2F企画展示

展示期間：2022年9月26日(月) ～

男女平等の達成度を数値化した「ジェンダーギャップ指数」（世界経済フォーラム 2022.7.13発表）で、
日本は146カ国中116位。主要7カ国で最下位でした。
そこで今回の企画展示は、ジェンダーやセクシュアリティに関する本を幅広く展示します。
SDGsの目標でもある「ジェンダー平等」についてこの機会に考えてみませんか？
アクセシビリティセンター

女性応援ポータルサイト

（学生サポートセンター1F）

（男女共同参画局）

3
性的指向や性自認（SOGI）等を理由とした支援が

子育て・仕事・介護・安全安心等の支援が
まとめられている。

必要な学生のための相談・支援窓口。

書名等
オッサンの壁 / 佐藤千矢子著. -- 講談社, 2022.4. -- (講談社現代新書 ; 2658).

配置場所
4F新書版

請求記号
070.21//SA85//1934

ジェンダーの心理学 : 「男女」の思いこみを科学する / 青野篤子, 土肥伊都子, 森永康子著. -- 新 3F開架新体系 143.1//A55//1523
版. -- ミネルヴァ書房, 2022.4.
フロイト、性と愛について語る / フロイト著 ; 中山元訳. -- 光文社, 2021.7. -- (光文社古典新訳文庫 3F文庫版
146.13//F46//1184
; [KBフ1-6]).
仏教における女性差別を考える : 親鸞とジェンダー / 源淳子著. -- あけび書房, 2020.2.
3F開架新体系 188.7//MI38//3004
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 3F開架新体系 289//H54//6879
子訳. -- 明石書店, 2020.12.
女性のいない民主主義 / 前田健太郎著. -- 岩波書店, 2019.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 1794).
4F新書版
311.7//MA26//6821
自民党の女性認識 : 「イエ中心主義」の政治指向 / 安藤優子著. -- 明石書店, 2022.7.

4F開架新体系 315.1//A47//2222

刑事司法とジェンダー / 牧野雅子著. -- 増補. -- インパクト出版会, 2020.10.

4F開架新体系 326.22//MA35//5252

女性リーダーが生まれるとき : 「一皮むけた経験」に学ぶキャリア形成 / 野村浩子著. -- 光文社,
2020.3. -- (光文社新書 ; 1053).
ケーススタディ職場のLGBT : 場面で学ぶ正しい理解と適切な対応 : セクシュアル・マイノリティ / 寺
原真希子編集代表 ; 東京表参道法律事務所編著. -- ぎょうせい, 2018.11.
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, 2019.12.
ガールズ・メディア・スタディーズ / 田中東子編著 ; 竹田恵子 [ほか執筆]. -- 北樹出版, 2021.6.

4F新書版

336.3//N95//1215

4F開架新体系 336.4//TE44//8477
2F学生選書

361.453//H48//5891

4F開架新体系 361.453//TA84//0505

セクシュアリティとジェンダー / 落合恵美子, 森本一彦, 平井晶子編. -- 有斐閣, 2022.3. -- (リーディ 4F開架新体系 361.63//R37//1538
ングスアジアの家族と親密圏 / 落合恵美子, 森本一彦, 平井晶子編 ; 第3巻).
大衆の狂気 : ジェンダー・人種・アイデンティティ / ダグラス・マレー著 ; 山田美明訳. -- 徳間書店, 4F開架新体系 361.8//MU79//0323
2022.3.
ここからセクハラ! : アウトがわからない男、もう我慢しない女 / 牟田和恵著. -- 集英社, 2018.11.
4F開架新体系 366.3//MU91//8478
ハラスメントの境界線 : セクハラ・パワハラに戸惑う男たち / 白河桃子著. -- 中央公論新社,
2019.5. -- (中公新書ラクレ ; 656).
働くこととフェミニズム : 竹中恵美子に学ぶ : 竹中恵美子卒寿記念 / フォーラム労働・社会政策・
ジェンダー編. -- ドメス出版, 2020.10.
働く女子のキャリア格差 / 国保祥子著. -- 筑摩書房, 2018.1. -- (ちくま新書 ; 1302).

