
すてっぷ情報ライブラリー

No タイトル 編著者 出版社 出版年

1 性の歴史　1
ミシェル  フーコー∥〔著〕

新潮社 1991 135 ﾌ

2 性の歴史　2 ミシェル  フーコー∥〔著〕 新潮社 1988 135 ﾌ

3 性の歴史　3 ミシェル  フーコー∥〔著〕 新潮社 2003 135 ﾌ

4 正義と境を接するもの  ～責任という原理とケアの倫理～ 品川  哲彦∥著 ナカニシヤ出版 2007 150 ｼ

5 明治大正史　～世相篇～ 柳田  国男∥〔著〕 講談社 1993 210 ﾔ

6 政治と複数性　～民主的な公共性にむけて～ 斎藤  純一∥著 岩波書店 2008 311 ｻ

7 シティズンシップの政治学　～国民・国家主義批判～ 岡野  八代∥著 白沢社 2009 316 ｵ

8 〈民が代〉斉唱　～アイデンティティ・国民国家・ジェンダー～ 鄭  暎惠∥著 岩波書店 2003 316 ﾁ

9 グローバリゼーション事典　～地球社会を読み解く手引き～ アンドリュー  ジョーンズ∥著 明石書店 2012 319 ｼﾞ

10 グローバリゼーション マンフレッド  Ｂ．スティーガー∥〔著〕 岩波書店 2010 319 ｽ

11 グローバリゼーションとは何か～液状化する世界を読み解く～ 伊予谷  登士翁∥著 平凡社 2002 333 ｲ

12 ブランドなんか、いらない ナオミ  クライン∥著 大月書店 2009 335 ｸ

13 戦前・「家」の思想 鹿野  政直∥著 創文社 1983 361 ｶ

14 家庭の生成と女性の国民化 小山  静子∥著 勁草書房 1999 361 ｺ

15 公共性 斎藤  純一∥著 岩波書店 2000 361 ｻ

16 日本家族史論集　1 佐々木  潤之介∥〔ほか〕編 吉川弘文館 2002 361 ｻ

17 日本家族史論集　2 佐々木  潤之介∥〔ほか〕編 吉川弘文館 2002 361 ｻ

18 日本家族史論集　3 佐々木  潤之介∥〔ほか〕編 吉川弘文館 2002 361 ｻ

19 日本家族史論集　4 佐々木  潤之介∥〔ほか〕編 吉川弘文館 2002 361 ｻ

20 日本家族史論集　5 佐々木  潤之介∥〔ほか〕編 吉川弘文館 2002 361 ｻ

21 日本家族史論集　6 佐々木  潤之介∥〔ほか〕編 吉川弘文館 2002 361 ｻ

22 日本家族史論集　7 佐々木  潤之介∥〔ほか〕編 吉川弘文館 2002 361 ｻ

23 日本家族史論集　8 佐々木  潤之介∥〔ほか〕編 吉川弘文館 2002 361 ｻ

24 日本家族史論集　9 佐々木  潤之介∥〔ほか〕編 吉川弘文館 2003 361 ｻ

25 日本家族史論集　10 佐々木  潤之介∥〔ほか〕編 吉川弘文館 2003 361 ｻ

26 日本家族史論集　11 佐々木  潤之介∥〔ほか〕編 吉川弘文館 2003 361 ｻ

27 日本家族史論集　12 佐々木  潤之介∥〔ほか〕編 吉川弘文館 2003 361 ｻ

28 日本家族史論集　13 佐々木  潤之介∥〔ほか〕編 吉川弘文館 2003 361 ｻ

29 ライフコースの社会学 嶋崎  尚子∥〔著〕 学文社 2008 361 ｼ

30 タイム・バインド～時間の板挟み状態～ アーリー  ラッセル  ホックシールド∥著 明石書店 2012 366.3 ﾎ

31 ジェンダー白書　9
北九州市立男女共同参画センター
                                      ムーブ∥編 明石書店 2013 367.1 ｷ

