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資料ID 書誌情報 請求番号 配架場所

10045261 戦後日本経済の総点検 / 金子貞吉著. -- 学文社, 1996.10. 332.107/Ka53 一般図書

10045618 紅一点論 : アニメ・特撮・伝記のヒロイン像 / 斎藤美奈子著. -- 筑
摩書房, 2001.9. -- (ちくま文庫 ; [さ-13-2]).

367.2/Sa25 一般図書

10065337 日本的雇用慣行 : 全体像構築の試み / 野村正實著. -- ミネルヴァ書
房, 2007.8. -- (Minerva人文・社会科学叢書 ; 131).

366.21/N95 一般図書

10094071 日本経済史 / 武田晴人著. -- 有斐閣, 2019.3. 332.106/Ta59 一般図書

10094182 よくわかる社会政策 : 雇用と社会保障 / 石畑良太郎, 牧野富夫, 伍
賀一道編著. -- 第3版. -- ミネルヴァ書房, 2019.5. -- (やわらかア
カデミズム・「わかる」シリーズ).

364.1/I74 一般図書

10094276 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 / 一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同著. --
明石書店, 2019.6.

367.1/H77 トピック
コーナー

10094471 ジェンダー論をつかむ / 千田有紀, 中西祐子, 青山薫著. -- 有斐閣,
2013.3. -- (Textbooks tsukamu).

367.2/Se58 一般図書

10094472 ジェンダーが拓く未来 : 多様性と包摂性の尊重に向けて / 北原零未,
信田理奈著. -- 一粒書房, 2016.8.

367.2/Ki64 一般図書

10094626 ジェンダー・暴力・権力 : 水平関係から水平・垂直関係へ / 鳴子博
子編著. -- 晃洋書房, 2020.2.

367.1/N53 一般図書

10095678 戦時期日本の働く女たち : ジェンダー平等な労働環境を目指して /
堀川祐里著. -- 晃洋書房, 2022.2.

366.38/H89 一般図書

11000236 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, 長野ひろ
子, 長志珠絵編. -- 大月書店, 2015.1.

367.21/Ku79 一般図書

11010014 経済史 : いまを知り, 未来を生きるために / 小野塚知二著. -- 有斐
閣, 2018.2.

332/O67 一般図書

11010015 経済社会の歴史 : 生活からの経済史入門 / 中西聡編. -- 名古屋大学
出版会, 2017.12.

332.1/N38 一般図書

11010016 女性労働の日本史 : 古代から現代まで / 総合女性史学会 [ほか] 編.
-- 勉誠出版, 2019.3.

366.38/So28 一般図書

11010044 戦時期の労働と生活 / 法政大学大原社会問題研究所, 榎一江編著. --
法政大学出版局, 2018.3. -- (法政大学大原社会問題研究所叢書).

210.75/H91 一般図書

11010046 日本経済史1600-2015 : 歴史に読む現代 / 浜野潔 [ほか] 著. -- 慶
應義塾大学出版会, 2017.4.

332.1/H25 一般図書

11010051 総説現代社会政策 / 成瀬龍夫著. -- 増補改訂. -- 桜井書店,
2011.4.

364.1/N54 一般図書

11010059 概説日本経済史 : 近現代 / 三和良一著. -- 第3版. -- 東京大学出版
会, 2012.1.

332.106/Mi68 一般図書

11010066 社会政策を学ぶ人のために / 玉井金五, 大森真紀編. -- 3訂. -- 世
界思想社, 2007.9.

364.1/Ta77 一般図書



11010070 日本の社会政策 / 久本憲夫著. -- 改訂版. -- ナカニシヤ出版,
2015.9.

364.1/H76 一般図書

11010075 明治維新とジェンダー : 変革期のジェンダー再構築と女性たち / 長
野ひろ子著. -- 明石書店, 2016.6.

367.21/N16 一般図書

90022289 生理用品の社会史 / 田中ひかる [著]. -- KADOKAWA, 2019.2. -- (角
川文庫 ; 21474).

495.13/Ta84 一般図書

90022291 ジェンダー史を学ぶ / 長野ひろ子著. -- 吉川弘文館, 2006.11. 367.2/N16 一般図書

90022328 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, 2017.5.

367.1/Sa72 一般図書




