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No. 書名 著者 出版社 出版年 請求記号

1 「オンナ・コドモ」のジャーナリズム : ケアの倫理とともに 林⾹⾥著 岩波書店 2011.1 070:H48
2 考えるとはどういうことか : 0歳から100歳までの哲学⼊⾨ 梶⾕真司著 幻冬舎 2018.9 100:Ka23
3 雰囲気と集合⼼性 ⼩川侃編著 京都⼤学学術出版会 2001.4 116.7:O24
4 ひとりで苦しまないための「痛みの哲学」 熊⾕晋⼀郎著 ; ⼤澤真幸 [ほか対談] ⻘⼟社 2013.11 141.2:Ku33
5 こころを使うということ : 今求められる⼼理職のアイデンティティ 藤⼭直樹, 笠井清登編著 岩崎学術出版社 2020.10 146.8:F68
6 〈責任〉の⽣成 : 中動態と当事者研究 國分功⼀郎, 熊⾕晋⼀郎著 新曜社 2020.12 151.2:Ko45
7 ダイバーシティ経営と⼈材活⽤ : 多様な働き⽅を⽀援する企業の取り組み 佐藤博樹, 武⽯恵美⼦編 東京⼤学出版会 2017.1 336.4:Sa85
8 ライフスタイルとライフコース : データで読む現代社会 ⼭⽥昌弘, ⼩林盾編 ; 辻⻯平 [ほか著] 新曜社 2015.6 361.04:Y19
9 多様性との対話 : ダイバーシティ推進が⾒えなくするもの 岩渕功⼀編著 ⻘⼸社 2021.3 361.8:I92

10 シングル⼥性の貧困 : ⾮正規職⼥性の仕事・暮らしと社会的⽀援 ⼩杉礼⼦ [ほか] 編著 明⽯書店 2017.9 366.3:Si8
11 京都⼤学男⼥共同参画への挑戦 京都⼤学⼥性研究者⽀援センター編 明⽯書店 2008.9 367.1:Ky6
12 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 2021.1 367.1:U45
13 私たちの「戦う姫、働く少⼥」 = Fighting princesses, working girls, and us ジェンダーと労働研究会編 ; 河野真太郎 [ほか] 著 堀之内出版 2019.6 367.2:G34
14 ⼥性から描く世界史 : 17〜20世紀への新しいアプローチ ⽔井万⾥⼦ [ほか] 編 勉誠出版 2016.3 367.2:J76
15 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 2019.12 367.21:H48
16 歴史を読み替えるジェンダーから⾒た⽇本史 久留島典⼦, ⻑野ひろ⼦, ⻑志珠絵編 ⼤⽉書店 2015.1 367.21:Ku79
17 表現とメディア 天野正⼦ [ほか] 編集委員 岩波書店 2009.3 367.21:N71:7
18 企業中⼼社会を超えて : 現代⽇本を「ジェンダー」で読む ⼤沢真理著 岩波書店 2020.8 367.21:O74
19 炎上CMでよみとくジェンダー論 瀬地⼭⾓著 光⽂社 2020.5 367.21:Se13
20 歴史における周縁と共⽣ : ⼥性・穢れ・衛⽣ 鈴⽊則⼦編 思⽂閣出版 2014.3 367.21:Su96
21 ⽂学部が⾒てきた「⼥性と社会」 東京⼤学⽂学部広報委員会編著 東京⼤学⽂学部 2021.2 367.21:To46
22 「家族の幸せ」の経済学 : データ分析でわかった結婚、出産、⼦育ての真実 ⼭⼝慎太郎著 光⽂社 2019.7 367.3:Y24

23
未成年期に⽗⺟の離婚を経験した⼦どもの養育に関する全国実態調査とその分
析

⽇本加除出版編 ⽇本加除出版 2021.7 367.4:N71

24 男性性の探究 ラファエル・リオジエ著 ; 伊達聖伸訳 講談社 2021.3 367.5:L66
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25 男らしさの勝利 : 19世紀
A・コルバン, J‐J・クルティーヌ, G・ヴィガレロ
監修

