
国立女性教育会館借用図書

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号 キーワード

1 「同性愛嫌悪 (ホモフォビア) 」を知る事典 Tin Louis-Georges 明石書店 2013.7 367.9/H83 LGBT

2 同性婚のリアル 東 小雪 ポプラ社 2016.2 367.9/D88 LGBT

3 キッド : 僕と彼氏はいかにして赤ちゃんを授かったか Savage Dan みすず書房 2016.8 367.97/Ki12 LGBT

4 自分らしく生きる : 性別違和を乗り越えて 清水 展人 インスパイア 2016.11 289/J46 LGBT

5 LGBT法律相談対応ガイド 東京弁護士会LGBT法務研究部 第一法規 2017.2 367.9/L59 LGBT

6
孤独な世界の歩き方 : ゲイの心理カウンセラーの僕が
あなたに伝えたい7つのこと

村上 裕 イースト・プレス 2017.5 367.9/Ko21 LGBT

7 アメリカの社会変革 : 人種・移民・ジェンダー・LGBT Horne Y?ko 筑摩書房 2018.2 309.0253/A44 LGBT

8 江戸の女装と男装 渡邉 晃 青幻舎 2018.3 383.1/E24 LGBT

9 同性婚や同性パートナーシップ制度の可能性と課題 新・アジア家族法三国会議 日本加除出版 2018.6 324.62/D88 LGBT

10 いろいろいろんなかぞくのほん Hoffman Mary 1945- 少年写真新聞社 2018.1 367.3/I66 LGBT

11 ぼくがスカートをはく日 Polonsky Ami 学研プラス 2018.8 933.7/B63 LGBT

12
オレは絶対にワタシじゃない : トランスジェンダー逆襲
の記

遠藤 まめた はるか書房 2018.7 367.98/O71 LGBT

13
レインボーフラッグ誕生物語 : セクシュアルマイノリティ
の政治家ハーヴェイ・ミルク

Sanders Rob 汐文社 2018.4 367.9/R25 LGBT

14
そうだったのかLGBT : 歴史的な第一歩をともに踏み出
そう

LGBT理解増進会 エピック 2018.6 367.97/So15 LGBT

15 多様な性を生きる人のための防災ガイドブック 性と人権ネットワークESTO 性と人権ネットワークESTO 2017.1 369.3/Ta98 LGBT

16 ろう×LGBTQサポートブック Deaf LGBTQ Center Deaf LGBTQ Center 2018.5 367.9/R64 LGBT

17
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 太郎次郎社エディタス 2007.12 367.9/Ka37 LGBT

18 同性愛と同性婚の政治学 : ノーマルの虚像 Sullivan Andrew 1963- 明石書店 2015.6 367.9/D88 LGBT

19
ジェンダー・ポリティクスを読む : 表象と実践のあいだ
= Reading gender politics : between representation
and practice

