
No. キーワード 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号 資料番号

1 ジェンダー わたしは無敵の女の子
ケイト T.パーカー著 ; 栗
木さつき訳

海と月社 2021 159.6/W47 1000138158

2 ジェンダー 歴史を読み替えるジェンダーから見た日本史
久留島典子, 長野ひろ子,
長志珠絵編

大月書店 2015 210/R25 1000129203

3 ジェンダー 高校生記者が見た、原発・ジェンダー・ゆとり教育 灘校新聞委員会著 現代人文社 2014 304/Ko44 1000128487

4 ジェンダー 学ぼう!SDGs目標5〜8ジェンダー・水・エネルギー・労働 (SDGsを学んで新聞を作ろう ; [2])
SDGs市民社会ネット
ワーク監修

金の星社 2021 333.8/Ma43	 1000138441	

5 ジェンダー ジェンダー(SDGsのきほん : 未来のための17の目標 ; 6 ; 目標5) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2020 333.8/Sc9 1000137156

6 ジェンダー 近代日本の専門職とジェンダー : 医師・弁護士・看護職への女性の参入(明治大学社会科学研究所叢書) 岡山禮子 [ほか] 著 風間書房 2019 336.3/Ki42 1000135293

7 ジェンダー 「労働」から学ぶジェンダー論 : Society5.0でのライフスタイルを考える 乙部由子著 ミネルヴァ書房 2019 366.38/R59 1000136030

8 ジェンダー 特集ぼくとフェミニズム (すばる ; 第40巻第5号) 集英社 2018 367/B63 1000134154

9 ジェンダー たかくとびたて女の子
ラケル・ディアス・レゲー
ラ作 ; 星野由美訳

汐文社 2020 367/Ta38 1000137756

10 ジェンダー 男尊女子 酒井順子著 集英社 2017 367.1/D38 1000132702

国立女性教育会館コーナー4-6月借受資料一覧
パッケージNo.7 ジェンダー、しごと、文化、貧困

★鳥取大学の学生・教職員に限り貸出可能です。
★1度に2冊まで貸出可能です（附属図書館資料の貸出上限とは別）
★貸出期間は2週間です。延長はできません。翌日以降の再貸出をお願いいた
します。

★自動貸出機はご利用いただけません。貸出の際はカウン
ターへお越しください。
★資料入れ換え準備のため、6月6日から貸出を停止します。



11 ジェンダー ジェンダー平等の国際的潮流 : 国際女性年(1975)以降の動きを通して 信田理奈著 三恵社 2015 367.1/J36 1000129623

12 ジェンダー 「女子」という呪い 雨宮処凛著 集英社クリエイティブ 2018 367.21/J78 1000134079

13 ジェンダー 争点としてのジェンダー : 交錯する科学・社会・政治 江原由美子[ほか]著 ハーベスト社 2019 367.1/So71 1000136053

14 ジェンダー 母から娘へ--ジェンダーの話をしよう
権仁淑著 ; 中野宣子訳 ;
大越京子まん画

梨の木舎 2011 367.2/H14 1000125141

15 ジェンダー 本音の置き場所 バービー著 講談社 2020 367.2/H85 1000137370

16 ジェンダー キングコング・セオリー
ヴィルジニー・デパント著
; 相川千尋訳

柏書房 2020 367.2/Ki43 1000137381

17 ジェンダー 99%のためのフェミニズム宣言

シンジア・アルッザ, ティ
ティ・バタチャーリャ, ナン
シー・フレイザー共著 ;
惠愛由訳

人文書院 2020 367.2/Ky8 1000137199

18 ジェンダー 女と男のちがいって? (あしたのための本)
プランテルグループ文 ;
ルシ・グティエレス絵 ; 宇
野和美訳

あかね書房 2019 367.2/O66 1000135802

19 ジェンダー わたしたちが沈黙させられるいくつかの問い
レベッカ・ソルニット著 ;
ハーン小路恭子訳

左右社 2021 367.2/W47 1000137559

20 ジェンダー 女性の一生 大日向雅美著 日本評論社 2020 367.21/J76 1000137107

21 ジェンダー 法制度における男性差別 : 合法化されるミサンドリー
ポール・ナサンソン, キャ
サリン・K.ヤング著 ; 久米
泰介訳

作品社 2020 367.5/H91 1000136847

22 ジェンダー マンガでわかる男性学 : ジェンダーレス時代を生きるために 水島新太郎マンガ・文 行路社 2016 367.5/Ma45 1000132371

23 ジェンダー 誰かの理想を生きられはしない : とり残された者のためのトランスジェンダー史 吉野靫著 青土社 2020 367.9/D41 1000137182

