
 レベル：初学者向け 

 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 
    

ジェンダーって何？ 

 

 

キーワード・関連語を探そう 

 

■ Webcat Plus、Japan Knowledge、新書マ

使って，キーワード・関連語を図書の内容・

ータから検索してみよう。 

 

まず用語を確認しよう 

 

■ Japan Knowledge や聞蔵を使って，オン

で「現代用語の基礎知識」、「知恵蔵」を調べ

ができます。用語の説明からさらに関連語を

てみよう。 
 

ジェンダーについて書かれた本をしらべ

 
■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んで

関連分野の図書をみることも重要です。 

 

分類番号 分野 

367 男性・女性問題 

367.1 女性・女性論 

367.3 家・家族関係 

367.5 男性・男性論 

367.6 児童・青少年問題 

 

 図書館の利用案内を見れば，分類表や資

置場所がわかります。 

 

■ 名古屋大学にある図書を OPAC で探す。 

オンライン目録（OPAC）を使って，名古屋

図書と雑誌を探すことができます。 

 
 調べ方がわからない時は，ガイドシート

（OPAC やデータベースの使い方）もありま

 

Webcat 

Plus 

女性、セクシュアリティ、男女

参画、エクィティ、文化、政治

Japan 

Knowledge 

ジェンダー開発指数、ジェンダー

パワーメント率、ジェンダーと

新 書 

マップ 

性差、フェミニズム、女性差別

女性学、性、 

資料情報 請求記号 配架

「現代フェミニズム思

想事典」明石書店 

367.2 

A 

国際

情報・言

「はじめて学ぶジェン

ダー論」大月書店 

367.1 

I 

中央

情報・

「21 世紀のジェンダー

論」晃洋書房 

367.1 

I 
中央

 

               
 

ジェンダーとは一般的に「文化的・社会的に作られた性差」と訳されます。

今まで『男らしく』、『女らしく』といった言葉に何の疑問も持たなかった 
人も、そうでない人も一度ジェンダーについて考えてみませんか？ 
ップを

目次デ

ライン

ること

検索し

る 

おり、 

料の配

大学の

リスト

す。 

■ 日本の図書館・研究機関が所蔵する図書を探す。 

WebcatPlus（一致検索） 

、社会 

、関係 

エン

開発 

、現代 

全国の 1,000 以上の大学図書館等が所蔵する 

図書・雑誌の総合目録データベースです。 

 

NDL-OPAC 

国立国会図書館が所蔵する図書・雑誌の総合目

録データベースです。 

 

 名古屋大学で所蔵していなくても、取寄せを

したり、直接所蔵する図書館に行ったりして利用

できます。詳しくは所属する図書室にお問合わせ

ください。 

 

■ 図書の目次や内容から探す 

 WebcatPlus(連想検索) 

    図書の内容や目次情報からも検索ができます。 

 

ブックコンテンツ・データベース 

    東京大学が作成した「目次情報」や「内容情報

（要旨・帯・カバーの情報）」から検索できます。 

 

場所 

開発 

語他 

学 

言語 

学 

  新書マップ 

  テーマに関連した新書・選書をキーワードや文章

で探すことができます。それぞれの本の内容紹介

と目次情報をみることができ、連想検索によって

関連テーマの本を探すのも簡単です。 

  資料情報 請求記号 配架場所 

「フェミニズム入門」大

越愛子 筑摩書房 

367.1 

O 
国際開発 

「男女共同参画社会を

つくる」大沢真里 日本

放送出版協会 

367.1 

O 

中央学 

情報・言語 

法 

「女性労働と企業社会」

熊沢誠 岩波書店 

366.38 

Ku 

中央館 

情報・言語 

 
名古屋大学には所蔵していませんが、他に「お姫

様とジェンダー：アニメで学ぶ男と女のジェンダ

ー学入門」若桑みどり 筑摩書房など様々な新書

が出版されています。 
 

その他の入門書（一例） 
資料情報 請求記号 配架場所 

「ジェンダー学を学ぶ

人のために」世界思想社 

367.1 

N 

中央館 

情報・言語 

「はじめてのジェンダ

ースタディーズ」 

北大路書房 

367.1 

Mo 

国際開発 

情報・言語 
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http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://na.jkn21.com/
http://shinshomap.info/
http://na.jkn21.com/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/index.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/ndc.html
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/gsheets/index.html
http://webcatplus-international.nii.ac.jp/
http://opac.ndl.go.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://contents.lib.u-tokyo.ac.jp/contents/top.html
http://shinshomap.info/


