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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] 青土社 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 ; 辻竜平 [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 青弓社 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, 長野ひろ子, 長志珠絵編 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

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
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No. 書名 著者 出版社 出版年 請求記号
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 青土社 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, 長瀬修編著 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 移民から教育を考える : 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

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

ダイバーシティ＆インクルージョンを総合図書館の本から知る－２　→2022.7.20展示終了、元の配架場所でご利用ください。
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No. 書名 著者 出版社 出版年 請求記号
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 岐路に立つ移民教育 : 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
71 私の科学者ライフ : 猿橋賞受賞者からのメッセージ : 猿橋賞40周年記念出版 女性科学者に明るい未来をの会 日本評論社 2021.3 402.1:J76

72 他者の靴を履く : アナーキック・エンパシーのすすめ ブレイディみかこ 文藝春秋 2021 141.6:Ta93
73 オードリー・タン母の手記『成長戦争』 : 自分、そして世界との和解 近藤弥生子 KADOKAWA 2021 289.2:O17

74 わたしが人間であるために : 障害者の公民権運動を闘った「私たち」の物語
ジュディス・ヒューマン, クリステン・ジョイナー
著 ; 曽田夏記訳

現代書館 2021 289.3:W47

75 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 289:D27

ダイバーシティ＆インクルージョンを国立女性教育会館が選んだ図書から知る　※貸出期間：2022年9月15日まで　※No.122以降は2022.7.20追加
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No. 書名 著者 出版社 出版年 請求記号
76 ヘイトスピーチってなに? レイシズムってどんなこと? のりこえねっと編 ; 石井ポンペ[ほか著] 七つ森書館 2014 316:H51

77 異なる人と「対話」する本気のダイバーシティ経営 野村浩子著
日経BP日本経済新聞出版
本部

2021 336.4:Ko94

78 LGBTと労務 手島美衣, 内田和利, 長谷川博史著 労働新聞社 2021 336.4:L59
79 ダメじゃないんじゃないんじゃない はらだ有彩著 KADOKAWA 2021 361.4:D34
80 「ハーフ」ってなんだろう? : あなたと考えたいイメージと現実 下地ローレンス吉孝著 平凡社 2021 361.4:H11
81 ぼそぼそ声のフェミニズム 栗田隆子著 作品社 2019 367.2:B66
82 ジェンダーとセクシュアリティ : 現代社会に育つまなざし 大越愛子, 倉橋耕平編 昭和堂 2014 367.2:J36
83 終わらないフェミニズム : 「働く」女たちの言葉と欲望 日本ヴァージニア・ウルフ協会 [ほか] 編 研究社 2016 367.2:O93
84 ぜんぶ運命だったんかい : おじさん社会と女子の一生 笛美著 亜紀書房 2021 367.2:Z3
85 #駄言辞典 : 早く絶版になってほしい 日経xwoman編 日経BP 2021 367.21:D13
86 「女性活躍」に翻弄される人びと 奥田祥子著 光文社 2018 367.21:J76
87 マチズモを削り取れ 武田砂鉄著 集英社 2021 367.21:Ma19
88 ノンママという生き方 : 子のない女はダメですか? 香山リカ著 幻冬舎 2016 367.21:N95
89 上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください! 上野千鶴子, 田房永子著 大和書房 2020 367.21:U45
90 現代イギリス女性運動史 : ジェンダー平等と階級の平等 今井けい著 ドメス出版 2016 367.233:G34

91 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 北丸雄二著 人々舎 2021 367.9:A25

92 あいつゲイだって : アウティングはなぜ問題なのか? 松岡宗嗣著 柏書房 2021 367.9:A25
93 LGBTのBです : 意外とやさしい社会でした きゅうり著 総合科学出版 2017 367.9:L59

94
LGBTの子どもに寄り添うための本 : カミングアウトから始まる日常に向き合う
Q&A

ダニエル・オウェンズ=リード, クリスティン・
ルッソ著 ; 金成希訳

白桃書房 2016 367.9:L59

95 ノンバイナリーがわかる本 : heでもsheでもない、theyたちのこと エリス・ヤング著 ; 上田勢子訳 明石書店 2021 367.9:N95
96 3人で親になってみた : ママとパパ、ときどきゴンちゃん 杉山文野著 毎日新聞出版 2021 367.9:Sa65
97 「男性同性愛者」の社会史 : アイデンティティの受容/クローゼットへの解放 前川直哉著 作品社 2017 367.97:D38
98 カミングアウト : LGBTの社員とその同僚に贈るメッセージ ジョン・ブラウン著 ; 松本裕訳 英治出版 2018 367.97:Ka37
99 キッド : 僕と彼氏はいかにして赤ちゃんを授かったか ダン・サヴェージ [著] ; 大沢章子訳. みすず書房 2016 367.97:Ki12

100 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 367.97:Ky4
101 子どもの性同一性障害に向き合う : 成長を見守り支えるための本 西野明樹著 日東書院本社 2018 367.98:Ko21
102 総務部長はトランスジェンダー : 父として、女として 岡部鈴著 文藝春秋 2018 367.98:So39

103
障害のある人の支援の現場探訪記 : 子育て・就労・生活の支援や福祉ってどう
なってるの!?