4F新書版

Work design : 行動経済学でジェンダー格差を克服する / イリス・ボネット著 ; 池村千秋訳. -- NTT
出版, 2018.7.
存在しない女たち : 男性優位の世界にひそむ見せかけのファクトを暴く / キャロライン・クリアド=ペレ
ス著 ; 神崎朗子訳. -- 河出書房新社, 2020.11.
バナナ・ビーチ・軍事基地 : 国際政治をジェンダーで読み解く / シンシア・エンロー著 ; 望戸愛果訳.
-- 人文書院, 2020.11.
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, 2020.11. -- (エトセトラ ;
VOL.4(2020FALL/WINTER)).
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, 2019.5. -- (エト
セトラ ; VOL.1 (2019 SPRING/SUMMER)).
「トラブル」としてのフェミニズム : 「とり乱させない抑圧」に抗して / 藤高和輝著. -- 青土社, 2022.2.

4F開架新体系 367.1//B62//8607

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
リーブイラスト・文 ; 野中モモ訳. -- フィルムアート社, 2021.3.

2F学生選書
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366.3//SH83//4708

4F開架新体系 366.38//F39//5658
2F就職応援

366.38//KO45//7700

4F開架新体系 367.1//C92//5637
4F開架新体系 367.1//E62//6134
2F学生選書

367.1//E78//5894

2F学生選書

367.1//E78//8217

4F開架新体系 367.1//F67//4507
367.1//G72//2086

書名等
配置場所
請求記号
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 / 一橋 4F開架新体系 367.1//H77//5850
大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同著. -- 明石書店, 2019.6.
女の子は本当にピンクが好きなのか : Think PINK / 堀越英美著. -- Pヴァイン. -- (Ele-king books). 2F学生選書
367.1//H89//5303
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, 2018.12.
レクチャージェンダー法 / 犬伏由子, 井上匡子, 君塚正臣編. -- 第2版. -- 法律文化社, 2021.5. -(αブックス).
女性学・男性学 : ジェンダー論入門 / 伊藤公雄, 樹村みのり, 國信潤子著. -- 第3版. -- 有斐閣,
2019.4. -- (有斐閣アルマ ; Interest).
美とミソジニー : 美容行為の政治学 / シーラ・ジェフリーズ著 ; GCジャパン翻訳グループ訳. -- 慶應
義塾大学出版会, 2022.7.
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 / 国際女性の地位協会編. -- 岩波
書店, 2018.6. -- (岩波ジュニア新書 ; 874).
ぼそぼそ声のフェミニズム / 栗田隆子著. -- 作品社, 2019.6.

2F学生選書

367.1//I11//8215

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, [2020.8].

4F開架新体系 367.1//MA13//3041

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,
2019.11.
ジェンダー法学入門 / 三成美保 [ほか] 著. -- 第3版. -- 法律文化社, 2019.5. -- (HBB+).

4F開架新体系 367.1//MA45//8794

フェミニズムってなんですか? / 清水晶子著. -- 文藝春秋, 2022.5. -- (文春新書 ; 1361).

4F新書版

4F開架新体系 367.1//I58//1653
4F開架新体系 367.1//I89//4442
4F開架新体系 367.1//J34//2848
4F新書版

367.1//KO51//8189

2F学生選書

367.1//KU67//8211

4F開架新体系 367.1//MI66//4906
367.1//SH49//2987

ジェンダー・バックラッシュとは何だったのか : 史的総括と未来へ向けて / 石楿著. -- インパクト出版 4F開架新体系 367.1//SO32//9485
会, 2016.2.
ジェンダーで読む映画評/書評 / 杉本貴代栄著. -- 学文社, 2020.10.
4F開架新体系 367.1//SU38//5249
女性学入門 : ジェンダーで社会と人生を考える / 杉本貴代栄編著. -- 改訂版. -- ミネルヴァ書房,
2018.2. -- (Minerva text library ; 61).
フェミニズムはもういらない、と彼女は言うけれど : ポストフェミニズムと「女らしさ」のゆくえ / 高橋
幸著. -- 晃洋書房, 2020.6.
ポストヒューマン・スタディーズへの招待 : 身体とフェミニズムをめぐる11の視点 / 竹﨑一真, 山本
敦久編 ; 杉山文野 [ほか著]. -- 堀之内出版, 2022.3.
女の子はどう生きるか : 教えて、上野先生! / 上野千鶴子著. -- 岩波書店, 2021.1. -- (岩波ジュニ
ア新書 ; 929).
舌を抜かれる女たち / メアリー・ビアード著 ; 宮﨑真紀訳. -- 晶文社, 2020.1.

4F開架新体系 367.1//SU38//5943

女性差別はどう作られてきたか / 中村敏子著. -- 集英社, 2021.1. -- (集英社新書 ; 1052B).

