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キーワード 請求記号 書名 著者名 出版者 出版年

367.1/ｱﾃﾞｨ 男も女もみんなフェミニストでなきゃ ﾁﾏﾏﾝﾀﾞ･ﾝｺﾞｽﾞｨ･ｱﾃﾞｨｰﾁｪ 河出書房新社 2017

367.1/ｳｴ 上野先生、ﾌｪﾐﾆｽﾞﾑについてｾﾞﾛから教えてください！ 上野千鶴子、田房永子 大和書房 2020

367.221/ｶﾝ 韓国フェミニズムと私たち タバブックス∥編集 タバブックス 2019

929.1/ﾅﾑ ８２年生まれ、キム・ジヨン チョ・ナムジュ 筑摩書房 2018

324.8/ﾅｶ 日本のふしぎな夫婦同姓：社会学者、妻の姓を選ぶ 中井治郎 PHP研究所 2021

324.7/ｸﾘ 夫婦別姓：家族と多様性の各国事情 栗田路子ほか 筑摩書房 2021

366.32/ｺﾑ 男性の育休 小室淑恵 ＰＨＰ研究所 2020

599.0/ｳｶﾞ 男コピーライター、育休をとる。 魚返洋平 大和書房 2019

367.5/ｷﾖ
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 扶桑社 2021

367.5/ｵｵ これからの男の子たちへ 太田啓子 大月書店 2020

367.97/ﾓﾘ ＬＧＢＴを知る 森永貴彦 日本経済新聞出版社 2018

367.97/ﾔﾅ 職場のＬＧＢＴ読本 柳沢正和 実務教育出版 2015

367.97/ｴﾝ ひとりひとりの「性」を大切にする社会へ 遠藤まめた 新日本出版社 2020

367.97/ｲｼ はじめて学ぶＬＧＢＴ 石田仁 ナツメ社 2019

367.99/ﾅｵ 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 新星出版社 2021

K367.99/ｵﾄ 大人も知らない!?性教育なぜなにクイズ図鑑 のじまなみ 監修 宝島社 2021

367.9/ｻｲ 知らないと恥をかく「性」の新常識 齋藤賢 光文社 2020

367.9/ｻｶ 誰も教えてくれない大人の性の作法 坂爪真吾、藤見里紗 光文社 2017

367.21/ﾐﾝ #生理の貧困 ： #PeriodPoverty #みんなの生理、ほか 日本看護協会出版会 2021

M/ｾ/104
季刊セクシュアリティ　No.104
特集：「生理の貧困」から「生理の尊厳」へ

(一社）“人間と性”　教育
研究協議会/企画編集

エイデル研究所 2022

726.1/ｺﾔ/1 生理ちゃん1 小山 健 KADOKAWA 2018

K495.1/ｼﾞｮ 女子も！男子も！生理を知ろう1 宋美玄∥監修 汐文社 2020

367.21/ｲｲ
ルポコロナ禍で追いつめられる女性たち
：深まる孤立と貧困

飯島裕子 光文社 2021

M/ｴ/1 f visionsNo.1特集：新型コロナウィルス禍とジェンダー 2020

914.6/ｳｴ 海をあげる 上間陽子 筑摩書房 2020

367.6/ｳｴ 裸足で逃げる 上間陽子 太田出版 2017

914.6/ｼｮ 少女たちの戦争 中央公論新社 編 中央公論新社 2021

210.7/ｶﾜ 告白 川 恵実 かもがわ出版 2020

369.26/ﾔﾝ ヤングケアラーわたしの語り 澁谷智子 編 生活書院 2020

369.2/ｼﾌﾞ ヤングケアラー 渋谷智子 中央公論新社 2018

369.4/ﾕｱ つながり続けるこども食堂 湯浅誠 中央公論新社 2021

K913.6/ｸﾘ １５歳、ぬけがら 栗沢まり 講談社 2017

367.1/ﾀｹ 女性を活用する国、しない国 竹信三恵子 岩波書店 2010

366.4/ﾀｹ ルポ賃金差別 竹信三恵子 筑摩書房 2012

B986/ｱﾚ 戦争は女の顔をしていない ｽｳﾞｪﾄﾗｰﾅ･ｱﾚｸｼｴｰｳﾞｨﾁ 岩波書店 2016

289.2/ｷﾑ 草 ｷﾑ･ｼﾞｪﾝﾄﾞﾘ ｸﾞﾑｽｸ ころから 2020

K333.8/ｲﾅ ＳＤＧｓのきほん6 稲葉茂勝 ポプラ社 2020

K333.8/ｼｯ 知っていますか？ＳＤＧｓ 日本ﾕﾆｾﾌ協会∥制作協力 さ・え・ら書房 2018

289.3/ﾁｬ ニュージーランド アーダーン首相：世界を動かす共感力 マデリン・チャップマン 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 2021

289.3/ﾏﾄ メルケル：世界一の宰相 カティ・マートン 文藝春秋 2021

498.2/ｽﾃ 中絶がわかる本 ロビン・スティーブンソン アジュマ 2022

7261./ｵｷ/1 透明なゆりかご 産婦人科医院看護師見習い日記1 沖田×華 講談社 2015

495.1/ﾀﾞｲ だいたい更年期：いつでも不調な私をラクにするヒント 安達知子ほか 三省堂書店/創英社 2021

495.1/ﾖｼ ４０歳からの女性のからだと気持ちの不安をなくす本 吉野一枝 永岡書店 2015

914.6/ｼﾉ 一〇三歳になってわかったこと 篠田桃紅 幻冬舎 2015

367.7/ﾋｸﾞ 人生のやめどき 樋口恵子、上野千鶴子 マガジンハウス 2020

B913.6 北条政子 永井路子 角川書店 1992

289.1/ﾎ 北条政子：尼将軍の時代 野村育世 吉川弘文館 2000
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