
　　　 青山学院大学附置スクーンメーカー記念

ジェンダー研究センターライブラリー　所蔵図書一覧（2022年6月現在）

書名（またはシリーズ名） 副題 著者・訳者名 出版者 出版年

1
あいつゲイだって アウティングはなぜ問題なのか? 松岡宗嗣 柏書房 2021

2
愛と差別と友情とLGBTQ+ 言葉で闘うアメリカの記録と内在する

私たちの正体

北丸雄二 人々舎 2021

3
愛の労働あるいは依存とケアの正義

論

エヴァ・フェダー・キテイ

著; 岡野八代, 牟田和恵監訳

白澤社 2010

4 青山学院女子短期大学美術所蔵品図録=

Aoyama Gakuin Women's Junior

College : art collections

青山学院女子短期大学広報企画委

員会美術所蔵品図録作成小委員会

編

青山学院女子短期大学 2012

5
朝倉響子展＝Kyouko Asakura 広田肇一監修,朝地町,現代彫

刻センター

朝倉文夫記念館 2000

6
アジアのドメスティック・バイオレ

ンス

篠崎正美監訳監修 ; アジア女

性交流・研究フォーラム編

明石書店 2002

7
新しい住居 つくり手としての女性 ブルーノ・タウト著 ; 斉藤理訳 中央公論美術出版 2004

8 あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 10代から知っておきたい 森山至貴 WAVE出版 2020
9 (成蹊大学アジア太平洋研究センター叢書）

アメリカン・レイバー

合衆国における労働の文化表象 日比野啓, 下河辺美知子編著 彩流社 2017

10
慰安婦たちの太平洋戦争 秘められた女たちの戦記 山田盟子 光人社 1991

11
生きるためのフェミニズム パンとバラと反資本主義 堅田香緒里 タバブックス　 2021

12
育児言説の社会学 家族・ジェンダー・再生産 天童睦子編 ; 高橋均,

加藤美帆著

世界思想社 2016

13 (双書ジェンダー分析11）

育児のジェンダー・ポリティクス

舩橋惠子 勁草書房 2006

14
いつも鳥が飛んでいる ぱくきょんみ 五柳書院 2004

15
伊藤比呂美詩集 伊藤比呂美 思潮社 1988

16
糸で描く 木村静子 創作刺繍 木村静子 京都創文社 1997

17
いのちを産む 森崎和江 弘文堂 1994

18
イラストで学ぶジェンダーのはなし みんなと自分を理解するためのガイ

ドブック

アイリス・ゴットリーブ著；

野中モモ訳

フィルムアート社 2021

19 (10代の心理をサポートするワークブック③）

インスタントヘルプ！ 10代のための

ジェンダークエストトレーニング

性のアイデンティティ、その悩み・

不安から心と体をヘルプするワーク

ライラン・ジェイ・テスタ,

デボラ・クールハート,

ジェイミー・ペタ著 ;

上田勢子訳

合同出版 2020

20
インターセクショナリティ パトリシア・ヒル・コリンズ,

スルマ・ビルゲ著；小原理乃訳,

下地ローレンス吉孝監訳

人文書院 2021

21
ウーマン・イン・バトル 自由・平等・シスターフッド! マルタ・ブレーン著；

枇谷玲子訳

合同出版 2019

22
ＷOＭEＮ女性たちの世界史大図鑑 our history ホーリー・ハールバート他監

修 ; 戸矢理衣奈 日本語監修,

戸田早紀ほか訳

 河出書房新社 2019

23
ヴェールの政治学 ジョーン・W・スコット著 ;

李孝徳訳

みすず書房 2012

24
海を渡る「慰安婦」問題 右派の「歴史戦」を問う 山口智美ほか 岩波書店 2016

25
占いにはまる女性と若者 板橋作美 青弓社 2013

26
「AV女優」の社会学 なぜ彼女たちは饒舌に自らを語るの

か

鈴木涼美 青土社 2013

27
Xジェンダーって何? 日本における多様な性のあり方 Label X編著 緑風出版 2016
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28
エリンとみどり ジェンダーと新しい家族の形 エリンマクレディ,

もりたみどり

天夢人 2022

29
LGBTIの雇用と労働 当事者の困難とその解決方法を考え

る

三成美保編著 晃洋書房 2019

30
LGBTsの法律問題Q&A  大阪弁護士会人権擁護委員

会性的指向と性自認に関する

プロジェクトチーム著

弁護士会館ブックセン

ター出版部LABO

2016

31
LGBTサポートブック 学校・病院で必ず役立つ はたちさこ, 藤井ひろみ,

桂木祥子編著

保育社 2016

32
LGBTとキリスト教 20人のストーリー 平良愛香監修 日本キリスト教団出版局 2022

33
LGBTとハラスメント 神谷悠一, 松岡宗嗣 集英社 2020

34
LGBTのBです 意外とやさしい社会でした きゅうり 総合科学出版 2017

35
LGBT法律相談対応ガイド 東京弁護士会ＬＧＢＴ法務研

究部編著

第一法規 2017

36
LGBTをめぐる法と社会 谷口洋幸編著 日本加除出版 2019

37
LGBTを読みとく クィア・スタディーズ入門 森山至貴 筑摩書房 2017

38
オーク・コレクション図録 青山学院女子短期大学図書館

青山学院女子短期大学図書館所蔵 2009

39
All we need is Love 清水尚 講談社 2010

40
沖縄とセクシュアリティの社会学 ポストコロニアル・フェミニズムから

問い直す沖縄戦・米軍基地・観光

玉城福子 人文書院 2022

41
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

42
オニババ化する女たち 女性の身体性を取り戻す 三砂ちづる 光文社 2004

43
お姫様とジェンダー アニメで学ぶ男と女のジェンダー学

入門

若桑みどり 筑摩書房 2003

44
想い出すこと ヴィクトリア時代と女性の自立 メアリー・ペイリー・マー

シャル著；松山直樹訳

晃洋書房 2021

45
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 はるか書房 2018

46
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 講談社 2017

47
女が映画を作るとき 浜野佐知 平凡社 2005

48
女が死ぬ 松田青子 中央公論新社 2021

49
女ではない生きもの 酒井順子 祥伝社 1998

50
(世界史リブレット８９）

女と男と子供の近代

長谷川まゆ帆 山川出版社 2007

51
女の子だから、男の子だからをなく

す本

ユン・ウンジュ著；

すんみ訳

エトセトラブックス 2021

52
女の子は本当にピンクが好きなのか 堀越英美 Pヴァイン 2016

53
女ふたり、暮らしています。 キム・ハナ, ファン・ソヌ著;

