
  

  

  

No. 書名 : 副書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 キーワード

1 「アンアン」1970 赤木洋一著 平凡社 2007 050/A46 ファッション

2 なぜ美人ばかりが得をするのか
ナンシー・エトコフ著
; 木村博江訳

草思社 2000 140/N59 ファッション

3
「見た目」依存の時代 : 「美」という抑圧が階層
化社会に拍車を掛ける

石井政之, 石田かおり
著

原書房 2005 141.2/Mi58 ファッション

4 ゲームキャラしか愛せない脳 正高信男著 PHP研究所 2010 141.7/G33 世代論

5 ブサイク症候群 さかもと聖朋著 新水社 2010 159/B95 ファッション

6
モダンガールと植民地的近代 : 東アジアにおける
帝国・資本・ジェンダー

伊藤るり, 坂元ひろ子,
タニ・E・バーロウ編

岩波書店 2010 220/Mo13 ファッション

7
野口英世とメリー・ダージス : 明治・大正偉人た
ちの国際結婚

飯沼信子著 水曜社 2007 281/N93 海外生活

8
アメリカ首都圏の日本女性 : 国際的キャリア・
妻・母の三役

ワイルス蓉子著 新風舎 2005 285.3/A44 海外生活

9 綾子とあかい糸 : コシノ三姉妹の母の生涯 さとうひさえ著 文化出版局 2007 289/A98 ファッション

10 BIBAをつくった女
バーバラ・フラニッキ
著 ; 金子美雪翻訳

ブルース・インター
アクションズ

2008 289/B41 ファッション

11
沈黙の美女 : 耳の聴こえない私がトップモデルに
なるまで

ブレンダ・コスタ著 ;
鳥取絹子訳

阪急コミュニケー
ションズ

2010 289/C46 ファッション

12 DJ Kiyomiの好奇心は未来の鍵 中村清美著 彩流社 2006 289/D79 海外生活

13
Front Rowアナ・ウィンター : ファッション界に君
臨する女王の記録

ジェリー・オッペンハ
イマー著 ; 川田志津訳

マーブルトロン 2010 289/F48 世代論

14 原のぶ子の生涯 : 近現代日本服飾界の礎 原秋櫻子著 原書房 2010 289/H31 ファッション

15 鴨居羊子の世界 : ミス・ペテンの下着革命 近代ナリコ責任編集 河出書房新社 2010 289/Ka41 ファッション

16
ココ・アヴァン・シャネル : 愛とファッションの革命児 :
上

エドモンド・シャルル=ルー

著 ; 加藤かおり, 山田美明訳
早川書房 2009 289/Ko44 ファッション

17
ココ・アヴァン・シャネル : 愛とファッションの革命児 :
下

エドモンド・シャルル=ルー

著 ; 加藤かおり, 山田美明訳
早川書房 2009 289/Ko44 ファッション

18 桑沢洋子とデザイン教育の軌跡
沢良子編 ; 三浦和人撮
影

桑沢学園 2005 289/Ku98 ファッション

19 シャネル--最強ブランドの秘密 山田登世子著 朝日新聞社 2008 289/Sh12 ファッション

20 ショッキング・ピンクを生んだ女
エルザ・スキャパレリ
著 ; 赤塚きょう子訳

ブルース・インター
アクションズ

2008 289/Sh96 ファッション

21
河本ぼあらの地球はまあるいよ : 女ひとり世界一
周旅日記

河本ぼあら著 イカロス出版 2006 290.9/Ko95 海外生活

国⽴⼥性教育会館（NWEC）⼥性教育情報センターは、男⼥共同参画及び⼥性・

家庭・家族に関する専門図書館です。

このコーナーには、みなさんのキャンパスライフに役⽴つよう⼥性教育情報

センターの図書の一部を紹介しています。

今回は、「海外⽣活」「世代論」「ファッション」がキーワードです。

キャンパスライフに役立つ図書リスト （８～１０月編）
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22
あなたの子どもは、あなたの子どもではない : デ
ンマークの30年 : 仕事・結婚・子育て・老後

