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1
最小の結婚 : 結婚をめぐる法と道徳 / エリザベス・ブレイク著
; 羽生有希 [ほか] 訳. -- 白澤社

152.2||Br 12066116

2
創られた明治、創られる明治 : 「明治150年」が問いかけるも
の / 日本史研究会 [ほか] 編 -- 岩波書店

210.6||Ni 12068650

3
社会変革と社会科学 : 時代と対峙する思想と実践 / 中村浩爾,
桐山孝信, 山本健慈編 -- 昭和堂

304||Na 12066477

4
日常生活と政治 : 国家中心的政治像の再検討 / 田村哲樹編 ; 安
藤丈将 [ほか] 執筆. -- 岩波書店

310.4||Ta 12066118

5
 質的社会調査の方法 : 他者の合理性の理解社会学 =
Qualitative research methodology/岸政彦, 石岡丈昇, 丸山
里美著. -- 有斐閣

361.9||Ki 12066908

6
女性たちの保守運動 : 右傾化する日本社会のジェンダー / 鈴木
彩加著. -- 人文書院

362||Su 12066120

7
男女の初期キャリア形成と活躍推進に関する調査報告書(第五
回調査) / 国立女性教育会館編 -- 国立女性教育会館

366.29||Ko||1 12066484

8
  LGBTIの雇用と労働 : 当事者の困難とその解決方法を考える
/ 三成美保編著-- 晃洋書房

366.38||Mi 12066479

9
ジェンダー・ダイバーシティと教育 : 横断研究の試み / 愛知淑
徳大学ジェンダー・女性学研究所編-- ユニテ

367.1||Ai 12069092

10
レクチャージェンダー法 / 犬伏由子, 井上匡子, 君塚正臣編 --
法律文化社

367.1||I 12066476

11
 ひれふせ、女たち : ミソジニーの論理/
ケイト・マン著 ; 小川芳範訳. -- 慶應義塾大学出版会

367.1||Ma 12066905

12
ジェンダー法学入門 / 三成美保 [ほか] 著-- 第3版. -- 法律文
化社

367.1||Mi 12066480

13
 説教したがる男たち/レベッカ・ソルニット著 ; ハーン小路恭
子訳. -- 左右社

367.1||So 12066909

14
舌を抜かれる女たち / メアリー・ビアード著 ; 宮﨑真紀訳 --
晶文社

367.2||Be 12068649

15
アニタ・ヒル権力に挑む : セクハラ被害と語る勇気 / アニタ・
ヒル著 ; 伊藤佳代子訳-- 信山社出版

367.2||Hi 12068652
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16

The researcher journey through a gender lens : an
examination of research participation, career
progression and perceptions across the globe --
Elsevier

367.2||Kl 41671947

17 かながわの131人 / 江刺昭子, 史の会編著 -- 神奈川新聞社 367.21||Es 12068646

18

変わる動く発信する : つながろうひろげよう思いやって男女共
同参画社会へ / 津市男女共同参画フォーラム実行委員会, 津市
市民部男女共同参画室編 -- 津市男女共同参画フォーラム実行
委員会-- (津市男女共同参画フォーラムわあむ津報告書 ; 令和

367.2156||Ts
||1

12066481

19
新しいアフリカ史像を求めて : 女性・ジェンダー・フェミニズ
ム / 富永智津子, 永原陽子編 -- 御茶の水書房

367.24||To 12068651

20
イクメンじゃない「父親の子育て」 : 現代日本における父親の
男らしさと「ケアとしての子育て」 / 巽真理子著. -- 晃洋書房

367.3||Ta 12066119

21
クィアと法 : 性規範の解放/開放のために = Queer and law /
綾部六郎, 池田弘乃編著 ; 関修 [ほか] 著-- 日本評論社

367.9||A 12066475

22 フェミニズムの現在 : 総特集 -- 青土社 367||Se 12068647

23
子育てをめぐる公私再編のポリティクス : 幼稚園における預か
り保育に着目して / 清水美紀著. -- 勁草書房

369||Si 12066117

24
政治分野における男女共同参画 / 国立女性教育会館編-- 国立
女性教育会館

372.1||Ko||10 12066478

25  母という病/岡田尊司著. -- ポプラ社 493.76||O 12066906

26  父という病/岡田尊司著. -- ポプラ社 493.76||O 12066907

27
 シリーズ特集第1回ポストフェミニズムからはじめる : 創作
岳真也/早稲田文学会

910.5||Wa 12066904

28  独り舞/李琴峰著. -- 講談社 913.6||Ri 12066902

29  五つ数えれば三日月が/李琴峰著. -- 文藝春秋 913.6||Ri 12066903
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