清水知佐子訳

CCCメディアハウス 2021

54
ガーベラを思え 治安維持法時代の記憶 横湯園子 花伝社 2021

55
外国にルーツを持つ女性たち 彼女たちの「こころの声」を聴こう! 嶋田和子 ココ出版 2020

56
買春する帝国 日本軍「慰安婦」問題の基底 吉見義明 岩波書店 2019

57
書いて考えるジェンダー・スタ

ディーズ

小平麻衣子, 氷見直子共著 新水社 2006

58
回転ドアは、順番に 穂村弘, 東直子 筑摩書房 2007

59
かぐや姫、物語を書きかえろ！ 雀野日名子 河出書房新社 2021

60
カミングアウト・レターズ 子供と親、生徒と教師の往復書簡 RYOJI, 砂川秀樹編 太郎次郎社エディタス 2007
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61
韓国・フェミニズム・日本 斎藤真理子編 河出書房新社 2019

62
キズアト 石内都 日本文教出版 2005

63
キャリバンと魔女 資本主義に抗する女性の身体 シルヴィア・フェデリーチ

著；後藤あゆみ訳

以文社 2017

64
 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

65
教育とLGBTIをつなぐ 学校・大学の現場から考える 三成美保編著 青弓社 2017

66
教養のためのセクシュアリティ・ス

タディーズ

風間 孝ほか著 法律文化社 2018

67 (明治大学社会科学研究所叢書）

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

岡山禮子, 吉田恵子,

平川景子, 武田政明,

細野 はるみ, 長沼秀明

風間書房 2019

68
均等法の新世界 二重基準から共通基準へ 朝倉むつ子 有斐閣 1999

69
クソ女の美学 ミン・ソヨン著；

岡崎暢子訳

ワニブックス 2020

70
月経と犯罪 “生理”はどう語られてきたか 田中ひかる 平凡社 2020

71
(クィア・スタディーズをひらく２)

結婚、家族、労働

菊池夏野ほか編 晃洋書房 2022

72
結婚の条件 小倉千加子 朝日新聞社 2003

73
現代アメリカ女性詩集 Anne Waldmanほか著 ;

高橋綾子, 小川聡子編訳

思潮社　 2012

74
現代日本女性詩人85 高橋順子編著 新書館 2005

75
現代フェミニズム思想辞典 ソニア・アンダマール,

テリー・ロヴェル,

キャロル・ウォルコウィッツ

著；樫村愛子ほか訳

明石書店 2000

76
小池昌代 詩集 小池昌代 思潮社 2003

77
声の物語 クリスティーナ・ダルチャー

著；市田泉訳

早川書房 2019

78
古賀春江 創作のプロセス : 東京国立近代美術館

所蔵作品を中心に

東京国立近代美術館編

田中淳, 村松恵理

東京国立近代美術館 1991

79 (国際化の時代に生きるためのQ＆A①）

移民や難民ってだれのこと？

マイケル・ローゼン,

アンネマリー・ヤング著；

小島亜佳莉訳

創元社 2018

80 (国際化の時代に生きるためのQ＆A②）

ジェンダーってなんのこと？

ジュノ・ドーソン著；

岡本早織訳

創元社 2018

81 (国際化の時代に生きるためのQ＆A③）

フェミニズムってなんのこと？

ルイーズ・スピルズベリー,

ビー・アップルビー著；

渡辺薫訳

創元社 2018

82 (国際化の時代に生きるためのQ＆A④）

合意ってなに？なぜ大事なの？

ルイーズ・スピルズベリー,

ヤズ・ネジャティ著；

小島亜佳莉訳

創元社 2018

83 (国際化の時代に生きるためのQ＆A⑤）

どうして肌の色が問題になるの？

ニケシュ・シュクラ,

クレア・フーチャン著；

大嶋野々花訳

創元社 2018
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84
子どもを守る言葉「同意」って何? YES、NOは自分が決める! レイチェル・ブライアン著；

中井はるの訳

集英社 2020

85
コミュニティ・オーガナイジング ほしい未来をみんなで創る5つのス

テップ

鎌田華乃子 英治出版 2020

86
裁判の女性学 女性の裁かれかた 福島瑞穂 有斐閣 1997

87
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 河出書房新社 2019

88
サフラジェット 英国女性参政権運動の肖像とシルビ

ア・パンクハースト

中村久司 大月書店 2017

89
さよなら、俺たち 清田隆之（桃山商事） スタンド・ブックス 2020

90
サンダカン八番娼館 山崎朋子 文藝春秋 2008

91
ジェンダー学への道案内 髙橋準 北樹出版 2009

92
ジェンダーが拓く共生社会 都留文科大学ジェンダー研究

プログラム七周年記念出版編

集委員会編

論創社 2013

93
(ジェンダー研究のフロンティア １）

国家／ファミリーの再構築

人権・私的領域・政策 戒能民江編著 作品社 2008

94 (ジェンダー研究のフロンティア ３）

少子化とエコノミー

パネル調査で描く東アジア 篠塚英子, 永瀬伸子編著 作品社 2008

95
(ジェンダー研究のフロンティア ４）

テクノ／バイオ・ポリティクス

科学・医療・技術のいま 舘かおる 編著 作品社 2008

96
(ジェンダー史叢書3)　思想と文化 竹村和子, 義江明子編著 明石書店 2010

97
(ジェンダー史叢書5)　暴力と戦争 加藤千香子, 細谷実編著 明石書店 2009

98
(ジェンダー史叢書6)　経済と消費社会 長野ひろ子, 松本悠子編著 明石書店 2009

99 (ジェンダー史叢書7)

人の移動と文化の交差

粟屋利江, 松本悠子編著 明石書店 2011

100
(ジェンダー史叢書8)   生活と福祉 赤阪俊一, 柳谷慶子編著 明石書店 2010

101
(ジェンダー社会科学の可能性1）

かけがえのない個から

人権と家族をめぐる法と制度 辻村みよ子編 岩波書店 2011

102
(ジェンダー社会科学の可能性2）

承認と包摂へ

労働と生活の保障 大沢真理編 岩波書店 2011

103
(ジェンダー社会科学の可能性3）

壁を超える

政治と行政のジェンダー主流化 辻村みよ子編 岩波書店 2011

104
(ジェンダー社会科学の可能性4）

公正なグローバル・コミュニティを

地球的視野の政治経済 大沢真理編 岩波書店 2011

105
ジェンダー・スタディーズ ジェイン・ビルチャー,

イメルダ・ウィラハン著 ;

片山亜紀訳者代表

新曜社 2009

106
ジェンダーで学ぶ社会学〔全訂新版〕 伊藤公雄, 牟田和恵編 世界思想社 2015

107
ジェンダーで学ぶ宗教学 田中雅一, 川橋範子編 世界思想社 2007

108
ジェンダーで学ぶ政治社会学入門 男女平等の未来のために 大海篤子 世織書房 2010

109
ジェンダーと教育の歴史 橋本紀子, 逸見勝亮編 川島書店 2003

110
ジェンダーと国際教育開発 課題と挑戦 菅野琴, 西村幹子, 長岡智寿子編著 福村出版 2012

111
ジェンダーと社会理論 江原由美子, 山崎敬一編 有斐閣 2006

112
ジェンダーと知 ポストモダン・フィミニズムの要素 スーザン・J・ヘックマン著 ;