藤原書店 2017.4 367.5:O86:2

26 アイデンティティ,コミュニティ,スペース 菊地夏野, 堀江有⾥, 飯野由⾥⼦編著 晃洋書房 2019.1 367.9:Q3:1
27 セクシュアリティをことばにする : 上野千鶴⼦対談集 上野千鶴⼦著 ⻘⼟社 2015.5 367.9:U45
28 つながりの作法 : 同じでもなく違うでもなく 綾屋紗⽉, 熊⾕晋⼀郎著 ⽇本放送出版協会 2010.12 369.2:A98

29
ぼくの命は⾔葉とともにある : 9歳で失明18歳で聴⼒も失ったぼくが東⼤教授
となり、考えてきたこと

福島智著 致知出版社 2015.5 369.2:F84

30
対⽴を乗り越える⼼の実践 : 障害者差別にどのように向き合うか? : 附:特別討
論「相模原事件」の後のこの国で

栗⽥季佳, 星加良司, 岡原正幸著 ⼤学出版部協会 2017.2 369.2:Ku67

31 障害を問い直す 松井彰彦, 川島聡, ⻑瀬修編著 東洋経済新報社 2011.7 369.2:Ma77
32 バリアフリー・コンフリクト : 争われる⾝体と共⽣のゆくえ 中⾢賢⿓, 福島智編 東京⼤学出版会 2012.8 369.2:N37
33 バリアフリー・コンフリクト : 争われる⾝体と共⽣のゆくえ 中⾢賢⿓, 福島智編 東京⼤学出版会 2012.8 369.2:N37
34 ベトナムとバリアフリー : 当事者の声でつくるアジア的インクルーシブ社会 上野俊⾏著 明⽯書店 2018.7 369.2:U97
35 わたしの⾝体はままならない : 「障害者のリアルに迫るゼミ」特別講義 ⽯⽥祐貴 [ほか] 著 河出書房新社 2020.8 369.27:G67
36 合理的配慮 : 対話を開く, 対話が拓く 川島聡 [ほか] 著 有斐閣 2016.7 369.27:G67
37 障害とは何か : ディスアビリティの社会理論に向けて 星加良司著 ⽣活書院 2007.2 369.27:H92
38 障害学のリハビリテーション : 障害の社会モデルその射程と限界 川越敏司, 川島聡, 星加良司編著 ⽣活書院 2013.8 369.27:Ka92
39 ⼦育て⽀援の経済学 ⼭⼝慎太郎著 ⽇本評論社 2021.1 369.4:Y24
40 移⺠から教育を考える : ⼦どもたちをとりまくグローバル時代の課題 額賀美紗⼦, 芝野淳⼀, 三浦綾希⼦編 ナカニシヤ出版 2019.9 371.3:N99
41 新グローバル時代に挑む⽇本の教育 : 多⽂化社会を考える⽐較教育学の視座 恒吉僚⼦, 額賀美紗⼦編 東京⼤学出版会 2021.5 372.1:Ts79
42 グローバル化時代の教育改⾰ : 教育の質保証とガバナンス 東京⼤学教育学部教育ガバナンス研究会編 東京⼤学出版会 2019.8 373.1:To46
43 障害児の共⽣教育運動 : 養護学校義務化反対をめぐる教育思想 ⼩国喜弘編 東京⼤学出版会 2019.11 378:Ko48
44 発達障害当事者研究 : ゆっくりていねいにつながりたい 綾屋紗⽉, 熊⾕晋⼀郎著 医学書院 2008.9 493.7:A98

45
ソーシャル・マジョリティ研究 : コミュニケーション学の共同創造 (コ・プロ
ダクション)

綾屋紗⽉編著 ; 澤⽥唯⼈ [ほか] 著 ⾦⼦書房 2018.11 493.7:A98

46 リハビリの夜 熊⾕晋⼀郎著 医学書院 2009.12 493.7:Ku33
47 当事者研究 : 等⾝⼤の「わたし」の発⾒と回復 熊⾕晋⼀郎著 岩波書店 2020.7 493.76:Ku33

