
図書
書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

50オトコはなぜ劣化したのか 香山リカ著 小学館 2016 143.7/G58

男性のための離婚の法律相談 本橋美智子著 学陽書房 2017 324.62/D38

崖っぷちで差がつく上司のイクボス式チーム戦略 :
部下が育児&介護を抱えても結果を出す!

日経DUAL編集部編集 日経BP社社 2015 336.3/G16

イクボス式会社の就業規則集 : 社員のやる気が
アップし、採用に有利な社内ルールはこれだ!

ファザーリング・ジャパン ファザーリング・ジャパン 2016 336.4/I38

育児&介護を乗り切るダイバーシティ・マネジメント
イクボスの教科書

日経DUAL編 日経BP社 2017 336.4/I38

イクメン企業アワード受賞企業の取組事例集 [厚生労働省]
厚生労働省雇用均等・児童家
庭局家庭両立課

2016 336.4/I38

子育て社員を活かすコミュニケーション : イクボスへ
のヒント集

山口理栄,  新田香織著 労働調査会 2015 336.4/Ko88

ジェンダーステレオタイプ・パラドックス : 創り出され
る性差

潮村公弘著 丸善雄松堂 2016 361.4/J36

揺らぐサラリーマン生活 : 仕事と家庭のはざまで 多賀太編著 ミネルヴァ書房 2011 361.8/Y99

ジェンダーの社会学入門 江原由美子, 山田昌弘著 岩波書店 2008 361/J36

男性不況 : 「男の職場」崩壊が日本を変える 永濱利廣著 東洋経済新報社 2012 366.2/D38

男性の育児休業 : 社員のニーズ、会社のメリット 佐藤博樹, 武石恵美子著 中央公論新社 2004 366.3/D38

仕事と家庭は両立できない? : 「女性が輝く社会」の
ウソとホント

アン=マリー・スローター著 ; 篠田真
貴子解説 ; 関美和訳

NTT出版 2017 366.38/Sh29

新しいパパの働き方 : 仕事も家庭も!欲張りガイド
ブック

ファザーリング・ジャパン著 学研教育出版 2014 366.7/A94

父親のワーク・ライフ・バランス : 応援します!仕事と
子育て両立パパ

産業社会研究センター編
厚生労働省雇用均等・児童家
庭局職業家庭両立課

2014 366.7/C42

父親の仕事と育児両立読本 : ワーク・ライフ・バラン
スガイド

厚生労働省 厚生労働省 2015 366.7/C42

仕事と子育て : 男たちのワークライフバランス 中間真一, 鷲尾梓著 幻冬舎ルネッサンス 2010 366.7/Sh29

2人が「最高のチーム」になるワーキングカップルの
人生戦略

小室淑恵, 駒崎弘樹著 英治出版 2011 366.7/W33

家事労働ハラスメント : 生きづらさの根にあるもの 竹信三恵子著 岩波書店 2013 366.8/Ka22

「男性にとっての男女共同参画」に関する意識調査
報告書

[内閣府男女共同参画局] 内閣府男女共同参画局 2012 367.1/D38

男性学 (新編日本のフェミニズム 12)
天野正子 [ほか] 編集委員 ; 斎藤美奈
子編集協力 ; 伊藤公雄解説

岩波書店 2009  367.21/Sh69

ウーマンリブがやってきた : 70年代・目覚めはじめ
た男たち

佐藤文明著 インパクト出版会 2010 367.21/U63

男性の非暴力宣言 : ホワイトリボン・キャンペーン 多賀太, 伊藤公雄 , 安藤哲也著 岩波書店 2015 367.3/D38

「オトコの育児」の社会学 : 家族をめぐる喜びととま
どい

工藤保則, 西川知亨, 山田容編著 ミネルヴァ書房 2016 367.3/O86

「パパは大変」が「面白い!」に変わる本 : 「仕事も家
庭も」世代の新・人生戦略

安藤哲也, ファザーリング・ジャパン
著

扶桑社 2017 367.3/P22

「男だから・・・だから？」展示リスト(2017年10月～12月)

