
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 フーコー「性の歴史」入門講義 仲正昌樹著 作品社 2020 135/F73 1000137386

2 ジェンダー 他者の影 : ジェンダーの戦争はなぜ終わらないのか
ジェシカ・ベンジャミン[著] ;
北村婦美訳

みすず書房 2018 146.1/Ta93 1000134799

3 ジェンダー 夢をあきらめなかった13人の女の子の物語
チェルシー・クリントン作 ; ア
レグザンドラ・ボイガー絵 ;
西田佳子訳

潮出版社 2018 280/Y97 1000134410

4 ジェンダー グローバル経済史にジェンダー視点を接続する
浅田進史, 榎一江, 竹田泉編
著

日本経済評論社 2020 332/G95 1000137211

5 ジェンダー 社会学のエッセンス : 世の中のしくみを見ぬく(有斐閣アルマ ; 新版補訂版) 友枝敏雄 [ほか] 著 有斐閣 2017 361/Sh12	 1000132647

6 ジェンダー 足をどかしてくれませんか。 : メディアは女たちの声を届けているか
林香里編 ; 小島慶子[ほか]
著

亜紀書房 2019 361.4/A92 1000136388

7 ジェンダー 呪いの言葉の解きかた 上西充子著 晶文社 2019 361.4/N96 1000135552

8 ジェンダー
趣味の社会学 : 文化・階層・ジェンダー = Sociology of taste : culture,
class and gender

片岡栄美著 青弓社 2019 361.5/Sh99 1000135901

9 ジェンダー 入門家族社会学 永田夏来, 松木洋人編 新泉社 2017 361.63/N99 1000132602

10 ジェンダー 企業中心社会を超えて : 現代日本を「ジェンダー」で読む 大沢真理著 岩波書店 2020 366/Ki16 1000137140

11 ジェンダー 女の子はなんでもできる!
キャリル・ハートぶん ; ア
リー・パイえ ; 冨永愛やく

早川書房 2020 367/O6	 1000137639

12 ジェンダー
女性のエンパワメントと教育の未来 : 知識をジェンダーで問い直す(越境ブックレッ
トシリーズ ; 2)

天童睦子著 東信堂 2020 367.1/J76 1000136735

13 ジェンダー
フェミニストってわけじゃないけど、どこか感じる違和感について : 言葉にならな
いモヤモヤを1つ1つ「全部」整理してみた

パクウンジ著 ; 吉原育子訳 ダイヤモンド社 2021 367.2/F18 1000138039

国立女性教育会館コーナー10-12月借受資料一覧
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★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、12月5日から貸出を停止します。



14 ジェンダー イジェアウェレへ : フェミニスト宣言、15の提案
チママンダ・ンゴズィ・ア
ディーチェ著 ; くぼたのぞみ
訳

河出書房新社 2019 367.2/I29 1000135667

15 ジェンダー わたし幸せじゃないの? いつか著 経済界 2017 367.21/W47 1000132998

16 ジェンダー 男らしさの終焉
グレイソン・ペリー著 ; 小磯
洋光訳

フィルムアート社 2019 367.5/O86 1000136274

17 ジェンダー 「男らしさ」はつらいよ
ロバート・ウェッブ著 ; 夏目
大訳

双葉社 2021 367.5/O86 1000137923

18 ジェンダー さよなら、俺たち 清田隆之著 スタンド・ブックス 2020 367.5/Sa99 1000137014

19 ジェンダー 男の子でもできること : みんなの未来とねがい(世界に生きる子どもたち)
プラン・インターナショナル文
; 金原瑞人訳

西村書店 2020 367.6/O86 1000136838

20 ジェンダー 愛と性と存在のはなし 赤坂真理著 NHK出版 2020 367.9/A25 1000137297

21 ジェンダー LGBTを読みとく : クィア・スタディーズ入門 森山至貴著 筑摩書房 2017 367.9/L59 1000132475

22 ジェンダー 女の子は本当にピンクが好きなのか 堀越英美著 河出書房新社 2019 367.2/O66 1000138616

23 ジェンダー
セクシュアルマイノリティってなに? (ドキドキワクワク性教育 : もっと自分を好き
になる ; 5)

日高庸晴監修 ; 中山成子絵 少年写真新聞社 2017 367.9/Se45 1000131865

24 ジェンダー 半径5メートルからの教育社会学 (シリーズ大学生の学びをつくる) 片山悠樹 [ほか] 編 大月書店 2017 371.3/H29 1000133838

