
男女共同参画推進図書展2020　宮教大図書リスト

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号 キーワード 推薦教員

1 女と絵本と男 中川素子編 翰林書房 2009.4 019.5||ナ||5 ジェンダー 中地先生

2 ジェンダーの発達心理学 伊藤裕子編著 ミネルヴァ書房 2000.11 143.1||イ||1 ジェンダー

3 ジェンダーで学ぶ社会学 新版 伊藤公雄, 牟田和恵編 世界思想社 2006.11 361.04||イ||2 ジェンダー

4 ケータイの2000年代 : 成熟するモバイル社会 松田美佐, 土橋臣吾, 辻泉編 東京大学出版会 2014.1 361.45||マ||7 ジェンダー

5
歴史のなかの家族と結婚 : ジェンダーの視点から (叢書・「知」
の森:8)

伊集院葉子 [ほか] 著 森話社 2011.4 361.63||イ||1 ジェンダー

6 ジェンダーと女性 : 新装版 (シリーズ比較家族:第1期8) 田端泰子, 上野千鶴子, 服藤早苗編 早稲田大学出版部 2004.10 361.63||シ||2-1-8 ジェンダー

7 「あなた」と「わたし」 : 内と外をへだてる知 伊東利勝編 愛知大学人文社会学研究所 2019.3 361.8||イ||3 ジェンダー

8 なぜ女性はケア労働をするのか : 性別分業の再生産を超えて 山根純佳著 勁草書房 2010.2 366.38||ヤ||2 ジェンダー

9
女性学・男性学 : ジェンダー論入門 改訂版 (有斐閣アル
マ:Interest)

伊藤公雄, 樹村みのり, 國信潤子著 有斐閣 2011.5 367||イ||10 ジェンダー

10 大人になる前のジェンダー論 浅野富美枝 [ほか] 編著 はるか書房/星雲社 (発売) 2010.4 367.2||ア||5 ジェンダー

11 21世紀のジェンダー論 改訂版 池内靖子, 二宮周平, 姫岡とし子編 晃洋書房 2004.7 367.2||イ||8 ジェンダー

12 ジェンダーの社会学 新訂 (放送大学教材:1530402-1-0811) 伊藤公雄著 放送大学教育振興会 2008.3 367.2||イ||11 ジェンダー

13
女性学・男性学 : ジェンダー論入門 第3版 (有斐閣アル
マ:Interest)

伊藤公雄, 樹村みのり, 國信潤子著 有斐閣 2019.4 367.2||イ||16 ジェンダー 川崎先生

14 はじめて学ぶジェンダー論 [正] 伊田広行著 大月書店
2004.3-
2006.3

367.2||イ||10-1 ジェンダー

15 はじめて学ぶジェンダー論 続 伊田広行著 大月書店
2004.3-
2006.3

367.2||イ||10-2 ジェンダー

16 ジェンダーと社会理論 江原由美子, 山崎敬一編 有斐閣 2006.12 367.2||エ||2 ジェンダー

17 ジェンダーの社会学入門 (岩波テキストブックス:α) 江原由美子, 山田昌弘著 岩波書店 2008.4 367.2||エ||5 ジェンダー

18 彼女の「正しい」名前とは何か : 第三世界フェミニズムの思想 岡真理著 青土社 2000.9 367.2||オ||7 ジェンダー

19 ジェンダーフリーの復権 : 男女共同参画社会へのステップ 奥山和弘著 新風舎 2005.7 367.2||オ||11 ジェンダー

20 ジェンダー (図解雑学 : 絵と文章でわかりやすい!) 加藤秀一, 石田仁, 海老原暁子著 ナツメ社 2005.3 367.2||カ||6 ジェンダー

21 教育/家族をジェンダーで語れば 木村涼子, 小玉亮子著 白澤社/現代書館 (発売) 2005.8 367.2||キ||4 ジェンダー

22
よくわかるジェンダー・スタディーズ : 人文社会科学から自然科
学まで (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)