村井 まや子 御茶の水書房 2010.2 367.2/J36 ジェンダー

20 実践の中のジェンダー : 法システムの社会学的記述 小宮 友根 新曜社 2011.9 367.2/J54 ジェンダー

21 ジェンダー・フリー保育 : 次世代育成のヒント 青野 篤子 多賀出版 2012.1 376.1/J36 ジェンダー

22 近代日本の国民統合とジェンダー 加藤 千香子 日本経済評論社 2014.6 210.6/Ki42 ジェンダー

23
ジェンダーとセックス : 精神療法とカウンセリングの現
場から

及川 卓 弘文堂 2016.2 146.8/J36 ジェンダー

24 仕事の人類学 : 労働中心主義の向こうへ 中谷 文美 世界思想社 2016.3 366/Sh29 ジェンダー

25 育児言説の社会学 : 家族・ジェンダー・再生産 天童 睦子 世界思想社 2016.4 361.63/I38 ジェンダー

26
女性から描く世界史 : 17～20世紀への新しいアプロー
チ

水井 万里子 勉誠出版 2016.3 209/J76 ジェンダー

27 ジェンダーと法の理論 日本法社会学会 有斐閣 2016.3 321.3/J36 ジェンダー

28 入門・子ども社会学 : 子どもと社会・子どもと文化 南本 長穂 ミネルヴァ書房 2015.4 367.6/N99 ジェンダー

29
明治維新とジェンダー : 変革期のジェンダー再構築と
女性たち

長野 ひろ子 明石書店 2016.6 210.6/Me25 ジェンダー

30
知識経済をジェンダー化する : 労働組織・規制・福祉
国家

Walby Sylvia ミネルヴァ書房 2016.8 366.2/C48 ジェンダー

31
「近代化」は女性の地位をどう変えたか : タンザニア農
村のジェンダーと土地権をめぐる変遷

田中 由美子 新評論 2016.1 611.9/Ki42 ジェンダー

32
宗教とジェンダーのポリティクス : フェミニスト人類学の
まなざし

川橋 範子 昭和堂 2016.11 160.4/Sh99 ジェンダー

33 社会学講義 橋爪 大三郎 筑摩書房 2016.9 361/Sh12 ジェンダー

34 社会学の考え方 Bauman Zygmunt 筑摩書房 2016.8 361/Sh12 ジェンダー

35
個人的なことと政治的なこと : ジェンダーとアイデンティ
ティの力学

井川 ちとせ 彩流社 2017.3 367.04/Ko39 ジェンダー

36 女性・人権・生きること : 過去を知り未来をひらく 天童 睦子 学文社 2017.5 367.1/J76 ジェンダー

37 ジェンダーの中世社会史 野村 育世 同成社 2017.5 210.4/J48 ジェンダー
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国立女性教育会館借用図書

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号 キーワード

38
都市郊外のジェンダー地理学 : 空間の変容と住民の
地域「参加」

関村 オリエ 古今書院 2018.2 291.0173/To72 ジェンダー

39 ジェンダーってなんのこと? DawsonJuno 創元社 2018.9 367.2/J36 ジェンダー

40
ジェンダー平等と多文化共生 : 複合差別を超えて : 東
北大学グローバルCOEプログラム「グローバル時代の
男女共同参画と多文化共生」

辻村 みよ子 東北大学出版会 2010.3 367.2/J36 ジェンダー

41 性教育学 荒堀 憲二 朝倉書店 2012.4 367.9/Se17 性教育

42
生まれてよかった! : 子どもにいのちの大切さを伝える
楽しい性教育の進め方

青木 智恵子 黎明書房 2012.6 367.9/U63 性教育

43 性と懲罰の歴史 Berkowitz Eric 原書房 2013.4 384.7/Se17 性教育

44
イラスト版発達に遅れのある子どもと学ぶ性のはなし :
子どもとマスターする性のしくみ・いのちの大切さ

伊藤 修毅 合同出版 2013.1 378/I63 性教育

45 ハタチまでに知っておきたい性のこと 橋本 紀子 大月書店 2014.4 367.9/H41 性教育

46 男子の性教育 : 柔らかな関係づくりのために 村瀬 幸浩 大修館書店 2014.5 367.9/D38 性教育

47 知的障害のある人たちの性と生の支援ハンドブック McCarthy Michelle 1962- クリエイツかもがわ 2014.11 369.2/C49 性教育

48 はなそうよ!恋とエッチ : みつけよう!からだときもち 杉村 直美 生活書院 2014.12 367.9/H28 性教育

49 性とこころ：特集第6回学術研究大会特集 エム・シー・ミューズ 2014.12 367.9/D26 性教育

50
中学生からの愛の授業 : 学校が教えてくれない「愛と
性」の話をしよう

宮台 真司 コアマガジン 2015.1 159/C62 性教育

51 恋するきみたちへ。 : ちっちゃい先生からのメッセージ 上村 茂仁 ふくろう出版 2013.1 367.9/Ko34 性教育

52 セックスと障害者 坂爪 真吾 イースト・プレス 2016.4 378/Se44 性教育

53 つつみかわあまるの独りよがりの性教育 池田 稔 ルネッサンス・アイ 2014.7 367.9/Ts94 性教育

54
今若者が危ない性感染症 : 青少年のための性感染症
の基礎知識

石 和久 慧文社 2016.8 494/I46 性教育

55
中高生に贈る現代性教育読本 : 充実した人生を送る
ために

永合 正和 文芸社 2013.4 367.9/C64 性教育

56 特集いま、学校に求められる性教育 学校保健教育研究会 健学社 2015.12 367.9/To43 性教育

57 感染症医が教える性の話 岩田 健太郎 筑摩書房 2016.12 367.9/Ka59 性教育

58 性表現規制の文化史 白田 秀彰 亜紀書房 2017.8 367.9/Se17 性教育

59 誰も教えてくれない大人の性の作法 (メソッド) 坂爪 真吾 光文社 2017.9 367.9/D41 性教育

60 障がいのある人の性 : 支援ガイドブック 坂爪 真吾 中央法規出版 2017.11 378/Sh95 性教育

61 少女のための性の話 三砂 ちづる ミツイパブリッシング 2018.5 367.99/Sh96 性教育

62
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 大月書店 2018.8 375.49/Se17 性教育