24 ジェンダー オレは絶対にワタシじゃない : トランスジェンダー逆襲の記 遠藤まめた著 はるか書房 2018 367.98/O71 1000134517



25 ジェンダー 女性の視点でつくる社会科授業 = History and Society through Women's Eyes in Social Studies Lessons
升野伸子, 國分麻里, 金
玹辰編著

学文社 2018 375.3/J76 1000134008

26 ジェンダー 女医問題ぶった斬り! : 女性減点入試の真犯人 筒井冨美著 光文社 2019 498.14/J66 1000135588

27 ジェンダー ジェンダーで見るヒットドラマ : 韓国、アメリカ、欧州、日本 治部れんげ著 光文社 2021 778/G34 1000138260

28 しごと Up to You : 「よくばりに生きる」ためのキャリア戦略 クリスティン・エドマン著 日本経済新聞出版社 2019 159.4/U79 1000135319

29 しごと 女は好きなことを仕事にする 大原真樹著 大和書房 2020 159.6/O66 1000137702

30 しごと 死ぬまで、働く。 : 97歳・現役看護師の「仕事がある限り働き続ける」生き方 池田きぬ著 すばる舎 2021 289.1/Sh69 1000139000

31 しごと ファッションの仕事で世界を変える : エシカル・ビジネスによる社会貢献 白木夏子著 筑摩書房 2021 335.8/F15 1000138731

32 しごと 「超」働き方改革 : 四次元の「分ける」戦略 太田肇著 筑摩書房 2020 336.4/C52 1000137023

33 しごと 日本でいちばん女性がいきいきする会社
坂本光司, 藤井正隆, 坂
本洋介著

潮出版社 2019 336.4/N71 1000135339

34 しごと 定時で帰る女性の仕事ルールと時間術 冨山真由監修 ナツメ社 2020 336.4/Te24 1000136217

35 しごと 女性のキャリア支援 (シリーズダイバーシティ経営)
佐藤博樹, 武石恵美子責
任編集

中央経済社 2020 366/J76 1000137225

36 しごと コロナ禍に立ち向かう働き方と法 和田肇編著 日本評論社 2021 366/Ko79 1000137534

37 しごと 働くことを通して考える共生社会(大妻ブックレット ; 5) 村木厚子著 日本経済評論社 2021 366.3/H42 1000138781

38 しごと 女性がオフィスで輝くための12カ条 : #MeToo時代の新しい働き方
ジョアン・リップマン著 ;
金井真弓訳

文藝春秋 2020 366.3/J76 1000136598



39 しごと ワーキングマザーで行こう! : 子どもが伸びる、自分も輝く生き方のススメ 原田諭貴子著 みらいパブリッシング 2021 366.3/W33 1000138574

40 しごと なぜ働き続けられない? : 社会と自分の力学 鹿嶋敬著 岩波書店 2019 366.38/N59 1000134997

41 しごと ブルースだってただの唄 : 黒人女性の仕事と生活 藤本和子著 筑摩書房 2020 367.253/B94 1000137289

42 しごと みんな、本当はおひとりさま 久本雅美著 幻冬舎 2021 367.4/Mi44 1000139042

43 しごと 中年格差 橘木俊詔著 青土社 2020 367.7/C65 1000137154

44 しごと 介助の仕事 : 街で暮らす/を支える 立岩真也著 筑摩書房 2021 369.2/Ka21 1000137950

45 しごと Passion : ケアという「しごと」 白崎朝子著 現代書館 2020 369.2/P26 1000136872

46 しごと 子どもを守る仕事
佐藤優, 遠藤久江, 池上
和子著

筑摩書房 2020 369.4/Ko21 1000137376

47 しごと わたし、ADHDガール。恋と仕事で困ってます。 司馬理英子著 東洋館出版社 2018 493.73/W47 1000134387

48 しごと 木のストロー 西口彩乃著 扶桑社 2020 519/Ki45 1000137317

49 しごと
なぜ、おばちゃん社長は価値ゼロの会社を100億円で売却できたのか : 父が廃業した会社を引き継ぎ、受注ゼ
ロからの奇跡の大逆転

平美都江著 ダイヤモンド社 2021 566/N59 1000138141

50 しごと 常識のない喫茶店 僕のマリ著 柏書房 2021 673/J78 1000138628

51 文化
「どうしてルールが守れないの?」 : フィリピン人と日本人のダブル・ユウトの場合ほか(同級生は外国人!? : 多文
化共生を考えよう ; 1)