木村涼子, 伊田久美子, 熊安貴美江
編著

ミネルヴァ書房 2013.3 367.2||キ||6 ジェンダー

23
紅一点論 : アニメ・特撮・伝記のヒロイン像 (ちくま文庫:[さ-13-
2])

斎藤美奈子著 筑摩書房 2001.9 367.2||サ||2 ジェンダー

24 ジェンダーがわかる。 (AERA MOOK:78) 朝日新聞社 2002.4 367.2||シ||11 ジェンダー

25 女性とメディア (ムーブ叢書. ジェンダー白書:3)
北九州市立男女共同参画センター"

ムーブ"編
明石書店 2005.3 367.2||シ||8-3 ジェンダー

26
ジェンダーフリーを共同で学ぶ : 「実践」につなぐ講座の記録
(シリーズ〈女性問題をまなぶ〉:2)

学びを行動にうつす女たちの会著 新水社 2001.3 367.2||シ||9-2 ジェンダー

27 お笑いジェンダー論 瀬地山角著 勁草書房 2001.12 367.2||セ||3 ジェンダー

28 ジェンダー学への道案内 高橋準著 北樹出版 2006.10 367.2||タ||9 ジェンダー

29 この星は、私の星じゃない 田中美津著 岩波書店 2019.5 367.2||タ||13 ジェンダー

30 ジェンダー学を学ぶ人のために 日本ジェンダー学会編 世界思想社 2000.4 367.2||ニ||5 ジェンダー

31
ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた : あなたがあな
たらしくいられるための29問

一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一
同著

明石書店 2019.6 367.2||ヒ||3 ジェンダー

32 男女平等への道 古舘真 [著] 明窓出版 2000.2 367.2||フ||12 ジェンダー

33 知っていますか?ジェンダーと人権一問一答 第2版 船橋邦子著 解放出版社 2006.12 367.2||フ||13 ジェンダー

34 女たちのテロル ブレイディみかこ著 岩波書店 2019.5 367.2||フ||16 ジェンダー

35 女の子は本当にピンクが好きなのか (河出文庫:[ほ14-1]) 堀越英美著 河出書房新社 2019.10 367.2||ホ||2 ジェンダー

36 ジェンダー史とは何か
ソニア・O・ローズ著/長谷川貴彦, 兼

子歩訳
法政大学出版局 2016.12 367.2||ロ||1 ジェンダー

37
お姫様とジェンダー : アニメで学ぶ男と女のジェンダー学入門
(ちくま新書:415)

若桑みどり著 筑摩書房 2003.6 367.2||ワ||3 ジェンダー 中地先生

38 女子のたしなみと日本近代 : 音楽文化にみる「趣味」の受容 歌川光一著 勁草書房 2019.3 367.21||ウ||4 ジェンダー

39 「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を。 小川たまか著 タバブックス 2018.7 367.21||オ||9 ジェンダー

40 現代日本女性史 : フェミニズムを軸として 鹿野政直著 有斐閣 2004.6 367.21||カ||3 ジェンダー

41 日本のポストフェミニズム : 「女子力」とネオリベラリズム 菊地夏野著 大月書店 2019.2 367.21||キ||2 ジェンダー

42
性差とは何か : ジェンダー研究と生物学の対話 (学術会議叢
書:14)

日本学術協力財団編集/金澤一郎
[ほか執筆]

日本学術協力財団 2008.1 367.21||セ||5 ジェンダー

宮城教育大学附属図書館図書
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43 女女格差 橘木俊詔著 東洋経済新報社 2008.6 367.21||タ||5 ジェンダー