25 ジェンダー 女性校長はなぜ増えないのか : 管理職養成システム改革の課題 河野銀子編著 勁草書房 2017 373.7/J76 1000133232

26 ジェンダー スクール・セクシュアル・ハラスメント : 学校の中の性暴力 内海崎貴子 [ほか]著 八千代出版 2019 374.3/Su54 1000135089

27 ジェンダー
ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた : あなたがあなたらしくいられるた
めの29問

佐藤文香監修 ; 一橋大学社
会学部佐藤文香ゼミ生一同
著

明石書店 2019 377.1/J36 1005043406	

28 ジェンダー ファッションで社会学する = Doing sociology through fashion 藤田結子,成実弘至, 辻泉編 有斐閣 2017 383.1/F15	 1000132834



29 ジェンダー せかいでさいしょにズボンをはいた女の子
キース・ネグレー作 ; 石井睦
美訳

光村教育図書 2020 383.1/Se22 1000137642

30 ジェンダー
ダメになる人類学 = Anthropology at a "Neutral point" of
inconsequence

岩野邦康 [ほか] 編 北樹出版 2020 389/D34 1000137880

31 ジェンダー 性とジェンダー : 個と社会をめぐるサイエンス(別冊日経サイエンス ; 228) 日経サイエンス編集部編 日経サイエンス 2018 491.35/Se19 1000134609

32 ジェンダー 現代手芸考 : ものづくりの意味を問い直す 上羽陽子, 山崎明子編 フィルムアート社 2020 594/G34 1000137201

33 ジェンダー 女性とツーリズム : 観光を通して考える女性の人生 友原嘉彦編著 古今書院 2017 689.21/J76	 1000133107

34 ジェンダー
「テレビは見ない」というけれど : エンタメコンテンツをフェミニズム・ジェンダーか
ら読む

西森路代 [ほか著] ; 青弓社
編集部編著

青弓社 2021 699/Te71 1000138060

35 ジェンダー シンデレラ 自由をよぶひと
レベッカ・ソルニット著 ; アー
サー・ラッカム挿画 ; 渡辺葉
訳 ; 渡辺由佳里解説訳

河出書房新社 2020 909.3/Sh92 1000137831

36 ジェンダー すし屋のすてきな春原さん (おはなしSDGs ; . ジェンダー平等を実現しよう) 講談社
戸森しるこ作 ; しんや
ゆう子絵

2020 913.6/Su78	 1000137449

37 ジェンダー 高学歴エリート女はダメですか 山口真由著 幻冬舎 2020 914.6/Ko24 1000137748

38 ジェンダー パワー
ナオミ・オルダーマン著 ; 安
原和見訳

河出書房新社 2018 933.7/P28 1000135829

39 ジェンダー イメージで読み解くフランス文学 : 近代小説とジェンダー 水声社 村田京子著 2019 950.2/I46 1000135849

40 男性と育児 笑顔のママと僕と息子の973日間 清水健著 小学館 2017 289.1/E28 1000133568

41 男性と育児 なぜいま家族のストーリーが求められるのか : 「公私混同」の時代 橋本嘉代著 書肆侃侃房 2020 361.4/N59 1000136668

42 男性と育児 男性の育休 : 家族・企業・経済はこう変わる 小室淑恵, 天野妙著 PHP研究所 2020 366.3/D38 1000137141

43 男性と育児 ぼくと仕事、ぼくと子ども 影山大祐著 トランスビュー 2018 367.3/B63 1000134942

https://winet.nwec.jp/bunken/opac_detail_book/?lang=0&amode=11&opkey=B162149690714618&blkey=1225796&bibid=BB11463499&start=1&place=&check=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&listnum=4