松島恵利子編著 汐文社 2018 371.5/D83 1000134777

52 文化 チャイナドレス大全 : 文化・歴史・思想 謝黎著 青弓社 2020 383.1/C31 1000136879



53 文化 ファッションインジャパン1945-2020 : 流行と社会

島根県立石見美術館, 国
立新美術館, 楠田博子編
; クリストファー・スティヴ
ンズ, パメラ三木, フレー
ズクレーズ訳

青幻舎 2021 383.1/F15 1000138365

54 文化 化粧の世界 : 化粧と化粧品の物語 : ヴィジュアル版
リサ・エルドリッジ著 ; 加
藤恵理子, 水谷富久子訳

国書刊行会 2020 383.5/Ke61 1000137444

55 文化 黒髪と美の歴史 平松隆円 [著] KADOKAWA 2019 383.5/Ku74 1000135777

56 文化 「くらし」の時代 : ファッションからライフスタイルへ 米澤泉著 勁草書房 2018 383/Ku55 1000133913

57 文化 占いをまとう少女たち : 雑誌「マイバースデイ」とスピリチュアリティ 橋迫瑞穂著 青弓社 2019 148/U84 1000135278

58 文化 反逆者たちのアメリカ文化史 : 未来への思考 堀真理子著 春風社 2019 253/H29 1000136179

59 文化 異文化コミュニケーション学 鳥飼玖美子著 岩波書店 2021 361.4/I12 1000138517

60 文化 「盛り」の誕生 : 女の子とテクノロジーが生んだ日本の美意識 久保友香著 太田出版 2019 361.5/Mo59 1000135414

61 文化 ポスト「カワイイ」の文化社会学 : 女子たちの「新たな楽しみ」を探る(叢書現代社会のフロンティア ; 25)
吉光正絵, 池田太臣, 西
原麻里編著

ミネルヴァ書房 2017 361.5/P84 1000132857

62 文化 ロスト欲望社会 : 消費社会の倫理と文化はどこへ向かうのか 橋本努編著 勁草書房 2021 365/R73 1000138328

63 文化 ファッションと哲学 : 16人の思想家から学ぶファッション論入門
アニェス・ロカモラ, アネ
ケ・スメリク編 ; 安齋詩歩
子 [ほか] 共訳

フィルムアート社 2018 383.1/F15 1000134988

64 文化 赤毛の文化史 : マグダラのマリア、赤毛のアンからカンバーバッチまで
ジャッキー・コリス・ハー
ヴィー著 ; 北田絵里子訳

原書房 2021 383.5/A29 1000138200

65 文化 明治・大正・昭和の化粧文化 : 時代背景と化粧・美容の変遷
ポーラ文化研究所編集 ;
鈴森正幸 [ほか] 執筆

ポーラ文化研究所 2016 383.5/Me25 1000131830



66 文化 嗜好品の社会学 : 統計とインタビューからのアプローチ 小林盾編 東京大学出版会 2020 383.8/Sh34 1000137358

67 文化 海女をたずねて 川口祐二著 ドメス出版 2016 384.3/A42 1000132866

68 文化 子どもたちの文化史 : 玩具にみる日本の近代 是澤博昭, 日高真吾編 臨川書店 2019 384.55/Ko21 1000135349

69 文化 図説魔女の文化史
セリヌ・デュ・シェネ著 ;
蔵持不三也訳

原書房 2021 387/Z6 1000137954

70 文化 はじめて学ぶ文化人類学 : 人物・古典・名著からの誘い 岸上伸啓編著 ミネルヴァ書房 2018 389/H16 1000134807

71 文化 詳論文化人類学 : 基本と最新のトピックを深く学ぶ 桑山敬己, 綾部真雄編著 ミネルヴァ書房 2018 389/Sh96 1000134396

72 文化 Mogaモダンガール : クラブ化粧品・プラトン社のデザイン 青幻舎 2021 674/Mo13 1000138508

73 文化 萩尾望都と竹宮惠子 : 大泉サロンの少女マンガ革命 中川右介著 幻冬舎 2020 726.1/H13 1000136692

74 文化 手仕事の帝国日本 : 民芸・手芸・農民美術の時代 (シリーズ日本の中の世界史) 池田忍著 岩波書店 2019 750.21/Te82 1000135536