44 男たち/女たちの恋愛 : 近代日本の「自己」とジェンダー 田中亜以子著 勁草書房 2019.3 367.21||タ||6 ジェンダー

45 「少女」像の誕生 : 近代日本における「少女」規範の形成 渡部周子著 新泉社 2007.12 367.21||ワ||3 ジェンダー

46 中国女性史入門 : 女たちの今と昔 増補改訂版 関西中国女性史研究会編 人文書院 2014.2 367.22||カ||1 ジェンダー

47 ジェンダーで読む「韓流」文化の現在
城西国際大学ジェンダー・女性学研究

所編
現代書館 2006.8 367.22||シ||1 ジェンダー

48 イスラームとジェンダー : 現代イランの宗教論争
ズィーバー・ミール=ホセイニー著/中

西久枝 [ほか] 訳
明石書店 2004.6 367.22||ミ||1 ジェンダー

49 女も男も生きやすい国、スウェーデン (岩波ジュニア新書:846) 三瓶恵子著 岩波書店 2017.1 367.23||サ||1 ジェンダー

50
戦う女、戦えない女 : 第一次世界大戦期のジェンダーとセク
シュアリティ (レクチャー : 第一次世界大戦を考える)

林田敏子著 人文書院 2013.5 367.23||ハ||1 ジェンダー

51 切除されて キャディ著/松本百合子訳
ヴィレッジブックス/ソニー・マガジンズ

(発売)
2007.5 367.24||キ||1 ジェンダー

52 ライフコースとジェンダーで読む家族 第3版 (有斐閣コンパクト) 岩上真珠著 有斐閣 2013.12 367.3||イ||11 ジェンダー

53
明治の結婚明治の離婚 : 家庭内ジェンダーの原点 (角川選
書:388)

湯沢雍彦著 角川学芸出版/角川書店 (発売) 2005.12 367.4||ユ||1 ジェンダー

54 ジェンダーフリー・性教育バッシング : ここが知りたい50のQ&A 浅井春夫 [ほか] 編著 大月書店 2003.12 367.9||ア||6 ジェンダー

55
ヒューマン・セクソロジー : 生きていること、生きていくこと、もっ
と深く考えたい 改訂新版

狛潤一 [ほか] 著 子どもの未来社 2020.7 367.9||ヒ||3 ジェンダー
鎌田先生
川崎先生

56
女子高生の裏社会 : 「関係性の貧困」に生きる少女たち (光文
社新書:711)

仁藤夢乃著 光文社 2014.8 368.7||ニ||3 ジェンダー 船山先生

57 「子どもの貧困」を問いなおす : 家族・ジェンダーの視点から 松本伊智朗編/湯澤直美 [ほか] 著 法律文化社 2017.10 369.4||マ||11 ジェンダー

58 ジェンダーで学ぶ教育 天野正子, 木村涼子編 世界思想社 2003.4 370.4||ア||16 ジェンダー

59 高校生のこころとジェンダー (ハイスクールウォーズ:1) 鍋島祥郎著 解放出版社 2003.12 371.47||ナ||3 ジェンダー

60
教師の声を聴く : 教職のジェンダー研究からフェミニズム教育
学へ

浅井幸子 [ほか] 編著 学文社 2016.10 374.3||キ||17 ジェンダー

61 多文化共生のためのシティズンシップ教育実践ハンドブック
多文化共生のための市民性教育研究

会編著
明石書店 2020.3 375.31||タ||5 ジェンダー

62 いじめ・ジェンダーと道徳教科書 : どう読む、どう使う 大和久勝, 今関和子, 笠原昭男著 クリエイツかもがわ 2019.8 375.35||オ||16 ジェンダー

63 ジェンダーと言葉の教育 : 男の子・女の子の枠組みを超えて 牛山恵著 国土社 2014.2 375.82||ウ||2 ジェンダー 中地先生

64
なぜジェンダー教育を大学でおこなうのか : 日本と海外の比較
から考える

村田晶子, 弓削尚子編著 青弓社 2017.6 377.15||ム||1 ジェンダー

65 趣味とジェンダー : 「手づくり」と「自作」の近代 神野由紀, 辻泉, 飯田豊編著 青弓社 2019.6 384.8||シ||1 ジェンダー

66 ジェンダーで学ぶ文化人類学 田中雅一, 中谷文美編 世界思想社 2005.1 389.04||タ||1 ジェンダー

67
ジェンダーで問い直す暮らしと文化 : 新しい生活文化学への挑
戦 (奈良女子大学叢書:4)

奈良女子大学生活文化学研究会編 敬文舎 2019.3 590||ナ||6 ジェンダー

68
よくわかるスポーツとジェンダー (やわらかアカデミズム・「わか
る」シリーズ)

