
No. 書名 著者名 請求記号

1 じゃあ, どうしろって言うのさ! : ウェルフェア・マザーの素顔
スーザン・シーハン著 ; 西尾祐吾監訳 ; 
上田純子訳

369.2/J11

2 ヨーロッパと女性
成城大学文芸学部ヨーロッパ文化学科
編

230/Y84

3 乳母の文化史 : 一九世紀イギリス社会に関する一考察 中田元子著 233.06/U11

4 ヴェール論争 : リベラリズムの試練
クリスチャン・ヨプケ著 ; 伊藤豊, 長谷
川一年, 竹島博之訳

316/V63

5 知る・わかる・伝えるSDGs I : 貧困・食料・健康・ジェンダー・水と衛生 阿部治編著;野田恵編著 333.8/Sc9

6 移民がやってきた : アジアの少数民族、日本での物語 山村淳平,陳天璽著 334.4/I47

7 ふるさとって呼んでもいいですか : 6歳で「移民」になった私の物語 ナディ著 334.41/F94

8 朝鮮に渡った「日本人妻」 : フォト・ドキュメンタリー : 60年の記憶 林典子著 334.421/C54

9 『アメリカ女子日本女子』のリアル : アメリカ現地校に通う女子高生の生態図鑑! みゃびー著 361.5/A44

10 働き女子@台湾 : 日本統治期の水脈 蔡蕙頻著:日野みどり訳 366.38/H42

11 中国のメディア・表象とジェンダー 中国女性史研究会編 367.222/C62

12 “結婚"をやめたパリジェンヌたち 酒巻洋子著 367.4/Ke29

13 女も男も生きやすい国、スウェーデン 三瓶恵子著 367/O66

14 アジア諸国の女性障害者と複合差別 : 人権確立の観点から 小林昌之編 369.27/A27

15 なぜ世界の幼児教育・保育を学ぶのか : 子どもの豊かな育ちを保障するために 泉千勢編著 376.12/N59

16
アジアにおける女性のリーダーシップ : 国際・社会組織の経験から : リーダーシップ研究所国際シ
ンポジウム

お茶の水女子大学グローバルリーダー
シップ研究所編

377/O15

17 「近代化」は女性の地位をどう変えたか : タンザニア農村のジェンダーと土地権をめぐる変遷 田中由美子著 611.9/Ki42

18 サバンナのジェンダー : 西アフリカ農村経済の民族誌 友松夕香著 611.9/Sa11

19
世界の美しい女性たち : 世界の女性たち500名のポートレート = The atlas of beauty : women of 
the world in 500 portraits

ミハエラ・ノロック写真・文;大浜千尋訳 748/Se22

20 ヒロインズ ケイト・ザンブレノ著 ; 西山敦子訳 934.7/H71
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21 世界史のなかの女性たち 水井万里子[ほか]編 209/Se22