75 文化 アイドル/メディア論講義 西兼志著 東京大学出版会 2017 767.8/A24 1000132626

76 文化 「自分らしさ」と日本語 中村桃子著 筑摩書房 2021 801/J46 1000138196

77 貧困 馬鹿ブス貧乏な私たちを待つろくでもない近未来を迎え撃つために書いたので読んでください。 藤森かよこ著 ベストセラーズ 2020 159.6/B15 1000137982

78 貧困 娘と話す世界の貧困と格差ってなに? 勝俣誠著 現代企画室 2016 333.6/Mu89 1000131807

79 貧困 大阪ミナミの子どもたち : 歓楽街で暮らす親と子を支える夜間教室の日々 金光敏著 彩流社 2019 334.4/O73 1000136273



80 貧困 ロスジェネのすべて : 格差、貧困、「戦争論」
雨宮処凛編著 ; 倉橋耕
平 [ほか著]

あけび書房 2020 361.64/R73 1000136647

81 貧困 最低賃金1500円がつくる仕事と暮らし : 「雇用崩壊」を乗り越える 後藤道夫 [ほか] 編 大月書店 2018 366.44/Sa24 1000134728

82 貧困 ボクらは『貧困強制社会』を生きている : 不寛容の時代 藤田和恵著 くんぷる 2021 368.2/B63 1000138991

83 貧困 貧困の現場から社会を変える 稲葉剛 [著] 堀之内出版 2016 368.2/H61 1000132012

84 貧困 貧困を救えない国日本 阿部彩, 鈴木大介著 PHP研究所 2018 368.2/H61 1000134894

85 貧困 本当の貧困の話をしよう : 未来を変える方程式 石井光太著 文藝春秋 2019 368.2/H85 1000136093

86 貧困 女性と子どもの貧困 : 社会から孤立した人たちを追った 樋田敦子著 大和書房 2015 368.2/J76 1000130161

87 貧困 日本が壊れる前に : 「貧困」の現場から見えるネオリベの構造 中村淳彦, 藤井達夫著 亜紀書房 2020 368.2/N71 1000137608

88 貧困 世界の貧困・日本の貧困 : 国際比較 世界と日本の同じと違いを考えよう! (シリーズ・貧困を考える ; 1) 稲葉茂勝著 ミネルヴァ書房 2017 368.2/Se22 1000132035

89 貧困 新貧乏物語 : しのび寄る貧困の現場から 中日新聞社会部編 明石書店 2017 368.2/Sh57 1000133197

90 貧困 その子の「普通」は普通じゃない : 貧困の連鎖を断ち切るために 富井真紀著 ポプラ社 2019 368.2/So47 1000135412

91 貧困 近親殺人 : そばにいたから 石井光太著 新潮社 2021 368.6/Ki46 1000138271

92 貧困 女子高生の裏社会 : 「関係性の貧困」に生きる少女たち 仁藤夢乃著 光文社 2014 368.7/J78 1000128671

93 貧困 知的障害者家族の貧困 : 家族に依存するケア 田中智子著 法律文化社 2020 369.2/C49 1000136666



94 貧困 生活困窮と金融排除 : 生活相談・貸付事業と家計改善の可能性 小関隆志編著 明石書店 2020 369.2/Se17 1000137137

95 貧困 現代社会と子どもの貧困 : 福祉・労働の視点から(法政大学大原社会問題研究所叢書)
原伸子, 岩田美香, 宮島
喬編

大月書店 2015 369.4/G34 1000130350

96 貧困 生まれ、育つ基盤 : 子どもの貧困と家族・社会(シリーズ子どもの貧困 ; 1)
松本伊智朗, 湯澤直美編
著

明石書店 2019 369.4/Ko21 1000135320

97 貧困 大人になる・社会をつくる : 若者の貧困と学校・労働・家族 (シリーズ子どもの貧困 ; 4)
杉田真衣, 谷口由希子編
著

明石書店 2020 369.4/Ko21 1000136880

98 貧困 子育て罰 : 「親子に冷たい日本」を変えるには 末冨芳, 桜井啓太著 光文社 2021 369.4/Ko88 1000138420

99 貧困 給食費未納 : 子どもの貧困と食生活格差 鳫咲子著 光文社 2016 369.4/Ky9 1000132179

100 貧困 世界中の子どもの権利をまもる30の方法 : だれひとり置き去りにしない!
国際子ども権利センター,
甲斐田万智子編

合同出版 2019 369.4/Se22 1000136148