飯田貴子, 熊安貴美江, 來田享子編
著

ミネルヴァ書房 2018.5 780||イ||15 ジェンダー

69 現代の語彙 : 男女平等の時代 (シリーズ「日本語の語彙」:7) 田中牧郎編/森山由紀子 [ほか] 著 朝倉書店 2019.4 814.04||シ||1-7 ジェンダー

70
お砂糖とスパイスと爆発的な何か : 不真面目な批評家による
フェミニスト批評入門

北村紗衣著 書肆侃侃房 2019.6 904||キ||5 ジェンダー

71 ねむり姫がめざめるとき : フェミニズム理論で児童文学を読む
ロバータ・シーリンガー・トライツ著/[織

田まゆみほか訳]
阿吽社 2002.7 909.3||ト||2 ジェンダー

72 日本のヤバい女の子 はらだ有彩著 柏書房 2018.6 910.2||ハ||3-1 ジェンダー

73 静かなる抵抗 (日本のヤバい女の子:[2]) はらだ有彩著 柏書房 2019.9 910.2||ハ||3-2 ジェンダー

74 「少女小説」の生成 : ジェンダー・ポリティクスの世紀 久米依子著 青弓社 2013.6 910.26||ク||27 ジェンダー 中地先生

75 一葉以後の女性表現 : 文体 (スタイル)・メディア・ジェンダー 関礼子著 翰林書房 2003.11 910.26||セ||22 ジェンダー

76 82年生まれ、キム・ジヨン チョ・ナムジュ著/斎藤真理子訳 筑摩書房 2018.12 929.13||チ||2 ジェンダー 川崎先生

77 シェイクスピア劇とジェンダー・アイデンティティ 伊藤洋子著 近代文芸社 2008.12 932||イ||10 ジェンダー

78 プレゼントはたからもの (ジェンダー・フリーってなあに?:1) 草谷桂子文/鈴木まもる絵 大月書店 2003.5 J3||シ||14-1 ジェンダー

79 おきゃくさんはいませんか? (ジェンダー・フリーってなあに?:2) 草谷桂子文/鈴木まもる絵 大月書店 2003.5 J3||シ||14-2 ジェンダー

80 ぼくはよわむし? (ジェンダー・フリーってなあに?:3) 草谷桂子文/鈴木まもる絵 大月書店 2003.5 J3||シ||14-3 ジェンダー

81 こんなのへんかな? (ジェンダー・フリーの絵本:1) 村瀬幸浩文/高橋由為子絵 大月書店 2001.1 J3||シ||11-1 ジェンダー

82 生きるってすてき (ジェンダー・フリーの絵本:2) 橋本紀子文/高橋由為子絵 大月書店 2001.1 J3||シ||11-2 ジェンダー

83 働くってたのしい (ジェンダー・フリーの絵本:3) 朴木佳緒留文/もりお勇絵 大月書店 2001.2 J3||シ||11-3 ジェンダー

84 女と男 これまで、これから (ジェンダー・フリーの絵本:4) 中嶋みさき文/もりお勇絵 大月書店 2001.3 J3||シ||11-4 ジェンダー

85 いろんな国、いろんな生き方 (ジェンダー・フリーの絵本:5)
伊田広行, 堀口悦子文/石橋富士子

絵
大月書店 2001.4 J3||シ||11-5 ジェンダー

86 学びのガイド (ジェンダー・フリーの絵本:6) 田代美江子編 大月書店 2001.4 J3||シ||11-6 ジェンダー
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87 学校で教えない性教育の本 (ちくまプリマー新書:009) 河野美香著 筑摩書房 2005.3 367.9||カ||7 性教育

88
生まれてくるってどんなこと? : あなたと考えたい生と性のこと
(中学生の質問箱)