かなしろにゃんこ。著 ; 青木聖久監修・解説 学研教育みらい 2021 369.2:Sh95

104 この国の不寛容の果てに : 相模原事件と私たちの時代 / 雨宮処凛編著 ; 神戸金史[ほか]談 解放出版社 2019 369.27:Ko78
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No. 書名 著者 出版社 出版年 請求記号
105 かっこいい福祉 村木厚子, 今中博之著 左右社 2019 369:Ka26

106
多様な性の視点でつくる学校教育 : セクシュアリティによる差別をなくすための
学びへ

眞野豊著 松籟社 2020 375.49:Ta98

107
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー : the real British secondary
school days 2

ブレイディみかこ著 新潮社 2021 376.3:B63

108 恋したひとは車いす 酒井朋子著 徳間書店 2015 378:Ko33
109 そよ風の手紙 : 自閉症児りょうまとシングルファーザーの18年 新保浩著 マキノ出版 2013 378:So94
110 理系という生き方 : 東工大講義 : 生涯を賭けるテーマをいかに選ぶか マキノ出版 ポプラ社 2018 402.8:R41
111 科学技術人材のダイバーシティ研究 科学技術社会論学会編集委員会編 玉川大学出版部 2021 404:Ka16
112 自閉スペクトラム症の女の子が出会う世界 : 幼児期から老年期まで サラ・ヘンドリックス著 ; 堀越英美訳 河出書房新社 2021 493.7:J48
113 資生堂インパクト : 子育てを聖域にしない経営 石塚由紀夫著 日本経済新聞出版社 2016 576.7:Sh89
114 子育て主夫青春物語 : 「東大卒」より家族が大事 堀込泰三著 言視舎 2012 599:Ko88
115 男も育休って、あり? 羽田共一著 雷鳥社 2021 599:O86

116
パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ! : ママの社会進出と家族の幸せのため
に

前田晃平著 光文社 2021 599:P22

117 広告で社会学 難波功士著 弘文堂 2018 674:Ko44
118 広告は、社会を揺さぶった 脇田直枝著 宣伝会議 2015 674:Ko44
119 朝ドラには働く女子の本音が詰まってる(ちくま新書 ; 1323). 矢部万紀子著 筑摩書房 2018 778.8:A81
120 ハイパー  (わたし、定時で帰ります。 [2]). 朱野帰子著 新潮社 2019 913.6:W47
121 82年生まれ、キム・ジヨン チョ・ナムジュ著 ; 斎藤真理子訳 筑摩書房 2018 929.13:H11
122 現実を解きほぐすための哲学 小手川正二郎著 トランスビュー 2020 150:G34
123 それでも、逃げない 三浦瑠麗,乙武洋匡著 文藝春秋 2019 159:So55
124 ハイヒール革命 : 性を変える。体を変える。アタシは変わる。 真境名ナツキ著 廣済堂出版 2016 289:H15
125 ひとり戸籍の幼児問題とマイノリティの人権に関する研究 稲垣陽子著 公人の友社 2018 324.8:H77
126 N女の研究 中村安希著 フィルムアート社 2016 335.8:E64
127 イマドキ女性管理職の働き方 : 仕事も人生も自分らしく 麓幸子著 日経BP 2020 336.3:I41

128 女性活躍の教科書 : 会社を強くする : 明日からできる「輝く会社の人材戦略」 麓幸子, 日経BPヒット総合研究所編 日経BP社 2016 336.4:J76

129 トランスジェンダーと職場環境ハンドブック : 誰もが働きやすい職場づくり 東優子, 虹色ダイバーシティ, ReBit著
日本能率協会マネジメント
センター

2018 336.4:To66

130 男性育休の教科書 : 男性育休義務化の基礎知識 日経xwoman [編] 日経BP 2021 366.3:D38
131 みんなが働きやすい社会って?(考えよう!女性活躍社会 ; 1) 孫奈美編 汐文社 2017 366.38:Ka54
132 「女性初」にインタビュー! 孫奈美編 汐文社 2017 366.38:Ka54
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133 新しいパパの働き方 : 仕事も家庭も!欲張りガイドブック ファザーリング・ジャパン著 学研教育出版 2014 366.7:A94