4F新書版

アカデミズムとジェンダー : 歴史学の現状と課題 / 歴史学研究会編. -- 績文堂出版, 2022.5.

4F開架新体系 367.2//R25//1290

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, 2020.10.
女学生とジェンダー : 女性教養誌『むらさき』を鏡として / 今井久代, 中野貴文, 和田博文編. -- 笠
間書院, 2019.3.
「男女格差後進国」の衝撃 : 無意識のジェンダー・バイアスを克服する / 治部れんげ著. -- 小学館,
2020.10. -- (小学館新書 ; [380]).
日本のポストフェミニズム : 「女子力」とネオリベラリズム / 菊地夏野著. -- 大月書店, 2019.2.

4F開架新体系 367.2//SE11//4731

女子学生はどう闘ってきたのか / 小林哲夫著. -- サイゾー, 2020.5.

4F開架新体系 367.21//KO12//2431

露出する女子、覗き見る女子 : SNSとアプリに現れる新階層 / 三浦展, 天笠邦一著. -- 筑摩書房,
2019.8. -- (ちくま新書 ; 1429).
日本の貧困女子 / 中村淳彦著. -- SBクリエイティブ, 2019.11. -- (SB新書 ; 494).

4F新書版

367.21//MI67//6395

4F新書版

367.21//N37//7651

4F開架新体系 367.1//TA33//2748
4F開架新体系 367.1//TA69//1654
4F新書版

367.1//U45//7221

4F開架新体系 367.2//B31//0550
367.2//N37//7217

4F開架新体系 367.21//I43//4387
4F新書版

367.21//J46//5326

4F開架新体系 367.21//KI24//4154

「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. -- タバブックス, 2018.7. 2F学生選書

367.21//O24//5897

「女性活躍」に翻弄される人びと / 奥田祥子著. -- 光文社, 2018.3. -- (光文社新書 ; 934).

4F新書版

367.21//O54//5990

炎上CMでよみとくジェンダー論 / 瀬地山角著. -- 光文社, 2020.5. -- (光文社新書 ; 1068).

4F新書版

367.21//SE13//2077

女性の生きづらさとジェンダー : 「片隅」の言葉と向き合う心理学 / 心理科学研究会ジェンダー部 4F開架新体系 367.21//SH69//2847
会編. -- 有斐閣, 2021.11.
男たち/女たちの恋愛 : 近代日本の「自己」とジェンダー / 田中亜以子著. -- 勁草書房, 2019.3.
4F開架新体系 367.21//TA84//8852
女子のたしなみと日本近代 : 音楽文化にみる「趣味」の受容 / 歌川光一著. -- 勁草書房, 2019.3.

4F開架新体系 367.21//U96//7878

性差 (ジェンダー) の日本史 : 企画展示 / 国立歴史民俗博物館編集. -- 国立歴史民俗博物館,
2020.10.
ハッシュタグだけじゃ始まらない : 東アジアのフェミニズム・ムーブメント / 熱田敬子 [ほか] 編著. -大月書店, 2022.3.
#MeTooの政治学 : コリア・フェミニズムの最前線 / 鄭喜鎭編 ; 権金炫怜 [ほか] 著 ; 金李イスル
訳. -- 大月書店, 2021.10.
フランスに学ぶジェンダー平等の推進と日本のこれから : パリテ法制定20周年をこえて / 冨士谷
あつ子, 新川達郎編著. -- 明石書店, 2022.1.
私はいま自由なの? : 男女平等世界一の国ノルウェーが直面した現実 / リン・スタルスベルグ著 ;
枇谷玲子訳. -- 柏書房, 2021.10.

7F新体系L

2ページ

L367.21//KO49//7818

4F開架新体系 367.22//A95//1380
4F開架新体系 367.221//C53//2599
4F開架新体系 367.235//F67//4047
4F開架新体系 367.2389//ST1//2499

書名等
二重に差別される女たち : ないことにされているブラック・ウーマンのフェミニズム / ミッキ・ケンダ
ル著 ; 川村まゆみ訳. -- DU BOOKS.
「性」なる家族 / 信田さよ子著. -- 春秋社, 2019.5.

配置場所
請求記号
4F開架新体系 367.253//KE41//1541

男性性の探究 / ラファエル・リオジエ著 ; 伊達聖伸訳. -- 講談社, 2021.3.

