
KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機能 
など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

ならスマホで読める、読書がはかどる！ 

自宅で 

移動中に 

すきま時間に 

スマホから簡単にリモート閲覧 

リモート閲覧のできる無料アプリbREADER Cloudで、24時間どこからでも 

自分のスマホで電子書籍を読める環境を実現しています。 

学生の読書環境の充実と学生サービスの向上に、図書館貸出業務の軽減に、
KinoDenのアプリをご利用下さい。 

②無料アプリbREADER Cloudを 
   スマホにダウンロード。すぐ読める！ 

①学内でKinoDenのアカウントを   
   作って読みたい本をMy本棚へ 

ディープ・アクティブ 
ラーニング 
大学授業を深化させるために 
松下佳代【著】  
京都大学高等教育研究開発推進 
センター【編著】 
学生の能動的な学びを意識した 
授業デザインを理論と実践に即して 
示す。(勁草書房) 
同時アクセス１ 
本体価格：10,560円 
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ジェンダー  ※1点から 
 ご購入可能 

KD0113 

30タイトル 
同時アクセス１または2 

229,515円 
(本体価)  

ICTの基本から活用方法を 
わかりやすく解説 

ＩＣＴを活用した大学授業 
高等教育シリーズ 118 
小原芳明 【編】 
教育の現場でICTを活用するには？ 
いつでも、どこでも学習できる教育を 
目指し、さまざまな取組に挑戦している 
玉川大学経営学部、女子短期大学の
事例を関連トピックと共に紹介する。 
(玉川大学出版部) 
同時アクセス１ 
本体価格：4,840円 

教養のための 
セクシュアリティ・ 
スタディーズ  
風間孝、ほか【著】 
性的マイノリティの権利獲得
の歴史や「クィア理論」をふま
え、「性」の総体を考える。
(法律文化社) 
同時アクセス１ 
本体価格：5,500円 

パパは女子高生だった 
前田良【著】 
性同一性障害のため戸籍を
男性に訂正し結婚した著者。
非配偶者人工授精によって
妻が出産した子との父子関
係を最高裁で勝ち取るまで
の軌跡。 
 (明石書店) 
同時アクセス2 
本体価格：3,300円 

ジェンダーについて 
大学生が真剣に考えてみた 
佐藤文香【監修】 
ジェンダー研究のゼミに所属す
る学生達が、周囲から投げか
けられた様々な「問い」に悩み
つつ、それらに真摯に向き合っ
たQ&A集。 
(明石書店) 
同時アクセス2 
本体価格：3,300円 

「ジェンダー」で 
読む物語  
髙岡尚子 【編著】 
ジェンダーの視点で読むと物
語の底流にあるものが見えて
くる。奈良女・言語文化学科
の学生と赤ずきんから現代小
説までを読み解く。 
(かもがわ出版) 
同時アクセス1 
本体価格：3,520円 
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書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

女性のためのライフプランニング

第2版
KP00001481

大学教育出版 201604 PDF - ¥1,760 ¥2,640

田和真希 9784864293921

ジェンダーから見た日本語教科書 KP00001415
大学教育出版 201504 PDF - 2200 ¥3,300

水本光美 9784864293211

社会学で解く現代アメリカ KP00001406
大学教育出版 201311 PDF - ¥1,980 ¥2,970

山元里美 9784864292405

化粧にみる日本文化 KP00007714
水曜社 200909 PDF - ¥7,700 -

平松隆円 9784880652177

パパは女子高生だった KP00025407
明石書店 201910 PDF - ¥3,300 -

前田良 9784750348957

ジェンダーについて

大学生が真剣に考えてみた
KP00024424

明石書店 201906 PDF - ¥3,300 -

佐藤文香【監修】

一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同

【著】

9784750348520

日本婚活思想史序説 KP00021747
東洋経済新報社 201906 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

