
書名 編著者名

性 : 自分の身体ってなんだろう? （愛・性・家族の哲学 2） 藤田尚志, 宮野真生子編

人生は、楽しんだ者が勝ちだ（私の履歴書 / 日本経済新聞社編） 米沢富美子著

誰でもできるロビイング入門 : 社会を変える技術 明智カイト著

社会をちょっと変えてみた : ふつうの人が政治を動かした七つの物語 駒崎弘樹, 秋山訓子著

性的少数者と人権 （人権ポケットブック 4）

街の人生 岸政彦著

女性と女児の科学教育を完全雇用とディーセント・ワークにつなげる : 第55回国連婦人の地
位委員会(CSW55)にむけて

ジェンダー、多様性、東北復興 : 3年目に続くガバナンスの機会と課題 （GCOE「グローバ
ル時代の男女共同参画と多文化共生」社会科学研究所連携拠点研究シリーズ

スティール若希, 大沢真理編

大学生と語る性 : インタビューから浮かび上がる現代セクシュアリティ 田村公江, 細谷実編著

ゲイ・アイデンティティ : 抑圧と解放 デニス・アルトマン著 ; 岡島克樹, 河口和也, 風間孝訳

「性別が、ない!」人たちとのつきあい方 : 実はあなたにも当てはまる20の性別パターンガ
イド

新井祥著

セクシュアルマイノリティ : 同性愛、性同一性障害、インターセックスの当事者が語る人間
の多様な性

セクシュアルマイノリティ教職員ネットワーク編著 ;
ロニー・アレキサンダー [ほか] 著

セクシュアルマイノリティについて （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）

日高庸晴著 ; サカイノビーイラスト

セクシュアリティの多様性と排除 （差別と排除の「いま」 6） 好井裕明編著

われら勝ち得し世界 : セクシュアリティの歴史と親密性の倫理 ジェフリー・ウィークス著

揺らぐ「結婚」 : 同性婚の衝撃と日本の未来 森田清策, 早川俊行編著

文系・理系をどう考えるか 船越紫 [編]

高校生の科学等に関する意識調査報告書 : 日本・米国・中国・韓国の比較 国立青少年教育振興機構青少年教育研究センター編

ジェンダーでみる理工系学部への進学 : 現状と課題 河野銀子 [述]

娘に「リケジョになりたい!」と言われたら : 文系の親に知ってほしい理系女子の世界 秋田直美著

理系女子(リケジョ)あるある : 愛すべき!?リケジョの生態公開

理系女性育成の阻害要因及び女性のキャリア育成のための情報科学教育の日韓比較調査 橋本ヒロ子, 安達一寿, 亀田温子, 中尾茂子著

運ぶリケジョブ大特集! (Rikejo(リケジョ) : 理系女子応援マガジン ; 31)

自然に携わるリケジョブ大特集! (Rikejo(リケジョ) : 理系女子応援マガジン ; 27)

世界を舞台に活動するリケジョブ大特集! (Rikejo(リケジョ) : 理系女子応援マガジン ; 25)

情報で社会をつなぐリケジョブ大特集!(Rikejo(リケジョ) : 理系女子応援マガジン ; 22)

公共サービスに携わるリケジョブ大特集! (Rikejo(リケジョ) : 理系女子応援マガジン ; 20)

つなげるお仕事、大特集! （Rikejo(リケジョ) : 理系女子応援マガジン ; 4）

東京理系女子探検隊プロジェクト : 「人・知・街」を探検する! 串山久美子, 庄司りか編

楽しい海の世界への扉（海のプロフェッショナル 2） 窪川かおる編 ; 海洋女性チーム著

ゆりにんレズビアンカップル妊活奮闘記 江川広実作画 : 藤間紫苑原作監修・文

それゆけ!女性鉄道員 : 輝く"レールウーマン"に迫る!

はみだす力 スプツニ子!著

私と僕が生きた道 : 性同一性障害と向き合った29年 流星著

出産・育児と教員生活

ママたち共有の悩みを一緒に考え、正面から向き合う【多様性を生きる・育む】

Gender×建築　ひと・すまい・まち

特集・メカジョの未来

Japan's household registration system and citizenship : koseki, identification and
documentation (Routledge studies in the modern history of Asia 94)

edited by David Chapman and Karl Jakob
Krogness

Being responsible in East Asia : CSR practices of global compact members in
China, Japan, Korea

edited by Ebashi Takashi, Lee Won Jae, and
Yang Bin

Managing gender diversity in Asia : a research companion edited by Mustafa F. zbilgin and Jawad Syed

Modern women in China and Japan : gender, feminism and global modernity
between the wars (Library of modern China studies 2)

Katrina Gulliver

Patriarchy in East Asia : a comparative sociology of gender
by Sechiyama Kaku ; translated by James
Smith

Gender equality in Asia : policies and political participation edited by Miyoko Tsujimura & Jackie F.Steele

Gender and family in East Asia (Routledge research on gender in Asia series 5)
edited by Siumi Maria Tam, Wai Ching Angela
Wong, and Danning Wang

Faces of aging : the lived experiences of the elderly in Japan edited by Yoshiko Matsumoto

Queer Japanese : gender and sexual identities through linguistic practices Hideko Abe

Routledge handbook of sexuality studies in East Asia edited by Mark McLelland and Vera Mackie

Disaster restoration and gender : NWEC International Symposium

Korea report on women in science and technology 2010
Korea Advanced Institute of Women in
Science, Engineering and Technology

Japan-China-Korea Women leaders forum for science & technology : 2013 : the
5th = 2013 : 第5回: 日中韓女性科学技術指導者フォーラム

Gender, culture, and consumer behavior edited by Cele C. Otnes, Linda Tuncay Zayer

Straight from the heart : gender, intimacy, and the cultural production of shjo
manga

Jennifer S. Prough

Language learning, gender and desire : Japanese women on the move Kimie Takahashi
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