4F開架新体系 367.5//L66//8961

4F開架新体系 367.3//N91//4867

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 ; 4F開架新体系 367.5//N57//2426
久米泰介訳. -- 作品社, 2020.6.
男が心配 / 奥田祥子著. -- PHP研究所, 2022.7. -- (PHP新書 ; 1315).
4F新書版
367.5//O54//2852
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, 2019.12.

2F学生選書

367.5//P42//5896

男子が10代のうちに考えておきたいこと / 田中俊之著. -- 岩波書店, 2019.7. -- (岩波ジュニア新 4F新書版
367.5//TA84//6172
書 ; 900).
さよなら、男社会 / 尹雄大著. -- 亜紀書房, 2020.12.
4F開架新体系 367.5//Y98//8415
愛と性と存在のはなし / 赤坂真理著. -- NHK出版, 2020.11. -- (NHK出版新書 ; 640).

4F新書版

367.9//A32//6261

男の子みたいな女の子じゃいけないの? : トムボーイの過去、現在、未来 / リサ・セリン・デイヴィス著 4F開架新体系 367.9//D46//3252
; 上京恵訳. -- 原書房, 2021.10.
みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT / 遠藤まめた [著]. -- 筑摩書房, 2021.6. -- (ちくまプ 4F新書版
367.9//E59//0208
リマー新書 ; 377).
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.
4F開架新体系 367.9//E59//2668
ひとりひとりの「性」を大切にする社会へ / 遠藤まめた著. -- 新日本出版社, 2020.1.

4F開架新体系 367.9//E59//2979

「Xジェンダーという生き方」: 男でも女でもない人の恋愛事情 : バイセクシュアル×トランスジェン
ダー対談 / 石﨑沙織著. -- 総合教育出版.
LGBTとハラスメント / 神谷悠一, 松岡宗嗣著. -- 集英社, 2020.7. -- (集英社新書 ; 1027B).

4F開架新体系 367.9//I84//6585
4F新書版

367.9//KA39//3154

差別は思いやりでは解決しない : ジェンダーやLGBTQから考える / 神谷悠一著. -- 集英社,
2022.8. -- (集英社新書 ; 1126B).
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, 2018.11.

4F新書版

367.9//KA39//3192

ゲイカップルに萌えたら迷惑ですか? : 聞きたい!けど聞けない!LGBTsのこと / 牧村朝子 [著]. -イースト・プレス, 2016.11. -- (イースト新書Q ; Q024).
夢をあきらめないで : 68歳で性別適合手術 / 三土明笑著. -- 現代書館, 2019.9.

4F新書版

LGBTを知る / 森永貴彦著. -- 日本経済新聞出版社, 2018.4. -- (日経文庫 ; 1389).

4F新書版

3万人の大学生が学んだ恋愛で一番大切な"性"のはなし / 村瀬幸浩著. -- KADOKAWA,
2020.12.
性のあり方の多様性 : 一人ひとりのセクシュアリティが大切にされる社会を目指して / 二宮周平編.
-- 日本評論社, 2017.8.
OECDレインボー白書 : LGBTIインクルージョンへの道のり / 経済協力開発機構編著 ; 濱田久美子
訳. -- 明石書店, 2021.7.
知らないと恥をかく「性」の新常識 / 齋藤賢著. -- 光文社, 2020.12. -- (光文社新書 ; 1103).

4F開架新体系 367.9//MU57//6137

性別解体新書 : 身体、ジェンダー、好きの多様性 / 佐倉智美著. -- 現代書館, 2021.9.

4F開架新体系 367.9//SA46//1771

身体を引き受ける : トランスジェンダーと物質性のレトリック / ゲイル・サラモン著 ; 藤高和輝訳. -以文社, 2019.9.
カミングアウト / 砂川秀樹著. -- 朝日新聞出版, 2018.4. -- (朝日新書 ; 666).

4F開架新体系 367.9//SA53//6962

あなたが気づかないだけで神様もゲイもいつもあなたのそばにいる / 平良愛香著. -- 学研プラス,
2017.12.
LGBTQ運動の歴史 : ヴィジュアル版 / マシュー・トッド著 ; 龍和子訳. -- 原書房, 2022.1.

4F開架新体系 367.9//TA23//4613

LGBT法律相談対応ガイド / 東京弁護士会LGBT法務研究部編著. -- 改訂版. -- 第一法規,
2021.3.
性の多様性ってなんだろう? / 渡辺大輔著. -- 平凡社, 2018.6. -- (中学生の質問箱).