宮下孝美, 宮下智美著 萌文社 2005 302.389/A46 海外生活

23 成年年齢 : 18歳成人論の意味と課題 : これで納得! 平田厚著 ぎょうせい 2009 324.1/Se19 世代論

24 国際結婚ハンドブック : 外国人と結婚したら……
国際結婚を考える会編
著

明石書店 2005 329/Ko51 海外生活

25 移行期的混乱 : 経済成長神話の終わり 平川克美著 筑摩書房 2010 332/I37 世代論

26 人口減少時代の日本社会 阿藤誠, 津谷典子編著 原書房 2007 334.31/J52 世代論

27 文化移民 : 越境する日本の若者とメディア 藤田結子著 新曜社 2008 334.4/B89 世代論

28
老いて男はアジアをめざす : 熟年日本人男性タイ・カン
ボジア移住事情

瀬川正仁著 バジリコ 2008 334.4/O34 海外生活

29 女たちのブラジル移住史 小野政子 [ほか] 著 毎日新聞社 2007 334.4/O66 海外生活

30 無縁社会の正体 : 血縁・地縁・社縁はいかに崩壊したか 橘木俊詔著 PHP研究所 2011 360/Mu16 世代論

31
なぜそんなに痩せたいの? : 「美人」になりたい女
の社会心理学

ヴァルトラウト・ポッ
シュ著 ; 渡辺一男訳

ティービーエス・ブ
リタニカ

2003 361.4/N59 ファッション

32 ガラパゴス化 (か) のススメ 櫻井孝昌著 講談社 2010 361.5/G21 世代論

33
かくれオタク9割 : ほとんどの女子がオタクになっ
た

杉浦由美子著 PHP研究所 2008 361.5/Ka28 ファッション

34 韓流の社会学 : ファンダム、家族、異文化交流
イ・ヒャンジン著 ; 清
水由希子訳

岩波書店 2008 361.5/Ka58 海外生活

35 族の系譜学 : ユース・サブカルチャーズの戦後史 難波功士著 青弓社 2007 361.5/Z5 ファッション

36 私に萌える女たち 米澤泉著 講談社 2010 361.6/W45 世代論

37 下流社会 : 新たな階層集団の出現 三浦展著 光文社 2005 361.8/Ka69 世代論

38 英語は女を救うのか 北村文著 筑摩書房 2011 366.3/E37 海外生活

39
異文化結婚を生きる : 日本とインドネシア/文化の
接触・変容・再創造

吉田正紀著 新泉社 2010 367.2/I12 海外生活

40 「かまやつ女」の時代 : 女性格差社会の到来 三浦展著 牧野出版 2005 367.2/Ka31 ファッション

41 女にさよならするために
ヴァレリー・トラニア
ン [著] ; 夏目幸子訳

白水社 2006 367.2/O66 ファッション

42 無頼化する女たち 水無田気流著 洋泉社 2009 367.21/B91 世代論

43 「若者と親」の社会学 : 未婚期の自立を考える 岩上真珠編著 青弓社 2010 367.3/W23 世代論

44 フィリピン - 日本国際結婚 : 移住と多文化共生
佐竹眞明, メアリー・ア

ンジェリン・ダアノイ著
めこん 2006 367.4/F27 海外生活

45 国際離婚 松尾寿子著 集英社 2005 367.4/Ko51 海外生活

46 国際結婚論!? : 歴史編 嘉本伊都子著 法律文化社 2008 367.4/Ko51 海外生活

47 国際結婚論!? : 現代編 嘉本伊都子著 法律文化社 2008 367.4/Ko51 海外生活

48
「婚・産・職」女の決めどき : 結婚出産仕事をい
つ、どうする!?