男女共同参画は、男性にとっても生きがいのある社会を目

指す上で重要な課題です。

男女共同参画社会の実現ために、性別による役割分担意

識の解消や働き方の見直しなどが求められ、男女ともに意

識改革や行動をしていくことが大切です。

今回の展示では、男性に焦点を当てて、働

き方や生き方についての資料を紹介します。



ルポ父親たちの葛藤 : 仕事と家庭の両立は夢なの
か

おおたとしまさ著 PHP研究所 2016 367.3/R86

独身40男の歩き方 木村隆志著 CCCメディアハウス 2016 367.4/D83

「男損」の時代 : 熟メンが人生をソンしない18の知恵 牛窪恵著 潮出版社 2017 367.5/D38

男子劣化社会 : ネットに繋がりっぱなしで繋がれな
い

フィリップ・ジンバルドー, ニキータ・
クーロン著 ; 高月園子訳

晶文社 2017 367.5/D38

マンガでわかる男性学 : ジェンダーレス時代を生き
るために

水島新太郎マンガ・文 行路社 2016 367.5/Ma45

男子の権力 片田孫朝日著 京都大学学術出版会 2014 367.6/D38

男おひとりさま術 中沢まゆみ著 法研 2010 367.7/O86

男おひとりさま道 上野千鶴子著 法研 2009 367.7/O86

ルポ中年童貞 中村淳彦著 幻冬舎 2015 367.9/C65

男子の貞操 : 僕らの性は、僕らが語る 坂爪真吾著 筑摩書房 2014 367.9/D38

「絶望の時代」の希望の恋愛学 宮台真司編著 KADOKAWA 2013 367.9/Z3

男性にとっての男女共同参画 国立女性教育会館編 国立女性教育会館 2013 367/D37

男性漂流 : 男たちは何におびえているか 奥田祥子 [著] 講談社 2015 367/D38

男性問題から見る現代日本社会 池谷壽夫, 市川季夫, 加野泉編 はるか書房 2016 367/D38

男性学の新展開 田中俊之著 青弓社 2009 367/D38

不自由な男たち : その生きづらさは、どこから来る
のか

小島慶子, 田中俊之 [著] 祥伝社 2016 367/F68

ハゲに悩む : 劣等感の社会史 森正人著 筑摩書房 2013 367/H12

はじめて語るメンズリブ批評 蔦森樹編 東京書籍 1999 367/H16

非モテの品格 : 男にとって「弱さ」とは何か 杉田俊介著 集英社 2016 367/H59

広がるミサンドリー : ポピュラーカルチャー、メディア
における男性差別

ポール・ナサンソン, キャサリン・K.ヤ
ング著 ; 久米泰介訳

彩流社 2016 367/H71

「居場所」のない男、「時間」がない女 水無田気流著 日本経済新聞出版社 2015 367/I11

女子力男子 : 女子力を身につけた男子が新しい市
場を創り出す

原田曜平著 宝島社 2014 367/J78

「家族する」男性たち : おとなの発達とジェンダー規
範からの脱却

大野祥子著 東京大学出版会 2016 367/Ka99

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 367/O66

男らしさの勝利 : 19世紀
A・コルバン, J‐J・クルティーヌ, G・
ヴィガレロ監修

藤原書店 2017 367/O86

男が働かない、いいじゃないか! 田中俊之 [著] 講談社 2016 367/O86

男がつらいよ : 絶望の時代の希望の男性学 田中俊之著 KADOKAWA 2015 367/O86

男はつらいらしい 奥田祥子著 新潮社 2007 367/O86

男という名の絶望 : 病としての夫・父・息子 奥田祥子著 幻冬舎 2016 367/O86

男をこじらせる前に : 男がリアルにツラい時代の処
方箋

湯山玲子著 KADOKAWA 2015 367/O86

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 367/O86



男らしさの創出 : 古代から啓蒙時代まで
A・コルバン, J‐J・クルティーヌ, G・
ヴィガレロ監修 ; 1

藤原書店 2016 367/O86

「男らしさ」の快楽 : ポピュラー文化からみたその実
態

宮台真司, 辻泉, 岡井崇之編 勁草書房 2009 367/O86

迫りくる「息子介護」の時代 : 28人の現場から 平山亮著 光文社 2014 367/Se51

とまどう男たち　生き方編、死に方編 伊藤公雄, 山中浩司編 大阪大学出版会 2016 367/To49

「40男」はなぜ嫌われるか 田中俊之著 イースト・プレス 2015 367/Y84

揺らぐ男性のジェンダー意識 : 仕事・家族・介護
目黒依子, 矢澤澄子, 岡本英雄編 ;
江原由美子 [ほか] 著

新曜社 2012 367/Y99

介護男子スタディーズ
介護男子スタディーズプロジェクト企
画

介護男子スタディーズプロジェ
クト

2015 369.2/Ka21

ケアメンを生きる : 男性介護者100万人へのエール 津止正敏著 クリエイツかもがわ 2013 369.2/Ke11

介護する息子たち : 男性性の死角とケアのジェン
ダー分析

平山亮著 勁草書房 2017 369.26/Ka21

みんなどうしてる? : 川崎市に暮らすひとり親男性に
聞きました

[川崎市男女共同参画センター
(すくらむ21) ]

川崎市男女共同参画センター
(すくらむ21)

2017 369.4/37-Ka

男子問題の時代? : 錯綜するジェンダーと教育のポ
リティクス

多賀太著 学文社 2016 371.3/D38

男性養護教諭がいる学校 : ひらかれた保健室をめ
ざして

川又俊則, 市川恭平著 かもがわ出版 2016 374.9/D38

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

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

ギアチェンジ! : 共に働く時代の男女共同参画社会 : 「男働き」
社会の見直しと女性のキャリア形成のこれから 高知大学男女共同参画推進室 [編] 高知大学男女共同参画推進室 2015 377/G41