川松泰美著 平凡社 2013.3 367.9||カ||9 性教育

89 10代の性行動と日本社会 : そしてWYSH教育の視点 木原雅子著 ミネルヴァ書房 2006.2 367.9||キ||3 性教育

90 ティーンズ・ボディーブック 新装改訂版 北村邦夫著/伊藤理佐イラスト 中央公論新社 2013.12 367.9||キ||4 性教育

91
イラスト版10歳からの性教育 : 子どもとマスターする51の性の
しくみと命のだいじ

"人間と性"教育研究所著/高柳美知
子編

合同出版 2008.8 367.9||タ||9 性教育

92 お母さん!学校では防犯もSEXも避妊も教えてくれませんよ! のじまなみ著 辰巳出版 2018.12 367.9||ノ||1 性教育

93 こんなに違う!世界の性教育 (メディアファクトリー新書:026) 橋本紀子 [ほか] 著 メディアファクトリー 2011.4 367.9||ハ||11 性教育

94
おうち性教育はじめます : 一番やさしい!防犯・SEX・命の伝え
方 (MF comic essay)

フクチマミ, 村瀬幸浩著 KADOKAWA 2020.3 367.9||フ||3 性教育 鎌田先生

95 性のこと、わが子と話せますか? (集英社新書:0404E) 村瀬幸浩著 集英社 2007.8 367.9||ム||5 性教育

96
思春期からの子ども虐待予防教育 : 保健・福祉・教育専門職
が教える、親になる前に知っておいてほしいこと

森岡満恵著 明石書店 2018.12 369.4||モ||5 性教育

97
日本の教育はまちがっている! : グローバル化時代に生きるた
めに

戸塚悦朗著
アジェンダ・プロジェクト/星雲社 (発

売)
2013.10 372.1||ト||3 性教育

98 エッチのまわりにあるもの : 保健室の社会学 すぎむらなおみ著 解放出版社 2011.3 374.97||ス||2 性教育

99
性教育はどうして必要なんだろう? : 包括的性教育をすすめる
ための50のQ&A

浅井春夫, 艮香織, 鶴田敦子編著 大月書店 2018.8 375.49||ア||7 性教育

100
10代の性をめぐる現状と性の学力形成 : 今日の社会で確かな
性の学びを育むために

数見隆生編著 かもがわ出版 2010.8 375.49||カ||24 性教育 鎌田先生

101
人体の不思議と性教育 : 基礎基本を授業する (TOSS緊急問
題をこう授業する 1・3・5時間のコース別プラン:1)

向山・小森型理科研究会, 新牧賢三
郎編

明治図書出版 2004.11 375.49||ム||5 性教育

102 0歳からはじまるオランダの性教育 リヒテルズ直子著 日本評論社 2018.6 375.49||リ||2 性教育

103
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー : the real British
secondary school days

ブレイディみかこ著 新潮社 2019.6 376.3||フ||2 性教育 船山先生

104 校則なくした中学校たったひとつの校長ルール 西郷孝彦著 小学館 2019.11 376.38||サ||1 性教育 船山先生

105
性と生の支援 : 性の悩みやとまどいに向き合う (発達障害の子
の子育て相談:5)