32 ジェンダー研究のフロンティア　2 作品社 2008 367.1 ｼﾞ

33 〈日本独立〉と女たち 女たちの現在を問う会∥編 インパクト出版会 1987 367.2 ｵ

34 全共闘からリブへ 女たちの現在を問う会∥編集 インパクト出版会 1996 367.2 ｵ

35 朝鮮戦争・逆コースのなかの女たち 女たちの現在を問う会∥編 インパクト出版会 1986 367.2 ｵ

36 もはや戦後ではない？ 女たちの現在を問う会∥編 インパクト出版会 1988 367.2 ｵ

37 女女格差 橘木  俊詔∥著 東洋経済新報社 2008 367.2 ﾀ

38
女と男の時空　～日本女性史再考～　⑤

鶴見  和子∥〔ほか〕監修 藤原書店 2000 367.2 ﾂ

39
女と男の時空　～日本女性史再考～　⑥

鶴見  和子∥〔ほか〕監修 藤原書店 2000 367.2 ﾂ

40
女と男の時空　～日本女性史再考～　⑦

鶴見  和子∥〔ほか〕監修 藤原書店 2000 367.2 ﾂ

このリストに掲載されている図書89点は、2011年に御逝去された藤枝澪子さんから豊中市にいただいた遺贈金で購入しました。
すてっぷ情報ライブラリーカードで貸出できます。（注：  は参考資料のため貸出できません）

請求記号

◆藤枝澪子さんプロフィール◆
1930年生まれ。1951年、同志社女子専門校英文科卒。1966年から1977年まで福音館書店児童図書編集に従事。京都精華短大助教授を経て、京都精
華大学教授職に着任。2011年永眠。
専門は、女性学、ジェンダー研究。京都精華大学名誉教授。大阪府男女共同参画審議会（会長）をはじめ、1978年以来各地の自治体の女性政策／男
女共同参画政策に関わる。平成12年度男女共同参画社会づくり功労者内閣府官房長官表彰受賞。日本女性学会、日本女性学研究会会員。特定非営
利活動法人グループみこし名誉会員。2000～2007年度まで財団法人とよなか男女共同参画推進財団の理事を務められる。

◆藤枝澪子ライブラリー（すてっぷ情報ライブラリー内）◆
女性学・ジェンダー研究のパイオニアとして生きてこられた藤枝澪子さんの蔵書を「藤枝澪子ライブラリー」として、すてっぷ・情報ライブラリー内に2003
年に開設しました。貴重な初版本、和書、洋書、絵本・児童書など、約3000冊の閲覧・貸出ができます。
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No タイトル 編著者 出版社 出版年 請求記号

