
No 書名 編著者 出版者 出版年 請求記号

1
フェミニズムってなんのこと? (国際化の時代に生きるため
のQ&A;3)

ルイーズ・スピルズベリー,ビー・アッ
プルビー著;渡辺薫訳

創元社 2018 316.1/F18

2 ベル・フックスの「フェミニズム理論」 : 周辺から中心へ
ベル・フックス著 ; 野崎佐和, 毛塚
翠訳

あけび書房 2017 367.2/B38

3 フェミニズム入門 大越愛子著 筑摩書房 1996 367.2/F18

4 フェミニズムの名著50
江原由美子, 金井淑子編 ; 網野房
子[ほか]執筆

平凡社 2002 367.2/F18

5 フェミニズム大図鑑
ハンナ・マッケンほか著;最所篤子,
福井久美子訳

三省堂  [2020] 367.2/F18/R

6
シモーヌ・ド・ボーヴォワール : 特集(シモーヌ : 雑誌感覚で
読めるフェミニズム入門ブック ;vol.1）

シモーヌ編集部編 現代書館 2019 367.2/Sh54

7 日本のフェミニズム : since1886(性の戦い編) 北原みのり責任編集 河出書房新社 2017 367.21/N71

8 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

9
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 377.1/J36

No 書名 編著者 出版者 出版年 請求記号

1 ディアガール : おんなのこたちへ
エイミー・クラウス・ローゼンタール,
パリス・ローゼンタールぶん;ホリー・
ハタムえ;高橋久美子やく

主婦の友社 2019 159.6/D51

2
世界を変えた100人の女の子の物語 : グッドナイトストー
リーフォーレベルガールズ

エレナ・ファヴィッリ,フランチェスカ・
カヴァッロ文;芹澤恵,高里ひろ訳

河出書房新社 2018 280/Se22

3 世界は女性が変えてきた　夢をつないだ84人の勇者たち
ジス著 ; サラ・パップワースイラスト
; 西川知佐訳

東京書籍 2020 280/Se22

4 特集ぼくとフェミニズム(すばる;第40巻第5号) 集英社 2018 367/B63

5
ちいさなフェミニスト宣言 : 女の子らしさ、男の子らしさのそ
の先へ

デルフィーヌ・ボーヴォワ文 ; クレー
ル・カンテ絵 ; 新行内美和訳

現代書館 2020 367.1/C43

6 バッド・フェミニスト ロクサーヌ・ゲイ[著] ; 野中モモ訳 亜紀書房 2017 367.2/B14

7
読書する女たち : フェミニズムの名著は私の人生をどう変
えたか

ステファニー・スタール著;伊達尚美
訳

イースト・プレス 2020 367.2/D83

8 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 367.2/H82

2021年1月～3月　女性教育情報センターテーマ展示

今、フェミニズム
～声を上げる、行動する、変える～

＜図書＞

●フェミニズムとは？

●分かりやすくフェミニズムについて知る絵本、エッセイ、小説

フェミニズムについて初めて知る人におすすめの入門書や絵本から、

活動の記録や世界の状況など、フェミニズムに関連する図書を

ご紹介します。

#Me too運動や#Ku too運動、フラワーデモなど、

女性たちが声を上げ、社会を変えるための運動が

広がっています。
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9 イジェアウェレへ : フェミニスト宣言、15の提案
チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ
著;くぼたのぞみ訳

河出書房新社 2019 367.2/I29

10 男も女もみんなフェミニストでなきゃ
チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ
著;くぼたのぞみ訳