Sophianの仕事と子育て : 男性編 上智学院男女共同参画推進室編集 上智学院男女共同参画推進室 2014 377/J57

発達障害のある子の父親ストーリー : 立場やキャリア、生き
方の異なる14人の男性が担った父親の役割・かかわり アスペ・エルデの会編 明治図書出版 2016 378/H43

お父さんが叱れない理由 : データに見る現代父親
像

尾木直樹著 佼成出版社 2001 379.9/O86

妊活カップルのためのオトコ学 小堀善友著 ; 吉田潮イラスト&対談 メディカルトリビューン 2014 494/N76

男はなぜこんなに苦しいのか 海原純子著 朝日新聞出版 2016 498.3/O86

男の家事力50の格言 : 毎日が10倍優雅で楽しくな
る極意

男の家事力を高める会企画・構成
牧野良幸マンガ

あおば出版 2006 590/O86

主夫になってはじめてわかった主婦のこと 中村シュフ著 猿江商會 2015 590/Sh99

新しいパパの教科書 ファザーリング・ジャパン著 学研教育出版 2013 599/A94

京都イクメン図鑑 : イクメンになりたいパパとパパを
イクメンにしたいママのためのフリーマガジン　Vol.3

子育て支援コミュニティおふぃすパ
ワーアップ

子育て支援コミュニティおふぃ
すパワーアップ

2013 599/Ky6

男が育休を取ってわかったこと 池田大志著 セブン&アイ出版 2014 599/O86

男の育児・女の育児 : 家族社会学からのアプロー
チ

大和礼子, 斧出節子, 木脇奈智子編 昭和堂 2008 599/O86

祖父、ソフリエになる : 新米じいじ初めての孫育て :
ソフリエ資格に対応

NPOエガリテ大手前編 メディカ出版 2011 599/So24

雑誌

特集名等 / 著者名 雑誌名 出版社
発行年月
（巻号）

『イクメンプロジェクト』がスタートしました! 厚生労働 厚生問題研究会
2010.7
(65-7)

男がつらい Aera = アエラ 朝日新聞社
2014.9
(27-37)



ストップ!介護離職 季刊女も男も 労働教育センター
2015.12
(126)

ワーキングマザーの理想の上司とは? : 求められる
"イクボス"

Career & family マザーネット
2016.11
(209)

シンポジウム : ｢組織トップが語る!!全国で女性活躍を加速す
る男性リーダーの挑戦｣及び｢輝く女性の活躍を加速する男
性リーダーの会｣行動宣言 : 賛同者ミーティングの開催

共同参画 内閣府
2017.3
(100)

男の育児バイブル : もっと子共と冒険しよう! FQ Japan アクセスインターナショナル
2017.6
(1-11)

父が生まれる 母の友 福音館書店
2017.6
(769)

女性の仕事?男性の仕事? : 男女の職域を考える 月刊We learn 日本女性学習財団
2017.8
(766)

都道府県・政令指定都市広報紙

特集名等 誌名 発行
発行年月
（巻号）

イクボスで働き方が変わる! : ワーク・ライフ・バラン
スの実現に向けて

ハーモニーあい : 浜松市の男女共
同参画推進のための情報誌

浜松市
2016.2
(22)

カジダン・イクメンの誕生が幸せ社会の鍵?! クローバーあおもり 青森県男女共同参画センター
2015.2
(28)

｢女子力｣｢男子力｣｢人間力｣ ねっとわぁく
静岡県生活環境部県民生活課
婦人対策室

2016.10
(67)

岡山のイクボス発見!! ウィズ
 岡山県男女共同参画推進セン
ター

2016.9
(69)

男女共同子育て参画 りぃぶる 和歌山県女性センター
2017.4
(69)

男性の働き方、暮らし方意識改革 : 男の家事が命
を救う?!

MOVING = ムービング
北九州市立女性センタームー
ブ

2017.2
(81)

新聞記事

新聞社 掲載日

朝日新聞社 2017.09.18

毎日新聞社 2017.08.10

読売新聞社 2017.03.03

日本経済新聞社 2016.10.29

　＜お問い合わせ先＞
　女性教育情報センター

　（国立女性教育　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

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/

男らしさ女らしさって?性別の意識見つめ直した : 男子高生「稼ぐ重圧」感じる場合も : 小
学生尊重する心大切に / 三島あずさ, 杉山麻里子

記事タイトル等

アクセス : 保健室 男の先生全国65人 : いじめ・虐待・性の悩み・・・課題多様化 心の交
流一歩ずつ : 偏見を乗り越えて / 細川貴代

論点スペシャル 男性保育士イヤですか : タレント坂下千里子氏 不安 意思疎通で和らぐ
: 東京男性保育者連絡会事務局長 山本慎之介 男性の存在多様なかちかん / 志麻力,
小野仁, 竹ノ内友知宣

with M : イクボスが風穴働き方変え成果 / 佐藤珠希

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！