22 ひとりではじめたアフリカボランティア : 渋谷ギャル店員 栗山さやか著 302.4/H77

23 移動を生きる : フィリピン移住女性と複数のモビリティ 小ヶ谷千穂著 334.5/I19

24 アメリカで生きた女性たち : 戦後国際結婚した日本人女性のオーラルヒストリー 浅井正行,浅井直子著 367.4/A44

25 ムスリマを育てる : インドネシアの女子教育 服部美奈著 372/Mu89

26 心の傷は遺伝する マーク・ウォリン著;野中香方子訳 141.92/Ko44

27 「助けて」が言えない : SOSを出さない人に支援者は何ができるか 松本俊彦編 146/Ta93

28 女性のためのブレない生き方 坂東眞理子著 159.6/J76

29 女に生まれてよかった。と心から思える本 水島広子著 159.6/O86

30 明日のために、心にたくさん木を育てましょう = plant your own tree in your mind 若宮正子著 159/A93

31 こころの深呼吸 : 気持ちがすっと軽くなる 海原純子著 159/Ko44

32 それでも、逃げない 三浦瑠麗,乙武洋匡著 159/So55

33 なぜ人は困った考えや行動にとらわれるのか? : 存在脅威管理理論から読み解く人間と社会 脇本竜太郎著 361.4/N59

34
予防・解決 : 職場のパワハラセクハラメンタルヘルス : マタハラ・SOGIハラ・LGBT 雇用上の責任と防止措置
義務・被害対応と対処法

水谷英夫著 366.3/Y72

35 「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を。 小川たまか著 367.21/H96

36
まちかど保健室にようこそ : 〈川中島の保健室〉ものがたり : からだ・こころ・性のことなんでも話し
てホッとできる

白澤章子著 367.9/Ma16

37 自死は、向き合える : 遺族を支える、社会で防ぐ 杉山春著 368.3/J51

38 風の電話 : 大震災から6年、風の電話を通して見えること 佐々木格著 369.3/Ka99

39 私の夢まで、会いに来てくれた : 3・11亡き人とのそれから
東北学院大学震災の記録プロジェクト
金菱清(ゼミナール)編

369.31/W47

40
メンタルヘルス問題のある親の子育てと暮らしへの支援 : 先駆的支援活動例にみるそのまなざし
と機能

松宮透高編・監修 369.4/Me54
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41 わたしは12歳、爆撃される悪夢を見る夜。: 紛争下でこころのケアを必要とする4億人の子どもたち セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン著 369.4/W47

42 悩む子どもを育てる親子どもの才能を伸ばす親 : 養育能力格差社会の光と影 鍋田恭孝著 379.9/N59

43 #発達系女子の明るい人生計画 宇樹義子著 493.7/H43

44 つなぐ・つながる摂食障害 : 当事者、家族、そしてあなたのために 野村佳絵子,渡邉直樹著 493.7/Ts75

45 わからなくても、こころはある : 発達障害・不登校・思春期のミカタ 山登敬之著 493.7/W25

46 最新図解女性のADHDサポートブック 榊原洋一,高山恵子著 493.7/Z9

47 女性のがん心のケア : がん患者さんと家族のための診療室 : やさしく寄り添い心を立て直す 大西秀樹筆 494/J76

48 50歳からの婦人科 : こころとからだのセルフケア 松峯寿美監修 495.13/G58

49 ブスの自信の持ち方 山崎ナオコーラ著 595/B95

50 絲的ココロエ : 「気の持ちよう」では治せない 絲山秋子著 916/I91

51 女が美しい国は戦争をしない : 美容家メイ牛山の生涯 小川智子著 289.1/O66

52 ショッキングピンク・ショック! : 伝説のファッションデザイナーエルザ・スキャパレリの物語
キョウ・マクレア文;ジュリー・モースタッ
ド絵;八木恭子訳

289.3/Sh96

53 ローラ・アシュレイ : デザインに捧げた人生 アン・セバ著 ; 渡邉理惠子訳 289/L36

54 江戸の異性装者 (クロスドレッサー) たち : セクシュアルマイノリティの理解のために 長島淳子著 367.9/E24

55 平成女子高制服クロニクル 森伸之著 376.41/H51

56 ファッションの哲学 井上雅人著 383.1/F15

57 フロックコートと羽織袴 : 礼装規範の形成と近代日本 小山直子著 383.1/F92

58 フランス・モード史への招待 徳井淑子[ほか]著 383.1/F92

59 マリー・アントワネットの衣裳部屋 内村理奈著 383.1/Ma51

60 ヴィクトリアン・ダンディ : オスカー・ワイルドの服飾観と「新しい女」 佐々井啓著 383.1/V67
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61 洋服を着る近代 : 帝国の思惑と民族の選択 ロバート・ロス著;平田雅博訳 383.1/Y73

62 洋裁文化と日本のファッション 井上雅人著 383.1/Y85

63 装いの横浜チャイナタウン -- 華僑女性の服飾史 横浜ユーラシア文化館編 383.1/Y94

64 ヴィクトリア朝の女性たち : ファッションとレジャーの歴史 山村明子著 383.15/V69

65 化粧の日本史 : 美意識の移りかわり 山村博美著 383.5/Ke61

66 歴史を織りなす女性たちの美容文化史 ジェニー牛山著 383.5/R25

67 身体文化・メディア・象徴的権力 : 化粧とファッションの社会学 黄順姫著 383.5/Sh69

68 農の暮らしに生きた女わざ 東京農業大学「食と農」の博物館編 384.6/N91

69 サウジアラビア、オアシスに生きる女性たちの50年 : 「みられる私」より「みる私」 縄田浩志編 384.6/Sa91

70 着衣する身体と女性の周縁化 武田佐知子編 383.1/C31

71 ファッション&コスメにかかわるリケジョブ大特集!
ファッション&コスメにかかわるリケジョ
ブ大特集!