河出書房新社 2017 367.2/O86

11 呪詛 vol.2 ゆとり世代フェミニズム著
ゆとり世代フェミニ
ズム

2019 367.2/Y99

12 特集覚醒するシスターフッド（文藝 第59巻第3号) 河出書房新社 2020 913.6/Ka28

13 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

No 書名 編著者 出版者 出版年 請求記号

1
働くこととフェミニズム : 竹中恵美子に学ぶ : 竹中恵美子卒
寿記念

フォーラム労働・社会政策・ジェン
ダー編

ドメス出版 2020 366.3/H42

2 説教したがる男たち
レベッカ・ソルニット著 ; ハーン小路
恭子訳

左右社 2018 367/Se44

3 特集/コンビニからエロ本がなくなる日(エトセトラ ; VOL.1) 田房永子責任編集 エトセトラブックス 2019 367.2/E78

4 特集/We・LOVE田嶋陽子! (エトセトラ ; VOL.2)
山内マリコ責任編集 ; 柚木麻子責
任編集

エトセトラブックス 2019 367.2/E78

5 特集/私の私による私のための身体(エトセトラ ; VOL.3) 長田杏奈責任編集 エトセトラブックス 2020 367.2/E78

6 特集/女性運動とバックラッシュ(エトセトラ ; VOL.4) 石川優実責任編集 エトセトラブックス 2020 367.2/E78

7
フェミニズムはもういらない、と彼女は言うけれど : ポスト
フェミニズムと「女らしさ」のゆくえ

高橋幸著 晃洋書房 2020 367.2/F18

8 ひれふせ、女たち : ミソジニーの論理 ケイト・マン著 ; 小川芳範訳
慶應義塾大学出版
会

2019 367.2/H69

9 99%のためのフェミニズム宣言
シンジア・アルッザ, ティティ・バタ
チャーリャ, ナンシー・フレイザー共
著 ; 惠愛由訳

人文書院 2020 367.2/Ky8

10 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 367.2/Sh11

11
シリーズ特集第1回ポストフェミニズムからはじめる(早稲田
文学.;2019年冬号)

早稲田文学会 2019 367.2/Sh88

12 日本のポストフェミニズム : 「女子力」とネオリベラリズム 菊地夏野著 大月書店 2019 367.21/N71

13 痴漢とはなにか : 被害と冤罪をめぐる社会学 牧野雅子著 エトセトラブックス 2019 368.6/C44

No 書名 編著者 出版者 出版年 請求記号

1 あごら : 雑誌でつないだフェミニズム(1～3巻) あごら九州編 石風社 2016 050/A19

2
ガール・ジン : 「フェミニズムする」少女たちの参加型メディ
ア

アリスン・ピープマイヤー著;野中モ
モ訳

太田出版 2011 050/G24

3
COVID-19後の世界とフェミニズムを考えるZINE : HERS
BOOK STAND 彼女たちの本棚 vol.1～vol.3

マヤルカ書店なか
むらあきこ

2020 051/C89

4
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 361.4/A92

●発信する・活動する

●フェミニズムの今
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5 あばずれ上等!! SLUTWALK OSAKA ZINE Uttchiyy[ほか]著
SLUT WALK
OSAKA

