ジェンダーに関する図書(50冊）
タイトル
開発とジェンダー : エンパワーメントの国際協力
N00029992
(国際協力叢書)
グラミン銀行を知っていますか
N00067695
: 貧困女性の開発と自立支援
おおらかがいっぱい
N00082747
: 途上国を見てきた保育者からのメッセージ
資料ID

著者名

出版社

出版日

請求記号

田中由美子/大沢真理/伊
藤るり編著

国際協力出版会 200209

333.8||Ta84

坪井ひろみ著

東洋経済新報社 2006.2

338.2||Ts15

青年海外協力隊幼児教育
ネットワーク編

青年海外協力協
2005.10
会

376.04||Se19

N00060731 男について

ポール・セローほか著/井
上一馬訳

文芸春秋

N00067691 大人になる前のジェンダー論

浅野富美枝 [ほか] 編著

はるか書房/星雲
2010.4
社 (発売)

I.イリイチ著/玉野井芳郎訳

岩波書店

1984.10

367.1||I39

N00008101 女性学 : 入門から実践・応用まで

伊藤セツ, 掛川典子, 内藤
和美著

同文書院

[1992.2]

367.1||I89

女性に対する暴力
(ムーブ叢書. ジェンダー白書:1)
女性と労働
N00037596
(ムーブ叢書. ジェンダー白書:2)

北九州市立男女共同参画
センター"ムーブ"編

明石書店

2003.1

367.1||Ki65||1

北九州市立男女共同参画
センター"ムーブ"編

明石書店

2004.3

367.1||Ki65||2

N00047191 母性愛神話とのたたかい

大日向雅美著

草土文化

2002.7

367.1||O29

N00033613 母性愛神話の罠

大日向雅美著

日本評論社

2000.4

367.1||O29

スーザン・シャーウィン著/
岡田雅勝, 服部健司, 松岡
悦子訳

勁草書房

1998.1

367.1||Sh14

東北大学出版会 2010.3

367.1||Ts44

N00058031

ジェンダー : 女と男の世界
(岩波現代選書:95)

N00033015

もう患者でいるのはよそう

N00007198 : フェミニスト倫理とヘルスケア (勁草-医療・福祉シリーズ:71)
ジェンダー平等と多文化共生 : 複合差別を超えて

N00067808 : 東北大学グローバルCOEプログラム「グローバル時代の男女共同参画 辻村みよ子, 大沢真理編

1990.1

367.04||Th3
367.1||A87

と多文化共生」

N00076053 女はなぜやせようとするのか : 摂食障害とジェンダー

浅野千恵著

勁草書房

1996.3

367.2||A87

N00062047 ジェンダーの世界地図 (くらべてわかる世界地図:3)

藤田千枝編/菅原由美子,
鈴木有子著

大月書店

2004.11

367.2||J36||3

久保田恭代, 寺田聡子, 奈
良崎文乃著

合同出版

2014.10

367.2||Ku14

N00080533

わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。
: 未来をうばわれる2億人の女の子たち

N00067631 生きながら火に焼かれて (ヴィレッジブックス)
N00065529 ジェンダーと女性 : 新装版 (シリーズ比較家族:第1期8)

ソニー・マガジン
2006.5
ズ
田端泰子, 上野千鶴子, 服 早稲田大学出版
2004.10
藤早苗編
部
スアド著/松本百合子訳

367.2||Su11
367.2||Ta11

N00069377 結婚帝国 (河出文庫)

上野千鶴子, 信田さよ子著

河出書房新社

2011.5

367.2||U45

N00059448 上野千鶴子なんかこわくない

上原隆著

毎日新聞社

1992.10

367.2||U36

N00067950 女装する女 (新潮新書:291)

湯山玲子著

新潮社

2008.12

367.2||Y99

N00072065 母性 (日本のフェミニズム:5)

井上輝子, 上野千鶴子, 江
原由美子編

岩波書店

1995.3

367.21||I57

井上輝子, 江原由美子編/
浅野千恵 [ほか著]

有斐閣

2005.1

367.21||I57

目黒依子, 矢澤澄子編/岡
本英雄 [ほか著]

新曜社

2000.10

367.21||Me19

喜多村百合著

新曜社

2004.3

367.225||Ki68

N00028082 7人の女の物語 : バングラデッシュの農村から

ロキア・ラーマン・カビール
著/大岩豊訳

連合出版

2000.11

367.22576||Ka11

N00035345 「産まない」時代の女たち : チャイルド・フリーという生き方

ジェーン・バートレット著/遠
藤公美恵訳

とびら社/新曜社
2004.3
(発売)