牛窪恵著 大和書房 2010 367.4/Ko78 世代論

49 日仏カップル事情 : 日本女性はなぜモテる? 夏目幸子著 光文社 2005 367.4/N71 海外生活

50 追って追われて結婚探し 板本洋子著 新日本出版社 2005 367.4/O89 海外生活

51
私が誘拐犯になるまで。 : クレイジーな元夫との
訴訟戦争

山下美加著 タイトル 2010 367.4/W45 海外生活
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52
私は戦争花嫁です : アメリカとオーストラリアで
生きる日系国際結婚親睦会の女たち

林かおり著 北國新聞社 2005 367.4/W47 海外生活

53
時代を創るガールズ・カルチャー : 世代ごとに見る女子
中高生のライフスタイル

渋谷トレンド研究会著 ゴマブックス 2006 367.6/J48 世代論

54 親は知らない : ネットの闇に吸い込まれる子どもたち 読売新聞社会部著 中央公論新社 2010 367.6/O94 世代論

55 若者たちに何が起こっているのか 中西新太郎著 花伝社 2004 367.6/W23 世代論

56 おひとりさまでもだいじょうぶ。 吉田太一著 ポプラ社 2008 367.7/O29 世代論

57 無縁社会 : "無縁死"三万二千人の衝撃
NHK「無縁社会プロ
ジェクト」取材班編著

文藝春秋 2010 368/Mu16 世代論

58 助けてと言えない : いま30代に何が
NHKクローズアップ現
代取材班編著

文藝春秋 2010 368/Ta93 世代論

59 べてるの家の恋愛大研究 浦河べてるの家著 大月書店 2010 369.2/B39 世代論

60
ユニセフ・カンボジア事務所で働く : 国連若手職
員の3年間

藤原幸恵著 明石書店 2006 369.4/Y98 海外生活

61 なぜ日本の若者は自立できないのか 岡田尊司著 小学館 2010 370/N59 世代論

62
僕のこころを病名で呼ばないで : 思春期外来から
見えるもの

青木省三著 岩波書店 2005 371.4/B63 世代論

63
不登校からの海外留学 : 1200人のサポート経験か
らわかったこと

WSOセンター編著 学習研究社 2006 376.4/F97 海外生活

64 オレゴン子連れ留学 : 女性記者奮戦記 井上純子著
産経新聞ニュース
サービス

2005 377.6/O71 海外生活

65 美女とは何か : 日中美人の文化史 張競著 晶文社 2001 382/B42 ファッション

66 アメリカ服飾社会史 濱田雅子著 東京堂出版 2009 383.1/A44 ファッション

67
アリスの服が着たい : ヴィクトリア朝児童文学と
子供服の誕生

坂井妙子著 勁草書房 2007 383.1/A76 ファッション

68 ファッションの歴史 : 西洋中世から19世紀まで
ブランシュ・ペイン著
; 古賀敬子訳

八坂書房 2006 383.1/F15 ファッション

69 服装の歴史 高田倭男著 中央公論新社 2005 383.1/F84 ファッション

70 衣服改良運動と服装改善運動 夫馬佳代子編著 家政教育社 2007 383.1/I22 ファッション

71 女性の服飾文化史 : 新しい美と機能性を求めて 日置久子著 西村書店 2006 383.1/J76 ファッション

72 近代日本の身装文化 : 「身体と装い」の文化変容 高橋晴子著 三元社 2005 383.1/Ki42 ファッション

73
コスプレする社会 : サブカルチャーの身体文化 =
The cosplay society : subculture and body culture

成実弘至編 せりか書房 2009 383.1/Ko89 世代論

74 モードの方程式 中野香織著 新潮社 2005 383.1/Mo13 ファッション

75
社会表象としての服飾 : 近代フランスにおける異
性装の研究

新實五穂著 東信堂 2010 383.1/Sh12 ファッション

76
楊貴妃になりたかった男たち : 「衣服の妖怪」の
文化誌

武田雅哉著 講談社 2007 383.1/Y74 ファッション