佐藤信 9784492223680

「ジェンダー」で読む物語 KP00020640
かもがわ出版 201902 PDF ¥3,520 ¥4,400 ¥5,280

髙岡尚子【編著】 9784780310108

教養のための

セクシュアリティ・スタディーズ
KP00021790

法律文化社 201811 PDF ¥5,500 - ¥8,250

風間孝/河口和也/

守如子/赤枝香奈子
9784589039705

性の多様性ってなんだろう？ KP00014421
平凡社 201806 EPUBリフロー ¥3,080 - ¥4,620

渡辺大輔 9784582837803

3

4
男も女も化粧をする。だが、その事実は忘れられ、化粧は女性だけのものと考えられている。心理と

行動、文化と風俗の二つの側面からわが国の「化粧」をとらえ直す初の試み。

2

5
性同一性障がいのため戸籍の性別を女性から男性に訂正し、結婚した著者。非配偶者間人工授

精（AID）で妻が産んだ子の出生届を役所に出すと、父親の名前を消すよう促された。納得でき

ずに裁判を起こし、最高裁で逆転勝訴を勝ち取ったパパと家族の記録。

6
日常の中の素朴な疑問から性暴力被害者の自己責任論まで――「ジェンダー研究のゼミに所属し

ている」学生たちが、そのことゆえに友人・知人から投げかけられたさまざまな「問い」に悩みつつ、それ

らに真っ正面から向き合った、真摯で誠実なQ&A集。

7
いい結婚って、何？働きたくないから専業主婦はアリ？自分に合った生き方＆パートナーはどうやって

見つける？ほか、東大先端研の政治学者が全力で婚活を研究してみた。

8
ジェンダーの視点で読むと物語の底流にあるものが見えてくる。奈良女・言語文化学科の学生と赤

ずきんから現代小説までを読み解く。

NO 書影

内容紹介

1

9

「あなたの性はなんですか？」という質問に、どう答えますか？LGBTだけじゃない、「普通」の性のあり

方も通して、多様な性について知り、学ぶ、考えるための一冊。
10

性的マイノリティの権利獲得の歴史や「クィア理論」をふまえ、「性」の総体を考える。最新の「セクシュ

アリティ」がわかる！性的マイノリティの権利獲得の歴史や「クィア理論」をふまえ、「性」の総体を考え

る。最新の「セクシュアリティ」がわかる！

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00001481
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00001415
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00001406
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00007714
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00025407
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00024424
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00021747
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00020640
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00021790
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00014421
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女子の選択 KP00029388
東洋経済新報社 202002 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