4F開架新体系 367.9//TO46//8542

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, 2020.10.
僕たちのカラフルな毎日 : 弁護士夫夫の波瀾万丈奮闘記 / 南和行, 吉田昌史著. -- 産業編集セン
ター, 2016.5.
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. - 勉誠出版, 2017.11.
クィア・アクティビズム : はじめて学ぶ「クィア・スタディーズ」のために = Queer activism / 新ケ江章
友著. -- 花伝社.
トランスジェンダーの原理 : 社会と共に「自分」を生きるために / 神名龍子著. -- ポット出版プラス,
2022.1.
トランスジェンダーを生きる : 語り合いから描く体験の「質感」 / 町田奈緒士著. -- ミネルヴァ書房,
2022.3.
男子という闇 : 少年をいかに性暴力から守るか / エマ・ブラウン著 ; 山岡希美訳. -- 明石書店,
2021.11.
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, 2020.4.

4F開架新体系 367.9//Y92//4392
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4F開架新体系 367.9//KA99//1559
367.9//MA34//1337

4F開架新体系 367.9//MI63//8731
367.9//MO57//6551

4F開架新体系 367.9//N76//2293
4F開架新体系 367.9//O71//2938
2F学生選書

4F新書版

367.9//SA25//2026

367.9//SU73//6564

4F開架新体系 367.9//TO17//0970

4F開架新体系 367.9//W46//8455

2F学生選書

367.97//MI37//1249

4F開架新体系 367.97//N22//4959
4F開架新体系 367.97//SH62//0834
4F開架新体系 367.98//J52//2503
4F開架新体系 367.98//MA16//1862
4F開架新体系 368.64//B77//3884
4F開架新体系 368.64//F92//3630

書名等
ノーベル文学賞が消えた日 : スウェーデンの#MeToo運動、女性たちの闘い / マティルダ・ヴォス・
グスタヴソン著 ; 羽根由訳. -- 平凡社, 2021.9.
ポルノ被害の声を聞く : デジタル性暴力と#MeToo / ぱっぷす編. -- 岩波書店, 2022.5.

配置場所
請求記号
4F開架新体系 368.64//G96//2362

女教師たちの世界一周 : 小公女セーラからブラック・フェミニズムまで / 堀内真由美著. -- 筑摩書
房, 2022.2. -- (筑摩選書 ; 0227).
女子学生のためのキャリア・デザイン / 宇田美江著. -- 第2版. -- 中央経済社.

4F開架新体系 372.33//H89//5084

4F開架新体系 368.64//P83//1086

2F就職応援

377.9//U26//5186

趣味とジェンダー : 「手づくり」と「自作」の近代 / 神野由紀, 辻泉, 飯田豊編著. -- 青弓社, 2019.6. 4F開架新体系 384.8//J52//5272
狙われた身体 : 病いと妖怪とジェンダー / 安井眞奈美著. -- 平凡社, 2022.2.

4F開架新体系 388.1//Y64//1017

女性自衛官 : キャリア、自分らしさと任務遂行 / 上野友子, 武石恵美子著. -- 光文社, 2022.3. -(光文社新書 ; 1191).
科学の女性差別とたたかう : 脳科学から人類の進化史まで / アンジェラ・サイニー著 ; 東郷えりか
訳. -- 作品社, 2019.5.
レズビアンヘルスと看護研究 : レズビアン・バイセクシュアル女性が安心して受けられる医療・健康
支援とは / 藤井ひろみ著. -- 晃洋書房, 2020.7.
性別違和・性別不合へ : 性同一性障害から何が変わったか / 針間克己著. -- 緑風出版, 2019.9.

4F新書版

ジェンダーで問い直す暮らしと文化 : 新しい生活文化学への挑戦 / 奈良女子大学生活文化学研
究会編. -- 敬文舎, 2019.3. -- (奈良女子大学叢書 ; 4).
ジェンダーで学ぶ生活経済論 : 持続可能な生活のためのワーク・ライフキャリア / 伊藤純, 斎藤悦
子編著. -- 第3版. -- ミネルヴァ書房, 2021.5. -- (新・Minerva福祉ライブラリー ; 8).
炎上しない企業情報発信 : ジェンダーはビジネスの新教養である / 治部れんげ著. -- 日本経済新
聞出版社, 2018.10.
電話交換手はなぜ「女の仕事」になったのか : 技術とジェンダーの日独比較社会史 / 石井香江著.
-- ミネルヴァ書房, 2018.5.
「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, 2021.4.
西洋美術:作家・表象・研究-ジェンダー論の視座から / 鈴木杜幾子編著 ; 河本真理[ほか]著. -- ブ
リュッケ, 2017.7.
BLカルチャー論 : ボーイズラブがわかる本 / 西村マリ著. -- 青弓社, 2015.7.