44 男性と育児 ファーザー・アンド・チャイルド・リユニオン : 共同親権と司法の男性差別
ワレン・ファレル著 ; 久米泰
介訳

社会評論社 2017 367.3/F11 1000133304

45 男性と育児 ふたりは同時に親になる : 産後の「ずれ」の処方箋 狩野さやか著 猿江商會 2017 367.3/F97 1000133541

46 男性と育児 はじめてのおとうさんはウルトラマン みやにしたつや作・絵 学研プラス 2016 367.3/H16 1000132066

47 男性と育児 街場の親子論 : 父と娘の困難なものがたり 内田樹, 内田るん著 中央公論新社 2020 367.3/Ma16 1000136826

48 男性と育児 プロジェクト・ファザーフッド : アメリカで最も凶悪な街で「父」になること
ジョルジャ・リープ著 ; 宮﨑
真紀訳

晶文社 2021 367.3/P97	 1000138614

49 男性と育児 セルフネグレクトと父親 : 虐待と自己放棄のはざまで 石川瞭子編著 青弓社 2019 367.3/Se85 1000135532

50 男性と育児 妻に言えない夫の本音 : 仕事と子育てをめぐる葛藤の正体
朝日新聞「父親のモヤモヤ」
取材班著

朝日新聞出版 2020 367.3/Ts72 1000137198

51 男性と育児 養育者としての男性 : 父親の役割とは何か 数井みゆき編著 ミネルヴァ書房 2021 367.3/Y73 1000138431

52 男性と育児 わが子に会えない : 離婚後に漂流する父親たち 西牟田靖著
PHPエディターズ・グ
ループ

2017 367.4/W14 1000133053

53 男性と育児 男性という孤独な存在 : なぜ独身が増加し、父親は無力化したのか 橘木俊詔著 PHP研究所 2018 367.5/D38 1000133827

54 男性と育児 マチルダとふたりのパパ
メル・エリオットさく ; 三辺律
子やく

岩崎書店 2019 367.9/Ma18 1000135287

55 男性と育児
発達障害のある子の父親ストーリー : 立場やキャリア、生き方の異なる14人の男性
が担った父親の役割・かかわり

アスペ・エルデの会編 明治図書出版 2016 378/H43 1000131756

56 男性と育児 サルの子育てヒトの子育て 中道正之 [著] KADOKAWA 2017 489.9/Sa88 1000133090

57 男性と育児 俺たち妊活部 : 「パパになりたい!」男たち101人の本音 村橋ゴロー著 主婦の友社 2016 495.48/O71 1000130645

58 男性と育児 あきれた紳士の国イギリス : ロンドンで専業主夫をやってみた 加藤雅之著 平凡社 2017 590/A36 1000133021



59 男性と育児 ダンナのための妊娠出産読本 : 嫁ハンをいたわってやりたい 荻田和秀 [著] 講談社 2015 598.2/D37 1000130030

60 スポーツ ゴルフという天職 : 樋口久子 : 私の履歴書 樋口久子著 日本経済新聞出版社 2017 289/G68 1000133377

61 スポーツ マリア・シャラポワ自伝
マリア・シャラポワ著 ; 金井
真弓訳

文藝春秋 2018 289.3/Ma51 	1000134378

62 スポーツ 応援の人類学 丹羽典生編著 青弓社 2020 389/O18 1000137384

63 スポーツ ダンスとジェンダー : 多様性ある身体性
猪崎弥生, 酒向治子, 米谷淳
編

 一二三書房 2015 769/D38 1000133143

64 スポーツ 女性アスリートは何を乗り越えてきたのか 読売新聞運動部著 中央公論新社 2013 780/J76 1000127370

65 スポーツ 女子部活食 = Food for female athletes 海老久美子著
ベースボール・マガジン
社

2014 780/J78 1000128853

66 スポーツ スポーツ人類学 : グローバリゼーションと身体
ニコ・ベズニエ, スーザン・ブ
ロウネル, トーマス・F. カー
ター著 ; 川島浩平 [ほか] 訳

共和国 2020 780/Su75	 1000137205

67 スポーツ 「体育会系女子」のポリティクス : 身体・ジェンダー・セクシュアリティ 井谷聡子著 関西大学出版部 2021 780/Ta22 1000137895

68 スポーツ
女性アスリートの教科書 : 部活女子からトップ選手まで : 必ず伸びる、強くなる :
指導者・保護者が知っておきたい40のこと

須永美歌子著 主婦の友社 2018 780.19/J76 1000134424

69 スポーツ 可能性は無限大 : 視覚障がい者マラソン道下美里 高橋うらら文 新日本出版社 2018 782/Ka58 	1000136383

70 スポーツ 炎をきりさく風になって : ボストンマラソンをはじめて走った女性ランナー

フランシス・ポレッティ, クリ
スティーナ・イー作 ; スザン
ナ・チャップマン絵 ; 渋谷弘
子訳

汐文社 2018 782.3/H85 1000134443

71 スポーツ 甲子園進化論 : 女子の力で変わる未来の甲子園 太田幸司著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

2017 783.7/Ko84 1000133020

72 スポーツ 義足でダンス : 両足切断から始まった人生の旅
エイミー・パーディ, ミシェル・
バーフォード著 ; 藤井留美訳

辰巳出版 2018 784.39/G47 1000134073

73 スポーツ 浅田真央100の言葉 フジテレビスポーツ局編 扶桑社 2020 784/A81	 1000137428



74 スポーツ 0 (ゼロ) から1 (イチ) をつくる : 地元で見つけた、世界での勝ち方 本橋麻里著 講談社 2019 784.9/Z3 1000135022