63 性とジェンダー : 個と社会をめぐるサイエンス 日経サイエンス編集部 日経サイエンス 2018.8 491.35/Se19 性教育

64 からだノート : 中学生の相談箱 徳永 桂子 大月書店 2013.6 367.9/Ka62 性教育

65
協働の子育てと学童保育 : 共同学童保育で育つ札幌
の子どもたち

宮崎 隆志 かもがわ出版 2010.1 369.4/Ky2 男女協働

66
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 英治出版 2011.7 366.7/W33 男女協働

67 近代家族のゆらぎと新しい家族のかたち 松信 ひろみ 八千代出版 2012.4 367.3/Ki42 男女協働

68
夫婦仲の経済学 : 皿洗いからセックスライフまで、妻と
夫の不満は経済理論で解決

Szuchman Paula 阪急コミュニケーションズ 2012.4 367.4/F53 男女協働

69
ふたりの子育てルール : 「ありがとう」の一言から始ま
るいい関係

治部 れんげ PHP研究所 2012.5 599/F97 男女協働

70 揺らぐ男性のジェンダー意識 : 仕事・家族・介護 目黒 依子 新曜社 2012.7 367/Y99 男女協働

71 共働きファミリーの仕事と子育て両立バイブル 日経DUAL編集部 日経BP社 2014.12 366.3/To61 男女協働

72
仕事と家庭の相互影響下における夫婦二者間コーピ
ング

黒澤 泰 風間書房 2014.11 367.4/Sh29 男女協働

73 共働き子育てを成功させる5つの鉄則 普光院 亜紀 集英社 2015.2 599/To61 男女協働

74
夫婦の数だけ存在する、さまざまなパートナーシップの
かたち

マドレボニータ マドレボニータ 2012.1 367.3/F53 男女協働

75 結婚と家族のこれから : 共働き社会の限界 筒井 淳也 光文社 2016.6 367.3/Ke29 男女協働

76 皿洗いするの、どっち? : 目指せ、家庭内男女平等! 山内 マリコ マガジンハウス 2017.2 367.4/Sa69 男女協働
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国立女性教育会館借用図書

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号 キーワード

77 女性学入門 : ジェンダーで社会と人生を考える 杉本 貴代栄 ミネルヴァ書房 2018.2 367.2/J76 男女協働

78
パパ入門ガイド : 家族を笑顔にする : プレパパ-3歳児
パパ

ファザーリング・ジャパン 池田書店 2018.1 599/P22 男女協働

79 ママにはなれないパパ 鈴木 おさむ マガジンハウス 2018.6 599/Ma41 男女協働

80 働く女性に贈る27通の手紙 小手鞠 るい 産業編集センター 2018.9 915.6/H42 男女協働

81
フランスにおける雇用と子育ての「自由選択」 : 家族政
策の福祉政治

千田 航 ミネルヴァ書房 2018.9 369.4/F92 男女協働

82
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 2015.11- 366.7/C42 男女協働

83 均等法をつくる 赤松 良子 勁草書房 2003.1 366.3/Ki46 男女協働

84 働きかたNext選ぶのはあなた 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 2016.4 366.29/H42 男女協働

