
本のタイトル 著者 出版社　　　請求記号

①ジェンダーと社会

人文社会科学とジェンダー 永瀬 伸子∥[著] 日本学術協力財団 2022.1 002 /ﾅ 

アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か? これからの経済と女性の話 カトリーン　マルサル∥著 河出書房新社 2021.11 331 /ﾏ

男性育休の困難 齋藤 早苗∥著 青弓社 2020.8 366 /ｻ 

男性育休の教科書 日経xwoman∥編 日経BPマーケティング2021.4 366 /ﾀﾞ

さよなら、俺たち 清田 隆之∥著 スタンド・ブックス 2020.7 367.2 /ｷ 

中国の家族とジェンダー 坂部 晶子∥編著 明石書店 2021.3 367.2 /ｻ 

ジェンダー研究と社会デザインの現在 萩原 なつ子∥監修 三恵社 2022.3 367.2/ｼﾞ

炎上CMでよみとくジェンダー論 瀬地山 角∥著 光文社 2020.5 S 367.2 /ｾ 

ケアと家族愛を問う 日本・中国・デンマークの国際比較 宮坂 靖子∥編著 青弓社 2022.3 367.2/ﾐ

これからの男の子たちへ 太田 啓子∥著 大月書店 2020.8 367.5 /ｵ 

自慢話でも武勇伝でもない「一般男性」の話から見えた生きづらさと男らしさのこと 清田 隆之∥著 扶桑社 2021.12 367.5 /ｷ 

ジェンダーで読み解く男性の働き方・暮らし方 多賀 太∥著 時事通信社 2022.3 367.5 /ﾀ 

ジェンダーと脳 性別を超える脳の多様性 ダフナ　ジョエル∥著 紀伊國屋書店 2021.9 491.35/ｼﾞ 

ジェンダーで見るヒットドラマ 治部 れんげ∥著 光文社 2021.6 S 778 /ｼﾞ

サンタのおばさん 東野 圭吾∥作 文芸春秋 2001.11 913.6 /ﾋ 

女も男も生きやすい国、スウェーデン 三瓶 恵子∥著 岩波書店 2017.1 Y 367.2 /ｻ 

SDGsのきほん ポプラ社 2020.9 33 /ｴ /6

ジェンダー・フリーの絵本 大月書店 2001.1 36 /ｼﾞ /1

男の子でもできること プラン　インターナショナル∥文 西村書店 2020.7 E /ｵ 

ピンクはおとこのこのいろ ロブ パールマン∥文 KADOKAWA 2021.11 E /ﾋﾟ

②女性の生き方

自分で「始めた」女たち グレース　ボニー∥著 海と月社 2019.5 159 /ﾎﾞ

女子のための「手に職」図鑑 華井 由利奈∥著 光文社 2018.8 366 /ﾊ 

<女子力>革命 人生100年時代を生きぬくために 萱野 稔人∥編 東京書籍 2018.8 367.1 /ｼﾞ

女性の世界地図 ジョニー　シーガー∥著 明石書店 2020.10 367.1 /ｼ 

フェミニズムはもういらない、と彼女は言うけれど 高橋 幸∥著 晃洋書房 2020.6 367.1 /ﾀ 

フェミニズム大図鑑 ハンナ　マッケン∥ほか著 三省堂 2020.8 367.1 /ﾌ 

男も女もみんなフェミニストでなきゃ チママンダ　ンゴズィ　アディーチェ∥著 河出書房新社 2017.4 367.2 /ｱ 

モヤる言葉、ヤバイ人 アルテイシア∥著 大和書房 2021.7 367.2 /ｱ 

私はイスラム教徒でフェミニスト ナディア　エル　ブガ∥著 白水社 2021.9 367.2 /ｴ 

ルポ産ませない社会 小林 美希∥著 河出書房新社 2013.6 367.2 /ｺ 

さよなら!ハラスメント 小島 慶子∥編著 晶文社 2019.2 367.2 /ｺ 

「産む」と「働く」の教科書 齊藤 英和∥著 講談社 2014.3 367.2 /ｻ 