48
テレビ報道職のワーク・ライフ・アンバランス : 13局男⼥30⼈の聞き取り調査
から

林⾹⾥, ⾕岡理⾹編著 ⼤⽉書店 2013.11 699.3:H48

49 ⼥性作家集 [中島湘煙ほか著] 岩波書店 2002.3 918:Sh64:23
50 ゲイ短編⼩説集 オスカー・ワイルドほか著 ; ⼤橋洋⼀監訳 平凡社 1999.12 933.78:G29
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51
ワーク・ライフ・バランスと経営学 : 男⼥共同参画に向けた⼈間的な働き⽅改
⾰

平澤克彦, 中村艶⼦編著 ミネルヴァ書房 2017.11 335.1:G34:7

52 ダイバシティ・マネジメント : 多様性をいかす組織 ⾕⼝真美著 ⽩桃書房 2011.1 336.3:Ta87
53 ダイバーシティ・マネジメントに関する多⾓的研究 ⼤東⽂化⼤学経営研究所 [編] ⼤東⽂化⼤学経営研究所 2020.3 336.4:D28
54 この1冊でポイントがわかるダイバーシティの教科書 前川孝雄 [ほか] 著 総合法令出版 2015.12 336.4:Ko76

55
これからの「共⽣社会」を考える : 多様性を受容するインクルーシブな社会づ
くり

⽇本共⽣社会推進協会編 福村出版 2020.11 361.3:N71

56 労働者像の多様化と労働法・社会保障法 村中孝史 [ほか] 編 有斐閣 2015.3 366.1:R59

57
雇⽤・⼈材開発の⽇欧⽐較 : ダイバーシティ&インクルージョンの視点からの
分析

⼆神枝保編著 中央経済社 2020.6 366.2:F97

58 ダイバーシティと⼥性 : 新しいリーダーシップを創る 昭和⼥⼦⼤学⼥性⽂化研究所編 御茶の⽔書房 2019.2 366.3:Sh97
59 働き⽅の男⼥不平等 : 理論と実証分析 ⼭⼝⼀男著 ⽇本経済新聞出版社 2017.5 366.3:Y24
60 多様な社会はなぜ難しいか : ⽇本の「ダイバーシティ進化論」 ⽔無⽥気流著 ⽇経BP 2021.4 367.21:Mi38
61 家族のダイバーシティ : ヨーロッパの経験から考える [国⽴国会図書館編] 国⽴国会図書館 2017.10 367.3:Ko49
62 現代社会とメンタルヘルス : 包摂と排除 中⾕陽⼆責任編集 星和書店 2020.10 368.02:G34

63
ろう⼥性学⼊⾨ : 誰⼀⼈取り残さないジェンダーインクルーシブな社会を⽬指
して

⼩林洋⼦編 ⽣活書院 2021.3 369.27:Ko12

64 教育福祉の社会学 : 「包摂と排除」を超えるメタ理論 倉⽯⼀郎著 明⽯書店 2021.6 371.3:Ku52

65
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 上智⼤学出版 2017.3 371.5:G65

66
外国につながる児童⽣徒の教育と社会的包摂 : ⽇本とニュージーランドの⽐較
にもとづく学校教育の制度イノベーション

柿原豪著 春⾵社 2021.8 371.5:Ka25

67 ダイバーシティ時代の教育の原理 : 多様性と新たなるつながりの地平へ
藤⽥由美⼦, ⾕⽥川ルミ編著 ; 奥野佐⽮⼦ [ほか]
著

学⽂社 2018.10 371:F67

68 岐路に⽴つ移⺠教育 : 社会的包摂への挑戦 園⼭⼤祐編 ナカニシヤ出版 2016.7 372.3:So48
69 ⼤学政策・経営における多様性と包摂性 : ジェンダーからのアプローチ ⼤学評価学会年報編集委員会編集 ⼤学評価学会 2015.8 377.1:D16
70 ⼤学職員の近未来 : ⾼度化・多様化する職員とSD 上杉道世著 学校経理研究会 2016.3 377.1:U47
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