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No 資料情報 請求記号 巻号 資料ID

1
戦時期の労働と生活 / 法政大学大原社会問題研究所, 榎一
江編著. -- 法政大学出版局, 2018.3. -- (法政大学大原社
会問題研究所叢書).

210.75||Ho 12033614

2
女たちの20世紀・100人 : 姉妹たちよ / ジョジョ企画編.
-- 集英社, 1999.8.

281||Jo 12029806

3
労働運動を切り拓く : 女性たちによる闘いの軌跡 / 浅倉
むつ子 [ほか] 編著. -- 旬報社, 2018.10.

366.38||As 12033623

4
女性活躍推進法に基づく取組状況. -- 21世紀職業財団,
2018.12. -- (女性労働の分析 / 厚生労働省雇用均等・
児童家庭局編 ; 2017年).

366.38||Ni 12028857

5
21世紀の女性と仕事 / 大沢真知子著. -- 左右社,
2018.5. -- (放送大学叢書 ; 043).

366.38||Oo 12033616

6
ベル・フックスの「フェミニズム理論」 : 周辺から中心へ
/ ベル・フックス著 ; 野崎佐和, 毛塚翠訳. -- あけび書房,
2017.10.

367.1||Be 12033598

7
はじめてのジェンダー論 / 加藤秀一著. -- 有斐閣,
2017.4. -- (有斐閣ストゥディア).

367.1||Ka 12033625

8
しゃべり尽くそう!私たちの新フェミニズム / 望月衣塑子
[ほか] 著. -- 梨の木舎, 2018.9.

367.1||Mo 12033601

9
図表でみる男女格差 : 今なお蔓延る不平等に終止符を! /
OECD編著 ; 濱田久美子訳. -- 明石書店, 2018.12. --
(OECDジェンダー白書 ; 2).

367.1||Oe||2 12033610

10
ジェンダーとわたし : 「違和感」から社会を読み解く /
笹川あゆみ編著. -- 北樹出版, 2017.5.

367.1||Sa 12033596

11
ジェンダー研究を継承する / 佐藤文香, 伊藤るり編. -- 人
文書院, 2017.10. -- (一橋大学大学院社会学研究科先端
課題研究叢書).

367.1||Sa 12033624

12
女性の権利宣言 : ビジュアル版 / シェーヌ出版社編 ; 遠藤
ゆかり訳. -- 創元社, 2018.8.

367.1||Sh 12033608

13
女性・人権・生きること : 過去を知り未来をひらく / 天
童睦子著. -- 学文社, 2017.5.

367.1||Te 12033595

14
日本のフェミニズム : since1886 / 北原みのり責任編集
; 性の戦い編. -- 河出書房新社, 2017.12.

367.21||Ki
性の
戦い
編

12033602

15
女性の人権と憲法 : 改憲の動きの中で / 日本婦人団体連
合会編. -- ほるぷ出版, 2018.8. -- (女性白書 / 日本婦人
団体連合会編 ; 2018).

367.21||Ni 12033605

16
中国ジェンダー史研究入門 / 小浜正子 [ほか] 編. -- 京都
大学学術出版会, 2018.2.

367.222||Ka 12033600

17
アメリカのフェミニズム運動史 : 女性参政権から平等憲法
修正条項へ / 栗原涼子著. -- 彩流社, 2018.3.

367.253||Ku 12033617



新着図書　201902和

No 資料情報 請求記号 巻号 資料ID

18

祖父母であること : 戦後日本の人口・家族変動のなかで =
Grandparenthood in Post-war Japan : the
influence of demographic changes and the
transformation of families / 安藤究著. -- 名古屋大学
出版会, 2017.8.

367.3||An 12033604

19
つくられた「少女」 : 「懲罰」としての病と死 / 渡部周
子著. -- 日本評論社, 2017.3.

367.61||Wa 12033612

20
LGBTと家族のコトバ / LGBTER著. -- 双葉社,
2018.12.

367.9||Lg 12033607

21
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||Ma 12033615

22
性の多様性ってなんだろう? / 渡辺大輔著. -- 平凡社,
2018.6. -- (中学生の質問箱).

367.9||Wa 12033597

23
ゲイカップルのワークライフバランス : 男性同性愛者の
パートナー関係・親密性・生活 / 神谷悠介著. -- 新曜社,
2017.12.

367.97||Ka 12033599

24
LGBTと女子大学 : 誰もが自分らしく輝ける大学を目指し
て / 日本女子大学人間社会学部LGBT研究会編. -- 学文
社, 2018.4.

367.97||Ni 12033606

25
もうひとつの占領 : セックスというコンタクト・ゾーンか
ら / 茶園敏美著. -- インパクト出版会, 2018.4.

368.4||Ch 12033603

26
性そのもの : ヒトゲノムの中の男性と女性の探求 / サ
ラ・S・リチャードソン [著] ; 渡部麻衣子訳. -- 法政大学
出版局, 2018.9. -- (叢書・ウニベルシタス ; 1084).

467.3||Ri 12033611

27
ジェット・セックス : スチュワーデスの歴史とアメリカ的
「女性らしさ」の形成 / ヴィクトリア・ヴァントック著 ;
浜本隆三, 藤原崇訳. -- 明石書店, 2018.11.

687.38||Va 12033619

28
ゲイ・カルチャーの未来へ / 田亀源五郎著. -- Pヴァイン.
-- (Ele-king books).

726.101||Ta 12033620

29
ジェンダー写真論1991-2017 / 笠原美智子著. -- 里山
社, 2018.2.

740.4||Ka 12033622

30
第三の性 : はるかなるエロス / 森崎和江著. -- 河出書房新
社, 2017.12.

913.6||Mo 12033618

31
「新編」日本女性文学全集 / 渡邊澄子編集 ; 1 - 7. -- 菁
柿堂.

918.6||Sh||7 7 12033613

32
私の中のわたしたち : 解離性同一性障害を生きのびて /
オルガ・R・トゥルヒーヨ著 ; 伊藤淑子訳. -- 国書刊行会,
2017.9.

936||Tr 12033609

33
ボーヴォワール / ジュリア・クリステヴァ [著] ; 栗脇永
翔, 中村彩訳. -- 法政大学出版局, 2018.5. -- (叢書・ウ
ニベルシタス ; 1079).

950.278||Kr 12033621