後悔しない「産む」×「働く」 齊藤 英和∥著 ポプラ社 2017.8 S 367.2 /ｻ 

女に生まれてモヤってる! ジェーン　スー∥著 小学館 2019.7 367.2 /ｼﾞ

男女共同参画週間展示　資料一覧



女子の選択 橘木 俊詔∥著 東洋経済新報社 2020.2 367.2 /ﾀ 

マチズモを削り取れ 武田 砂鉄∥著 集英社 2021.7 367.2 /ﾀ 

女性と子どもの貧困 樋田 敦子∥著 大和書房 2015.12 367.2 /ﾋ 

話すことを選んだ女性たち アナスタシア　ミコバ∥著 日経ナショナルジオグラフィック社 2022.3 367.2 /ﾐ 

夫婦という他人 下重 暁子∥[著] 講談社 2018.6 S 367.3 /ｼ 

ママはパパがこわいの? ゆむい∥著 KADOKAWA 2021.12 367.3 /ﾕ 

シンデレラとガラスの天井 ローラ　レーン∥著 太田出版 2021.7 933 /ﾚ 

北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ　ブーレグレーン∥作 岩崎書店 2018.5 Y 367 /ﾌﾞ

女の子はどう生きるか 上野 千鶴子∥著 岩波書店 2021.1 Y 367.1 /ｳ 

ぼくのママはうんてんし おおとも やすお∥さく 福音館書店 2012.9 N E /ﾎﾞ 

おんぶはこりごり アンソニー・ブラウン∥作 平凡社 2005.3 E /ｵ 

女の子はなんでもできる! キャリル　ハート∥ぶん 早川書房 2020.12 E /ｵ 

数字はわたしのことば シェリル　バードー∥文 ほるぷ出版 2019.1 E /ｽ 

月とアポロとマーガレット ディーン　ロビンズ∥ぶん 評論社 2018.7 E /ﾂ 

ドラゴンのお医者さん パトリシア　バルデス∥文 E /ﾄﾞ

③性の多様性尊重

自分らしく働くLGBTの就活・転職の不安が解消する本 星 賢人∥著 翔泳社 2020.3 366 /ﾎ 

多様な社会はなぜ難しいか 水無田 気流∥著 日経BPマーケティング2021.4 367.2 /ﾐ 

マンガでわかる思春期のわが子と話したい性のこと 直井 亜紀∥著 新星出版社 2021.10 367.9 /ﾅ 

マンガでわかるLGBTQ+ パレットーク∥著 講談社 2021.4 Y 367.9 /ﾏ 

13歳から知っておきたいLGBT+ アシュリー　マーデル∥著 ダイヤモンド社 2017.11 Y 367.9 /ﾏ 

少女のための性の話 三砂 ちづる∥著 ミツイパブリッシング 2018.5 Y 367.9 /ﾐ 

いろいろいろんなかぞくのほん メアリ　ホフマン∥ぶん 少年写真新聞社 2018.1 E /ｲ 

タンタンタンゴはパパふたり ジャスティン　リチャードソン∥文 ポット出版 2008.4 E /ﾀ 

ふたりママの家で パトリシア　ポラッコ∥絵　文 サウザンブックス社 2018.10 E /ﾌ 

④その他

プロテストってなに? アリス　ハワース=ブース∥著 青幻舎2021.9 309 /ﾊ 

抗議するアートグラフィックス ジョー　リッポン∥著 グラフィック社 2020.8 309 /ﾘ 

おとめ六法 上谷 さくら∥著 KADOKAWA 2020.5 320 /ｶ 

事実婚・内縁 同性婚2人のためのお金と法律 今井 多恵子∥他共著  日本法令 2015.12 324 /ｳｼﾞ

WE HAVE A DREAM WORLD DREAM PROJECT∥編 いろは出版 2021.6 333 /ｳ 

「許せない」がやめられない 坂爪 真吾∥著 徳間書店 2020.6 367.1 /ｻ 

ナチス機関誌「女性展望」を読む 桑原 ヒサ子∥著 青弓社 2020.9 367.2 /ｸ 