134 「見えざる手」と「見えざる心」 平尾桂子著
Sophia University Press
上智大学出版

2015 366:Mi15

135 フェミニズムに出会って長生きしたくなった。 アルテイシア[著] 幻冬舎 2021 367.2:F18
136 この星は、私の星じゃない 田中美津著 岩波書店 2019 367.2:Ko77
137 女がそんなことで喜ぶと思うなよ : 愚男愚女愛憎世間今昔絵巻 鈴木涼美著 集英社 2019 367.2:O66
138 Women empowerment 100 : 世界の女性をエンパワーする100の方法 ベッツィ・トイチュ著 ; 松本裕訳 英治出版 2016 367.2:W85
139 さよなら!ハラスメント : 自分と社会を変える11の知恵 小島慶子編著 ; 桐野夏生 [ほか] 著  晶文社 2019 367.21:Sa99
140 Sheという生き方 嶋守さやか, 廣田貴子編著 新評論 2016 367.21:Sh14
141 非婚ですが、それが何か!? : 結婚リスク時代を生きる 上野千鶴子, 水無田気流著 ビジネス社 2015 367.4:H57
142 “結婚"をやめたパリジェンヌたち 酒巻洋子著 産業編集センター 2019 367.4:Ke29
143 生涯未婚時代 永田夏来著 イースト・プレス 2017 367.4:Sh94
144 ALLYになりたい : わたしが出会ったLGBTQ+の人たち 小島あゆみ著 かもがわ出版 2021 367.9:A41

145
同性愛は「病気」なの? : 僕たちを振り分けた世界の「同性愛診断法」クロニク
ル

牧村朝子著 星海社 2016  367.9:D88

146 結婚の奴 能町みね子著 平凡社 2019 367.9:Ke29

147
子どもを育てられるなんて思わなかった : LGBTQと「伝統的な家族」のこれか
ら

古田大輔編 ; 杉山文野, 松岡宗嗣, 山下知子著 山川出版社 2021 367.9:Ko21

148 「男の娘 (おとこのこ)」たち 川本直著 河出書房新社 2014 367.9:O86

149
レインボーフラッグ誕生物語 : セクシュア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 367.9:R25

150 女どうしで子どもを産むことにしました 東小雪, 増原裕子著 ; すぎやまえみこ漫画 .  KADOKAWA 2016 367.97:O66
151 封じ込められた子ども、その心を聴く : 性同一性障害の生徒に向き合う 中塚幹也著 ふくろう出版 2017 367.98:To27
152 スウェーデンにおける社会的包摂の福祉・財政 藤岡純一著 中央法規出版 2016  369:Su15
153 海外ルーツの子ども支援 : 言葉・文化・制度を超えて共生へ 田中宝紀著 青弓社 2021 371.5:Ka21
154 にほんでいきる : 外国からきた子どもたち 毎日新聞取材班編 明石書店 2020 371.5:N71
155 「いろんな人がいる」が当たり前の教室に 原田真知子著 高文研 2021 374.1:I66

156 アスペルガーだからこそ私は私 : 発達障害の娘と定型発達の母の気づきの日々 白崎やよい, 白崎花代著 生活書院 2015 378:A93

157
デフ・スタディーズろう者の研究・言語・教育 : オックスフォード・ハンドブッ
ク

マーク・マーシャーク, パトリシア・エリザベス・
スペンサー編

明石書店 2015 378:D53

158 いつまで続く「女人禁制」 : 排除と差別の日本社会をたど 源淳子編著 解放出版社 2020 387:I91
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159
就活の悩みと職場内の問題行動をサポートする本 : 働く発達障害の女性の心と行
動を理解してサポートする本 : 特性を持つ女性の就活と職場での「問題行動」と
「困難」を減らすために必要なこと

宮尾益知監修 河出書房新社 2019 493.7:Sh99

160 どうして普通にできないの! : 「かくれ」発達障害女子の見えない不安と孤独 こだまちの著 協同医書出版社 2017 493.76:D88
161 あめいろぐ女性医師 宮田加菜 [ほか] 著 丸善出版 2020 498.1:A44
162 ブスの自信の持ち方 山崎ナオコーラ著 誠文堂新光社 2019 595:B95
163 萩尾望都紡ぎつづけるマンガの世界 : 女子美での講義より 萩尾望都著 ビジネス社 2020 726:H13
164 少女マンガジェンダー表象論 : 「男装の少女」の造形とアイデンティティ 押山美知子著 アルファベータブックス 2018 726:Sh96
165 切断ヴィーナス 越智貴雄著 白順社 2014 748:Se93
166 データでみるスポーツとジェンダー 日本スポーツとジェンダー学会編 八千代出版 2016 780:Su75
167 ちょっと待った!その言葉 安井二美子著 花伝社 2018 810.1:C56
168 差異を読む : 現代批評理論の展開 武田悠一著 彩流社 2018 901:Sa22
169 「スキャンダラスな女」を欲望する : 文学・女性週刊誌・ジェンダー 井原あや著 青弓社 2015 910.2:Su54
170 ゲイの可視化を読む : 現代文学に描かれる「性の多様性」? 黒岩裕市著 晃洋書房 2016 910.26:G32
171 兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン著 ; 原田勝訳 あすなろ書房 2020 933:A49
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