
2016年2月
人文会

　平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

 「人文書ベストセレクションNO．89」をご案内いたします。

   今回のテーマは 「女性学　-女性が輝く社会-」です。

安倍政権の成長戦略のひとつである「女性が輝く日本へ」。
女性が輝くとは、どういうことか。いろいろな意見が意見がありますが、
女性が社会において果たしていく役割を考えるいい機会ではないでしょうか。
ジェンダー、フェミニズム、歴史学、哲学、文芸・・・、関連書を掲載いたしました。

貴店の人文･社会コーナーのフェアや欠本補充に、ご活用下さい。

  最終頁は人文会会員社発行の特におすすめの1点です。

《社会》
出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNコード ご注文

紀伊國屋書店 〈わたし〉を生きる－女たちの肖像 島崎今日子 1,500 社会学一般 9784314010788

紀伊國屋書店 ダメをみがく　“女子”の呪いを解く方法 津村記久子 1,500 社会学一般 9784314011051

紀伊國屋書店 オトメの行方　近代女性の表象と闘い 川村邦光 2,200 社会学一般 9784314009515

ミネルヴァ書房 変わりゆく日本の家族 スーザン・ヴォーゲル 3,800 家族 9784623063796

御茶の水書房 歴史をひらく 早川紀代他編 2,800 ジェンダー・フェミニズム 9784275020161

御茶の水書房 女性とジェンダー　女性文化研究叢書３ 昭和女子大学 4,800 ジェンダー・フェミニズム 9784275019097

御茶の水書房 べーベルの女性論考　女性文化研究叢書４ 昭和女子大学 5,600 ジェンダー・フェミニズム 9784275003225

御茶の水書房 輝く女性たち　女性文化研究叢書５ 昭和女子大学 2,600 ジェンダー・フェミニズム 9784275004185

御茶の水書房 女性と文化と文学　女性文化研究叢書６ 昭和女子大学 4,500 ジェンダー・フェミニズム 9784275005663

御茶の水書房 女性と仕事　女性文化研究叢書７ 昭和女子大学 4,600 ジェンダー・フェミニズム 9784275008657

慶應義塾大学出版会 女？日本？美？－新たなジェンダー批評に向 熊倉敬聡・千野香織編 2,500 ジェンダー・フェミニズム 9784766407280

慶應義塾大学出版会 ポスト育児期の女性と働き方 西村純子 3,800 ジェンダー・フェミニズム 9784766416053

慶應義塾大学出版会 The Rise of the Feminist Movement in Japan 徳座晃子 3,000 ジェンダー・フェミニズム 9784766407310

勁草書房 上野千鶴子に挑む 千田有紀編 2,800 ジェンダー・フェミニズム 9784326653584

勁草書房 「女子」の誕生 米澤泉 2,600 ジェンダー・フェミニズム 9784326653898

勁草書房 フランス女性はなぜ結婚しないで子どもを産むのか 井上たか子編著 2,400 ジェンダー・フェミニズム 9784326653782

勁草書房 フェミニズム正義論　ケアの絆をつむぐために 有賀美和子 2,700 ジェンダー・フェミニズム 9784326653645

春秋社 なぜ私たちは歓べないの？－セックスの快楽 ダニエル・フロメンボーム 2,300 ジェンダー・フェミニズム 9784393366264

青土社 ジェンダー・トラブル ジュディス・バトラー 2,800 ジェンダー・フェミニズム 9784791757039

青土社 女性編集者の時代　アメリカ女性誌の原点 パトリシア・オッカー 2,400 ジェンダー・フェミニズム 9784791760350

青土社 思想をかたちにする　上野千鶴子対談集 上野千鶴子 2,400 ジェンダー・フェミニズム 9784791768615

青土社 セクシュアリティをことばにする 上野千鶴子 2,200 ジェンダー・フェミニズム 9784791768622

青土社 職業は売春婦 メリッサ・ジラ・グラント 2,000 ジェンダー・フェミニズム 9784791768752

青土社 ヴァギナ ナオミ・ウルフ 3,200 ジェンダー・フェミニズム 9784791767649

筑摩書房 女は笑顔で殴りあう 瀧波ユカリ 1,200 ジェンダー・フェミニズム 9784480815194

筑摩書房 女子のキャリア　〈男社会〉のしくみ、教え 海老原嗣生 840 ジェンダー・フェミニズム 9784480688903

筑摩書房 女子校育ち 辛酸なめ子 780 ジェンダー・フェミニズム 9784480688583

筑摩書房 東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ 遙　洋子 1,400 ジェンダー・フェミニズム 9784480818157