85 「女子力」革命 : 人生100年時代を生きぬくために 萱野 稔人 東京書籍 2018.8 367.2/J78 男女協働

86
稼ぐ妻・育てる夫 : 夫婦の戦略的役割交換 : アメリカ
人52人のワーク・ライフ・バランス

治部 れんげ 勁草書房 2009.4 367.3/Ka74 男女協働

87 セクハラの誕生 : 日本上陸から現在まで 原山 擁平 東京書籍 2011.7 367.9/Se45 ハラスメント

88 マタニティハラスメント 溝上 憲文 宝島社 2013.11 366.3/Ma71 ハラスメント

89
ジェンダー・ハラスメントに関する心理学的研究 : 就業
女性に期待する「女性らしさ」の弊害

小林 敦子 風間書房 2015.3 366.3/J36 ハラスメント

90
アディクションと加害者臨床 : 封印された感情と閉ざさ
れた関係

藤岡 淳子 金剛出版 2016.1 146.8/A16 ハラスメント

91 ルポ福山郵便局セクハラ・パワハラ裁判 米今 達也 梅田出版 2016.2 366.3/R86 ハラスメント

92
すぐに役立つ図解とQ&Aでわかるセクハラ・パワハラ・
マタハラをめぐる法律とトラブル解決法130

加藤 知美 三修社 2016.7 336.4/Su49 ハラスメント

93 排除と差別の社会学 好井 裕明 有斐閣 2016.9 361.8/H15 ハラスメント

94 職場のハラスメント : なぜ起こり、どう対処すべきか 大和田 敢太 中央公論新社 2018.2 366.3/Sh96 ハラスメント

95
裁判例や通達から読み解くマタニティ・ハラスメント : 決
定版 : 引き起こさないための対応実務

小山 博章 労働開発研究会 2018.2 366.38/Ma71 ハラスメント

96
職場の人権 基本の「き」 : 人権の視点をもって仕事に
取り組む

人権教育啓発推進センター 人権教育啓発推進センター 2017.2 366.3/Sh96 ハラスメント

97
わかりやすいセクシュアルハラスメント妊娠・出産、育
児休業等に関するハラスメント新・裁判例集

21世紀職業財団 21世紀職業財団 2018.4 366.3/W25 ハラスメント

98 考えよう!ハラスメント 三木 啓子 アトリエエム 2018.4 366.3/Ka54 ハラスメント

99 パワーハラスメント 岡田 康子 日本経済新聞出版社 2018.8 366.3/P28 ハラスメント

100
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 : 暴力行為等にお
困りの方はご相談下さい

日本スポーツ振興センター第三
者相談・調査委員会

日本スポーツ振興センター第三
者相談・調査委員会

2016.6 780/Su75 ハラスメント
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宮城教育大学図書

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号 キーワード

1 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

2
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

3 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

4
セクシュアル・マイノリティー入門ハンドブック : 親と教師のため
の

"共生社会をつくる"セクシュアル・マイノリ
ティ支援全国ネットワーク編

つなかんぱにー 2011.3 367.9||キ||6 LGBT

5
セクシュアル・マイノリティへの心理的支援 : 同性愛、性同一性
障害を理解する

針間克己, 平田俊明編著 岩崎学術出版社 2014.8 367.9||ハ||12 LGBT

6 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

7
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

8 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

9
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

10 ジェンダー教育の未来を拓く
愛知教育大学男女共同参画委員会

編
愛知教育大学出版会 2018.3 367.2||ア||6 教育と性

11
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 教育と性

12 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 教育と性

13 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 教育と性

14 思春期Q&A : OPEN HOUSE スタッフから133のメッセージ 日本家族計画協会 2006.5 367.9||キ||5 教育と性

15
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 教育と性

16 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 教育と性

17
おんなのこってなあに?おとこのこってなあに? : はじめてであう
性の本 (かがくのほん. 2才からおとなまで)