金井淑子ほか訳

大村書店 1995

4 / 17 ページ



　　　 青山学院大学附置スクーンメーカー記念

ジェンダー研究センターライブラリー　所蔵図書一覧（2022年6月現在）

書名（またはシリーズ名） 副題 著者・訳者名 出版者 出版年

113
ジェンダー・トラブル フェミニズムとアイデンティティの攪

乱

ジュディス・バトラー著 ;

竹村和子訳

青土社 2018

114
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

115 (東北大学21世紀COEプログラムジェンダー

法・政策研究叢書　第10巻)

ジェンダーの基礎理論と法

辻村 みよ子編 東北大学出版会 2007

116 (くらべてわかる世界地図③）

ジェンダーの世界地図

藤田千絵編 ; 菅原由美,

鈴木有子著

大月書店 2004

117
ジェンダーフリー・性教育バッシン

グ

ここが知りたい50のQ＆A 浅井春夫ほか編著 大月書店 2003

118
(思春期サバイバル）

10代の時って考えることが多くなる

気がするわけ。

ここから探検隊 はるか書房 , 星雲社（発

売）

2013

119
(思春期サバイバル２: Q&A編）

10代のモヤモヤに答えてみた。

ここから探検隊 はるか書房 , 星雲社（発

売）

2016

120
舌を抜かれる女たち メアリ・ビアード著 ;

宮崎真紀訳

晶文社 2020

121
しなやかに夢を生きる 青山学院の歴史を拓いた人ドーラ・

E・スクーンメーカーの生涯

棚村恵子 青山学院 2004

122
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（桃山商事） 扶桑社 2021

123 (実践女子大学下田歌子記念女性総合研究所研究叢書１）

下田歌子と近代日本
良妻賢母論と女子教育の創出：1854-

1936

広井多鶴子編著 ;

久保貴子ほか執筆

勁草書房 2021

124
社会運動の戸惑い フェミニズムの「失われた時代」と

草の根保守運動

山口智美, 斉藤正美, 荻上チキ 勁草書房 2012

125
従軍慰安婦 吉見義明 岩波書店 1995

126
「従軍慰安婦」をめぐる30のウソと

真実

吉見義明, 川田文子編著 大月書店 1997

127
13歳から知っておきたいLGBT＋ アシュリー・マーデル著 ;

須川綾子訳

ダイヤモンド社 2017

128
13歳、「私」をなくした私 性暴力と生きることのリアル 山本潤 朝日新聞出版 2021

129
10代で知っておきたい「同意」の話 YES、NOを自分で決める12のヒント ジャスティン・ハンコック

著；芹澤恵, 高里ひろ訳

河出書房新社 2022

130
10代の妊娠 友だちもネットも教えてくれない性

と妊娠のリアル

にじいろ 合同出版 2021

131
少子高齢社会のみえない格差 ジェンダー・世代・階層のゆくえ 白波瀬佐和子 東京大学出版会 2005

132
少女売買 インドに売られたネパールの少女た

ち

長谷川まり子 光文社 2007

133
ジョージと秘密のメリッサ アレックス・ジーノ著 ;

島村浩子訳

偕成社 2016

134
職場のLGBT読本 「ありのままの自分」で働ける環境

を目指して

柳沢正和 ほか著 実務教育出版 2015

135
女子高等教育の座標 天野正子編著 垣内出版 1986

136
(シリーズ「女・あすに生きる」14)

女性が変える生活と法

男女共同参画社会をめざして 佐々木静子編著 ミネルヴァ書房 2000

137
女性学・男性学 ジェンダー論入門 伊藤公男, 樹村みのり, 國信潤子 有斐閣 2002
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138
女性学との出会い 水田宗子 集英社 2004

139 (MINERUVA TEXT LIBRARY 61）

女性学入門［改訂版］

ジェンダーで社会と人生を考える 杉本貴代栄編著 ミネルヴァ書房 2018

140
女性学への招待 変わる／変わらない女の一生 井上輝子 有斐閣 1997

141
女性思想史 愛と革命を生きた女たち 神近市子 亜紀書房 1974

142
(日本女性史論集 1）

女性史の視座

総合女性史研究会編 吉川弘文館 1997

143
女性と天皇制 加納実紀代編 思想の科学社 1979

144
女性とライフキャリア 東京女子大学女性学研究所

矢澤澄子, 岡村清子編

勁草書房 2009

145
女性に対する暴力に関する立法ハン

ドブック

国連経済社会局女性の地位向上

部著 ; ヒューマンライツ・ナウ

編訳 ; 雪田樹理ほか訳

信山社 2011

146
女性のキャリア開発とメンタリング 行政組織を事例にして 合谷美江 文眞堂 1998

147
(フェミニズム的転回叢書）

女性の権利を擁護する

メアリ・ウルストンクラフトの挑戦 梅垣千尋 白澤社 2011

148
女性の世界地図 女たちの経験・現在地・これから ジョニー・シーガー著 ;

中澤高志ほか訳

明石書店 2020

149
女性の品格 装いから生き方まで 坂東眞理子 PHP研究所 2006

150
女性の文章と近代 書きことばから見たジェンダー 出雲朝子 花鳥社 2019

151
女性の歴史（上） 高群逸枝 講談社 1972

152
女性の歴史（下） 高群逸枝 講談社 1972

153
女流画家展：特別展観　近代女流画

家の名作展(1991)

日本テレビ放送網, 読売テレ

ビ放送, 読売新聞社編集

日本テレビ放送網, 読売

テレビ放送, 読売新聞社

1991

154
知らないと恥ずかしいジェンダー入門 加藤秀一 朝日新聞社 2006

155
人権で世界を変える30の方法 ヒューマンライツ・ナウ編 合同出版 2009

156
[新編]日本女性文学全集 第10巻 著者代表 倉橋由美子 ;

責任編集 水田宗子

六花出版 2019

157
[新編]日本女性文学全集 第11巻 著者代表 加藤幸子 ;

責任編集 岡野幸江

六花出版 2019

158
[新編]日本女性文学全集 第12巻 著者代表 山田詠美 ;

責任編集 矢澤美佐紀

六花出版 2020

159
(OECDジェンダー白書 2）

図表でみる男女格差

今なお蔓延る不平等に終止符を！ OECD編著 ; 濱田久美子訳 明石書店 2018

160
性愛空間の文化史 「連れ込み宿」から「ラブホ」まで 金益見 ミネルヴァ書房 2012

161 (人間と性の教育）

性教育のあり方、展望　第1巻

日本と世界、つながりひろがる ”人間と性”教育研究協議会編 大月書店 2006

162
新書版 性差(ジェンダー)の日本史 国立歴史民俗博物館監修 ;

