中部大学附属三浦記念図書館 2009/12/12 (N)

ジェンダーについて調べてみよう
ジェンダーとは、社会的・文化的にみた「女とは・男とはこういうものだ」という通念を基盤にした
男女の区別です。潜在的な意識が人間の行動にどのような影響を及ぼすか、追求してみよう。

キーワード
オンライン目録（OPAC）や各種データベースを検索する際に利用するキーワードの例です。
ジェンダー/ ジェンダーフリー / ジェンダーフリー・バッシング / ジェンダー心理学 /
ジェンダー･ステレオタイプ / フェミニズム / 男女共同参画 / アイデンティティ /
男女平等 / 社会的・文化的性差性別役割分業 / メンズリブ / バックラッシュ

用語を調べよう
調べたい内容について、言葉の意味やテーマの意味が不明確な場合は「キーワード」を
手がかりに百科事典、用語事典等を引いてみましょう。
◆ 本学図書館所蔵の事典類（一例）

◆

資料情報

請求記号

ジャパンナレッジ・プラス

データベース（学内専用）

岩波女性学事典 / 井上輝子 [ほか] 編.
岩波書店, 2002.6

367.2/I 57

1階参考

367.21/Ka 53

1階参考

世界女性史年表 / カレン・グリーンスパン著 ; 進
藤久美子, 谷中寿子訳・補訂. 明石書店, 2003.7

367.203/G 82

1階参考

女性の暮らしと生活意識データ集 / 食品流通情報
センター編. 食品流通情報センター, 年刊

367.1/Sa 67

1階参考

日本女性史大辞典 / 金子幸子 [ほか] 編.
川弘文館, 2008.1

吉

図書を探そう
■

配置場所

テーマの棚を探してみよう！
◆ 関連分野の分類記号 日本十進分類法 新訂9版より ◆
分類記号
367
367.2

項 目
家庭および婦人問題
女性の歴史および各国の女性
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■

OPAC で調べてみよう!
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する図書 （一例） ◆
資料情報
ジェンダーと歴史学 / ジョーン・W.スコット著 増補
新版. 平凡社, 2004.10

配置場所

請求記号
367.2/Sc 9

2階和図書

歴史の中のジェンダー / M.ペロー[ほか著]. 藤原
書店, 2001.6

367.2/P 42

2階和図書

ジェンダーの法律学 / 金城清子著. 有斐閣,
2002.4. (有斐閣アルマ ; Basic)

367.2/Ki 44

2階和図書

ジェンダーの社会学入門 / 江原由美子, 山田昌弘
著. 岩波書店, 2008.4

367.2/E 34

2階和図書

◆ 本学に所蔵がない場合は、
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵を調べる
◆ CAN加盟館にも所蔵がない場合は、
NACSIS WebCatで他の図書館
の所蔵を調べる

雑誌・雑誌記事を探してみよう
■

雑誌の探しかた
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する主な雑誌 ◆
雑誌名
日経woman. 日経BP社, 月刊
国立女性教育会館研究ジャーナル. 国立女性教育会館, 年刊
女性 復刻版. 日本図書センター, 1991-1993

■

所蔵年
2005-2009 (継続中)
2006-2008 (継続中)
1922-1928

雑誌記事の探しかた
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
データベース
CiNii
MAGAZINEPLUS

内容
ＮＩＩ（国立情報学研究所）が提供する論文情報ナビゲータ
一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙まで収録した日本最大規
模の雑誌・論文見出しデータベース
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◆ データベースから雑誌記事が検索できます（一例） ◆
記事情報
谷田川ルミ 「女子大学生のジェンダー意識をめぐる一考察 : 伝統的なジェンダー観を支持する
層に注目して(II-9部会 ジェンダーと教育,研究発表II,一般研究報告)」 『日本教育社会学会大
会発表要旨集録』 No. 59 p. 179-180 (2007.9) (CiNii)
沼崎誠, 天野陽一 「女性のジェンダー・ステレオタイプの内在化に関する研究」 『人文学報』
No. 395 p. 63-76 (2008.3) (CiNii)
渋谷典子, 須藤八千代, 林寛子 「地域発・男女共同参画社会をめざして(10)愛知県 座談会 愛
知が動けば、日本が動く」 『女性展望』 No. 605 p. 12-17 （2008.7） (CiNii)
萩原久美子 「ジェンダー視角からの「ワーク・ライフ・バランス」政策(二〇〇三～二○○七年)
の検討 (加速する雇用破壊-生活と労働を守る闘い)」 『女性労働研究』 No. 53 p. 60-74
(2009) (CiNii)