伊藤修毅編/“人間と性"教育研究協
議会障害児・者サークル著

本の種出版 2016.9 378||イ||73 性教育

106
自閉スペクトラム症のある子への性と関係性の教育 : 具体的
なケースから考える思春期の支援

川上ちひろ著 金子書房 2015.3 378||カ||61 性教育

107 はじめて学ぶLGBT : 基礎からトレンドまで 石田仁著 ナツメ社 2019.2 367.9||イ||8 LGBT 勝又先生

108
ゲイのボクから伝えたい「好き」のハテナ?がわかる本 : みんな
が知らないLGBT 第2版

石川大我著 太郎次郎社エディタス 2015.5 367.9||イ||9 LGBT

109 LGBTってなんだろう? : からだの性・こころの性・好きになる性 藥師実芳 [ほか] 著 合同出版 2014.9 367.9||エ||4 LGBT

110
先生と親のためのLGBTガイド : もしあなたがカミングアウトされ
たなら

遠藤まめた著 合同出版 2016.7 367.9||エ||5 LGBT

111 セクシュアル・マイノリティQ&A
LGBT支援法律家ネットワーク出版プ

ロジェクト編著
弘文堂 2016.7 367.9||エ||6 LGBT

112 LGBTをめぐる法と社会 谷口洋幸編著 日本加除出版 2019.10 367.9||タ||10 LGBT

113 LGBTQを知っていますか? : “みんなと違う"は“ヘン"じゃない 日高庸晴監著/星野慎二ほか著 少年写真新聞社 2015.12 367.9||ヒ||1 LGBT

114 13歳から知っておきたいLGBT+ アシュリー・マーデル著/須川綾子訳 ダイヤモンド社 2017.11 367.9||マ||4 LGBT 勝又先生

115 LGBTを読みとく : クィア・スタディーズ入門 (ちくま新書:1242) 森山至貴著 筑摩書房 2017.3 367.9||モ||2 LGBT

116
LGBTってなんだろう? : 自認する性・からだの性・好きになる
性・表現する性 改訂新版

藥師実芳, 笹原千奈未, 古堂達也, 小
川奈津己著

合同出版 2019.5 367.9||ヤ||7 LGBT

117
LGBT問題と教育現場 : いま、わたしたちにできること (早稲田
教育ブックレット:no. 13)

早稲田大学教育総合研究所監修 学文社 2015.3 367.9||ワ||3 LGBT

118 性の多様性ってなんだろう? (中学生の質問箱) 渡辺大輔著 平凡社 2018.6 367.9||ワ||4 LGBT

119 カミングアウト・レターズ : 子どもと親、生徒と教師の往復書簡 RYOJI, 砂川秀樹編 太郎次郎社エディタス 2007.12 367.9||リ||2 LGBT 勝又先生

120 日本と世界のLGBTの現状と課題 : SOGIと人権を考える LGBT法連合会編 かもがわ出版 2019.6 367.9||セ||11 LGBT 勝又先生

121
セクシュアルマイノリティ : 同性愛、性同一性障害、インター
セックスの当事者が語る人間の多様な性 第3版

セクシュアルマイノリティ教職員ネット
ワーク編著/ロニー・アレキサンダー

[ほか] 著
明石書店 2012.9 367.9||セ||12 LGBT 勝又先生

122
性別に違和感がある子どもたち : トランスジェンダー・SOGI・性
の多様性 (子どものこころの発達を知るシリーズ:07)

康純編著 合同出版 2017.6 493.93||コ||9-7 LGBT

123 ボクたちのBL論 (河出文庫:[さ41-1]) サンキュータツオ, 春日太一著 河出書房新社 2018.11 726.1||サ||2 LGBT

124 ダブルハッピネス 杉山文野著 講談社 2006.5 916||ス||7 LGBT

125 マタハラ問題 (ちくま新書:1164) 小酒部さやか著 筑摩書房 2016.1 366.38||オ||6 ハラスメント

126 セクシュアル・ハラスメント : キャンパスから職場まで
明治学院大学法学部立法研究会編/

宮田加久子[ほか著]
信山社出版 2000.10 367.2||メ||2 ハラスメント

127
はじめよう!SOGIハラのない学校・職場づくり : 性の多様性に関
するいじめ・ハラスメントをなくすために

「なくそう!SOGIハラ」実行委員会編 大月書店 2019.7 367.9||ナ||3 ハラスメント

128
学校ハラスメント : 暴力・セクハラ・部活動--なぜ教育は「行き
過ぎる」か (朝日新書:709)

内田良著 朝日新聞出版 2019.3 372.1||ウ||10 ハラスメント

129
スクールセクハラ : なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるの
か

池谷孝司著 幻冬舎 2014.10 374.3||イ||22 ハラスメント 川崎先生
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No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号 キーワード 推薦教員

130
大学における学生相談・ハラスメント相談・キャリア支援 : 学生
相談体制・キャリア支援体制をどう整備・充実させるか

東北大学高等教育開発推進センター
編

東北大学出版会 2008.3 377.9||ト||2 ハラスメント

131 21世紀の女性と仕事 (放送大学教材:1541005-1-0611) 大沢真知子, 原田順子編著 放送大学教育振興会 2006.3 366.38||オ||2 男女共同参画

