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1 なぜ女は昇進を拒むのか : 進化心理学が解く性差のパラド
クス

スーザン・ピンカー著 ; 幾島幸子, 古
賀祥子訳

早川書房 2009 143.1/N59 性差 32
女子選手のコーチング : "特性"を知り、力を引き出すため

の40のヒント
八ッ橋賀子著 体育とスポーツ出版社 2015 780.7/J78 アスリート

2 すぐ忘れる男決して忘れない女
マリアン・レガト著 ; 下村満子監訳 ;
山田睦子訳

朝日新聞社 2007 143.1/Su49 性差 33 Japanese women and sport : beyond baseball and sumo Robin Kietlinski Bloomsbury Academic 2011 780/J24 アスリート

3 図解話を聞かない男、地図が読めない女
アラン・ピーズ, バーバラ・ピーズ著 ;
藤井留美訳 ; 高倉みどりマンガ

主婦の友社 2017 143.1/Z6 性差 34
女性スポーツの現在 : 特集  (現代スポーツ評論 / 中村敏

雄編 ; 33)
清水諭編 創文企画 2015 780/J76 セクハラ

4 富士山と女人禁制 竹谷靭負著 岩田書院 2011 163/F66 女人禁制 35 女は女が強くする
井村雅代, 宇津木妙子, 五明みさ子
著

草思社 2001 780/O66 アスリート

5 井村雅代 不屈の魂 : 波乱のシンクロ人生 川名紀美著 河出書房新社 2016 289/I49 アスリート 36 スポーツ・ジェンダーデータブック
日本スポーツとジェンダー学会データ
ブック編集委員会編

日本スポーツとジェン
ダー学会

2010 780/Su75 セクハラ

6 女子競輪物語 : 青春をバンクにかけて 原田節子著 文芸社 2017 289/J78 アスリート 37 スポーツとメディア : メディア・スポーツで働くということ-ス
ポーツ社会心理学

篠田潤子著 ブレーン出版 2007 780/Su75 アスリート

7 浅田真央 : 私のスケート人生
浅田真央, ワールド・フィギュアスケー
ト編集部著

新書館 2017 289.1/A81 アスリート 38 データでみるスポーツとジェンダー 日本スポーツとジェンダー学会編 八千代出版 2016 780/Su75 セクハラ

8 学校では教えてくれない差別と排除の話 安田浩一著 皓星社 2017 316.81/G16 社会的差別 39
スポーツからハラスメントを無くそう! : stop暴力セクハラ :
トップアスリート等の相談受付窓口 : 暴力指導にお困りの

方はご相談下さい　第2版

日本スポーツ振興セン
ター第三者相談・調査
委員会

2015 780/Su75 セクハラ

9 男性管理職のための女性部下マネジメント 諌山敏明著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

2016 336.4/D38 ハラスメント 40 スポーツにおいて女子学生が経験するセクシュアル・ハラス
メントの現状とその特殊性

吉川康夫 研究代表者
スポーツとセクシャル・
ハラスメント調査研究プ
ロジェクト

2005 780/Su75 セクハラ

10 管理職のためのパワーハラスメント論 梅津祐良, 岡田康子著 有楽出版社 2003 336.4/Ka58 ハラスメント 41 スポーツ界の不思議20問20答 桂充弘編 かもがわ出版 2013 780/Su75 セクハラ

11 めんどうな女子社員の扱い方 : 8つのコミュニケーションス
タイル理論

山田英司著 同文舘出版 2017 336.4/Me45 性差 42
Women in Sports : 50 Fearless Athletes Who Played to
Win

Rachel Ignotofsky, Written and
illustrated

Ten Speed Press [2017] 780/W85 アスリート

12 御社の働き方改革、ここが間違ってます! : 残業削減で伸び
るすごい会社

白河桃子著 PHP研究所 2017 336.4/O67 働き方 43 輝け!日本女子シッティングバレーボール : 想いつづければ
夢はかなう

真野嘉久著 講談社 2008 783/Ka17 アスリート

13 入社1年目女子仕事のルール : 大切だけどなかなか教えて
もらえない

平原由紀子著 日本能率協会マネジメ
ントセンター

2018 336.47/N99 働き方 44 蹴る女 : なでしこジャパンのリアル 河崎三行著 講談社 2014 783/Ke59 アスリート

14
Gendered lives : gender inequalities in production and
reproduction

edited by Jacqueline Scott, Shirley
Dex, Anke C. Plagnol

Edward Elgar c2012 360/G34 社会的差別 45 日本女子サッカーが世界と互角に戦える本当の理由 松原渓著 東邦出版 2012 783/N77 アスリート