専門的な資料を探そう（参考文献を使いこなす） 

 
■ 入門的な図書に掲載されている参考文献（引用

文献）から関連図書を探すこともできます。 
（一例） 

  資料情報 請求記号 配架場所 

『叢書現代の経済・社会

とジェンダー』全 5 巻 

明石書店 

367.1 
中央館 

経済ほか 

「女性とジェンダーの

心理学ハンドブック」 

北大路書房 

143.5 

U 

中央館 

教育 

 
ジェンダーについて書かれた雑誌記事を探そう 

 

■ MAGAZINEPLUS，NDL-OPAC（雑誌記事索引） 

日本語で書かれた雑誌記事を探すことができます。 

掲載雑誌がわかったら，オンライン目録（OPAC）

を使って，名古屋大学が所蔵しているかどうか調

べることができます。 

 

■ 文献情報データベース 

 NWEC 国立婦人教育会館提供。女性学に関連した記

事を雑誌と新聞から検索することができます。 

 
 名古屋大学で所蔵していない場合は，コピーを

取り寄せることもできます。詳しくは所属する図

書室にお尋ねください。 

 

 調べ方がわからない時は，ホームページ「論文

を探す」を見てください。 

 

新聞記事を探そう 

 

■ 聞蔵（きくぞう）DNA for Libraries 

朝日新聞のオンライン全文記事データベースです。

1984 年 8 月以降の 400 万件にのぼる記事を収録。 

 

■ LexisNexis Academic 
  海外の新聞記事のほか、テレビのニュース番組の

原稿など 5,900 以上の媒体が収録されています。全

文を読むことができます。 
 

ビデオや DVD を探そう 

 

 

インターネットで探そう 

 
■ 主な関連サイト 

□ 御茶ノ水女子大学ジェンダー研究センター 

 ジェンダーに関する総合的・国際的な研究を行

い研究者の育成に資することを目的にしています。 

 

□ 愛知淑徳大学ジェンダー・女性学研究所 

  性別役割分業の実態を研究し、地球規模で見ら

れる性による差別や人権侵害について情報を収集、

教育、研究に供し、男女共同参画社会の実現のた

めに尽くすことを目的とします。  

  

  □ ジェンダー法・政策研究センター 

  21 世紀の日本と国際社会がめざす「男女共同参

画」実現のための理論的課題を法学・政治学を中

心に解明し、日本の地方自治体や法曹界等とも連

携して、具体的な政策実践に資することを目的と

しています。 

 

■ インターネットの情報は誰でも発信が可能なか

わりに、必ずしも正確だとは限りません。得られ

た情報は複数の情報源で確認し、裏づけをとるこ

とが重要です。またインターネットの検索エンジ

ンを使う時は，それぞれの特徴を調べて効果的に

使いましょう。Yahoo!では，カテゴリの上のレベ

ルや横のレベルも見ながら関連情報を探してみま

しょう。代表的な検索エンジン Google Yahoo! 

 

Next Step さらに専門的な情報を探してみよう 

 

■ ジェンダー研究は海外でも盛んに行われていま

す。海外の研究施設もみてみましょう。 
□ Women’s resources & Research Center 

ジェンダー論と女性問題について研究してい

るカリフォルニア大学の研究機関です。 
□ Women’s Resources on the Internet 

  女性問題のリンク集。芸術、歴史、セクシュア

リティなど、豊富な情報資源があります。 
□ UNIFEM: United Nations Development Fund 

for Women  

  国連女性開発基金。開発途上国の女性たちの自

立支援を目的としています。 

 

関連する全学教育科目（時間割コード順） 

 

時間割 

コード 
科目区分 担当教員 テーマ 

00322214 全学教養科目 
松本  

伊瑳子 

女と男を

科学する 

 

 この情報への道しるべについてのご意見・ご質

問は，国際開発研究科情報資料室までご連絡くだ

さい。 

資料情報 請求記号 配架場所 

「エスニシティとジ

ェンダー」  

ジェムコ出版 

V367 

Ma 

国際開発 

視聴覚資料 

「フィールドワーク

とジェンダー」 

ジェムコ出版 

V367 

Ma 

国際開発 

視聴覚資料 

「父権性とジェンダ

ー」ジェムコ出版 

V367 

Ma 

国際開発 

視聴覚資料 
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http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbnichigai.html
http://opac.ndl.go.jp/
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/
http://winet.nwec.jp/opac/expart-query?mode=0
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/search/4.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/search/4.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html
http://www.igs.ocha.ac.jp/
http://www2.aasa.ac.jp/org/igws/
http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/kyo-yoh/kensaku/kensaku.html
http://www.google.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/
http://wrrc.ucdavis.edu/
http://www.ibiblio.org/cheryb/women/wresources.html
http://www.unifem.org/
http://www.unifem.org/