「性差の日本史」展示プロ

ジェクト編

集英社インターナショナ

ル

2021

163
性差(ジェンダー)の日本史 企画展示 大学共同利用機関法人 人間

文化研究機構, 国立歴史民俗

博物館編集

歴史民俗博物館振興会 2020

164
性と法律 変わったこと、変えたいこと 角田由紀子 岩波書店 2013

165
(中学生の質問箱）

性の多様性ってなんだろう？

渡辺大輔 平凡社 2018
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166
性の歴史学 公娼制度・堕胎罪体制から売春防止

法・優生保護法体制へ

藤目ゆき 不二出版 1997

167
性表現規制の文化史 白田秀彰 亜紀書房 2017

168
性風俗世界を生きる「おんなのこ」

のエスノグラフィ

SM・関係性・「自己」がつむぐもの 熊田陽子 明石書店 2017

169
性暴力被害の実際 被害はどのように起き、どう回復す

るのか

齋藤梓, 大竹裕子編 金剛出版 2020

170 (角川ソフィア文庫）

生理用品の社会史

田中ひかる KADOKAWA 2019

171
生理用品の社会史 タブーから一段ビジネスへ 田中ひかる ミネルヴァ書房 2013

172
世界を救うmRNAワクチンの開発者

カタリン・カリコ

増田ユリヤ ポプラ社 2021

173
セクシュアル・マイノリティQ&A LGBT支援法律家ネットワーク

出版プロジェクト編著

弘文堂 2016

174
セックス・ワーク 性産業に携わる女性たちの声 フレデリック・デラコステ,

プリシラ・アレキサンダー編

パンドラ 1993

175
セックスワーク・スタディーズ 当事者視点で考える性と労働 SWASH編 日本評論社 2018

176
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

遠藤まめた 合同出版 2016

177
戦前期女子高等教育の量的拡大過程 政府・生徒・学校のダイナミクス 佐々木啓子 東京大学出版会 2002

178
戦争は女の顔をしていない スベトラーナ・アレクシェー

ヴィチ著；

三浦みどり訳

岩波書店 2016

179 (アメリカ・コラムニスト全集10）

続・母の庭を探して

アリス・ウォーカー著 ;

葉月陽子訳

東京書籍 1993

180
それってどうなの主義 斎藤美奈子 文藝春秋 2010

181
それはあなたが望んだことですか フェミニストカウンセリングの贈り

もの

河野貴代美編著 三一書房 2020

182
尊厳の芸術 強制収容所で紡がれた日本の心 デルフィン・ヒラスナ著 ;

国谷裕子監訳

NHK出版 2013

183
大学における男女共同参画の推進 実践ガイドブック 国立女性教育会館, 村松泰子 悠光堂 2015

184
第三の性「X」への道 男でも女でもない、ノンバイナリー

として生きる

ジェマ・ヒッキー著 ;

上田勢子訳

明石書店 2020

185
高群逸枝 鹿野政直, 堀場清子 朝日新聞社 1977

186
高群逸枝語録 鹿野政直, 堀場清子編 岩波書店 2001

187
高群逸枝論 「母」のアルケオロジー 山下悦子 河出書房新社 1988

188
脱セクシュアル・ハラスメント宣言 法制度と社会環境を変えるために 角田由紀子, 伊藤和子編著；

井上久美枝ほか著

かもがわ出版 2021

189
脱帝国のフェミニズムを求めて 朝鮮女性と植民地主義 宗連玉 有志舎 2009

190
(学術会議叢書３)

男女共同参画社会

キーワードはジェンダー 日本学術協力財団編 日本学術協力財団 2001

191
男女共同参画物語 埼玉県よしかわ発 よしかわ女/男のあゆみを記

録する会編著

生活思想社 2001

192
男色の日本史 なぜ世界有数の同性愛文化が栄えた

のか

ゲイリー・P・リュープ著 ;

藤田真利子訳

作品社 2014

193
男女平等はどこまで進んだか 女性差別撤廃条約から考える 山下泰子, 矢澤澄子監修；

国際女性の地位協会編

岩波書店 2018

194
短大はどこへ行く ジェンダーと教育 松井真知子 勁草書房 1997
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195
地図とデータで見る女性の世界ハン

ドブック

イザベル・アタネ,

キャロル・ブリュジェイユ,

ウィルフリエド・ロー編 ;

土井佳代子訳

原書房 2018

196
地図とデータで見る性の世界ハンド

ブック

ナディーヌ・カッタン,

ステファヌ・ルロワ著 ;

太田佐絵子訳

原書房 2018

197 (男女平等教育シリーズ： 男女共同参画社会

をめざして 第3巻)

中高生のリアルに迫る平等とジェン

ダー・セクシュアリティの教育

愛知教育大学男女共同参画委

員会編

愛知教育大学出版会 2010

198
中絶がわかる本 MY BODY MY CHOICE ロビン・スティーブンソン

著；塚原久美訳

アジュマ 2021

199
CHOICE 自分で選びとるための「性」の知識 シオリーヌ イースト・プレス 2020

200
津田梅子とアナ・C・ハーツホン 二組の父娘の物語 亀田帛子 双文社出版 2005

201
当事者は嘘をつく 小松原織香 筑摩書房 2022

202
同性パートナーシップ制度 世界の動向・日本の自治体における

導入の実際と展望

棚村政行, 中川重徳 編著 日本加除出版 2016

203
友だちを助けるための国際人権法入

門

申惠丰 影書房 2020

204
なぜ、ジェンダー教育を大学でおこ

なうのか

日本と海外の比較から考える 村田晶子, 弓削尚子編著 青弓社 2017

205
ニキ・ド・サンファル展

＝Niki de Saint Phalle

カミーユ.モリノー,

山田由香佳子監修；

国立新美術館, NHK,

NHKプロモーション編集

NHK, NHKプロモーショ

ン

2015

206
日本女性はどこにいるのか イメージとアイデンティティの政治 北村文 勁草書房 2009

207
(日本のフェミニズム 1）

リブとフェミニズム

井上輝子, 上野千鶴子,

江原由美子編

岩波書店 1994

208
(日本のフェミニズム 2）

フェミニズム理論

井上輝子, 上野千鶴子,

江原由美子編

岩波書店 1994

209
(日本のフェミニズム 3）

性役割

井上輝子, 上野千鶴子,

江原由美子編

岩波書店 1995

210
(日本のフェミニズム 4）

権力と労働

井上輝子, 上野千鶴子,

江原由美子編

岩波書店 1994

211
(日本のフェミニズム 6）

セクシュアリティ

井上輝子, 上野千鶴子,

江原由美子編

岩波書店 1995

212
(日本のフェミニズム 7）

表現とメディア

井上輝子, 上野千鶴子,

江原由美子編

岩波書店 1995

213
(日本のフェミニズム 別冊）

男性学

井上輝子, 上野千鶴子,

江原由美子編

岩波書店 1995

214
庭のぬし 思い出す英語のことば ぱくきょんみ エディションｑ 1999

215
NUIT SANO 佐野ぬい画 ギャルリー・ためなが 1996

216
はじめての西洋ジェンダー史 家族史からグローバル・ヒストリー

まで

弓削尚子 山川出版社 2021

217
はじめて学ぶLGBT 基礎からトレンドまで 石田仁 ナツメ社 2019

218
働く女たちの裁判 募集・採用からセクシャル・ハラス

メントまで

大脇雅子, 中野麻美, 林陽子 学陽書房 1996
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219
バッド・フェミニスト ロクサーヌ・ゲイ著；