15
Racing for innocence : whiteness, gender, and the
backlash against affirmative action

Jennifer L. Pierce
Stanford University
Press

c2012 361.4/R11 社会的差別 46 サムライ・ハート上野由岐子 松瀬学著 集英社 2008 783/Sa59 アスリート

16
Childbearing, women's employment and work-life
balance policies in contemporary Europe

edited by Livia Sz. Oláh, and Ewa
Frątczak

Palgrave Macmillan 2013 366/C45 働き方 47 東京六大学野球女子投手誕生物語 : ふたりの勇気 手束仁著 アリアドネ企画 2002 783/To46 アスリート

17
Gender and the work-family experience : an intersection
of two domains

Maura J. Mills, editor Springer c2015 366.3/G34 働き方 48 宇津木魂 : 女子ソフトはなぜ金メダルが獲れたのか 宇津木妙子著 文藝春秋 2008 783/U96 アスリート

18
判例で理解する職場・学校のセクハラ・パワハラ : 実務対

策:どんな事案がどう判定されたか
吉川英一郎編著 ; 大橋さゆり [ほか]
著

文眞堂 2016 366.3/H29 ハラスメント 49
Women's football in the UK : continuing with gender
analyses

edited by Jayne Caudwell Routledge 2012 783/W85 アスリート

19 ハラスメント時代の管理職におくる職場の新常識 樋口ユミ著 朝日新聞出版 (発売) 2017 366.3/H32 ハラスメント 50 甲子園進化論 : 女子の力で変わる未来の甲子園 太田幸司著 幻冬舎メディアコンサル
ティング

2017 783.7/Ko84 アスリート

20
ここまでやったらパワハラです! : 裁判例111選 : いじめ い
やがらせ 一掃

君嶋護男著 労働調査会 2012 366.3/Ko44 ハラスメント 51 氷上の闘う女神たち : アイスホッケー女子日本代表の軌跡 神津伸子著  双葉社 2014 784/H99 アスリート

21 パワハラにあったときどうすればいいかわかる本
いじめ・メンタルヘルス労働者支援セン
ター,磯村大著;たかおかおりマンガ 合同出版 2014 366.3/P28 ハラスメント 52 あした光りのなかで : 成田真由美という伝説 佐藤次郎著 ホーム社 2006 785/A92 アスリート

22
Women who opt out : the debate over working mothers
and work-family balance

edited by Bernie D. Jones
New York University
Press

c2012 366.3/W85 働き方 53 なぜ日本の女子レスリングは強くなったのか : 吉田沙保里
と伊調馨

布施鋼治著 双葉社 2017 788.2/N59 アスリート

23 キャリアを手放す勇気 : 東大卒・マッキンゼー経由・お笑い
芸人

石井てる美著 日本経済新聞出版社 2018 366.38/Ky1 働き方 54 女相撲民俗誌 : 越境する芸能 亀井好恵著 慶友社 2012 788/O66 アスリート

24
Flourishing in life, work and careers : individual
wellbeing and career experiences

edited by Ronald J. Burke, Kathryn
M. Page, Cary L. Cooper

Edward Elgar
Publishing

[2015] 366.7/F34 働き方 55 日本柔道の論点 山口香著 イースト・プレス 2013 789/N71 アスリート

25 逃げるは恥だが役に立つ （全９巻） 海野つなみ著 講談社
2013-
2017

367.4/N71 働き方

26 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 人間関係

27 マンガ男社会の常識・非常識 財務省印刷局編 財務省印刷局 2002 367/O86 性差

28
Stop street harassment : making public places safe and
welcoming for women

Holly Kearl Praeger c2010 368.6/St7 ハラスメント

29 キャンパスハラスメント対策ハンドブック 　改訂2版 飛翔法律事務所編 経済産業調査会 2018 377.1/Ky1 ハラスメント

30 今日も妻のくつ下は、片方ない。 : 妻のほうが稼ぐので僕が
主夫になりました

劔樹人著 双葉社 2017 590/Ky1 働き方

31 差別と向き合うマンガたち 吉村和真, 田中聡, 表智之共著 臨川書店 2007 726/Sa11 社会的差別


