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159.6/A82 13934954 Dear girls : 自分らしく生きていくための28の言葉 / 朝日新聞「Dear girls」取材班著. -- 朝日新聞出版, 2019.

159.6/L49 13934945 「ガラスの天井」が破れる瞬間(とき) : 女性の成功哲学 / シャロン・レクター著 ; 田中孝顕訳. -- きこ書房, 2017.

312.1/Ka62 13720484 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. -- 岩波書店, 2016

312.1/Mi67 13702118 私たちの声を議会へ : 代表制民主主義の再生   三浦まり著. -- 岩波書店, 2015. -- (岩波現代全書 ; 078). 

314.18/Mi67 13730328 日本の女性議員 : どうすれば増えるのか   三浦まり編著. -- 朝日新聞出版, 2016

314/G34 13569018 ジェンダー・クオータ : 世界の女性議員はなぜ増えたのか = Gender quotas   三浦まり, 衛藤幹子編著 ; スティール若希 [ほか] 著. -- 明石書店, 2014

318.294/N34 13935076 知事が政治家になるとき / 中條美和著. -- 木鐸社, 2017.

361.04/I89//A1 13697279 ジェンダーで学ぶ社会学   伊藤公雄, 牟田和恵編. -- 全訂新版. -- 世界思想社, 2015

361.8/U34 13871531 日常のなかの「フツー」を問いなおす : 現代社会の差別・抑圧    植上一希, 伊藤亜希子編. -- 法律文化社, 2018

366.21/A12 13841087 多様化する日本人の働き方 : 非正規・女性・高齢者の活躍の場を探る   阿部正浩, 山本勲編. -- 慶應義塾大学出版会, 2018

366.38/Ko39 13935049 女性発の働き方改革で男性も変わる、企業も変わる / 小島明子著. -- 産労総合研究所出版部経営書院, 2018.

366.38/Ｎ95 13804931 女性に伝えたい未来が変わる働き方 : 新しい生き方のヒントが見つかる、二極化時代の新提言　　野村浩子著. -- KADOKAWA, 2017

367.1/B91 13934981 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 / サッサ・ブーレグレーン作 ; 枇谷玲子訳. -- 岩崎書店, 2018.

367.1/H77 13926569 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 / 佐藤文香監修 ; 一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同著. -- 明石書店, 2019.

367.1/J76//A19 13914020 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

367.1/Ka86 13807094 はじめてのジェンダー論   加藤秀一著. -- 有斐閣, 2017

367.1/L51 13934963 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.

367.1/O73 13935058 エンパワーメント : 働くミレニアル女子が身につけたい力 / 大崎麻子著. -- 経済界, 2017.

367.1/Sa72 13934972 ジェンダーとわたし : 「違和感」から社会を読み解く / 笹川あゆみ編著. -- 北樹出版, 2017.

367.1/Sh11 13875530 しゃべり尽くそう!私たちの新フェミニズム   望月衣塑子 [ほか] 著. -- 梨の木舎, 2018

367.21/I91 13934936 ガラスの天井のひらきかた / いつか著. -- ベストセラーズ, 2017.

367.21/N71 13850291 日本のフェミニズム : since1886   北原みのり責任編集 ; 性の戦い編. -- 河出書房新社, 2017.

367.21/U45 13252506 女ぎらい : ニッポンのミソジニー   上野千鶴子/著. -- 紀伊国屋書店, 2010

367.4/Sh83 13935067 「逃げ恥」にみる結婚の経済学 / 白河桃子, 是枝俊悟著. -- 毎日新聞出版, 2017.

371.3/Ka96 13581596 教育社会とジェンダー   河野銀子, 藤田由美子編著. -- 学文社, 2014

371.3/To62 13495433 ジェンダーから教育を考える : 共学と別学/性差と平等   友野清文著. -- 丸善プラネット, 2013

371/D79 13895130 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

372.107/Ma31 13935002 データで読む教育の論点 / 舞田敏彦著. -- 晶文社, 2017. -- (犀の教室).

373.108/U75/7 13934990 教育におけるジェンダー平等 / ネリー・ストロンキスト [著] ; 結城貴子訳・解説. -- 東信堂, 2015. -- (ユネスコ国際教育政策叢書 ; 7).

374.3/Ky5 13783733 教師の声を聴く : 教職のジェンダー研究からフェミニズム教育学へ   浅井幸子 [ほか] 編著. -- 学文社, 2016

377.15/A49 13935011 女性の未来に大学ができること : 大学における人材育成の新境地 / 安齋徹著. -- 樹村房, 2018.

377.15/Mu59 13818919 なぜジェンダー教育を大学でおこなうのか : 日本と海外の比較から考える   村田晶子, 弓削尚子編著. -- 青弓社, 2017

599/Mi97 13935094 目指せ!夫婦ツーオペ育児ふたりで親になるわけで = Aim for it! "Unison parenting" Both of us become "parents" / 水谷さるころ著. -- 新潮社, 2018.

601.1/F87 13935030 地方を変える女性たち : カギは「ビジョン」と「仕組みづくり」! / 麓幸子著. -- 日経BP社, 2018.

913.6/A33 13935020 対岸の家事 / 朱野帰子著. -- 講談社, 2018.

914.6/Y46 13935085 皿洗いするの、どっち? : 目指せ、家庭内男女平等! / 山内マリコ著. -- マガジンハウス, 2017.

IJ//828 70375587 人生の答えは家庭科に聞け!   堀内かおる, 南野忠晴著 ; 和田フミ江画. -- 岩波書店, 2016. -- (岩波ジュニア新書 ; 828). 

IJ//874 70414077 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. -- (岩波ジュニア新書 ; 874).
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