ステファニー・ワックスマン著/山本直
英訳

福音館書店 1992.6 367.9||ワ||1 教育と性

18
あなたのクラスはジェンダー・フリー? : 若い世代の教師のため
に

東京女性財団 1995.6 367.9||ワ||2 教育と性

19 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 教育と性

20 ジェンダーと教育 (教育学年報:7) 藤田英典 [ほか] 編 世織書房 1999.9 370.4||キ||11-7 教育と性

21 ジェンダーと教育 : 男女別学・共学論争を超えて
ハンネローレ・ファウルシュティッヒ=

ヴィーラント著/池谷壽夫監訳
青木書店 2004.1 371.23||フ||2 教育と性

22 学校文化とジェンダー 木村涼子著 勁草書房 1999.10 371.3||キ||10 教育と性

23 子どもと性 (リーディングス日本の教育と社会:7) 浅井春夫編著 日本図書センター 2007.6 371.3||リ||1-7 教育と性

24 ジェンダーと教育 (リーディングス日本の教育と社会:16) 木村涼子編著 日本図書センター 2009.5 371.3||リ||1-16 教育と性

25 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 教育と性

26 教科書にみる世界の性教育
橋本紀子, 池谷壽夫, 田代美江子編

著
かもがわ出版 2018.2 372||ハ||3 教育と性

27
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 教育と性

28 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 教育と性

29
ジェンダー/セクシュアリティの教育を創る : バッシングを超え
る知の経験

浅井春夫 [ほか] 著 明石書店 2006.4 375||ア||32 教育と性

30
「ジェンダー文化と学習」理論と方法 (総合的学習への提言 :
教科をクロスする授業:2)

朴木佳緒留著 明治図書出版 1996.9 375||ソ||2-2 教育と性

31 実践ジェンダー・フリー教育 : フェミニズムを学校に 小川真知子, 森陽子編著 明石書店 1998.4 375.04||オ||1 教育と性

32 学校をジェンダー・フリーに 亀田温子, 舘かおる編著 明石書店 2000.6 375.04||カ||1 教育と性

33
ジェンダー・トラック : 青年期女性の進路形成と教育組織の社
会学

中西祐子著 東洋館出版社 1998.2 375.2||ナ||3 教育と性

34 性に早熟な子との対話 (ブックレット小学生との対話:7) 坂本光男編/深沢秀行, 熊谷康正著 明治図書出版 1992.8 375.2||フ||4-7 教育と性

35
性に強い関心をもつ生徒との対話 (ブックレット中学生との対
話:7)

坂本光男編/高橋尚子著 明治図書出版 1992.8 375.2||フ||5-7 教育と性

36
思春期の性教育 : よくわかる男子の性・女子の性 : 小学校高
学年から高校まで

田村通子著 東山書房 2011.8 375.49||タ||42 教育と性

37 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 教育と性

38 家庭科、男も女も! : こうして拓いた共修への道 家庭科の男女共修をすすめる会 編 ドメス出版 1997.3 375.5||カ||14 教育と性

39
教科と教師のジェンダー文化 : 家庭科を学ぶ・教える女と男の
現在

堀内かおる著 ドメス出版 2001.7 375.5||ホ||4 教育と性

40 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 教育と性

宮城教育大学附属図書館図書
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41 教科書の中の男女差別 伊東良徳 [ほか] 著 明石書店 1991.6 375.9||イ||9 教育と性

42
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 教育と性

43 ジェンダーと社会教育 (日本の社会教育:第45集) 日本社会教育学会編 東洋館出版社 2001.9 379||ニ||1-45 教育と性

44 ジェンダーと成人教育 高橋満, 槇石多希子編著 創風社 2005.4 379.46||タ||1 教育と性

45 女性問題学習の研究 村田晶子著 未來社 2006.12 379.46||ム||1 教育と性

46 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

47
ジェンダー概念がひらく視界 : バックラッシュを超えて (唯物論
研究年誌:第11号)

唯物論研究協会編 唯物論研究協会/青木書店(発売) 2006.10 111.6||ユ||3-11 ジェンダー

48 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

49 女子の人間関係 : 整理整頓 水島広子著 サンクチュアリ出版 2014.4 143.5||ミ||1 ジェンダー

50 ジェンダー史 (新体系日本史:9) 大口勇次郎, 成田龍一, 服藤早苗編 山川出版社 2014.7 210.08||シ||13-9 ジェンダー

51 生きながら火に焼かれて スアド著/松本百合子訳 ソニー・マガジンズ 2004.4 289.3||ス||5 ジェンダー

52 女の人権宣言 : フランス革命とオランプ・ドゥ・グージュの生涯 オリヴィエ・ブラン著/辻村みよ子訳 岩波書店 1995.12 289.3||フ||11 ジェンダー

