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1
皇后になるということ : 美子と明治と教育と / 榊原千鶴著. --
三弥井書店, 2019.12.

288.44||Sa 12057773

2
世界最悪の紛争「コンゴ」 : 平和以外に何でもある国 / 米川正
子著. -- 創成社, 2010.5. -- (創成社新書 ; 42).

302.448||Yo 12057774

3
戦争の枠組 : 生はいつ嘆きうるものであるのか / ジュディス・
バトラー著 ; 清水晶子訳. -- 筑摩書房, 2012.3.

311.1||Bu 12055704

4 信頼の政治理論 / 西山真司著. -- 名古屋大学出版会, 2019.9. 311||Ni 12051359

5
ルワンダ・ジェノサイド生存者の証言 : 憎しみから赦しと和解
へ / ジョセフ・セバレンジ, ラウラ・アン・ムラネ著 ; 米川正
子訳. -- 立教大学出版会.

316.845||Se 12057780

6
イスラーム法の子ども観 : ジェンダーの視点でみる子育てと家
族 / 小野仁美著. -- 慶應義塾大学出版会, 2019.11.

322.28||On 12057778

7
NPOと労働法 : 新たな市民社会構築に向けたNPOと労働法の
課題 / 渋谷典子著. -- 晃洋書房, 2019.6. -- (ガバナンスと評
価 ; 7).

335.89||Si 12057781

8
Interpreting everyday culture / edited by Fran Martin. --
[Amazon], c2003.

361.5||Ma 41668184

9
「尊厳ある社会」に向けた法の貢献 : 社会法とジェンダー法の
協働 : 浅倉むつ子先生古稀記念論集 / 島田陽一 [ほか] 編. --
旬報社, 2019.10.

366.14||Sh 12057779

10
総特集ジュディス・バトラー : 『ジェンダー・トラブル』から
『アセンブリ』へ. -- 青土社, 2019.2. -- (「現代思想」臨時
増刊 ; 第47巻第3号).

367.1||Ju 12055708

11
The Sage handbook of feminist theory / edited by Mary
Evans ... [et al.]. -- Sage Reference, c2014.

367.2||Ev 41667624

12
New feminist perspectives on embodiment / Clara
Fischer, Luna Dolezal, editors ; : softcover. --
[Amazon], c2018.

:
softc
over

367.2||Fi 41668183

13
結婚と離婚 / 森田豊子, 小野仁美編著. -- 明石書店, 2019.11.
-- (イスラーム・ジェンダー・スタディーズ / 長沢栄治監修 ;
1).

367.2||Mo 12057777

14
メアリ・ビーアドと女性史 : 日本女性の真力を発掘した米歴史
家 / 上村千賀子著. -- 藤原書店, 2019.10.

367.2||Ue 12053583
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15
事業概要 / 北九州市立男女共同参画センター [編] ; 平成15年
度 - 平成30年度. -- 北九州市立男女共同参画センター,
2004-.

平成
30年
度

367.2191||Ki||
30

12057782

16
Lying bodies : survival and subversion in the field of
vision / Shimizu Akiko. -- P. Lang, c2008. -- (Gender,
sexuality, and culture ; v. 8).

367.9||Sh 41668182

17
Metropolitan lovers : the homosexuality of cities / Julie
Abraham ; : hc. -- University of Minnesota Press,
c2009.

: hc 367.97||Ab 41668185

18

Queering the public sphere in Mexico and Brazil :
sexual rights movements in emerging democracies /
Rafael de la Dehesa ; : cloth, : pbk. -- Duke University
Press, 2010.

: pbk 367.97||De 41668121

19

Disidentifications : queers of color and the
performance of politics / José Esteban Muñoz ; : hc, :
pbk. -- University of Minnesota Press, c1999. --
(Cultural studies of the Americas ; v. 2).

: pbk 367.97||Mu 41668186

20
あやつられる難民 : 政府、国連、NGOのはざまで / 米川正子
著. -- 筑摩書房, 2017.2. -- (ちくま新書 ; 1240).

368.28||Yo 12057776

21
戦後保育はいかに構築されたか : 福岡県における昭和20年代
の保育所・幼稚園 / 清原みさ子 [ほか] 著. -- 新読書社,
2019.6.

376.121||Ki 12055705

22
事業報告書 / 名古屋工業大学ダイバーシティ推進センター
[編] ; 平成29年度, 2018年度. -- 名古屋工業大学, 2018.6-.

201
8年
度

377.21||Na||2
018

12057783

23
クィア・リーディングとは何か / 中央大学人文科学研究所編. -
- 中央大学出版部, 2013.3. -- (研究叢書 / 中央大学人文科学
研究所編 ; 57 . 愛の技法 ; [正]).

902.09||Ch 12056327

24
女性号 : 早稲田文学増刊 / 川上未映子責任編集. -- 早稲田文学
会.

904||Ka 12055707

25
ゲイの可視化を読む : 現代文学に描かれる「性の多様性」? /
黒岩裕市著. -- 晃洋書房, 2016.10.

910.264||Ku 12055706

26
新たなるトニ・モリスン : その小説世界を拓く / 風呂本惇子
[ほか] 編著. -- 金星堂, 2017.3.

930.278||Mo 12053585

27 トニ・モリスンの小説 / 鵜殿えりか著. -- 彩流社, 2015.9. 930.278||Ud 12053584
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