野中モモ訳

亜紀書房 2017

220
母親になって後悔してる オルナ・ドーナト著；

鹿田昌美訳

新潮社 2022

221
ハヨンガ ハーイ、おこづかいデートしない？ チョン・ミギョン著；

大島 史子訳

アジュマ 2021

222
針穴のパリ 田所美惠子写真集 田所美惠子 河出書房新社 2006

223
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

224
BLが開く扉 変容するアジアのセクシュアリティ

とジェンダー

ジェームズ・ウェルカー編著 青土社 2019

225
(BL進化論, 対話篇)

ボーイズラブが生まれる場所

溝口彰子 宙出版 2017

226
(BL進化論)

ボーイズラブが社会を動かす

溝口彰子 太田出版 2015

227
BLの教科書 堀あきこ, 守如子編 有斐閣 2020

228
東アジアの家父長制 ジェンダーの比較社会学 瀬地山角 勁草書房 1997

229
(一橋大学大学院社会学研究科先端課題研究叢書）

ジェンダー研究を継承する

佐藤文香, 伊藤るり編 人文書院 2017

230
(一橋大学大学院社会学研究科先端課題研究叢書５）

ジェンダーと社会

男性史・軍隊・セクシュアリティ 木本喜美子, 貴堂嘉之編 ;

赤石憲昭 ほか著

旬報社 2010

231
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

232
密やかな教育 「やおい・ボーイズラブ」前史 石田美紀 洛北出版 2008

233
ひれふせ、女たち ミソジニーの論理 ケイト・マン著；小川芳範訳 慶應義塾大学出版会 2019

234
ヒロインたちの聖書ものがたり 福嶋裕子 ヘウレーカ 2020

235
ひろしま 石内都 集英社 2008

236
フェミニストカウンセリングの実践 井上摩耶子 世界思想社 2010

237
(知的常識シリーズ②）

フェミニズム

S.A.ワトキンス他著 ;

田辺希久子訳

心交社 1994

238
フェミニズム辞典 リサ・タトル著 ;

渡辺和子 監訳

明石書店 1998

239
フェミニズム大図鑑 ハンナ・マッケンほか著 ;

最所篤子, 福井久美子訳

三省堂 2020

240
フェミニズムはみんなのもの 情熱の政治学 ベル・フックス著; 堀田碧訳 新水社 2003

241
フェミニズム問題の転換 金井淑子 勁草書房 1992

242
フェミニズム理論辞典 マギー・ハム著 ;

木本喜美子, 髙橋準監訳

明石書店 1999

243
太れば世界が終わると思った キム・アンジェラ著；

高原美絵子, 西野明奈訳

扶桑社 2021

244
フラワーデモを記録する フラワーデモ編 エトセトラブックス 2020

245
ブレイク・ダウン・ザ・ウォール 環境、組織、年齢の壁を破る 尾原蓉子 日本経済新聞出版 2018

246
ふれる社会学 ケイン樹里安,

上原健太郎編著

北樹出版 2019

247
ブレンダと呼ばれた少年 性が歪められた時、何が起きたのか ジョン・コラピント著 ;

村井智之訳

扶桑社 2005

248
プロテストってなに？ 世界を変えたさまざまな社会運動 アリス&エミリー・ハワース

＝ブース著；糟野桃代訳

青幻舎 2021
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249
平和とジェンダー正義を求めて アフガニスタンに希望の灯火を 清末愛砂ほか 耕文社 2019

250
法女性学のすすめ 女性からの法律への問いかけ 金城清子 有斐閣 1992

251
法女性学への招待 国政法・家族法・労働法・憲法を中

心に

山下泰子, 戒能民江,

神尾真知子, 植野妙実子

有斐閣 1996

252
Portraits 女性アーティストの肖像 松本路子 河出書房新社 1995

253
僕の狂ったフェミ彼女 ミン・ジヒョン著；加藤彗訳 イースト・プレス 2022

254
母系制の研究（上） 高群逸枝 講談社 1979

255
母系制の研究（下） 高群逸枝 講談社 1979

256
ポケットのなかの平和 わたしの語り継ぎ部宣言 いちだまり 平和文化 2011

257
ポストモダン・フェミニズム 差異と女性 金井淑子 勁草書房 1989

258
「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 タバブックス 2018

259
負け犬の遠吠え 酒井順子 講談社 2003

260
マザーズ2000-2005 未来の刻印 写真 石内都,

国際交流基金編

淡交社 2005

261
マチズモを削り取れ 武田砂鉄 集英社 2021

262
マドモアゼル シャネル カタログ カトリーヌ・オルメン編 Bunkamura 1990

263
見えない性的指向アセクシュアルの

すべて

誰にも性的魅力を感じない私たちに

ついて

ジュリー・ソンドラ・デッ

カー著 ; 上田勢子訳

明石書店 2019

264
モダンガール論 斎藤美奈子 文集文庫 2003

265
もてない男 恋愛論を超えて 小谷野敦 筑摩書房 1999

266
物語のはじまり 短歌でつづる日常 松村由利子 中央公論新社 2007

267
モノクローム 石内都 筑摩書房 1993

268
「モノと女」の戦後史 身体性・家庭性・社会性を軸に 天野正子, 桜井厚 平凡社 2003

269
屋根裏の仏さま ジュリー・オオツカ著 ;

岩本正恵,小竹由美子訳

新潮社 2016

270 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ）

よくわかるジェンダー・スタディーズ

人文社会科学から自然科学まで 木村涼子, 伊田久美子,

熊安貴美江編著

ミネルヴァ書房 2013

271 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ）

よくわかる スポーツとジェンダー
飯田貴子, 熊安貴美江,

來田享子編著

ミネルヴァ書房 2018

272
ゆるぎなき自由 女性弁護士ジゼル・アリミの生涯 ジゼル・アリミ, アニック・

コジャン著；井上たか子訳

勁草書房 2021

273
ヨーロッパ・ジェンダー研究の現在 ドイツ統一後のパラダイム転換 仲正昌樹編 ;