53 ジェンダーの世界地図 (くらべてわかる世界地図:3)
藤田千枝編/菅原由美子, 鈴木有子

著
大月書店 2004.11 302||ク||1-3 ジェンダー

54 あいまいな日本の不平等50 (もやどき。) 西いずみ著 ブックマン社 2007.3 302.1||ニ||9 ジェンダー

55 アイデンティティ : 解体と再構成 (アジア新世紀:3) 青木保 [ほか] 編集委員 岩波書店 2002.12 302.2||ア||10-3 ジェンダー

56 パラサイト・シングルは日本を救える 中屋宗寿著 武田書店 2000.11 304||ナ||6 ジェンダー

57 国民道徳とジェンダー : 福沢諭吉・井上哲次郎・和辻哲郎 関口すみ子著 東京大学出版会 2007.4 311.21||セ||1 ジェンダー

58 ジェンダーと差別 (岩波講座天皇と王権を考える:第7巻) [安丸良夫ほか執筆] 岩波書店 2002.9 313.6||イ||2-7 ジェンダー

59 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 ジェンダー

60 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 ジェンダー

61 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

62 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

63 ディズニーとは何か 有馬哲夫著 NTT出版 2001.11 361.5||ア||9 ジェンダー

64 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

65 福祉国家とジェンダー・ポリティックス 深澤和子著 東信堂 2003.9 364||フ||3 ジェンダー

66
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

67 戦う姫、働く少女 (POSSE叢書:003) 河野真太郎著 堀之内出版 2017.7 367.2||コ||11 ジェンダー

68
女性文化とジェンダー (昭和女子大学女性文化研究叢書:第3
集)

昭和女子大学女性文化研究所編 御茶の水書房 2002.3 367.2||シ||7 ジェンダー

69 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

70
かけがえのない個から : 人権と家族をめぐる法と制度 (ジェン
ダー社会科学の可能性:第1巻)

辻村みよ子編 岩波書店 2011.10 367.2||シ||15-1 ジェンダー

71
承認と包摂へ : 労働と生活の保障 (ジェンダー社会科学の可
能性:第2巻)

大沢真理編 岩波書店 2011.8 367.2||シ||15-2 ジェンダー

72
壁を超える : 政治と行政のジェンダー主流化 (ジェンダー社会
科学の可能性:第3巻)

辻村みよ子編 岩波書店 2011.6 367.2||シ||15-3 ジェンダー

73 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

74 女性学/男性学 (ヒューマニティーズ. Humanities) 千田有紀著 岩波書店 2009.11 367.2||セ||5 ジェンダー

75
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 ジェンダー

76 概説ジェンダーと法 : 人権論の視点から学ぶ 辻村みよ子著 信山社 2013.9 367.2||ツ||5 ジェンダー

77 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

78
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

79 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

80
子どもの性 : 芽ぶきから性・愛への目ざめ (人間の生涯と性 :
ひとびとの生、いろいろな性:1)

安達倭雅子編 大月書店 1994.4 367.6||ニ||1-1 ジェンダー

81
青年の性 : トレンディな性・愛のなかの迷走 (人間の生涯と性 :
ひとびとの生、いろいろな性:2)

山本直英〔ほか〕編集 大月書店 1994.5 367.6||ニ||1-2 ジェンダー

5



宮城教育大学図書

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号 キーワード

82
熟年の性 : 円熟の性愛か倦怠の性愛か (人間の生涯と性 : ひ
とびとの生、いろいろな性:3)

高柳美知子〔ほか〕編集 大月書店 1994.6 367.6||ニ||1-3 ジェンダー

83
老年の性 : 茜色に染まる性愛を (人間の生涯と性 : ひとびとの
生、いろいろな性:4)

北山郁子[ほか]編集 大月書店 1994.8 367.6||ニ||1-4 ジェンダー

84
さまざまな性 : 多彩な個の性愛 (人間の生涯と性 : ひとびとの
生、いろいろな性:5)

兼松左知子編集 大月書店 1994.8 367.6||ニ||1-5 ジェンダー

85
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

エリナ・ハーヴィオ‐マンニラ, オスモ・
コントゥラ, アンナ・ロトキルヒ[著]/橋

本紀子監訳
大月書店 2006.6 367.9||ハ||8 ジェンダー

86 男性解体新書 : 柔らかな共生と性教育の革新のために 村瀬幸浩著 大修館書店 1993.12 367.9||ム||2 ジェンダー

87 ジェンダーで読む福祉社会 (有斐閣選書) 杉本貴代栄著 有斐閣 1999.2 369||ス||3 ジェンダー

88
ジェンダーで学ぶ生活経済論 : 現代の福祉社会を主体的に生
きるために 第2版 (新・Minerva福祉ライブラリー:8)

