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書名 編著者名

Men's gender role conflict : psychological costs, consequences, and an agenda for change James M. O'Neil

Male homosexuality in modern Japan : cultural myths and social realities Mark J. McLelland

草食系男子の恋愛学 森岡正博著

草食系男子×肉食系女子どちらが育つか? 若鍋孝司, 生嶋幸子著

Gender and popular culture Katie Milestone and Anneke Meyer

女神的リーダーシップ : 世界を変えるのは、女性と「女性のように考える」男性である ジョン・ガーズマ, マイケル・ダントニオ著 ; 有賀裕子訳

なぜ世界中が、ハローキティを愛するのか? : "カワイイ"を世界共通語にしたキャラクター クリスティン・ヤノ著 ; 久美薫訳

ポップカルチャーとジェンダー 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ編

Manga girl seeks herbivore boy : studying Japanese gender at Cambridge edited by Brigitte Steger and Angelika Koch

Gendered inequalities in Asia : configuring, contesting and recognizing women and men edited by Helle Rydstrøm

かわいい! : 竹久夢二からキティちゃんまで : ルポ 青絵梨子著

Everyday pornography edited by Karen Boyle

Homosexuality and manliness in postwar Japan Jonathan D. Mackintosh

男の絆 : 明治の学生からボーイズ・ラブまで 前川直哉著

Cultures of masculinity Tim Edwards

ハゲを生きる : 外見と男らしさの社会学 須長史生著

平成オトコ塾 : 悩める男子のための全6章 澁谷知美著

平成男子図鑑 : リスペクト男子としらふ男子 深澤真紀著 ; モリナガ・ヨウイラスト

「居場所」のない男、「時間」がない女 水無田気流著

Men and masculinities in contemporary Japan : dislocating the salaryman doxa edited by James E. Roberson and Nobue Suzuki

Men and masculinities in Southeast Asia edited by Michele Ford and Lenore Lyons

Men and masculinities around the world : transforming men's practices  edited by Elisabetta Ruspini ... [et al.]

萌える男 本田透著

日本人の「男らしさ」 : サムライからオタクまで「男性性」の変遷を追う
サビーネ・フリューシュトゥック, アン・ウォルソール編著
; 内田雅克, 長野麻紀子, 粟倉大輔訳

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 若桑みどり著

男はつらいらしい 奥田祥子[著]

男をこじらせる前に : 男がリアルにツラい時代の処方箋 湯山玲子著

Role of men and boys in promoting gender equality
prepared for UNESCO Bangkok by Tamo
Chattopadhay

草食男子世代 : 平成男子図鑑 深澤真紀著

Japan, alcoholism, and masculinity : suffering sobriety in Tokyo Paul A. Christensen

Challenging violence in schools : an issue of masculinities Martin Mills

「かわいい」の帝国 : モードとメディアと女の子たち 古賀令子著

消えゆくY染色体と男たちの運命 : オトコの生物学 黒岩麻里著

なぜ男は女より早く死ぬのか : 生物学から見た不思議な性の世界 若原正己著

女の老い・男の老い : 性差医学の視点から探る 田中冨久子著

男はなぜこんなに苦しいのか 海原純子著

Marketing masculinities : gender and management politics in marketing work Lee V. Chalmers

Gender and power in the Japanese visual field
edited by Joshua S. Mostow,  Norman Bryson,
Maribeth Graybill

Passionate friendship : the aesthetics of girls' culture in Japan Deborah Shamoon

A sociology of Japanese ladies' comics : images of the life, loves, and sexual fantasies of adult
Japanese women

Kinko Ito  ;  with a foreword by John A. Lent

アイドル=ヒロイン : 歌って踊る戦う女の子がいる限り、世界は美しい 竹中夏海著

ご当地アイドルの経済学 田中秀臣著

東大院生。僕、ジャニ男 (ヲ) タです。 福博充著

なぜ宝塚歌劇の男役はカッコイイのか : 観客を魅了する「男役」はこうして創られる 中本千晶著

男たちの宝塚 : 夢を追った研究生の半世紀 辻則彦著

宝塚バカ一代 : おたくの花咲く頃 荷宮和子著

宝塚というユートピア 川崎賢子著

タカラヅカ・ハンドブック 雨宮まみ文 ; はるな檸檬漫画

Fantasies of cross-dressing : Japanese women write male-male erotica by Kazumi Nagaike

わたし、男子校出身です。 椿姫彩菜著