7F新体系

2F学生選書

726.1//N84//1960

「僕ら」の「女の子写真」からわたしたちのガーリーフォトへ / 長島有里枝著. -- 大福書林, 2020.1.

2F学生選書

740.21//N22//5888

アニメーションの女王たち : ディズニーの世界を変えた女性たちの知られざる物語 / ナサリア・ホル
ト著 ; 石原薫訳. -- フィルムアート社, 2021.2.
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, 2021.6. -(光文社新書 ; 1137).
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,
2018.5. -- (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ).
「女子マネ」のエスノグラフィー : 大学運動部における男同士の絆と性差別 / 関めぐみ著. -- 晃洋
書房, 2018.2.
女性の文章と近代 : 書きことばから見たジェンダー / 出雲朝子著. -- 花鳥社, 2019.9.

3F開架新体系 778.77//H83//9674

英語のジェンダー / 神崎高明著. -- 開拓社, 2022.3. -- (開拓社言語・文化選書 ; 93).

3F開架新体系 830.4//KA59//0206

エマ・ワトソンの国連スピーチを英語で読む : 「男らしさ」と「女らしさ」の呪縛から逃れるために / 畠
山雄二著. -- 開拓社, 2021.1.
お砂糖とスパイスと爆発的な何か : 不真面目な批評家によるフェミニスト批評入門 / 北村紗衣著.
-- 書肆侃侃房, 2019.6.
性差(ジェンダー)事変 : 平成のポップ・カルチャーとフェミニズム = Feminist defense initiative :
gender panic and popular culture in the Heisei era / 小谷真理著. -- 青土社, 2021.12.
女の子の謎を解く / 三宅香帆著. -- 笠間書院, 2021.11.

5F英語学習

392.1076//U45//0029

3F開架新体系 491.35//SA22//4643
3F開架新体系 492.9014//F57//3555
3F開架新体系 493.7//H33//6808
590//N51//6374

3F開架新体系 591//I89//1206
4F開架新体系 674.1//J46//2484
4F開架新体系 694.234//I75//6856
4F開架新体系 699.67//SE17//0356
3F開架新体系 702.3//SU96//2321

4F新書版

778.8//J46//0209

3F開架新体系 780.13//I18//7122
3F開架新体系 780.13//SE24//6080
3F開架新体系 816.02//I99//9545

837.7//H41//7744

3F開架新体系 902.09//KI68//6745
3F開架新体系 902.09//KO92//3166
3F開架新体系 902.09//MI76//3168

「ジェンダー」で読む物語 : 赤ずきんから桜庭一樹まで / 高岡尚子編著. -- かもがわ出版, 2019.2. - 7F新体系
902.09//TA49//6376
- (奈良女子大学文学部「まほろば」叢書).
同性愛文学の系譜 : 日本近現代文学におけるLGBT以前/以後 / 伊藤氏貴著. -- 勉誠出版,
3F開架新体系 910.26//I89//6523
2020.2.
結婚の結節点 : 現代女性文学と中途的ジェンダー分析 / 泉谷瞬著. -- 和泉書院, 2021.6. -- (和 3F開架新体系 910.264//I99//0280
泉選書 ; 192).
ボーイズラブが社会を動かす / 溝口彰子著. -- 太田出版, 2015.6. -- (BL進化論 / 溝口彰子著).
7F新体系
910.264//MI93//9140
女同士の絆 : レズビアン文学の行方 / 平林美都子編著. -- 彩流社, 2020.3.

3F開架新体系 930.27//H63//7202

異性装の冒険者 : アメリカ大衆小説にみるスーパーウーマンの系譜 = Adventures in crossdressing : superwomen in popular American literature / 山口ヨシ子著. -- 彩流社, 2020.12.
テヘランでロリータを読む / アーザル・ナフィーシー著 ; 市川恵里訳. -- 河出書房新社, 2021.11. -(河出文庫 ; [ナ3-1]).
女装して、一年間暮らしてみました。 / クリスチャン・ザイデル著 ; 長谷川圭訳. -- サンマーク出版,
2015.4.
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 / 村田京子著. -- 水声社, 2019.8. -- (水
声文庫).

3F開架新体系 930.29//Y24//0388
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3F文庫版

936//N12//4181

B3新体系

946//SE17//5942

3F開架新体系 950.26//MU59//6791

