
 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？  

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？  
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キーワード・関連語を探そう 
 

 

■ Webcat Plus、Japan Knowledge、新書マップを使って，

キーワード・関連語を図書の内容・目次データから検索し

てみよう。表示される関連ワードも参考にしましょう。 

 

まず用語を確認しよう 
 

（一例） 

 

 Japan Knowledgeからは「日本大百科全書」、「imidas」、

聞蔵からは「現代用語の基礎知識」も検索できます。用語

の説明からさらに関連語を検索しましょう。（学内限定） 

 
ジェンダーについて書かれた本をしらべる 

 
■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでおり、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，分類表や資料の配置場所

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，名古屋大学の図書と

雑誌を探すことができます。 

 

 調べ方がわからない時は，ガイドシートリスト（OPAC

やデータベースの使い方）もあります。 

■ 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） 

全国の 1,000 以上の大学図書館等が所蔵する図書と雑

誌及び図書館で所蔵していない新刊書が検索できます。 

 

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。 
 

■ 図書の目次や内容から探す 

 

 Webcat Plus（連想検索） 

  検索キーワードから関連性の高い単語を抽出し 
それを含む図書をもれなく探し出す検索方法です。 
 
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。 
 
 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。 

 

（一例） 

  資料情報 請求記号 配架場所 
女性労働と企業社会 / 熊

沢 誠 著 . 岩 波 書 店  , 

2000.10（岩波新書 新赤版

694）  

366.38 

Ku 

中央館 

（3階新書）

情報・言語

女性学・男性学 : ジェンダ

ー論入門 / 伊藤公雄, 樹

村みのり, 國信潤子著. 有

斐閣, 2002.1（有斐閣アル

マ Interest） 

367.1 

I 

中央館 

（3階） 

情報・言語

フェミニズム入門 / 大越

愛子著. 筑摩書房, 1996.3

（ちくま新書 062） 

367.1 

O 
国際開発 

男女共同参画社会をつくる 

/ 大沢真理著. 日本放送出

版協会, 2002.9（NHK ブッ

クス） 

367.1 

O 

中央館 

（3階） 

情報・言語

法 

ジェンダーの社会学 / 江

原由美子, 山田昌弘著. 改

訂新版放送大学教育振興

会, 2003.3（放送大学教材

1837117-1-0311） 

377.15 

Hoso 

2003 

中央館 

（1階） 

 

セクシュアリティ、男女、社会、参画、エクィティ、文

化、政治、ジェンダー開発指数、ジェンダーエンパワー

メント率、性差、フェミニズム、女性差別、女性学、性、

資料情報 請求記号 配架場所

はじめて学ぶジェンダー論 / 

伊田広行著. 大月書店, 

2006.03 

367.1 

I 

中央館 

（3階） 

情報・言語

21 世紀のジェンダー論 / 池

内靖子, 二宮周平, 姫岡とし

子編. 改訂版 晃洋書房, 

2004.7 

367.1 

I 

中央館 

（3階） 

はじめてのジェンダー・スタ

ディーズ / 森永康子, 神戸

女学院大学ジェンダー研究会

編. 北大路書房, 2003.2 

367.1 

Mo 

国際開発

情報・言語

ジェンダー学を学ぶ人のため

に / 日本ジェンダー学会編. 

世界思想社, 2000.4 

367.1 

N 

中央館 

情報・言語

現代フェミニズム思想辞典 / 

ソニア・アンダマール, テリ

ー・ロヴェル, キャロル・ウ

ォルコウィッツ著 ; 樫村愛

子, 金子珠理, 小松加代子

訳. 明石書店, 2000.3 

367.2 

A 

国際開発

情報・言語

教育 

http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#jkn
http://shinshomap.info/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#jkn
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#KIKUZO2
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://shinshomap.info/
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もっと詳しく調べよう 
 
■ 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. 明石書店（全 5

巻） 

367.1 

Ta 

1-5 

中央館 

（3階） 

経済ほか 

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） 

367.2 

Ki 

中央館 

（3階） 

法ほか 

ジェンダーから世界を読む 

/ 関啓子, 木本喜美子編. 

明石書店, 1996.4 

367.2 

Se 

中央館 

（3階） 

スポーツ・ジェンダー学へ

の招待 / 飯田貴子, 井谷

惠子編著. 明石書店, 

2004.7 

780.13 

I 

中央館 

（3階） 

 
ジェンダーについて書かれた雑誌記事を探そう 

 
■ MAGAZINEPLUS（学内限定），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。 

 

■ CiNii 

日本の大学の紀要と学会誌の論文が収録されたデー

タベースです。一部の論文には全文が収録されています。 

 

■ アジ研OPAC

   アジア経済研究所が受入れしている雑誌に掲載され

た記事を探すことができます。主に経済学分野や発展途

上国に関する論文を検索できます。 

 

■ 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。 

 

新聞記事を探そう 
 

■ 日経テレコン 21 （学内限定） 

日本経済新聞ほか日経 4紙の記事が収録されています。 

 

■ 聞蔵IIビジュアル（学内限定） 

朝日新聞のオンライン記事データベースです。 

 

■ 中日新聞・東京新聞記事データベース （学内限定） 

東海地方の記事が充実しています。

 

■ LexisNexis Academic （学内限定） 

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。 

 

 

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。  
 

■ 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。 

 

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。 
    海外の研究成果もみてみましょう。 
 

□ 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。 

 
 この情報への道しるべについてのご意見・ご質問は，

国際開発図書室までご連絡ください。 
13-July-2006 

 

資料情報 請求記号 配架場所 

GEMCO ビデオプログラム 

GS47-01-03 . マージナ

リティーとジェンダージ

エムコ出版 , [199-]（全

3巻） 

V367 国際開発 

Ma 視聴覚資料 

ビデオシリーズ 「ミレニ

アムの女性たち」 / ユネ

スコ, 環境テレビトラス

ト(TVE インターナショ

ナル)制作. 紀伊國屋書

店 (販売) , 2001-2004

（全 19 巻） 

V367.2 国際開発 

Mi 視聴覚資料 

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbjapanese.html#MAGPLUS
http://opac.ndl.go.jp/
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
http://opac.ide.go.jp/search/index.html
http://winet.nwec.jp/opac/expart-query?mode=0
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#NK21
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#KIKUZO2
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#CHU
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#lex
http://www.igs.ocha.ac.jp/
http://www2.aasa.ac.jp/org/igws/
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/