ゲアラッハ, マイホーファー ,

姫岡とし子著

御茶の水書房 2001

274
読む辞典・女の世界史 原ひろこ, 田中和子,

舘かおる, 須田道子編

新曜社 1987

275
わが高群逸枝　（上） 橋本憲三, 堀場清子 朝日新聞社 1981

276
わが高群逸枝　（下） 橋本憲三, 堀場清子 朝日新聞社 1981

277
わたし、恋人が2人います。 ポリアモリー（複数愛）という生き

方

きのコ WAVE出版 2018

278
私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない イ・ミンギョン著；

すんみ, 小山内園子訳

タバブックス 2018

279
私という旅 ジェンダーとレイシズムを越えて リサ・ゴウ, 鄭暎惠 青土社 1999

280
私の居場所はどこにあるの？ 少女マンガが映す心のかたち 藤本由香里 学陽書房 1998
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281
私はイスラム教徒でフェミニスト ナディア・エル・ブガ,

ヴィクトリア・ゲラン著；

中村富美子訳

白水社 2021

282
私は男でフェミニストです チェ・スンボム著；

金みんじょん訳

世界思想社 2021

283
わたしらしく、LGBTQ①

多様な性のありかたを知ろう

ロバート・ロディ, ローラ・

ロス著；上田勢子訳

大月書店 2017

284
わたしらしく、LGBTQ②

家族や周囲にどう伝える？

ロバート・ロディ, ローラ・

ロス著；上田勢子訳

大月書店 2017

285
わたしらしく、LGBTQ③

トランスジェンダーってなに？

ロバート・ロディ, ローラ・

ロス著；上田勢子訳

大月書店 2017

286
わたしらしく、LGBTQ④

心とからだを大切にしよう

ロバート・ロディ, ローラ・

ロス著；上田勢子訳

大月書店 2017

287
Coed　Revolution The Female Student in the Japanese

New Left

Chelsea Szendi Schieder Duke Unevesity Press 2021

288
Diane Arbus Diane Arbus Schirmer/Mosel Verlag 2011

289
Feminism Without Women Culture and Criticism in a

"Postfeminist" Age

Tania Modleski Routledge 1991

290
MODERN WOMEN Women Artists at the Museum of

Modern Art

Cornelia Butler,Alexandra

Schwartz

MoMA 2010

291
WOMEN ARTISTS An illustrated history Nancy G. Heller Abbeville Press 1997

292
WOMEN'S WORK The First 20,000 Years: Women,

Cloth, and Society in Early Times

Elizabeth Wayland Barber NORTON 1994

書名（またはシリーズ名） 副題 著者・訳者名 出版者 出版年

293
あおもり草子　通巻159号

画家佐野ぬい　青のトボス

あおもり草子編集部 企画集団ぷりずむ 2005

294 (100分de名著 NHKテキスト8月)

アレクシエーヴィチ

『戦争は女の顔をしていない』

声を記録する 沼野恭子著 ; 日本放送協会編

集, NHK出版編集

ＮＨＫ出版 2021

295
エトセトラ　Vol.1

特集 コンビニからエロ本がなくなる日

田房永子責任編集 エトセトラブックス 2019

296
エトセトラ　Vol.2

特集  Ｗｅ・ＬＯＶＥ田嶋陽子！

山内マリコ,

柚木麻子責任編集

エトセトラブックス 2019

297
エトセトラ　Vol.3

特集  私の私による私のための身体

長田杏奈責任編集 エトセトラブックス 2020

298
エトセトラ　Vol.4

特集 女性運動とバックラッシュ

石川優実責任編集 エトセトラブックス 2020

299
エトセトラ　Vol.5

特集 私たちは韓国ドラマで強くなれる

小山内園子, すんみ責任編集 エトセトラブックス 2021

300
エトセトラ　Vol.6

特集 スポーツとジェンダー

井谷聡子責任編集 エトセトラブックス 2021

301 (「文藝春秋」12月臨時増刊号）

おひとりさまマガジン

上野千鶴子責任編集 文藝春秋 2008

302
(NHK俳句) 今日から俳句 はじめの一歩から上達まで 片山由美子 NHK出版 2012

⦿雑誌
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303
暗河  第14号

小特集 高群逸絵

葦書房 1977

304
現代思想 2020年3月臨時増刊号

総特集 フェミニズムの現在

青土社 2020

305
現代思想 2021年9月号

特集 ＜恋愛＞の現在：変わりゆく親密さのかたち

青土社 2021

306
現代思想 2021年11月号

特集 ルッキズムを考える

青土社 2021

307
(新刊情報）

こどもの本　2020年5月号

(※備考  西山利佳著「〈連載評

論〉ジェンダーの窓から①」の記

事あり）

日本児童図書出版協会 2020

308
(新刊情報）

こどもの本　2020年6月号

(※備考　同じく②の記事あり） 日本児童図書出版協会 2020

309
(新刊情報）

こどもの本　2020年7月号

(※備考　同じく③の記事あり） 日本児童図書出版協会 2020

310
(新刊情報）

こどもの本　2020年8月号

(※備考　同じく④の記事あり） 日本児童図書出版協会 2020

311
(新刊情報）

こどもの本　2020年9月号

(※備考　同じく⑤の記事あり） 日本児童図書出版協会 2020

312
(新刊情報）

こどもの本　2020年10月号

(※備考　同じく⑥の記事あり） 日本児童図書出版協会 2020

313
(新刊情報）

こどもの本　2020年11月号

(※備考　同じく⑦の記事あり） 日本児童図書出版協会 2020

314
(新刊情報）

こどもの本　2020年12月号

(※備考　同じく⑧の記事あり） 日本児童図書出版協会 2020

315
(新刊情報）

こどもの本　2021年1月号

(※備考　同じく⑨の記事あり） 日本児童図書出版協会 2020

316
(新刊情報）

こどもの本　2021年2月号

(※備考　同じく⑩の記事あり） 日本児童図書出版協会 2020

317
(新刊情報）

こどもの本　2021年3月号

(※備考　同じく⑪の記事あり） 日本児童図書出版協会 2021

318
(新刊情報）

こどもの本　2021年4月号

(※備考　同じく⑫の記事あり） 日本児童図書出版協会 2021

319
ジェンダー研究21   Vol.９ 早稲田大学ジェンダー研

究所

2019

320
ジェンダー研究21   Vol.10 早稲田大学ジェンダー研

究所

2020

321
ジェンダー研究21   Vol.11 早稲田大学ジェンダー研

究所

2021

322
思想 NO.1118

特集 排除と共感の哲学：

スティグマをめぐって

岩波書店 2017

323
(雑誌感覚で読めるフェミニズム入門ブック)

シモーヌ Vol.1

特集 シモーヌ・ド・ボーヴォワール

シモーヌ編集部編 現代書館 2019

324 (雑誌感覚で読めるフェミニズム入門ブック)