407/R41

72 がん治療中の女性のためのLife & Beauty さとう桜子著 494.5/G19

73 化粧品(スキンケア)の広告表現100年の変遷 : 社会問題との関わりはどうであったか 高野芳樹著 576.7/Su54

74 図説戦時下の化粧品広告 : 1931-1943 石田あゆう著 674.9/Z8

75 室町時代の女装少年×姫 (ボーイ・ミーツ・ガール) : 「ちごいま」物語絵巻の世界 江口啓子[ほか]編 913.49/Mu74

76 学校では教えてくれない差別と排除の話 安田浩一著 316.81/G16

77 現代を読み解くための西洋中世史 : 差別・排除・不平等への取り組み
シーリア・シャゼル[ほか]編著;赤阪俊
一訳

230.4/G34

78 キング牧師とローザ・パークス : 黒人の平等な権利を求めて
ラファエル・フリエル原作;ザウ絵;高野優監
訳;田中裕子,美濃部美恵子訳

289/Ki43

79 開発なき成長の限界 : 現代インドの貧困・格差・社会的分断
アマルティア・セン,ジャン・ドレーズ著;
湊一樹訳

302.25/Ka21

80 不均衡という病 : フランスの変容1980-2010
エマニュエル・トッド,エルヴェ・ル・ブ
ラーズ[著];石崎晴己訳

302.35/F73
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81 「ことば・表現・差別」再考 おとなの学び研究会編 316.1/Ko94

82 社会を数理で読み解く : 不平等とジレンマの構造
盛山和夫編著;浜田宏,武藤正義,瀧川
裕貴著

361.19/Sh12

83 格差の社会学入門 : 学歴と階層から考える 平沢和司著 361.8/Ka28

84 格差と序列の心理学 : 平等主義のパラドクス 池上知子著 361.8/Ka28

85 近代部落史 : 明治から現代まで 黒川みどり著 361.8/Ki42

86 日常のなかの「フツー」を問いなおす : 現代社会の差別・抑圧 植上一希,伊藤亜希子編 361.8/N71

87 世襲格差社会 : 機会は不平等なのか 橘木俊詔,参鍋篤司著 361.8/Se87

88 仕事と不平等の社会学 竹ノ下弘久著 361.8/Sh29

89 真のダイバーシティをめざして : 特権に無自覚なマジョリティのための社会的公正教育 ダイアン・J.グッドマン著;田辺希久子訳 361.8/Sh57

90 相対的剥奪の社会学 : 不平等と意識のパラドックス 石田淳著 361.8/So71

91 転げ落ちない社会 : 困窮と孤立をふせぐ制度戦略 宮本太郎編著 364.04/Ko79

92 職務格差 : 女性の活躍推進を阻む要因はなにか 大槻奈巳著 366.3/Sh96

93 働き方の男女不平等理論と実証分析 山口一男著 366.38/H42

94 Women empowerment 100 : 世界の女性をエンパワーする100の方法 ベッツィ・トイチュ著 ; 松本裕訳 367.2/W85

95 家族生活の社会学 : 家庭内役割の不平等はなぜ続くのか グラハム・アラン著;天木志保美訳 367.3/Ka99

96 教育格差 : 階層・地域・学歴 松岡亮二著 371.3/Ky4

97
前川喜平教育のなかのマイノリティを語る : 高校中退・夜間中学・外国につながる子ども・LGBT・
沖縄の歴史教育

前川喜平[ほか]著 371.3/Ma27

98 マララさんこんにちは : 世界でいちばん勇敢な少女へ ローズマリー・マカーニ-文:西田佳子訳 371/Ma51

99 保育政策の国際比較 : 子どもの貧困・不平等に世界の保育はどう向き合っているか
ルドヴィクァ・ガンバロ,キティ・スチュワート,
ジェーン・ウォルドフォーゲル編;大野歩[ほか]訳

376.1/H81

100 格差社会の中の高校生 : 家族・学校・進路選択 中澤渉,藤原翔編著 376.4/Ka28