367.233||B25

N00068905 切除されて (ヴィレッジブックス)

キャディ著/松本百合子訳

ヴィレッジブックス 2008.10

367.24||Kh11

N00062064 切除されて

キャディ著/松本百合子訳

ヴィレッジブックス 2007.5

367.24||Kh11

N00030721 ドキュメント女子割礼 (集英社新書:0208B)

内海夏子著

集英社

N00047462

女性のデータブック
: 性・からだから政治参加まで 第4版

N00056352 少子化時代のジェンダーと母親意識
N00035589

インドの発展とジェンダー
: 女性NGOによる開発のパラダイム転換

2003.9

367.24||U96

清瀬市 [編]

清瀬市企画部男
2004.3女平等推進室

マーティン・デイリー, マー
ゴ・ウィルソン著/竹内久美
子訳

新潮社

柏木惠子著

東京大学出版会 2003.4

日本家族心理学会編集

金子書房

2006.6

367.3||N71

N00047696 対等な夫婦は幸せか (双書ジェンダー分析:13)

永井暁子, 松田茂樹編

勁草書房

2007.1

367.3||N14

N00066070 おーい父親 Part1: 子育て篇

汐見稔幸著

大月書店

2003.8-

367.3||Sh74||1

N00066071 おーい父親 Part2: 夫婦篇

汐見稔幸著

2003.8-

367.3||Sh74||2

2007.6

367.5||F72

1987.2

367.9||A16

N00039043 男女平等意識・実態調査報告書
N00028036

シンデレラがいじめられるほんとうの理由
(進化論の現在. Darwinism today)

N00059085 家族心理学 : 社会変動・発達・ジェンダーの視点
N00066076

N00055421

夫婦・カップル関係
: 「新しい家族のかたち」を考える (家族心理学年報:24)

平成男子図鑑
: リスペクト男子としらふ男子 (NB online books)

N00037986 私と彼とそのあいだ (ちくまプリマーブックス:2)
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
男でも女でもない性
N00035221
: インターセックス(半陰陽)を生きる 完全版
N00080874

大月書店
日経BP社/日経
深澤真紀著/モリナガ ・ヨ
BP出版センター
ウイラスト
(発売)
安達倭雅子著
筑摩書房

2002.10

367.26||Ki92
367.3||D33
367.3||Ka77

遠藤まめた著

合同出版

2016.7

367.9||E59

橋本秀雄著

青弓社

2004.1

367.9||H38

N00075235 ふたりのママから、きみたちへ (よりみちパン!セ:P061)

東小雪, 増原裕子著

イースト・プレス

2013.12

367.9||H55

N00075236 レズビアン的結婚生活

東小雪, 増原裕子著

イースト・プレス

2013.12

367.9||H55

藥師実芳 [ほか] 著

合同出版

2014.9

367.9||L59

奈良林祥著

あゆみ出版

1997.7

367.9||N51

N00027804 : 一人一人の性のありようを大切にするために (プロブレムQ&A)

野宮亜紀 [ほか] 著

緑風出版

2003.9

367.9||N94

N00065106 「解説」性同一性障害者性別取扱特例法

南野知惠子監修

日本加除出版

2004.9

367.9||N95

N00037552 「解説」性同一性障害者性別取扱特例法

南野知惠子監修

日本加除出版

2004.9

367.9||N95

フェミックス

2006.11

367.9||N99

明石書店

1999.9

367.9||Y46

2005

368||W88

2010

498.32||W88

2010

N310||W88

N00080312

LGBTってなんだろう?
: からだの性・こころの性・好きになる性

N00076028 セックスレス・カップル : 時代が生み出した病
性同一性障害って何?

「ジェンダー論」の教え方ガイド
N00064666 : 女子大生のための性教育とエンパワーメント (フェミックスブックレット:1) 沼崎一郎著

性転換手術は許されるのか
: 性同一性障害と性のあり方
Alcohol, gender and drinking problems
N00043891
: Perspectives from low and middle income countries
N00076010

N00067934 Gender, women and the tobacco epidemic
N00067074

Gender, women and primary health care renewal
: a discussion paper

山内俊雄著

World Health
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[developed by the
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edited by Isidore S. Obot,
Robin Room