筑摩書房 マタハラ問題 小酒部さやか 800 ジェンダー・フェミニズム 9784480068729

東京大学出版会 ワーク・ライフ・バランス支援の課題
佐藤 博樹 編, 武石 恵美
子 編 3,800 ジェンダー・フェミニズム 9784130511384
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《社会》
出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNコード ご注文

東京大学出版会 映画と国民国家 御園生 涼子 5,000 ジェンダー・フェミニズム 9784130802161

東京大学出版会 能楽からみた中世 脇田 晴子 5,800 ジェンダー・フェミニズム 9784130201483

東京大学出版会 少子化時代の家族変容

阿藤 誠 編, 西岡 八郎 編,
津谷 典子 編, 福田 亘孝
編 4,800 ジェンダー・フェミニズム 9784130511353

東京大学出版会 ワーク・ライフ・バランスと家族形成
樋口 美雄 編, 府川 哲夫
編 4,200 ジェンダー・フェミニズム 9784130511346

平凡社 ボーヴォワール－女性知識人の誕生 トリル・モイ 3,800 ジェンダー・フェミニズム 9784582831689

法政大学出版局 魔女・産婆・看護婦　増補改訂版　女性医療 バーバラ・エーレンライク 2,600 ジェンダー・フェミニズム 9784588352317

法政大学出版局 イメージとしての女性　文化史および文学史
シルヴィア・ボーヴェンシェ
ン 4,800 ジェンダー・フェミニズム 9784588010224

みすず書房 フェミニズムの政治学――ケアの倫理をグローバル社会へ 岡野八代 4,200 ジェンダー・フェミニズム 9784622076391

みすず書房 自分だけの部屋【新装版】
ヴァージニア・ウルフ　川本
静子訳 2,600 ジェンダー・フェミニズム 9784622077732

ミネルヴァ書房 変革の鍵としてのジェンダー 落合 恵美子 5,000 ジェンダー・フェミニズム 9784623073856

ミネルヴァ書房 社会福祉とジェンダー 山口佐和子 6,500 ジェンダー・フェミニズム 9784623073818

未来社 「ジェンダーと開発」論の形成と展開 村松安子 3,800 ジェンダー・フェミニズム 9784624321710

未来社 ハンナ・アーレントとフェミニズム ボニー・ホーニッグ 編 3,200 ジェンダー・フェミニズム 9784624011574

未来社 女性に天国はあるのか ・サーダウィ 1,800 ジェンダー・フェミニズム 9784624501181

みすず書房 他者の苦痛へのまなざし
スーザン・ソンタグ　北條文
緒訳 2,000 メディア論 9784622070474

御茶の水書房 二十世紀の女性教師－周辺化圧力に抗して－ 河上婦志子 7,000 差別社会 9784275010902

大月書店 働く女性とマタニティ・ハラスメント 杉浦浩美 2,600 現代社会 9784272350292

大月書店 労働再審３　女性と労働 藤原千沙ほか編 2,600 現代社会 9784272301836

勁草書房 下層化する女性たち　労働と家庭からの排除 小杉礼子・宮本みち子編著 2,500 現代社会 9784326653942

勁草書房 職務格差　女性の活躍推進を阻む要因はなに 大槻奈巳 3,200 現代社会 9784326653966

勁草書房 不妊治療とキャリア継続 乙部由子 2,700 現代社会 9784326602834