シモーヌ Vol.2

特集 メアリー・カサット

シモーヌ編集部編 現代書館 2020
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325
(雑誌感覚で読めるフェミニズム入門ブック)

シモーヌ Vol.3

特集 オランプ・ドゥ・グージュ

シモーヌ編集部編 現代書館 2020

326 (雑誌感覚で読めるフェミニズム入門ブック)

 シモーヌ  Vol.4

 特集 アニエス・ヴァルダ

シモーヌ編集部編 現代書館 2021

327
女性学　Vol.2 日本女性学会学会誌編集委員

会編

新水社 1994

328
女性学　Vol.3

特集 女性が問う”家族法”

戸籍・別姓・非婚 日本女性学会学会誌編集委員

会編

新水社 1995

329
女性学　Vol.4

特集 アジア・太平洋地域の女性学

日本女性学会学会誌編集委員

会編

新水社 1996

330
女性学　Vol.5

特集 女性と政策決定過程

日本女性学会学会誌編集委員

会編

新水社 1997

331
女性学　Vol.6

特集 教育の現場からジェンダーを問う

日本女性学会学会誌編集委員

会編

新水社 1998

332
女性学   Vol.7

特集１ 20世紀の女性表現

特集２ 女性雇用の危機

日本女性学会学会誌編集委員

会編

新水社 1999

333
女性学　Vol.8

特集 女性学と「権威」化：他者を表象すること

日本女性学会学会誌編集委員

会編

新水社 2001

334
女性学　Vol.9 日本女性学会学会誌編集委員

会編

新水社 2002

335
女性学　Vol.10

特集 ポルノグラフィの言説をめぐって

日本女性学会学会誌編集委員

会編

日本女性学会 2003

336 (大阪府立大学女性学研究センター論集２１）

女性学研究21
大阪府立大学女性学研究

センター

2013

337
女性・戦争・人権　第２号

特集 戦争と性暴力

「女性・戦争・人権」学会学

会誌編集委員会編

行路社 1999

338
女性・戦争・人権　第３号

特集 戦争責任・ジェンダー・植民地主義

「女性・戦争・人権」学会学

会誌編集委員会編

行路社 2000

339
女性・戦争・人権　第４号

特集 天皇制・フェミニズムと戦争責任

「女性・戦争・人権」学会学

会誌編集委員会編

行路社 2001

340 (神奈川大学評論ブックレット１）

女性の社会的地位再考

網野善彦 御茶の水書房 1999

341
Pen　497号

特集 いまこそ、「ジェンダー」の話をしよ

う。

ペン編集部 CCCメディアハウス 2020

書名（またはシリーズ名） 副題 著者・訳者名 出版者 出版年

342
愛すべき娘たち よしながふみ 白泉社 2003

343
青い花　1 志村貴子 太田出版 2006

344
青い花　2 志村貴子 太田出版 2006

345
青い花　3 志村貴子 太田出版 2008

346
青い花　4 志村貴子 太田出版 2009

347
青い花　5 志村貴子 太田出版 2010

348
青い花　6 志村貴子 太田出版 2011

⦿漫画
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349
青い花　7 志村貴子 太田出版 2012

350
青い花　8 志村貴子 太田出版 2013

351
あの時も「こうあるべき」がしんど

かった

ジェンダー・家族・恋愛 パレットーク著；

ケイカ漫画

シンコーミュージック 2021

352
違国日記　１ ヤマシタトモコ 祥伝社 2017

353
違国日記　２ ヤマシタトモコ 祥伝社 2018

354
違国日記　３ ヤマシタトモコ 祥伝社 2018

355
違国日記　４ ヤマシタトモコ 祥伝社 2019

356
違国日記　５ ヤマシタトモコ 祥伝社 2019

357
違国日記　６ ヤマシタトモコ 祥伝社 2020

358
違国日記　７ ヤマシタトモコ 祥伝社 2021

359
違国日記　８ ヤマシタトモコ 祥伝社 2021

360
うちの息子はたぶんゲイ　1 おくら スクウェア・エニックス 2019

361
うちの息子はたぶんゲイ　2 おくら スクウェア・エニックス 2020

362
うちの息子はたぶんゲイ　3 おくら スクウェア・エニックス 2020

363
大奥　1 よしながふみ 白泉社 2005

364
大奥　2 よしながふみ 白泉社 2006

365
大奥　3 よしながふみ 白泉社 2007

366
大奥　4 よしながふみ 白泉社 2008

367
大奥　5 よしながふみ 白泉社 2009

368
大奥　6 よしながふみ 白泉社 2010

369
大奥　7 よしながふみ 白泉社 2011

370
大奥　8 よしながふみ 白泉社 2012

371
大奥　9 よしながふみ 白泉社 2012

372
大奥　10 よしながふみ 白泉社 2013

373
大奥　11 よしながふみ 白泉社 2014

374
大奥　12 よしながふみ 白泉社 2015

375
大奥　13 よしながふみ 白泉社 2016

376
大奥　14 よしながふみ 白泉社 2017

377
大奥　15 よしながふみ 白泉社 2017

378
大奥　16 よしながふみ 白泉社 2018

379
大奥　17 よしながふみ 白泉社 2019

380
大奥　18 よしながふみ 白泉社 2020

381
大奥　19 よしながふみ 白泉社 2021

382
お母さん二人いてもいいかな! ? 中村キヨ（中村珍） ベストセラーズ 2015

383
弟の夫　1 田亀源五郎 双葉社 2015

384
弟の夫　2 田亀源五郎 双葉社 2016

385
弟の夫　3 田亀源五郎 双葉社 2016

386
弟の夫　4 田亀源五郎 双葉社 2017

387
男社会がしんどい 痴漢だとか子育てだとか炎上だとか 田房英子 竹書房 2020

388
かしこくて勇気ある子ども 山本美希 torch comics 2020

389
彼女が好きなものはホモであって僕

ではない　1

漫画　平原明

原作　浅原ナオト

KADOKAWA 2019

390
彼女が好きなものはホモであって僕

ではない　2

漫画　平原明

原作　浅原ナオト

KADOKAWA 2019
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391
彼女が好きなものはホモであって僕

