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1
女性クリスチャンの生きざま / 香川孝三著--コンポーズ・ユニ
, 2016.12

192||Ka 12065342

2
社会を問う人びと : 運動のなかの個と共同性 / 安田常雄編集 ;
大串潤児 [ほか] 編集協力. -- 岩波書店, 2012.12. -- (シリー
ズ戦後日本社会の歴史 ; 3).

210.76||Ya 12062017

3
記号化される日本 : 台湾における哈日 (ハーリー) 現象の系譜
と現在 / 張瑋容著--ゆまに書房 , 2020.2

302||Ch 12065315

4

The women's suffrage movement in Britain and Ireland
: a regional survey / Elizabeth Crawford ; : hardback, :
pbk. -- Routledge, 2006. -- (Women's and gender
history).

:
hard
bac
k

314.8933||Cr 41669920

5
Cabinets, Ministers, and Gender / Annesley,
Claire/Beckwith, Karen/Franceschet, Susan. -- Oxford
University Press, New York, 2019. -- (<).

317.2||An 41669924

6
法の性別 : 近代法公私二元論を超えて / フランシス・オルセン
著 ; 寺尾美子編訳. -- 東京大学出版会, 2009.9.

321||Ol 12061283

7
法と暴力の記憶 : 東アジアの歴史経験 / 高橋哲哉, 北川東子, 中
島隆博編. -- 東京大学出版会, 2007.3.

322.2||Ta 12061282

8
人口政策の比較史 : せめぎあう家族と行政 / 小島宏, 廣嶋清志
編著--日本経済評論社 , 2019.9

361.63||Ko 12062802

9
The future of tech is female : how to achieve gender
diversity / Douglas M. Branson--New York University
Press , c2018

366.38||Br 41670890

10
「公序良俗」に負けなかった女たち : 男女賃金差別裁判 : 住友
電工・住友化学の性差別訴訟 / ワーキング・ウイメンズ・ネッ
トワーク編. -- 明石書店, 2005.6.

366.38||Mi 12062022

11
賃金の平等へ ; 上. -- 日本評論社, 2019.7. -- (高島道枝選集 :
雇用・労働における男女平等をめざして / 高島道枝著 ; 高島千
代編 ; 第1巻).

上 366.38||Ta||1 12061299

12
#MeToo and the politics of social change / Bianca
Fileborn, Rachel Loney-Howes, editors. -- Palgrave
Macmillan, c2019.

367.1||Fi 41669922

13 JAWW NGOレポート : 北京+25に向けて--JAWW, 2019.12 367.1||Ja 12065313
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14

Handbook of the Sociology of Gender, 2nd ed.
(Handbooks of Sociology and Social Research) /
Risman, Barbara J./Froyum, Carissa M./Scarborough,
William J.. -- 2nd ed.. -- Springer International

367.1||Ri 41669921

15
女性差別撤廃条約の展開 / 山下泰子著. -- 勁草書房, 2006.4.
-- (双書ジェンダー分析 ; 10).

367.1||Ya 12062020

16
女性の人権とジェンダー : 地球規模の視座に立って / マージョ
リー・アゴシン編著 ; 堀内光子 [ほか] 訳. -- 明石書店,
2007.12. -- (明石ライブラリー ; 117).

367.2||Ag 12061284

17
汎太平洋東南アジア婦人協会80年史. -- 日本汎太平洋東南ア
ジア婦人協会, 2012.10.

367.2||Ni 12060707

18
Forging the franchise : the political origins of the
women's vote / Dawn Langan Teele--Princeton
University Press , c2018

367.2||Te 41670892

19
Wages for housework : a history of an international
feminist movement, 1972-77 / Louise Toupin ;
translated by Käthe Roth--UBC Press , c2018

367.2||To 41670889

20
日本女性はどこにいるのか : イメージとアイデンティティの政
治 / 北村文著. -- 勁草書房, 2009.2.

367.21||Ki 12062019

21
Gender and economics : a European perspective /
edited by A. Geske Dijkstra and Janneke Plantenga ; :
pbk. -- Routledge, 1997.

367.23||Ge 41669918

22
The Oxford handbook of women and the economy /
edited by Susan L. Averett, Laura M. Argys and Saul D.
Hoffman--Oxford University Press , c2018

367.253||Av 41670893

23
家族とジェンダー : 教育と社会の構成原理 / 藤田英典著. -- 世
織書房, 2003.3.

367.3||Fu 12062018

24
21st century sexualities : contemporary issues in
health, education, and rights / edited by Gilbert Herdt
and Cymene Howe ; : hbk, : pbk. -- Routledge, 2007.

:
hbk

367.9||He 41669919

25
Bisexuality : identities, politics, and theories / Surya
Monro. -- Palgrave Macmillan, 2015. -- (Genders and
sexualities in the social sciences).

367.9||Mo 41669923

26
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||Ta 12060706
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27
往き還り繋ぐ : 障害者運動 於&発 福島の50年 / 青木千帆子
[ほか] 著--生活書院 , 2019.9

369.27||Ao 12062804

28
New directions of STEM research and learning in the
world ranking movement : a comparative perspective /
John N. Hawkins--Palgrave Macmillan , c2018

377.2||Ha 41670891

29
事業報告書 / 申琪榮, 和田容子編 ; 2015(平成27)年度 -
2018(平成30)年度. -- お茶の水女子大学ジェンダー研究所,
2017.3-.

2018
(平成
30)
年度

377.21||Oc||2018 12060732

30
事典持続可能な社会と教育 / 日本環境教育学会 [ほか] 編--教
育出版 , 2019.7

519.07||Ni 12062803

31
現代女性文学を読む : 山姥たちの語り : フェミニズム/ジェン
ダー批評の現在 / 水田宗子 [ほか] 著. -- アーツアンドクラフ
ツ, 2017.12.

910.264||Mi 12062021

32
「新編」日本女性文学全集 / 渡邊澄子編集 ; 1 - 11. -- 菁柿
堂.

10 918.6||Sh||10 12060810

33
「新編」日本女性文学全集 / 渡邊澄子編集 ; 1 - 11. -- 菁柿
堂.

11 918.6||Sh||11 12060811

34
「新編」日本女性文学全集 / 渡邊澄子編集 ; 1 - 11. -- 菁柿
堂.

9 918.6||Sh||9 12060809

35
新しきイヴの受難 / アンジェラ・カーター著 ; 望月節子訳. --
国書刊行会, 2018.3.

933.7||Ca 12062023
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