平凡社 ここのなかの何処かへ トリン・Ｔ.ミンハ 3,600 現代社会 9784582472332

ミネルヴァ書房 国際比較の視点から 日本のワーク・ライフ・バランスを考える 武石 恵美子 6,000 現代社会 9784623063406

未来社 新首都ベルリンから　過去から学ぶドイツ 永井潤子 2,200 現代社会 9784624410872

白水社 現代中国女工哀史 レスリー・Ｔ・チャン 2,800 海外事情 9784560080498

未来社 マウマウの娘 
ワンボイ・ワイヤキ・オティエ
ノ 2,600 海外事情 9784624100445

未来社 インド盗賊の女王プーラン・デヴィの真実 マラ・セン 2,200 海外事情 9784624501228

みすず書房 へんな子じゃないもん ノーマ・フィールド 2,400 日本論･日本人論 9784622071983

《心理》
出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNコード ご注文

春秋社 自信を育てる心理学 「自己評価」入門　新装版 ナサニエル・ブランデン 1,800 心理一般 9784393366400

春秋社 母が重くてたまらない－墓守娘の嘆き 信田さよ子 1,700 心理一般 9784393366257

みすず書房 生きがいについて《神谷美恵子コレクション》 神谷美恵子 1,600 心理一般 9784622081814

誠信書房 女性が癒やすフェミニスト・セラピー 高畠克子 2,200 臨床心理 9784414403565

誠信書房 アサーティブ・ウーマン S.フェルプス 3,000 臨床心理 9784414325256

創元社 不妊ストレスにさようなら バーバラ・ブリッツァー 1,600 臨床心理 9784422114569

《歴史》
出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNコード ご注文

大月書店 歴史を読み替える　ジェンダーから見た日本史 久留島典子ほか編 2,800 日本史（概論・通史・史料） 9784272501823

吉川弘文館 日本女性史
脇田晴子・林　玲子・永原
和子編 2,200 日本史（概論・通史・史料） 9784642072670

吉川弘文館 エスニシティ・ジェンダーからみる 日本の歴史 黒田弘子・長野ひろ子編 3,200 日本史（概論・通史・史料） 9784642077866

吉川弘文館 女性官僚の歴史　古代女官から現代キャリア 総合女性史学会編 2,700 日本史（概論・通史・史料） 9784642080972

吉川弘文館 平安朝 女性のライフサイクル 服藤早苗著 1,700 日本史（古代） 9784642054546

ミネルヴァ書房 徳川日本の家族と地域性 落合 恵美子 8,000 日本史（中世） 9784623046171

平凡社 増補　三くだり半　江戸の離婚と女性たち 高木侃 1,400 日本史（近世） 9784582762969

吉川弘文館 三くだり半と縁切寺 高木　侃著 2,400 日本史（近世） 9784642065832

白水社 『草枕』の那美と辛亥革命 安住　恭子 2,100 日本史（近代） 9784560082041

みすず書房 富岡日記《大人の本棚》 和田英著　森まゆみ解説 2,500 日本史（近代） 9784622080879
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書名 著者名 本体価格 ISBNｺｰﾄﾞ  ジャンル ご注文 中分類番号