新聞記事を探してみよう
■

新聞記事の探し方 (→パスファインダー「新聞記事の調べかた」も参考にしてください)
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
データベース
聞蔵II ビジュアル for Libraries
日経テレコン21
中日新聞・東京新聞記事データベース

新聞
収録期間
朝日新聞
1984年8月～当日朝刊
日本経済新聞ほか 1975年～最新記事情報
中日新聞・東京新聞 1987年4月1日～当日朝刊

◆ データベースから新聞記事が検索できます（一例） ◆
記事情報
「（声）若い世代 「家事は女」の偏見ぬぐって」 朝日新聞. 朝刊. オピニオン２. 2009年2月8日, p
30 (聞蔵II ビジュアル for Libraries)
「２０代女性、子ども欲しくても産まない、「仕事にマイナス」３割」 日本経済新聞. 朝刊. 2009年2
月2日, p. 11 (日経テレコン21)
「男女共同参画、県が意識調査 夫は仕事、妻は家庭１０年前より賛成派増若い男性傾向強く」
中日新聞. 朝刊. 県内版. 2009年3月20日. p. 22 (中日新聞・東京新聞記事データベース)

AV資料
◆ 本学図書館所蔵のビデオ・DVD （一例） ◆
資料情報

請求記号

配置場所

ジェンダーと家族 Vol. 1～2 ジェムコ出版 (VHS)

367/J 36/1～2

1階視聴覚

ジェンダー・フリーな社会をめざして Vol. 1～3
ジェムコ出版 (VHS)

367/J 36/1～3

1階視聴覚
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テーマに関連するWebサイト
関連サイトの紹介

■
◆

官公庁リンク集
http://www.kantei.go.jp/jp/link/server_j.html
各官公庁のWebページにアクセスする際に便利です。
＜内閣府男女共同参画局＞
http://www.gender.go.jp/
「内閣府男女共同参画局（男女共同参画基本計画）」男女共同参画白書の全文が
HTML版、PDF版で見られる。また、男女共同参画に関する調査統計に世論調査や
調査研究・統計も見られる。
＜厚生労働省＞
http://www.mhlw.go.jp/
「白書・年次報告書等」より「働く女性の実情」の概要あり

◆

日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク (JNNC)
http://www.jaiwr.org/jnnc/
第29会期女性差別撤廃委員会における日本レポートの審議に関して共同で行動する
ために結成されたNGOのネットワーク。フォローアップの活動を展開。

◆

Commission on the Status of Women (CSW)
http://winet.nwec.jp/navi/modules/weblinks/visit.php?lid=21
国連女性の地位委員会

◆

国際婦人年連絡会
http://winet.nwec.jp/navi/modules/weblinks/visit.php?lid=922
1975年国際婦人年の目標｢平等・開発・平和｣の実現に向け、日本の女性団体が思想
・信条や活動分野の違いをこえて結集した大会を機に、同年に結成。以来、男女平等
参画社会の実現に向けて活動を続けている。

◆

アジア女性資料センター http://winet.nwec.jp/navi/modules/weblinks/visit.php?lid=282
国境を越えてともに行動する女性たちのエンパワメントをめざして活動している。

◆中部大学図書館にない資料を入手するには？
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵資料を借りる
を申込んで文献または資料を取り寄せる
文献複写/相互貸借
→ レファレンスカウンターまでご相談ください
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