77 図説着物の歴史 橋本澄子編 河出書房新社 2005 383.1/Z8 ファッション

78 江戸美人の化粧術 陶智子著 講談社 2005 383.5/E24 ファッション

79
ヘアモードの時代 : ルネサンスからアールデコの
髪型と髪飾り

津田紀代編著 ; 駒田牧
子, 東野純子訳

ポーラ文化研究所 2005 383.5/H51 ファッション

80 ソウルソナタ : わたしのカレは韓国人!
金敬哲, 柴沼恵えん編
著

集英社 2005 384.7/So83 海外生活

81 美人は得をするか「顔」学入門 山口真美著 集英社 2010 469/B42 ファッション
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82 死化粧の時 : エンゼルメイクを知っていますか 小林光恵著 洋泉社 2009 492.9/Sh29 ファッション

83
社会病理としての摂食障害 : 若者を取り巻く痩せ志向文
化

牧野有可里著 風間書房 2006 493.7/Sh12 世代論

84 25歳女性起業家の号泣戦記 山口絵理子著 講談社 2007 589/H11 海外生活

85 中原淳一の「女学生服装帖」 中原淳一著 実業之日本社 2010 589/J61 ファッション

86
勝ち残りましょ、銀座で : 老舗「銀座テーラー」を再生さ
せた3代目女社長の手づくりビジネス

鰐渕美恵子著 徳間書店 2006 589/Ka12 ファッション

87 セカイと私とロリータファッション 松浦桃著 青弓社 2007 589/Se22 ファッション

88 下着の社会心理学 : 洋服の下のファッション感覚
菅原健介, cocoros研究
会著

朝日新聞出版 2010 589/Sh92 ファッション

89 下着選びは誰のため : 下着とその文化65年 立花律子著 KKベストセラーズ 2010 589/Sh92 ファッション

90
子供の生きる国 : 生んで育てて、ニッポン・イギリス・フラ
ンス

薗部容子著 新風舎 2005 599/Ko21 海外生活

91
「チーズ王国」物語 : 日本初の女性チーズ熟成士が誕
生するまで

久田早苗著 悠飛社 2002 648/C49 海外生活

92 婦国論 : 消費の国の女たち 小原直花著 弘文堂 2008 675/F73 世代論

93
ライフコース・マーケティング : 結婚、出産、仕事の選択
をたどって女性消費の深層を読み解く

青木幸弘, 女性のライフ
コース研究会編

日本経済新聞出版社 2008 675/R12 世代論

94
新女性マーケットHahako (ハハコ) 世代をねらえ! : 男が
知らない母娘の消費と恋と胸のウチ

牛窪恵, これからの家族
を考える会著

ダイヤモンド社 2006 675/Sh63 世代論

95 ソーシャル消費の時代 : 2015年のビジネス・パラダイム 上條典夫著 講談社 2009 675/So63 ファッション

96 観光人類学の挑戦 : 「新しい地球」の生き方 山下晋司著 講談社 2009 689/Ka56 海外生活

97 宝塚バカ一代 : おたくの花咲く頃 荷宮和子著 青弓社 2009 775/Ta51 ファッション

98 ケータイ小説的。 : "再ヤンキー化"時代の少女たち 速水健朗著 原書房 2008 910.2/Ke62 世代論

99 晶子とシャネル 山田登世子著 勁草書房 2006 911.1/A34 ファッション

100
おっと、その夢かなえなきゃ : 海外留学のススメ : 子連
れだってノー・プロブレム!

高橋きよみ著 東京図書出版会 2006 916/O89 海外生活

国立女性教育会館女性教育情報センター

住所：埼玉県比企郡嵐山町菅谷 728 番地（東武東上線武蔵嵐山駅より徒歩15分）

電話： 0493-62-6195     

電子メール: infodiv@nwec.jp

開室時間：9：00～17：00 ＊閉室日は会館ホームページにてご確認ください

女性教育情報センター所蔵資料検索：

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