伊藤純, 斎藤悦子編著 ミネルヴァ書房 2015.4 369.08||シ||12-8 ジェンダー

89
社会福祉のなかのジェンダー : 福祉の現場のフェミニスト実践
を求めて (Minerva福祉ライブラリー:16)

杉本貴代栄編著 ミネルヴァ書房 1997.5 369.08||ミ||1-16 ジェンダー

90
ジェンダーの生活経済論 : 持続可能な消費のために (Minerva
福祉ライブラリー:39)

伊藤セツ編著 ミネルヴァ書房 2000.8 369.08||ミ||1-39 ジェンダー

91 現代の売買春と女性 : 人権としての婦人保護事業をもとめて 林千代編/婦人福祉研究会著 ドメス出版 1995.10 369.25||フ||1 ジェンダー

92 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

93 ジェンダーと科学 : プラトン、ベーコンからマクリントックへ
エヴリン・フォックス・ケラー著/幾島幸

子, 川島慶子訳
工作舎 1993.1 404||ケ||2 ジェンダー

94 ジェンダーで読む健康/セクシュアリティ (健康とジェンダー:2) 根村直美編著 明石書店 2003.2 498||ケ||4-2 ジェンダー

95 西洋美術:作家・表象・研究--ジェンダー論の視座から 鈴木杜幾子編著/河本真理 [ほか] 著 ブリュッケ 2017.7 702.3||ス||1 ジェンダー

96 アートと女性と映像 : グローカル・ウーマン 岡部あおみ著 彩樹社/星雲社 (発売) 2003.9 702.8||オ||1 ジェンダー

97 非対称の視線 (美術とジェンダー:[1])
鈴木杜幾子, 千野香織, 馬渕明子編

著/天野知香 [ほか] 著
ブリュッケ/星雲社 (発売) 1997.12 704||ス||3 ジェンダー

98
日本語におけるジェンダー表現 : 大学生の使用実態および意
識を中心に (比較社会文化叢書:28)

陳一吟著 花書院 2013.3 814.9||チ||1 ジェンダー

99 彼らの物語 : 日本近代文学とジェンダー 飯田祐子著 名古屋大学出版会 1998.6 910.26||イ||73 ジェンダー

100 「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

101 ジェンダーの生成 : 古今集から鏡花まで (古典講演シリーズ:8) 国文学研究資料館編 臨川書店 2002.3 918||コ||2-8 ジェンダー

102 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 児童書

103 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 児童書

104 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 児童書

105 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 児童書

106 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 児童書

107 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 児童書

108 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 児童書

109 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 児童書

110 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 児童書

111 せっくすのえほん みずのつきこえ・文 あゆみ出版 1992.4 J3||セ||7 児童書

112
お母さんお父さんなぜいるの? : いのちを受けつぐこと (性とか
らだの本:1)

本田睨, 久道健三構成と文 偕成社 1993.3 J3||セ||14-1 児童書

113
お母さんお父さんが結婚するまで : 求める性と求められる性
(性とからだの本:2)

本田睨, 久道健三構成と文 偕成社 1993.3 J3||セ||14-2 児童書

114
お母さんのおなかの中の10か月 : 受精から誕生まで (性とから
だの本:3)

本田睨,久道健三構成と文 偕成社 1993.3 J3||セ||14-3 児童書

115
母と子の強いきずな : お母さんとお父さんの役わり (性とから
だの本:4)

本田睨, 久道健三構成と文 偕成社 1993.3 J3||セ||14-4 児童書

116
女の子のからだ男の子のからだ : からだの変化とこころの成
長 (性とからだの本:5)

本田睨, 久道健三構成と文 偕成社 1993.3 J3||セ||14-5 児童書

117
からだのなやみ性のなやみ : Q&A女のからだ男のからだ事典
(性とからだの本:6)

本田睨, 久道健三構成と文 偕成社 1993.3 J3||セ||14-6 児童書

118 ジェンダーと人間開発 (人間開発報告書:1995) 国際協力出版会/古今書院 (発売) 1996.1 333.8||ニ||1-3 男女協働

119 仕事を愉しむ : 老若男女24人の独立・起業物語 高任和夫著
日経BP社/日経BP出版センター (発

売)
2000.5 335.13||タ||2 男女協働

120 女性と社会階層 (現代日本の階層構造:4) 岡本英雄, 直井道子編 東京大学出版会 1990.8 361.4||ケ||1-4 男女協働

121
よくわかる現代家族 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリー
ズ)

