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1
特集「男性学」の現在 : 「男」というジェンダーのゆく
え. -- 青土社, 2019.2. -- (現代思想 / 清水康雄編 ; 第
47巻第2号).

305||Ge 12036579

2
アセンブリ : 行為遂行性・複数性・政治 / ジュディス・
バトラー著 ; 佐藤嘉幸, 清水知子訳. -- 青土社, 2018.2.

316.1||Bu 12036586

3
「外国人の人権」の社会学 : 外国人へのまなざしと偽装査
証、少年非行、LGBT、そしてヘイト / 丹野清人著. --
吉田書店, 2018.2.

316.81||Ta 12036568

4
トランスジェンダーと職場環境ハンドブック : 誰もが働き
やすい職場づくり / 東優子, 虹色ダイバーシティ, ReBit
著. -- 日本能率協会マネジメントセンター, 2018.4.

336.4||Hi 12036577

5
LGBTを知る / 森永貴彦著. -- 日本経済新聞出版社,
2018.4. -- (日経文庫 ; 1389).

336.4||Mo 12036571

6
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||Ro 12036578

7
男性問題から見る現代日本社会 / 池谷壽夫, 市川季夫, 加
野泉編. -- はるか書房.

367.5||Ik 12036588

8
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||En 12036580

9
青少年の性行動はどう変わってきたか : 全国調査にみる
40年間 / 林雄亮編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.3.

367.9||Ha 12036584

10
LGBTサポートブック : 学校・病院で必ず役立つ / はた
ちさこ, 藤井ひろみ, 桂木祥子編著. -- 保育社, 2016.3.

367.9||Ha 12037200

11
セクシュアリティの戦後史 / 小山静子, 赤枝香奈子, 今田
絵里香編. -- 京都大学学術出版会, 2014.7. -- (変容する
親密圏/公共圏 ; 8).

367.9||Ko 12036572

12
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 / 狛潤一 [ほか] 著. -- 子ども
の未来社, 2016.7.

367.9||Ko 12036573

13
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||Lg 12036570

14
「男性同性愛者」の社会史 : アイデンティティの受容/ク
ローゼットへの解放 / 前川直哉著. -- 作品社, 2017.4.

367.9||Ma 12036583

15
子どもの性同一性障害に向き合う : 成長を見守り支えるた
めの本 / 西野明樹著. -- 日東書院本社, 2018.4.

367.9||Ni 12036574
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16
性のあり方の多様性 : 一人ひとりのセクシュアリティが大
切にされる社会を目指して / 二宮周平編. -- 日本評論社,
2017.8.

367.9||Ni 12036575

17
男であれず、女になれない / 鈴木信平著. -- 小学館,
2017.4.

367.9||Su 12036569

18
マンガレインボーKids : 知ってる?LGBTの友だち / 手丸
かのこマンガ ; 金子由美子解説/監修. -- 子どもの未来社,
2017.7. -- (スクールコミック).

367.9||Te 12036585

19
われら勝ち得し世界 : セクシュアリティの歴史と親密性の
倫理 / ジェフリー・ウィークス著. -- 弘文堂, 2015.12.

367.9||We 12036581

20
学校のポリティクス / 小玉重夫編 ; 藤田英典 [ほか] 執筆.
-- 岩波書店, 2016.11. -- (岩波講座教育 : 変革への展望
/ 佐藤学 [ほか] 編集委員 ; 6).

370.8||Sa 12036576

21
「女子マネ」のエスノグラフィー : 大学運動部における男
同士の絆と性差別 / 関めぐみ著. -- 晃洋書房, 2018.2.

780.13||Se 12036582

22
セクシュアリティ、権力、攪乱 / 「ことばと社会」編集
委員会編. -- 三元社, 2014.10. -- (ことばと社会 : 多言
語社会研究 / 「ことばと社会」編集委員会編 ; 16号).

801.03||Ko 12036567

23
クィア短編小説集 : 名づけえぬ欲望の物語 / A.C.ドイル,
H.メルヴィルほか著 ; 利根川真紀, 磯部哲也, 山田久美子
訳. -- 平凡社, 2016.8. -- (平凡社ライブラリー ; 844).

933.68||Me 12036587

24
摩擦する「母」と「女」の物語 : フランス近代小説にみる
「女」と「男らしさ」のセクシュアリティ / 高岡尚子著.
-- 晃洋書房, 2014.1.

950.26||Ta 12037079
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