41
女と男の時空　～日本女性史再考～　⑧

鶴見  和子∥〔ほか〕監修 藤原書店 2000 367.2 ﾂ

42
女と男の時空　～日本女性史再考～　⑨

鶴見  和子∥〔ほか〕監修 藤原書店 2000 367.2 ﾂ

43
女と男の時空　～日本女性史再考～　⑩

鶴見  和子∥〔ほか〕監修 藤原書店 2000 367.2 ﾂ

44 女と男の時空　～日本女性史再考～　⑪ 鶴見  和子∥〔ほか〕監修 藤原書店 2001 367.2 ﾂ

45
女と男の時空　～日本女性史再考～　⑬

鶴見  和子∥〔ほか〕監修 藤原書店 2001 367.2 ﾂ

46 女と男の時空   ～日本女性史再考～　⑫ 鶴見  和子∥〔ほか〕監修 藤原書店 2001 367.2 ﾂ

47 女が子どもを産みたがらない理由（わけ） 吉広  紀代子∥編著 晩成書房 1991 367.2 ﾖ

48 子ども虐待の歴史と理論 ブライアン  コービー∥著 明石書店 2002 367.6 ｺ

49 漂流少女　～夜の街に居場所を求めて～ 橘  ジュン∥著 太郎次郎社エディタス 2010 367.6 ﾀ

50 子どもと性 浅井  春夫∥編著 日本図書センター 2007 367.9 ｱ

51 性同一性障害　～ジェンダー・医療・特例法～ 石田  仁∥編 御茶の水書房 2008 367.9 ｲ

52 男権主義的セクシュアリティ　～ポルノ・買売春擁護論批判～ 杉田  聡∥著 青木書店 1999 367.9 ｽ

53 〈同性愛嫌悪（ホモフォビア）〉を知る事典 ルイ＝ジョルジュ  タン∥編 明石書店 2013 367.9 ﾀ

54 ＬＧＢＴＱってなに？～セクシュアル・マイノリティのためのハンドブック～ ケリー  ヒューゲル∥著 明石書店 2011 367.9 ﾋ

55 現代日本の貧困観～「見えない貧困」を可視化する～ 青木  紀∥著 明石書店 2010 368 ｱ

56 現代の貧困と不平等～日本・アメリカの現実と反貧困戦略～ 青木  紀∥編著 明石書店 2007 368 ｱ

57 現代日本の「見えない」貧困～生活保護受給母子世帯の現実～ 青木  紀∥編著 明石書店 2003 368 ｱ

58 スポーツ・ヒーローと性犯罪 ジェフ  ベネディクト∥著 大修館書店 2000 368 ﾍﾞ

59 ジェンダーと家族介護～政府の政策と個人の生活～ クレア  アンガーソン∥著 光生館 1999 369 ｱ

60 女たちが動く　～東日本大震災と男女共同参画視点の支援～ みやぎの女性支援を記録する会∥編著 生活思想社 2012 369 ﾐ

61 大田尭自撰集成　1 大田  尭∥著 藤原書店 2013 370 ｵ

62 大田尭自撰集成　2 大田  尭∥著 藤原書店 2014 370 ｵ

63 大田尭自撰集成　3 大田  尭∥著 藤原書店 2014 370 ｵ

64 大田尭自撰集成　4 大田  尭∥著 藤原書店 2014 370 ｵ

65 教育学年報　7 世織書房 1999 370 ｷ

66 異文化としての子ども 本田  和子∥著 筑摩書房 1992 371 ﾎ

67 「育つ・学ぶ」の社会史～「自叙伝」から～ 太田  素子∥〔ほか著〕 藤原書店 2008 372 ｵ

68 保育と家庭教育の誕生～１８９０－１９３０～ 太田  素子∥編 藤原書店 2012 376 ｵ

69 若者と娘をめぐる民俗 瀬川  清子∥著 未来社 1972 384 ｾ

70 時代を拓く女性リーダー～行政・大学・企業・団体での人材育成支援～ 国立女性教育会館∥編 明石書店 2008 397 ｺ

71 性淘汰　～ヒトは動物の性から何を学べるのか～ マーリーン  ズック∥著 白揚社 2008 481 ｽﾞ

72 女の子脳男の子脳～神経科学から見る子どもの育て方～ リーズ  エリオット∥著 日本放送出版協会 2010 491 ｴ

73 女性看護学 吉沢  豊予子∥編著 メヂカルフレンド社 2008 492 ﾖ

74 性同一性障害～児童期・青年期の問題と理解～ ケネス  Ｊ．ズッカー∥〔著〕 みすず書房 2010 493 ｽﾞ

75 摂食障害の語り　～〈回復〉の臨床社会学～ 中村  英代∥著 新曜社 2011 493 ﾅ

76 生殖の政治学～フェミニズムとバース・コントロール～ 荻野  美穂∥著 山川出版社 1994 498 ｵ

77 あなたのＴシャツはどこから来たのか？～誰も書かなかったグローバリゼーションの真実 ピエトラ  リボリ∥著 東洋経済新報社 2007 586 ﾘ

78 風俗嬢意識調査～１２６人の職業意識～ 要  友紀子∥著 ポット出版 2005 673.0 ｶ

79 密やかな教育　～〈やおい・ボーイズラブ〉前史～ 石田  美紀∥著 洛北出版 2008 726 ｲ

80 マンガ論争勃発　2007－2008 永山  薫∥編  著 マイクロマガジン社 2007 726 ﾅ

81 マンガ論争勃発　2 永山  薫∥編  著 マイクロマガジン社 2009 726 ﾅ

82 文学史を読みかえる　7 池田  浩士∥〔ほか〕編集委員 インパクト出版会 2003 910 ｲ

83 遺言～斃れてのち元まる～ 鶴見  和子∥著 藤原書店 2007 914 ﾂ

84 私は障害者向けのデリヘル嬢 大森  みゆき∥著 ブックマン社 2005 916 ｵ

85 ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）ジェンダー白書～今こそ男女格差解消に向けた取り組みを！～ ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）∥編著 明石書店 2014 367.1 ｹ　

86 日本女性史研究文献目録　1 女性史総合研究会∥編 東京大学出版会 1991 367.2 ｼﾞ

87 日本女性史研究文献目録　2 女性史総合研究会∥編 東京大学出版会 1998 367.2 ｼﾞ　

88 日本女性史研究文献目録  3 女性史総合研究会∥編 東京大学出版会 1994 367.2 ｼﾞ　

89 日本女性史研究文献目録　4 女性史総合研究会∥編 東京大学出版会 2003 367.2 ｼﾞ　

このリストにある図書は貸出できます。(  　 は参考資料の為、貸出不可）ぜひご利用ください。
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