
  



GENKI BOOKS 
２０１９.９.１０-2019.１２.12 

 

 

GENKI BOOKS は、定期的にリニューアルしています。 

 

今回のテーマは 

『フィンランド、ジェンダー、福祉』です。 

全て閲覧及び貸出ができますので、この機会に是非ご活用ください。 

 

東京大学では、男女共同参画基本計画に基づき様々な取り組みが進

んでいます。工学・情報理工学図書館は、男女共同参画関連図書の

コーナーを工 2 号館図書室に設けました。 

このコーナーの名前は、2010 年に設置された駒場図書館に同じく

"GENKI BOOKS" で す 。 “ GENKI BOOKS” は 、 “ Gender 

Equality：No-nonsense Knowledge and Information”の頭

文字です。このサービスは、国立女性教育会館と連携して実施して

います。 
 

<<これまでのテーマ>> 

第 1 回 理系女子、日本のジェンダー、女性建築家 

第 2 回 理系女子、日本のジェンダー、女性と政治、地理･地図 

第 3 回 理系女子、日本のジェンダー、LGBT 

第 4 回 男性学、 日本のジェンダー、日本のポップカルチャー 

第５回 女性の起業 

第 6 回 女性の働き方 

第 7 回 事実婚、法律婚、家族法、離婚 

 

【設置場所】工 2 号館図書室（工学部 2 号館 5 階 52A） 

【利用期間】2019 年 9 月 10 日-2019 年 12 月 12 日 

【利用時間】平日 9:30-19:00（学外者は 17:00 まで） 

【問合せ先】東京大学工学・情報理工学図書館  

情報サービスチーム 

Tel.03-5841-6731(内線 26731) 

kogaku2@lib.u-tokyo.ac.jp 

http://library.t.u-tokyo.ac.jp GENKIBOOKS Flyer No.20180701 

安田講堂 

工学部 2 号館 

正門 赤門 
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書名 編著者名 出版年

北欧の公共図書館と生涯教育 弥吉 光長 1992.3

どこにもない国 : フィンランドの詩人エディス・セーデル
グラン(1892-1923) : 評伝越境する魂

三瓶 恵子 2011.2

ムーミンの生みの親、トーベ・ヤンソン Karjalainen Tuula 1942- 2014.9

女ひとり世界を往く Nawāl al-Saʿdāwī 1992.12

フィンランドという生き方 目莞 ゆみ 2005.12

Women and representation in local government :
international case studies

Pini Barbara 2011

グローバル化とジェンダー : 「女の視点」「男の視点」を超えた政策
を求めて : 「アジア・欧州対話:ジェンダーをめぐる課題」木更津会議
(2001年)

Colome Delfin 2002.5

特集家族・ジェンダーと社会政策 下夷 美幸 2001.11

生活時間の国際比較
日本放送協会放送文化調査研

究所世論調査部
1995.2

北欧の消費者教育 : 「共生」の思想を育む学校でのア
プローチ

Nordic Council of Ministers 2003.11

ジェンダー主流化と雇用戦略 : ヨーロッパ諸国の事例 Behning Ute 2003.11

北欧労働市場のジェンダー平等と職業分離 Anker Richard 1943- 2001.1

高齢化社会における雇用政策 : 日本とフィンランドの
比較研究

労働政策研究・研修機構国際研
究部研究交流課

2009.3

北欧の公共職業訓練制度と実態 労働政策研究・研修機構 2016.5

Decent working time : new trends, new issues Boulin Jean-Yves 2006

各国企業の働く女性たち : 取り巻く現状と未来展望 柴山 恵美子 2000.8

The national working-environment program
Finland. Ministry for Social

Affairs and Health
1985

フィンランドの女性労働 : 2005年度先進国派遣調査報
告書

女性と仕事の未来館 2006.3

Towards gender equity in Japanese and Nordic
Labour Markets : a tale of two paths

Melkas Helinä 2003

女性の自立と子どもの発達 : 北欧・フィンランドに学ぶ
その両立への道

橋本 紀子 1982.4

法・社会・身体の制度 喜納 育江 2015.2

Institutionalizing intersectionality : the changing nature
of European equality regimes

Krizsán Andrea 2012

Finnish debates on women's studies : women's worlds,
realities and choices

Simonen Leila 1990

Women in Finland Apo Satu 1999 printing

「シングル」で生きる : 人類学者のフィールドから 椎野 若菜 2010.1

境界を生きるシングルたち 椎野 若菜 2014.3

フィンランドにおける性的ライフスタイルの変容 : 3世代
200の自分史による調査研究

Haavio-Mannila Elina 2006.6

The role of education and information Kontula Osmo c2004



書名 編著者名 出版年

大介護時代を生きる : 長生きを心から喜べる社会へ 樋口 恵子 2012.12

フィンランドの高齢者ケア : 介護者支援・人材養成の
理念とスキル

笹谷 春美 2013.4

老いを歩む人びと : 高齢者の日常からみた福祉国家
フィンランドの民族誌

高橋 絵里香 2013.3

児童虐待防止法 : わが国の法的課題と各国の対応策 岩井 宜子 2002.3

子どもと家族にやさしい社会フィンランド : 未来へのい
のちを育む

渡辺 久子 2009.12

子どもの放課後を考える : 諸外国との比較でみる学童
保育問題

池本 美香 2009.12

理論的アプローチと各国の取組み 埋橋 孝文 2015.8

世界の女性の生き方 : 特集福祉 男女共生ネットTokushima 2005.3

新しい「教育格差」 増田 ユリヤ 2009.6

フィンランドの子育てと保育 : 安心・平等・社会の育み 藤井ニエメラ みどり 2007.7

北欧福祉諸国の就学前保育 山田 敏 2007.5

世界の幼児教育・保育改革と学力 泉 千勢 2008.5

世界の保育保障 : 幼保一体改革への示唆 = Early
childhood education and care in the world

椋野 美智子 2012.2

ヨーロッパの保育と保育者養成 Oberhuemer Pamela 2004.6

Women, universities, and change : gender equality in
the European Union and the United States

Sagaria Mary Ann Danowitz 2007

フィンランドの昔話 Rausmaa Pirkko-Liisa 1971.4

科学技術分野における女性研究者の能力発揮 : 科学
技術政策提言

三菱総合研究所 2003.3

科学技術分野における女性研究者の能力発揮 : 科学
技術政策提言

三菱総合研究所 2003.3

ジェンダー医学 : <高齢化=女性化>時代に向けて 芦田 みどり 2003.4

痴呆高齢者予備軍を対象にした痴呆認知教室モデル
事業報告書

長寿社会文化協会 2004.3

優生学と障害者 中村 満紀男 2004.2

フィンランドのネウボラに学ぶ母子保健のメソッド : 子
育て世代包括支援センターのこれから

横山 美江 2018.1

ソーシャル・キャピタルと健康政策 : 地域で活用するた
めに

Kawachi Ichiro 2013.8

こどもとまちづくり : 面白さの冒険 こどもとまちづくり研究会 1996.6

カレワラ : フィンランド叙事詩 Lönnrot  Elias 1976.8-1976.10

カレワラ : フィンランド叙事詩 Lönnrot  Elias 1976.8-1976.10

待ちのぞむ魂 : スーデルグランの詩と生涯 田辺 欧 2012.11

フィンランドの森の友だち 津村 喬 1994.12


