開 山下泰子著 勁草書房 2006 367.2/J76

女性差別撤廃条約選択議定書活用ガイド : 私たちの
権利は“選択"の問題じゃない!

IWRAW Asia Pacific編 ; 国際女性の
地位協会訳

国際女性の地位協会 2007 367.2/J76

女性差別撤廃条約と日本 山下泰子著 尚学社 2010 367.2/J76

女性差別撤廃条約と私たち
林陽子編著 ; 加城千波, 大村恵実,

金塚彩乃 [著]
信山社 2011 367.2/J76

女性の人権 : 人権啓発パンフレット 人権教育啓発推進センター編 人権教育啓発推進センター 2015 367.2/J76

女子差別撤廃条約を学ぼう
ヒューライツ大阪(アジア太平洋・人

権情報センター)編
ヒューライツ大阪(アジア太平

洋・人権情報センター)
2006 367.2/J78

国連と日本の女性たち : 女性差別撤廃条約 : 第7・8次
日本政府報告審議とJNNCの活動記録

日本女性差別撤廃条約NGO
ネットワーク

2016 367.2/Ko49

世界を変えるのは、あなた 国連NGO国内女性委員会編 パド・ウィメンズ・オフィス 2017 367.2/Ko49

コンメンタール女性差別撤廃条約 国際女性の地位協会編 尚学社 2010 367.2/Ko75

学んで活かそう女性の権利 : 女性差別撤廃条約の新
展開

国際女性の地位協会編 国際女性の地位協会 2014 367.2/Ma43

Q&Aで学ぶ女性差別撤廃条約と選択議定書 米田真澄,堀口悦子編著 明石書店 2002 367.2/Q1

世界中のひまわり姫へ : 未来をひらく「女性差別撤廃
条約」

小笠原みどり文 ; 永田萠絵 ポプラ社 2000 367.2/Se22

NGO・政府文書
報告審査に関する女子差別撤廃委員会からの質問事
項に対する回答 : 仮訳

[内閣府男女共同参画局] [20--]- 367.1/D14

女子差別撤廃条約実施状況第2回報告(仮訳) 日本国政府 1991 367.1/J78

女子差別撤廃条約実施状況 第3次報告(仮訳)1993年
10月28日 日本国政府国連提出　（和雑誌記事）

国際女性 8 （雑誌） 国際女性の地位協会 1994

 女子差別撤廃条約実施状況 第4回報告(仮訳)　（和雑
誌記事）

国際女性 12 （雑誌） 国際女性の地位協会 1998

女子差別撤廃条約実施状況(仮訳) 第5回報告 [内閣府男女共同参画局] 2002 367.1/J78

女子差別撤廃条約実施状況(仮訳) 第6回報告 [内閣府男女共同参画局] 2008 367.1/J78

女子差別撤廃委員会による一般勧告 : 内閣府仮訳 [女子差別撤廃委員会] [200-] 367.1/J78

女子差別撤廃条約実施状況(仮訳) 第7回及び第8回報
告

[内閣府男女共同参画局] 2014 367.1/J78

国連女性差別撤廃委員会 : 総括所見の活かし方と今
後の課題 : 第7回及び第8回報告書審査を踏まえて

日本弁護士連合会[編] 日本弁護士連合会 2017 367.2/Ko49

「女性差別撤廃条約採択から40年：変わったこと、変えたいこと」展示リスト
(2019年10月～12月)

図書は新しい資料を中心に、新聞は日本の署名当時

の記事などを展示しています。

当時を振り返る貴重な資料もぜひご覧ください。

今年は、女性差別撤廃条約が国連で採択されて(1979.12）

から40年になります。

40年の間になにが変わったか、なにを変えたいかを考える

資料を展示します。
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変わったこと・変えたいこと

ジェンダーと法 1 : ジェンダー法学のインパクト ジェンダー法学会編 日本加除出版 2012 321/Ko98

ジェンダーと法 2 : 固定された性役割からの解放 ジェンダー法学会編 日本加除出版 2012 321/Ko98

ジェンダーと法 3 : 暴力からの解放 ジェンダー法学会編 日本加除出版 2012 321/Ko98

ジェンダーと法 4 : ジェンダー法学が切り拓く展望 ジェンダー法学会編 日本加除出版 2012 321/Ko98

婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える : 今こそ変えよ
う!家族法

日本弁護士連合会編 日本加除出版 2011 324.6/Ko74

選択的夫婦別氏制 : これまでとこれから 滝沢聿代著 三省堂 2016 324.6/Se74

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 324.6/Ta29

 一問一答新しい国籍法・戸籍法 法務省民事局第五課職員編 日本加除出版 1985 329/I15

男女雇用機会均等法 : コミック すずき清志作 ; 芳賀由香画 一橋出版 1998 366.1/D37

均等法をつくる 赤松良子著  勁草書房 2003  366.1/Ki46

男女平等はどこまで進んだか : 女性差別撤廃条約から
考える

国際女性の地位協会編 岩波書店 2018 367.1/D37

特集ジェンダー平等はどこまで進んだか アジェンダ・プロジェクト 2013 367.2/J36

女性に対する暴力 : 被害者学的視点から 秋山千明著 尚学社 2019 367.2/J76

クオータ制の実現をめざす WIN WIN編著 パド・ウィメンズ・オフィス 2013 367.2/Ku49

僕が家庭科教師になったわけ : つまるところの「生きる
力」

小平陽一著 太郎次郎社エディタス 2016 375.5/B63

家庭科、男も女も! : こうして拓いた共修への道 家庭科の男女共修をすすめる会 編 ドメス出版 1997 375.5/Ka85

正しいパンツのたたみ方 : 新しい家庭科勉強法 南野忠晴著 岩波書店 2011 375.5/Ta16

新聞記事 ＊･･･ケース脇展示

新聞社 掲載日

毎日新聞 1980.07.07

読売新聞 1980.07.18

読売新聞 2015.04.10

朝日新聞社 2015.10.05

日本経済新聞社  2018.07.13

　＜お問い合わせ先＞
　女性教育情報センター

　（国立女性教育会館　情報課）

〒355-0292
埼玉県比企郡嵐山町菅谷728

　TEL：0493-62-6195
　FAX：0496-62-6721

記事タイトル等

女性教育情報センターは、男女共同参画および女性・
家庭・家族に関する専門図書館です。

所蔵資料はデータベース化され文献情報データベースから
検索することができます。

●文献情報データベース
http://winet.nwec.jp/bunken/opac_search/あああああ

ニュースなこの日 : 7月17日 : 女性差別撤廃条約に署名 : 男女平等から女性活躍へ　＊

国連婦人の十年 80年世界会議が始まる 1 : 仕掛人の部屋 条約署名へ女の底力 活気あふ
れる担当者たち　＊

「婦人差別撤廃」 : 日本含む52か国署名 雇用・賃金の同一を確保　＊

顔 : 国連女子差別撤廃委員会委員長に就任した林陽子さん 58 / 板東玲子　＊

証言そのとき : 元文部相 赤松良子さん : 男女平等を求めて (3) : 土壇場で決まった署名 /
岡林佐和　＊

図書の貸出や複写郵送サービス

などを行っています。

ぜひご活用ください！
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