[2019] 367.2/A11

6 明日は生きてないかもしれない……という自由 田中美津著 インパクト出版会 2019 367.2/A93

7 ぼそぼそ声のフェミニズム 栗田隆子著 作品社 2019 367.2/B66

8 #KuToo (クートゥー) : 靴から考える本気のフェミニズム 石川優実著 現代書館 2019 367.2/Ku11

9 男社会がしんどい : 痴漢だとか子育てだとか炎上だとか 田房永子著 竹書房 2020 367.2/O86

10 世界の半分、女子アクティビストになる ケイリン・リッチ著;寺西のぶ子訳 晶文社 2019 367.2/Se22

11 何を怖れる : フェミニズムを生きた女たち 松井久子編;田中美津[ほか述] 岩波書店 2014 367.21/N48

12
その名を暴け : ＃ＭｅＴｏｏに火をつけたジャーナリストたち
の闘い

ジョディ・カンター, ミーガン・トゥー
イー著 ; 古屋美登里訳

新潮社 2020 368.6/So48

13 ブラックボックス 伊藤詩織著 文藝春秋 2017 368.64/B91

14 フラワーデモを記録する フラワーデモ編 エトセトラブックス 2020 368.64/F92

No 書名 編著者 出版者 出版年 請求記号

1 ロシアの女性誌 : 時代を映す女たち
高柳聡子著 ; ユーラシア研究所企
画・編集

群像社 2018 050/R72

2 グロリア・スタイネム (信念は社会を変えた!)
グロリア・スタイネム[著] ; ジェフ・ブ
ラックウェル編 ; ルース・ホブデイ編
; 橋本恵訳

あすなろ書房 2020 289.3/G95

3 フェミニストたちの政治史 : 参政権, リブ, 平等法 大嶽秀夫著 東京大学出版会 2017 312.1/F18

4
サフラジェット 英国女性参政権運動の肖像とシルビア・パン
クハースト

中村久司著 大月書店 2017 314.893/Sa14

5 北欧フェミニズム入門 枇谷玲子著 枇谷玲子 2019 367.2/H82

6
彼女の「正しい」名前とは何か : 第三世界フェミニズムの思
想

岡真理著 青土社 2000 367.2/Ka58

7 境界なきフェミニズム
チャンドラー・タルパデー・モーハン
ティー著;菊地恵子,吉原令子,我妻も
え子訳

法政大学出版局 2012 367.2/Ky4

8 舌を抜かれる女たち メアリー・ビアード著 ; 宮﨑真紀訳 晶文社 2020 367.2/Sh92

9 ウーマン・イン・バトル : 自由・平等・シスターフッド!
マルタ・ブレーン文;イェニー・ヨルダ
ル絵;枇谷玲子訳

合同出版 2019 367.2/U63

10 ジェンダーとセクシュアリティで見る東アジア 瀬地山角編著 勁草書房 2017 367.22/J36

11 韓国フェミニズムと私たち タバブックス編 タバブックス 2019 367.221/Ka56

12 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 367.221/W47

13
越境する社会運動  (イスラーム・ジェンダー・スタディーズ  ;
2)

長沢栄治監修 明石書店 2020 367.228/E42

●世界のフェミニズム
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14 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

15
アメリカのフェミニズム運動史 : 女性参政権から平等憲法
修正条項へ

栗原涼子著 彩流社 2018 367.253/A44

16 アメリカの第二波フェミニズム : 一九六〇年代から現在まで 吉原令子著 ドメス出版 2013 367.253/A44

17 ワンダーウーマンの秘密の歴史 ジル・ルポール著 ; 鷲谷花訳 青土社 2019 726.1/W37

18 特集 韓国・フェミニズム・日本 (文藝 第58巻第3号) 河出書房新社 2019 913.6/Ka56

＜雑誌＞
No 特集タイトル 雑誌名・巻号 出版社 出版年月

1 特集 性暴力＝セクハラ　フェミニズムとMeToo 現代思想46(11) 青土社 2018.6

2 特集:フェミニズムとトランス排除 女たちの21世紀  98
アジア女性資料セ
ンター

2018.12

3 特集　「女性活躍」政策の5年 利用されるフェミニズム 女たちの21世紀  96
アジア女性資料セ
ンター

2019.6

4 総特集　フェミニズムの現在 現代思想48(3) 青土社 2020.2

5 フェミニズムⅠ　身体/表象 思想 no.1151 岩波書店 2020.3

6 フェミニズムⅡ  労働/国家 思想 no.1152 岩波書店 2020.4

7 特集 新型コロナウイルス禍とジェンダー
F visions : 世界が見えるフェミニスト
情報誌

アジア女性資料セ
ンター

2020.6

＜新聞記事＞
No 記事見出し 新聞名

1
女子組 :オトナの保健室 : #MeTooで気づいたこと / 小若理
恵, 机美鈴, 杢田光

朝日新聞

2 職場ハイヒール強制なくそう : ♯KuToo署名活動広がる 産経新聞

3
活字の海で : 出版界にフェミニズムの風 : 声あげる女性の
動きに呼応

日本経済新聞

4
声をつないで 国際女性デー2020 : 性暴力許さない フラ
ワーデモ わずか1年全国に咲く : 「私も」の共感大きなうね
り : 世代超え拡大 / 坂根真理 [ほか]

毎日新聞

 

掲載日

2018.10.16

2019.05.22

 2019.06.22

2020.03.07

図書の貸出や複写郵送サービスな

どを行っています。

資料探しでお困りの際はお気軽に

お問い合わせください！

お問い合わせ先

女性教育情報センター（国立女性教育会館情報課）

〒355-0292 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728番地
TEL:0493-62-6195 FAX：0496-62-6721
E-mail:infodiv@nwec.jp

女性教育情報センターは、国立女性教育会館内にある、

男女共同参画および女性・家庭・家族に関する専門図書館です。
●文献情報データベース（所蔵検索)  
https://winet.nwec.jp/bunken/opac_search/?smode=1
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