橘木俊詔 9784492223949

ジェンダー法学入門　第3版 KP00021829
法律文化社 201905 PDF ¥5,500 - ¥8,250

三成美保/笹沼朋子/

立石直子/谷田川知恵
9784589040152

『主婦の友』にみる

日本型恋愛結婚イデオロギー
KP00022688

勁草書房 201811 PDF ¥26,180 - ¥39,270

大塚明子 9784326603152

少子高齢時代の女性と家族 KP00016135
慶應義塾大学出版会 201802 PDF ¥13,860 - ¥20,790

津谷典子/阿藤誠/

西岡八郎/福田亘孝
9784766424980

出会いと結婚 KP00013539
日本経済評論社 201712 PDF ¥8,580 - ¥12,870

平井晶子/床谷文雄/山田昌弘【編著】 9784818824713

ジェンダーとセクシュアリティで見る

東アジア
KP00019538

勁草書房 201711 PDF ¥10,780 - ¥16,170

瀬地山角【編著】 9784326602988

サフラジェット KP00005474
大月書店 201710 PDF ¥4,840 - ¥7,260

中村久司 9784272530441

結婚差別の社会学 KP00009632
勁草書房 201705 PDF ¥7,260 - ¥10,890

齋藤直子 9784326654086

母子世帯の居住貧困 KP00012627
日本経済評論社 201704 PDF ¥4,785 - ¥7,177

葛西リサ 9784818824676

ロールズと自由な社会のジェンダー KP00009687
勁草書房 201608 PDF ¥11,550 - ¥17,270

金野美奈子 9784326654024

11
ワセジョと慶應ガール、就職先はどう違う？総合職と準総合職と一般職と専門職、働き方はどう違

う？四大卒と高卒・短大卒、どちらが幸せ？「高学歴女性の学歴・結婚・キャリア」を格差研究の第

一人者が徹底分析！

12
ジェンダー・バイアスに基づく差別や法制度への影響を明らかにし、社会の常識を問い直す。「性の多

様性」の章を新たに設け、LGBT、SOGIの課題についてより詳しく解説。2015年以降の法や判

例、社会変化を反映し、バージョンアップ。

13
近代家族は「愛・性・結婚」の一致を要請するが、この3者の結びつきは文化や時代により様々な

ニュアンスをまとう。本書はルーマン『情熱としての愛』を1つの理論枠組として、戦前戦後を代表する

大衆婦人誌の量的・質的な分析を行い、1950（昭和25）年前後を画期とした家庭基盤型から

性愛傾斜型への変容を描きだす。

14
変わりゆく女性の生き方から、夫婦と親子の未来を読み解く  　『結婚と家族に関する国際比較調査

（JGGS）』の大規模パネルデータを基に、進学、就業から結婚、出産、育児、そして介護まで広

範なライフステージに焦点を当て、日本社会の変容と少子化の深因を描き出す。

15
未婚、晩婚、離婚、再婚、国際結婚、同性婚―。ひとはどんな出会いを経て、誰と結びつくのか。

現代および歴史的な日本の状況と、世界の事情から、結婚の意味を再考する。

16
東アジアの急激な少子化は20世紀には想像もつかないものであった。日本・韓国・台湾・中国・北

朝鮮、これらの社会では、何が共通で、何が異なるのか、そして何が変わったのか。ジェンダーとセク

シュアリティの側面から比較し、日本の「特殊性」をあぶり出す。最先端の研究が切り拓く日本の、そ

して東アジアの「性」をめぐる課題とは？

17
映画『未来を花束にして』で描かれた、女性参政権をもとめて勇敢に闘ったサフラジェットたち。前史

19世紀からWSPUの創立・終焉に至る歴史ドラマに迫り、パンクハースト夫人の二女シルビアの稀

有な功績にも光を当てる。【政治学者（上智大学教授）三浦まりさん推薦！】「女性参政権を勝

ち取るために暴行、投獄、拷問を闘い抜いた1000人のジャンヌ・ダルクたち。その闘志と情熱に勇気

づけられる。」

18
被差別部落出身者との恋愛や結婚を、出自を理由に反対する「結婚差別」。部落出身者との結

婚をめぐる家族間の対立、交渉、破局、和解などのプロセスと差別の実態を、膨大な聞き取りデータ

の分析から明らかにする。同時に、結婚差別の相談・支援活動の事例から「乗り越え方」のヒントを

探る。

19
女性の多くが非正規労働に就く現在、なかでも母子世帯の半数以上が貧困状態にある。住生活

を軸に実態に即した施策を提示。居住の視点から母子世帯問題に迫る。

20
自由でありながらばらばらでなく、共生の名にふさわしく営まれながら画一化には抗する社会を、私た

ちはいかに築いていけるだろうか。

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00029388
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00021829
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00022688
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00016135
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00013539
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00019538
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00005474
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00009632
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00012627
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00009687
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職務格差 KP00007300
勁草書房 201510 PDF ¥9,900 - ¥14,850

大槻奈巳 9784326653966

ヴィクトリアン・ダンディ KP00007249
勁草書房 201502 PDF ¥9,240 - ¥13,860

佐々井啓 9784326602766

犯罪報道における

ジェンダー問題に関する研究
KP00027375

学文社 201410 PDF ¥18,150 ¥22,660 ¥27,225

四方由美 9784762024818

「女子」の誕生 KP00007293
勁草書房 201407 PDF ¥8,030 - ¥12,045

米澤泉 9784326653898

男性不況 KP00005160
東洋経済新報社 201211 EPUBリフロー ¥3,300 ¥4,125 ¥4,950

永濱利廣 9784492395769

福祉社会の行方とジェンダー KP00022678
勁草書房 201210 PDF ¥8,250 - ¥12,430

杉本貴代栄 9784326602452

「ゲイコミュニティ」の社会学 KP00022657
勁草書房 201209 PDF ¥12,430 - ¥18,700

森山至貴 9784326602438

結婚の壁 KP00009779
勁草書房 201010 PDF ¥8,800 - ¥13,090

佐藤博樹/永井暁子/三輪 哲【編著】 9784326602308

なぜ女性はケア労働をするのか KP00007281
勁草書房 201002 PDF ¥10,120 - ¥15,180

山根純佳 9784326653522

女性学／男性学 KP00026030
岩波書店 200911 EPUBリフロー ¥4,400 - -

千田有紀 9784000283267

21
「女性の活躍推進」を阻んでいるものは何か。子育て・家事といった家庭内の責任からではなく、職

場や仕事に焦点をあて、その要因を探る。

22
19世紀末唯美主義文化の旗手、オスカー・ワイルド。その作品を服飾美学の視点から検討、「新し

い女性」像の誕生に果たした役割を描く。

23
女性が犯罪報道の当事者となった場合、犯罪報道の問題がより深刻になる、男性の場合と異なる

問題が生じたりする事象を対象に研究。ジェンダーとメディアという視点から考察を行い、犯罪報道が

「ジェンダー」あるいは「女性」の概念の産出にどのように関与しているかを言及。女性被害者や被疑

者に対し、報道においてどのようなラベリングが行われているか、ジェンダーとメディア研究とくに構築主

義的な立場からみた解釈をまとめた。

24

25
日本の変質を解く鍵は、男と女にある。増えない給料、晩婚・少子化、格差拡大から女子会ブーム

まで、さまざまな変化を引き起こした真因に鋭く迫る。

26
少子高齢化、グローバル化等の変化を受け、福祉国家の分析のなかにジェンダーを持ち込む「ジェン

ダー化」は益々必要とされている。

27
ゲイ男性・バイセクシュアル男性のつながりは、なぜ時に息苦しくもあるのか。差別論に還元されない

マイノリティ論の次の一手を示す。

28
少子化の背景には未婚化が存在する。なぜ結婚しないのか、できないのか。これらは個々人の問題

ではなく、社会構造の変化に原因がある。

29
ケアの社会化は何を変え、何を再生産するのか。今後もケアは女性労働でありつづけるのであろう

か。

30
「女性／男性」という視点からみることによって、それまでの世界はどう変わってゆくのだろう。「性別」と

いう「当たり前（自明性）」に思われているものは、どのように作られたのか。学問と性別を考えること

は、理論的にも実践的にも、スリリングな試みである。性と、その欲望をめぐる政治とは何なのかを解

き明かす。

ICT営業本部　電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501　FAX：03-5436-6921

〒153-8504　東京都目黒区下目黒　3-7-10    ict_ebook@kinokuniya.co.jp

　*上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00007300
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00007249
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00027375
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00007293
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00005160
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00022678
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00022657
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00009779
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00007281
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/aUnivLibrary/bookdetail/p/KP00026030