吉川弘文館 華族令嬢たちの大正・昭和 華族史料研究会編 2,800 日本史（近代） 9784642080545

大月書店 ジェンダー視点から戦後史を読む 米田佐代子ほか編著 2,600 日本史（現代） 9784272350322

大月書店 写真集　女たちの昭和史 女たちの昭和史編集委員会編 3,010 日本史（現代） 9784272620043

平凡社 女の子よ銃を取れ 雨宮まみ 1,400 日本史（現代） 9784582836592

法政大学出版局 女のちから－霊力・才覚・技量 岩井宏實 2,800 民俗学 9784588300516

大月書店 歴史を読み替える　ジェンダーから見た世界史 三成美保ほか編 2,800 世界史（概論・通史・史料） 9784272501816

ミネルヴァ書房 アメリカ〈主婦〉の仕事史 森 杲 6,500 世界史(アメリカ、南北を含む） 9784623066766

日本評論社 王妃たちの朝鮮王朝 尹貞蘭 4,600 世界史(アジア） 9784535585829

平凡社 性からよむ中国史－男女隔離・纏足・同性愛 スーザン・マン 2,800 世界史(アジア） 9784582482218

法政大学出版局 兵士になった女性たち Ｒ.Ｍ.デッカー 2,600 世界文化史 9784588362019

《哲学》
出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNコード ご注文

大月書店 近代日本　女性倫理思想の流れ 布川清司 2,200 日本の哲学・思想（近代） 9784272520602

白水社 テヘランでロリータを読む アーザル・ナフィーシー 2,200 文学・芸術批評/理論 9784560027547

みすず書房 詩が生まれるとき 新川和江 2,400 文学・芸術批評/理論 9784622074571

未来社 女優ジョディ・フォスター テレーゼ・デ・アンジェリス 1,600 文学・芸術批評/理論 9784624710842

法政大学出版局 秩序を乱す女たち キャロル・ペイトマン 3,900 政治哲学・社会哲学 9784588603372

法政大学出版局 ユダヤ女　ハンナ・アーレント マルティーヌ・レイボヴィッチ 5,800 政治哲学・社会哲学 9784588008832

みすず書房 暴力について――共和国の危機 ハンナ・アーレント　山田正行訳 3,200 政治哲学・社会哲学 9784622050605

《その他》
出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNコード ご注文

春秋社 棄国子女　転がる石という生き方 片岡恭子著 1,700 エッセイ 9784393333310

春秋社 ＣＤブック名曲を生み出した女性たち 加藤浩子 1,600 音楽 9784393970379

日本評論社 私の生き方整理帖　「もしものときの覚書」 おちとよこ 1,700 教養 9784535563001

春秋社 詩吟女子 センター街の真ん中で名詩を吟ずる 乙津理風 2,000 詩歌エッセイ 9784393436462

日本評論社 アメリカに女性大統領は誕生するか 蓮見博昭 1,800 政治 9784535586741

法政大学出版局 女流誕生　新装版－能楽師津村紀三子の生涯 金森敦子 2,800 能・狂言 9784588316210

青土社 コマネチ　若きアスリートへの手紙　新装版 ナディア・コマネチ 1,900 ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ 9784791764198

日本評論社 奥谷京子の夢起業塾－いざというときは女だ 奥谷京子 1,600 ビジネス 9784535557185

白水社 ヴァギナ・モノローグ イヴ・エンスラー 1,500 文芸 9784560047576

勁草書房 女性と学歴　女子高等教育の歩みと行方 橘木俊詔 2,500 教育学・教育論 9784326653669

きずな出版 働く女の仕事のルール　貧困と孤独の不安が 有川　真由美　著 1400 女性の生き方 9784907072438

大和書房 ニューヨークの女性の「強く美しく」生きる エリカ　 1300 女性の生き方 9784479782889

大和書房 ニューヨークの女性の「自分を信じて輝く」 エリカ　 1300 女性の生き方 9784479783046

海竜社 ９７歳。いくつからでも人生は考え方で変わ 吉沢　久子　 1500 女性向けエッセイ 9784759314397

大和書房 もっと私らしく生きる最高の方法 斎藤　芳乃 1300 女性向けエッセイ 9784479783152

宝島社 ニューヨークで学んだ「私を動かす」４７の エリカ　 1200 女性向けエッセイ 9784800244390

致知出版社 女子の教養 石川　真理子 1400 女性向けエッセイ 9784800910783

貴店印

http://www.heibonsha.co.jp/book/b177597.html#
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出版社 著者名 本体価格
書名 ISBNｺｰﾄﾞ   
大月書店 杉田真衣 2,500