132
International perspectives on gender equality & social
diversity

edited by Miyoko Tsujimura Tohoku University Press 2008 367.2||T||1 男女共同参画

133
Q&A男女共同参画/ジェンダーフリー・バッシング : バックラッ
シュへの徹底反論

日本女性学会ジェンダー研究会編 明石書店 2006.6 367.2||ニ||4 男女共同参画

134 どこまで進んだ男女共同参画 (学術会議叢書:12) 日本学術協力財団編集 日本学術協力財団 2006.9 367.21||ニ||6 男女共同参画

135 ワンオペ育児 : わかってほしい休めない日常 藤田結子著 毎日新聞出版 2017.6 367.21||フ||6 男女共同参画

136
災害とジェンダー 基礎編 (男女共同参画の視点で実践する災
害対策:テキスト)

東日本大震災女性支援ネットワーク
研修プロジェクト担当編

東日本大震災女性支援ネットワーク 2013.3 369.3||ヒ||8 男女共同参画

137
キャリア形成に生涯学習をいかした女性たち (ヌエック・ブック
レット:3)

国立女性教育会館編 [国立女性教育会館] 2004.3 379||ヌ||1-3 男女共同参画

138 ひきこもる女性たち (ベスト新書:510) 池上正樹著 ベストセラーズ 2016.5 493.7||イ||3 男女共同参画

139
女たちが動く : 東日本大震災と男女共同参画視点の支援 :
from Miyagi

みやぎの女性支援を記録する会編著 生活思想社 2012.5 369.31||ミ||9 男女共同参画

140 ジェンダーと法 辻村みよ子著 不磨書房/信山社 (発売) 2005.3 320.4||ツ||2 法律

141 憲法とジェンダー : 男女共同参画と多文化共生への展望 辻村みよ子著 有斐閣 2009.12 323.01||ツ||1 法律

142 レクチャージェンダー法 (αブックス) 犬伏由子, 井上匡子, 君塚正臣編 法律文化社 2012.4 367.2||イ||14 法律 滝沢先生

143 フェミニストたちの政治史 : 参政権, リブ, 平等法 大嶽秀夫著 東京大学出版会 2017.2 367.2||オ||12 法律

144 ジェンダー法学入門 第3版 (HBB+) 三成美保 [ほか] 著 法律文化社 2019.5 367.2||シ||16 法律 滝沢先生

145 母性愛という制度 : 子殺しと中絶のポリティクス 田間泰子著 勁草書房 2001.8 367.2||タ||11 法律

146
ポジティヴ・アクション : 「法による平等」の技法 (岩波新書:新赤
版 1330)

辻村みよ子著 岩波書店 2011.9 367.2||ツ||1 法律

147
性と法律 : 変わったこと、変えたいこと (岩波新書:新赤版
1461)

角田由紀子著 岩波書店 2013.12 367.2||ツ||6 法律 滝沢先生

148 概説ジェンダーと法 : 人権論の視点から学ぶ 第2版 辻村みよ子著 信山社 2016.9 367.2||ツ||7 法律 滝沢先生

149 Gender & law in Japan eds., Miyoko Tsujimura & Emi Yano Tohoku University Press 2007 367.21||T||1 法律

150 少女少年のポリティクス 飯田祐子 [ほか] 編著 青弓社 2009.2 367.6||シ||12 法律 中地先生

図書館内には他にも関連図書が多数あります。以下の分類を参考に、探してみてください。

143.1 両性の心理 367.5 男性．男性論

143.5 女性心理 367.6 児童・青少年問題

152 家族倫理．性倫理 367.9 性問題．性教育

361.63 家族（社会学） 368.64 性犯罪

366.31 男女雇用機会均等法 369.25 女性福祉

366.38 婦人労働 375.49 保健．体育科（性教育）

367 家族問題．男性・女性問題 384.7 性（民俗学）

367.1 女性．女性論 467.3 性（生物学）

367.2 女性史・事情 494.99 性病

367.3 家．家族関係 495 婦人科学．産科学