ではない　3

漫画　平原明

原作　浅原ナオト

KADOKAWA 2020

392
きのう何食べた？　1 よしながふみ 講談社 2007

393
きのう何食べた？　2 よしながふみ 講談社 2008

394
きのう何食べた？　3 よしながふみ 講談社 2009

395
きのう何食べた？　4 よしながふみ 講談社 2010

396
きのう何食べた？　5 よしながふみ 講談社 2011

397
きのう何食べた？　6 よしながふみ 講談社 2012

398
きのう何食べた？　7 よしながふみ 講談社 2012

399
きのう何食べた？　8 よしながふみ 講談社 2013

400
きのう何食べた？　9 よしながふみ 講談社 2014

401
きのう何食べた？　10 よしながふみ 講談社 2015

402
きのう何食べた？　11 よしながふみ 講談社 2015

403
きのう何食べた？　12 よしながふみ 講談社 2016

404
きのう何食べた？　13 よしながふみ 講談社 2017

405
きのう何食べた？　14 よしながふみ 講談社 2018

406
きのう何食べた？　15 よしながふみ 講談社 2019

407
きのう何食べた？　16 よしながふみ 講談社 2019

408
きのう何食べた？　17 よしながふみ 講談社 2020

409
きのう何食べた？　18 よしながふみ 講談社 2021

410
きのう何食べた？　19 よしながふみ 講談社 2021

411
羣青　上 中村珍 小学館 2010

412
羣青　中 中村珍 小学館 2011

413
羣青　下 中村珍 小学館 2012

414
ゲイ風俗のもちぎさん セクシュアリティは人生だ。 もちぎ KADOKAWA 2019

415
ゲイ風俗のもちぎさん 　2 セクシュアリティは人生だ。 もちぎ KADOKAWA 2020

416
ゲイ風俗のもちぎさん　３ セクシュアリティは人生だ。 もちぎ KADOKAWA 2020

417
ジーンブライド 高野ひと深 祥伝社 2021

418
自分サイズでいこう 私なりのボディポジティブ hara KADOKAWA 2021

419
女（じぶん）の体をゆるすまで　上 ペス山ポピー 小学館 2021

420
女（じぶん）の体をゆるすまで　下 ペス山ポピー 小学館 2021

421
しまなみ誰そ彼　１ 鎌谷悠希 小学館 2015

422
しまなみ誰そ彼　２ 鎌谷悠希 小学館 2016

423
しまなみ誰そ彼　３ 鎌谷悠希 小学館 2017

424
しまなみ誰そ彼　４ 鎌谷悠希 小学館 2018

425
生理ちゃん 小山健 KADOKAWA 2018

426
生理ちゃん　2日目 小山健 KADOKAWA 2019

427
生理ちゃん　3日目 小山健 KADOKAWA 2020

428
生理ちゃん　4日目 小山健 KADOKAWA 2020

429
戦争は女の顔をしていない　１ 小梅けいと作画 ;

スヴェトラーナ・アレクシ

エーヴィチ原作

KADOKAWA 2020

430
戦争は女の顔をしていない　２ 小梅けいと作画 ;

スヴェトラーナ・アレクシ

エーヴィチ原作

KADOKAWA 2020
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431
戦争は女の顔をしていない　３ 小梅けいと作画 ;

スヴェトラーナ・アレクシ

エーヴィチ原作

KADOKAWA 2022

432
作りたい女と食べたい女　１ ゆざきさかおみ KADOKAWA 2021

433
作りたい女と食べたい女　２ ゆざきさかおみ KADOKAWA 2021

434
ニューヨーク・ニューヨーク　1 羅川真里茂 白泉社 2003

435
ニューヨーク・ニューヨーク　2 羅川真里茂 白泉社 2003

436
ヒヤマケンタロウの妊娠 坂井恵理 講談社 2013

437
向井くんはすごい！　上 ももせしゅうへい KADOKAWA 2021

438
向井くんはすごい！　下 ももせしゅうへい KADOKAWA 2021

439
やがて君になる　１ 仲谷鳰 KADOKAWA 2015

440
やがて君になる　２ 仲谷鳰 KADOKAWA 2016

441
やがて君になる　３ 仲谷鳰 KADOKAWA 2016

442
やがて君になる　４ 仲谷鳰 KADOKAWA 2017

443
やがて君になる　５ 仲谷鳰 KADOKAWA 2018

444
やがて君になる　６ 仲谷鳰 KADOKAWA 2018

445
やがて君になる　７ 仲谷鳰 KADOKAWA 2019

446
やがて君になる　８ 仲谷鳰 KADOKAWA 2019

447
わたしが女の子を好きになった日 竹内佐千子 竹書房 2015

書名（またはシリーズ名） 副題 著者・訳者名 出版者 出版年

448
いいタッチわるいタッチ だいじょうぶの絵本 安藤由紀 復刊ドットコム 2016

449
いろいろいろんなかぞくのほん メアリ・ホフマンぶん；

ロス・アスクィスえ；

すぎもとえみやく

少年写真新聞社 2018

450
LGBTヒストリーブック 絶対に諦めなかった人々の100年の闘

い

ジェローム・ポーレン著 ;

北丸雄二訳

サウザンブックス社 2019

451
王さまと王さま リンダ・ハーン, スターン・

ナイランド絵と文；アンドレ

ア・ゲルマー, 眞野豊訳

ポット出版 2015

452
(多様な性の在り方にふれる絵本シリーズ）

くまのトーマスはおんなのこ

ジェンダーとゆうじょうについての

やさしいおはなし

ジェシカ・ウォルトン作；

ドゥーガル・マクファーレン

絵; かわむらあさこ訳

ポット出版 2016

453
ジュリアンはマーメイド

Julian is a mermaid

ジェシカ・ラブ作；

横山和江訳

サウザンブックス社 2020

454 (ドキドキワクワク性教育  5）

セクシュアルマイノリティってなに？

日高庸晴監修 ; 中山成子絵 少年写真新聞社 2017

455
だいじだいじどーこだ？ はじめての「からだ」と「性」のえ

ほん

遠見才希子 大泉書店 2021

456
たまごちゃん、たびにでる フランチェスカ・パルディ

ぶん；フランチェスコ・

トゥーリオ・アルタンえ；ド

リアーノ・スリス,

 おおにしよしみやく

イタリア会館出版部 2013

⦿絵本（子どもの本）
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457
タンタンタンゴはパパふたり ジャスティン・リチャードソン ,

ピーター・パーネル文 ;

ヘンリー・コール絵 ;

尾辻かな子, 前田和夫訳

ポット出版 2008

458
「ふつう」ってなんだ？ ＬＧＢＴについて知る本 薬師実芳, 中島潤監修 学研プラス 2018

459
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

460 (もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノ

リティ：ありのままのきみがいい , 1)

セクシャルマイノリティについて

日高庸晴著；

サカイノビーイラスト

汐文社 2015

461 (もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノ

リティ：ありのままのきみがいい , 2)

わたしの気持ち、みんなの気持ち

日高庸晴著；

サカイノビーイラスト

汐文社 2016

462 (もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノ

リティ：ありのままのきみがいい , 3)

未来に向かって

日高庸晴著；

サカイノビーイラスト

汐文社 2016

463
レインボーフラッグ誕生物語 セクシャルマイノリティの政治家

ハーヴェイ・ミルク

ロブ・サンダース作,

スティーブン・サレルノ絵；

日高庸晴訳

汐文社 2018

以上

17 / 17 ページ