神原文子, 杉井潤子, 竹田美知編著 ミネルヴァ書房 2009.4 361.63||カ||2 男女協働

122
家族・ジェンダー・企業社会 : ジェンダー・アプローチの模索
(シリーズ・現代社会と家族:3)

木本喜美子著 ミネルヴァ書房 1995.11 361.63||ケ||1-3 男女協働
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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

123 日本型近代家族 : どこから来てどこへ行くのか 千田有紀著 勁草書房 2011.3 361.63||セ||1 男女協働

124
リスク社会のライフデザイン : 変わりゆく家族をみすえて (放送
大学教材:1518887-1-1411)

宮本みち子, 岩上真珠編著 放送大学教育振興会 2014.3 361.63||ミ||3 男女協働

125 近世の女性相続と介護 柳谷慶子著 吉川弘文館 2007.3 361.63||ヤ||2 男女協働

126 母性をつくりなおす バーバラ・K.ロスマン著/広瀬洋子訳 勁草書房 1996.1 361.63||ロ||1 男女協働

127 流動化のなかの社会意識 (現代の階層社会:3) 斎藤友里子, 三隅一人編 東京大学出版会 2011.7 361.8||ケ||1-3 男女協働

128
働く女たちの裁判 : 募集・採用からセクシャル・ハラスメントま
で

大脇雅子, 中野麻美, 林陽子著 学陽書房 1996.7 366.38||オ||1 男女協働

129 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 男女協働

130 「平等」のセカンド・ステージへ : 働く女たちがめざすもの 大脇雅子著 学陽書房 1992.9 366.38||オ||4 男女協働

131 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 男女協働

132 地域労働市場と女性就業 吉田容子著 古今書院 2007.2 366.38||ヨ||1 男女協働

133 今、女性にとって家族とは (女性白書:2013) 日本婦人団体連合会編 ほるぷ出版 2013.8 367.05||シ||1-2013 男女協働

134 アベノミクスで女性は活躍できるのか (女性白書:2014) 日本婦人団体連合会編 ほるぷ出版 2014.8 367.05||シ||1-2014 男女協働

135
戦後70年女性差別撤廃条約批准30年憲法・平和・人権 (女性
白書:2015)

日本婦人団体連合会編 ほるぷ出版 2015.8 367.05||シ||1-2015 男女協働

136 「一億総活躍社会」と女性 (女性白書:2016) 日本婦人団体連合会編 ほるぷ出版 2016.8 367.05||シ||1-2016 男女協働

137 女性の人権と社会保障 : 世界と日本 (女性白書:2017) 日本婦人団体連合会編 ほるぷ出版 2017.8 367.05||シ||1-2017 男女協働

138 女性・人間関係・ジェンダー 四之宮玲子著 八千代出版 2003.10 367.2||シ||10 男女協働

139
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 男女協働

140 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 男女協働

141
ジェンダー家族を超えて : 近現代の生/性の政治とフェミニズ
ム

牟田和恵著 新曜社 2006.4 367.21||ム||4 男女協働

142 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 男女協働

143
「育メン」現象の社会学 : 育児・子育て参加への希望を叶える
ために

石井クンツ昌子著 ミネルヴァ書房 2013.4 367.3||イ||12 男女協働

144 「逃げ恥」にみる結婚の経済学 白河桃子, 是枝俊悟著 毎日新聞出版 2017.10 367.4||シ||1 男女協働

145
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 男女協働

146 産む産まないは女の権利か : フェミニズムとリベラリズム 山根純佳著 勁草書房 2004.8 498.2||ヤ||1 男女協働

147 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

148 ストップ!デートDV : 防止のための恋愛基礎レッスン 伊田広行著 解放出版社 2011.11 367.2||イ||12 ハラスメント

149
なぜ男は暴力を選ぶのか : ドメスティック・バイオレンス理解の
初歩 (かもがわブックレット:143)

沼崎一郎著 かもがわ出版 2002.11 367.2||ヌ||1 ハラスメント

150
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

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
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