9784272350414

御茶の水書房 神戸女学院大学編 2,500

9784275020024

紀伊國屋書店 上野千鶴子 1,500

9784314010696

慶應義塾大学出版会 佐藤文香 4,000

9784766411256

勁草書房 上野千鶴子 2,400

9784326653171

春秋社 中村よし子 1,600

9784393713914

晶文社 与那覇　恵子 2,000

9784794968432

誠信書房 K.A.シグネル 3,800

9784414402674

青土社 上野千鶴子 1,900

9784791756087

創元社 川喜田好恵 1,600

9784422115047

筑摩書房 キム・キヨサキ 1,700

9784480863799

東京大学出版会 鈴木 杜幾子 7,600

9784130860390

日本評論社 堀井恵 1,400

9784535585638

白水社 ロジーナ・ハリソン 2,400

9784560083819

平凡社 森まゆみ 1,900

9784582836271

法政大学出版局 トーマス・Ｃ.ジェプセン 3,800

9784588364174

みすず書房 岡野八代 4,200

9784622076391

ミネルヴァ書房 乙部 由子 2,500

9784623065639

未来社 永井潤子 2,200

9784624410971

吉川弘文館 伊集院葉子著 1,800

9784642057905
日本史（古代）

一族の期待を背負った古代キャリアウーマン
の生きる道！女官たちの仕事、給与、出世、
結婚…。女性たちの生き方を描く。古代の女性官僚　女官の出世・結婚・引退

健康
すべての問題は「姿勢」にあります。骨盤をお
こせば女性はグングン美しく、活動的になる。

サイコロジストとして聞き取った膨大な夢の中
から、20～70代の女性の印象的な夢体験を
収録。

新版自分でできるカウンセリング
臨床心理

長年女性の悩みと向き合ってきたカウンセ
ラーが教えます。

語り継ぐ女性学

軍事組織とジェンダー－自衛隊の女性たち

女という快楽 新装版
ジェンダー・
フェミニズム

女性の夢－こころの叡知を読み解く
臨床心理

女性も男性も社会も大きく変わった。この時代
をきりひらく端緒となった記念碑にして、上野
千鶴子の思索の原点！

ジェンダー・
フェミニズム

自衛隊が男性を範型とし、性別関与的に組
織を構造化したプロセスを解明する。

後期20世紀女性文学論
文学・芸術
批評/理論

女性の身体をめぐる葛藤と格闘！女性作家
たちの豊饒な表現世界。

女性のための「骨盤おこし」 骨格美メソッド

ナショナリズムとジェンダー
ジェンダー・
フェミニズム

国家とは？国家における女性とは？ジェン
ダーの視点から攻撃的かつ闘争的に斬りまく
る言説は時代を超えてなお新鮮で斬新。

コミュニケーション改善の新しい技法＝NLPを
日本に導入・普及してきた著者が、働く女性
のために考案した５つのステップを紹介

フランス革命の身体表象
ジェンダー・
フェミニズム

革命の視覚表象をジェンダーの観点から詳
細に分析．

リッチウーマン
ジェンダー・
フェミニズム

ドラマ仕立てで楽しく読める、女性向けの投
資のすすめ。

『青鞜』の冒険－女が集まって雑誌をつくる
日本文化史（論）

『青鞜』の歩みを、平塚らいてうらの生き方とと
もに、また100年後に著者が営んだ地域雑誌
『谷根千』を引合いに丹念に綴る。

女性電信手の歴史　ジェンダーと時代を超え
世界史(ヨーロッパ）

19世紀に生まれた電信の技術は女性たちに新たな
職業空間を提供し、彼女たちは従来の「女の居場
所」を越えて技術職に就き果敢に闘った。

放送記者、ドイツに生きる
現代社会

フェミニズムの政治学――ケアの倫理をグローバル社会へ

ジェンダー・
フェミニズム

子育てや介護などケアにおいて他者との非
暴力な関係を実践してきた女の経験こそが新
たな政治の領野を切り拓き、非暴力の社会を
構想する。

ライフコースからみた女性学・男性学
ジェンダー・
フェミニズム

女性・男性労働を取り巻く社会的環境や法律
など、最新のデータを駆使してわかりやすく
解説。

ご注文

現代社会
ノンエリート女性たちの歩みをインタビュー調
査から描く。

社会学一般
男の「女ぎらい」と女の「生きづらさ」を解剖す
る。

社会学一般
政治、社会、文化等様々な文脈におけるジェ
ンダー（社会的文化的性差）の働きについて
女性の視点から問い直す。

「ドイツ」を通し、いまいちど立ち止まり見つめ
直したい、日本の政治、社会のあり方、そして
日本人の生き方。

内容ジャンル

おだまり、ローズ
世界史(ヨーロッパ）

型破りな貴婦人に仕えた型破りなメイドの、笑
いと涙の35年間

恋も仕事もあきらめない
心理一般

高卒女性の12年

女ぎらい－ニッポンのミソジニー

特にお薦めの銘柄
です。コーナー作
りに

貴店印