75 スポーツ 世界のおすもうさん 和田靜香文 ; 金井真紀文絵 岩波書店 2021 788/Se22 1000138150

76 スポーツ その魔球に、まだ名はない
エレン・クレイジス著 ; 橋本恵
訳

あすなろ書房 2018 933.7/So48 1000135661

77 日記・手記 戦争とおはぎとグリンピース : 婦人の新聞投稿欄「紅皿」集 西日本新聞社編 西日本新聞社 2016 210.7/Se73 1000131407

78 日記・手記 フジコ・ヘミング14歳の夏休み絵日記 フジコ・ヘミング著 暮しの手帖社 2018 289.1/F59 1000134416

79 日記・手記 菜の花の沖縄日記 坂本菜の花著 ヘウレーカ 2019 302/N48 1000135959

80 日記・手記 バナの戦争 : ツイートで世界を変えた7歳少女の物語 バナ・アベド著 ; 金井真弓訳 飛鳥新社 2017 302.275/B17 1000133829

81 日記・手記 わたしの町は戦場になった : シリア内戦下を生きた少女の四年間
ミリアム・ラウィック, フィリッ
プ・ロブジョワ著 ; 大林薫訳

東京創元社 2018 302.275/W47 1000134729

82 日記・手記 米国人博士、大阪で主婦になる。
トレイシー・スレイター著 ; 高
月園子訳

亜紀書房 2016 367.4/B32 1000131657

83 日記・手記 娘になった妻、のぶ代へ : 大山のぶ代「認知症」介護日記 砂川啓介著 双葉社 2015 369.2/Mu89 1000132130

84 日記・手記 チェンジ : 私のウガンダ2000日 山田優花著 海竜社 2017 372.455/C38 1000134500

85 日記・手記 ブレない子育て : 発達障害の子、「栗原類」を伸ばした母の手記 栗原泉著 KADOKAWA 2018 378/B91 1000134796

86 日記・手記 ビバ!インクルージョン : 私が療育・特別支援教育の伝道師にならなかったワケ 柴田靖子著 現代書館 2016 378/B41 1000131510

87 日記・手記 あいたくてききたくて旅にでる 小野和子執筆 パンプクエイクス 2019 388.1/A25 1000136671

88 日記・手記 南極ではたらく : かあちゃん、調理隊員になる 渡貫淳子著 平凡社 2019 402.979/N48 1000135096



89 日記・手記 お母さんのためのアルコール依存症回復ガイドブック
ローズマリー・オコーナー著 ;
浅田仁子訳

金剛出版 2019 493.1/O45 1000135058

90 日記・手記 112日間のママ 清水健著 小学館 2016 495.4/H99 1000130594

91 日記・手記 私は一本の木 宮崎かづゑ [著] みすず書房 2016 498.6/W45 1000130700

92 日記・手記 子育て奮闘中の母ちゃんドクターが書いた『男の子ママ』の悩みをぶっとばす言葉 須藤暁子著 KADOKAWA 2016 599/Ko88	 1000131989

93 日記・手記 きみは赤ちゃん 川上未映子著 文藝春秋 2017 599/Ki33 1000133685

94 日記・手記 フランス舞踏日記1977-2017 : をどるたましひ 古関すまこ著 論創社 2018 769.1/F92 1000134294

95 日記・手記 私の「貧乏物語」 : これからの希望をみつけるために 岩波書店編集部編 岩波書店 2016 914.6/W45 1000131676

96 日記・手記 あたらしい無職 丹野未雪著 タバブックス 2017 916/A94 1000133839

97 日記・手記 アナイス・ニンの日記
アナイス・ニン著 ; 矢口裕子
編訳

水声社 2017 935/A46 1000132701

98 日記・手記 74歳の日記
メイ・サートン [著] ; 幾島幸
子訳

みすず書房 2019 935/N48 1000136082

99 日記・手記 ネオナチの少女
ハイディ・ベネケンシュタイン
著 ; 平野卿子訳

筑摩書房 2019 946/N65 1000135033

100 日記・手記 わたしが「軽さ」を取り戻すまで : “シャルリ・エブド"を生き残って
カトリーヌ・ムリス作 ; 大西愛
子訳

花伝社 2019 956/W47 1000135249


