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アクター・ジェンダー・イメージズ 北村匡平／著 青土社 2021.1 1111252324

こわばる身体がほどけるとき 板橋勇仁／著 現代書館 2021.7 1111233506

顔身体学ハンドブック 河野哲也／編 東京大学出版会 2021.3 1111222897

目的に合わない進化　上 アダム・ハート／著 原書房 2021.3 1111213573

目的に合わない進化　下 アダム・ハート／著 原書房 2021.3 1111213581

こころと身体の心理学 山口真美／著 岩波書店 2020.9 1110730007

肥満男子の身体表象 サンダー・L.ギルマン／[著] 法政大学出版局 2020.9 1111062715

エトセトラ エトセトラブックス 2020.5 1111088959

木村素衞「表現愛」の人間学 門前斐紀／著 ミネルヴァ書房 2019.3 1110973797

日本の舞台芸術における身体 ボナヴェントゥーラ・ルペルティ／編著 晃洋書房 2019.3 1110957964

文明と身体 牛村圭／編 臨川書店 2018.1 1111005235

身体的物語論 蜷川幸雄／著 徳間書店 2018.5 1110787890

身体はだれのものか 南直人／編 昭和堂 2018.3 1110779848

侵犯する身体 田中雅一／編 京都大学学術出版会 2017.6 1110854203

ボディ・スタディーズ マーゴ・デメッロ／著 晃洋書房 2017.5 1110731823

瘦せという身体の装い 鈴木公啓／著 ナカニシヤ出版 2017.2 1110711767

変形する身体 アルフォンソ・リンギス／著 水声社 2016.1 1110461850

日常の最前線としての身体 草柳 千早著 世界思想社 2015.11 1110568118

てつがくを着て、まちを歩こう 鷲田清一／著 筑摩書房 2006.6 1110814165

表象としての身体 鷲田清一／編 大修館書店 2005.7 1110956529

身体論のすすめ 菊地 暁／編 丸善 2005.4 1108273259

裸形の現象学 山口 勲／著 文化書房博文社 2002.5 1106965476

表現としての身体 末次 弘／著 春秋社 1999.8 1106044868

脳が語る身体 養老 孟司／ほか著 青土社 1999.8 1106050857

日本人の身体観の歴史 養老 孟司／著 法蔵館 1996.8 1106153495

コミュニケーションとしての身体 菅原和孝／編 大修館書店 1996.8 1110956503

奥行きをなくした顔の時代 米澤泉／著 晃洋書房 2021.9 1111250468

メイクとファッション 栗田宣義／著 晃洋書房 2021.8 1111244172

私の顔はどうしてこうなのか 溝口優司／著 山と溪谷社 2021.3 1111094387

「顔」の進化 馬場悠男／著 講談社 2021.1 1111096846

人は見た目!と言うけれど 外川浩子／著 岩波書店 2020.11 1111069819

新写真論 大山顕／著 ゲンロン 2020.3 1110926043

女性雑誌とファッションの歴史社会学 坂本佳鶴恵／著 新曜社 2019.3 1110956172

身体文化・メディア・象徴的権力 黄順姫／著 学文社 2019.3 1111029102

第一印象の科学 アレクサンダー・トドロフ／[著] みすず書房 2019.1 1111016943

化粧ものがたり 高橋雅夫／著 雄山閣 2018.8 1110797790

<顔>のメディア論 西兼志／著 法政大学出版局 2016.1 1110831672

化粧の日本史 山村博美／著 吉川弘文館 2016.6 1110538061

自分の顔が好きですか? 山口真美／著 岩波書店 2016.5 1110538137

化粧を語る・化粧で語る 木戸 彩恵／著 ナカニシヤ出版 2015.3 1110430616

顔を忘れるフツーの人、瞬時に覚える一流の人 山口 真美／著 中央公論新社 2015.1 1110513601

卒アル写真で将来はわかる マシュー・ハーテンステイン／著 文藝春秋 2014.1 1110198361

邪推するよそおい 平松 隆円／著 繊研新聞社 2014.5 1110504519

資生堂という文化装置 和田 博文／著 岩波書店 2011.4 1108699438

化粧にみる日本文化 平松 隆円／著 水曜社 2009.9 1108606938

コスメの時代 米澤 泉／著 勁草書房 2008.12 1108576776

一流の顔 岡野 宏／著 幻冬舎 2004.11 1108256148

顔の文化誌 村沢 博人／著 東京書籍 1992.1 1100019957

身体を考える

顔を考える

顔 身と
令和4年1月20日作成

装いで語る 体



タイトル 著者名 出版者名 出版年 資料コード

美女と野獣 マイケル・タウシグ／著 水声社 2021.9 1111251896

<フランス発>美の研究 ジャン=フランソワ・マルミオン／編著 パンローリング 2021.5 1111234728

もう一つの衣服、ホームウエア 武田尚子／[著] みすず書房 2021.3 1111234843

失われた賃金を求めて イミンギョン／著 タバブックス 2021.2 1111258057

制服ガールの総力戦 杉村使乃／著 春風社 2021.2 1111239214

誰がメンズファッションをつくったのか? ニック・コーン／著 DU BOOKS 2020.12 1111086698

言葉と衣服 蘆田裕史／著 アダチプレス 2021.2 1111234835

アパレルの終焉と再生 小島健輔／著 朝日新聞出版 2020.12 1111212435

学校制服とは何か 小林哲夫／著 朝日新聞出版 2020.1 1111065569

美容資本 小林盾／著 勁草書房 2020.3 1111085617

装いの心理学 鈴木公啓／編著 北大路書房 2020.3 1111079933

ファッションの哲学 井上雅人／著 ミネルヴァ書房 2019.12 1111056857

リクルートスーツの社会史 田中里尚／著 青土社 2019.1 1111046296

ドレス・コード？ 京都服飾文化研究財団／〔編〕 京都服飾文化研究財団 2019.8 1110685920

袖が語れば 竹原あき子／著 緑風出版 2019.8 1111041768

言葉の服 堀畑裕之／著 トランスビュー 2019.7 1110971585

黒の服飾史 徳井淑子／著 河出書房新社 2019.5 1111030670

ファッションと哲学 アニェス・ロカモラ／編 フィルムアート社 2018.12 1111011746

なぜ、ユニフォームは、働く人を美しく魅せるのか? 長尾孝彦／著 ダイヤモンド・ビジネス企画 2017.7 1110737499

歴史の中の異性装 服部 早苗／編 勉誠出版 2017.6 1110735030

ポスト<カワイイ>の文化社会学 吉光正絵／編著 ミネルヴァ書房 2017.4 1110588066

装いの心理と行動 小林茂雄／編著 アイ・ケイコーポレーション 2017.4 1110855705

洋服を着る近代 ロバート・ロス／著 法政大学出版局 2016.2 1110535091

温泉妖精 黒名 ひろみ／著 集英社 2016.2 1110466610

着ること／脱ぐことの記号論 日本記号学会／編 新曜社 2014.1 1110398177

ドレス・アフター・ドレス 中村 和恵／著 平凡社 2014.3 1110173620

モードの身体史 内村 理奈／著 悠書館 2013.1 1110339247

ヒゲの日本近現代史 阿部 恒久／著 講談社 2013.7 1110142633

着衣する身体と女性の周縁化 武田 佐知子／編 思文閣出版 2012.4 1110026745

キレイならいいのか デボラ L.ロード／著 亜紀書房 2012.3 1110015235

京都花街ファッションの美と心 相原 恭子／文・写真 淡交社 2011.7 1108718931

「女装と男装」の文化史 佐伯 順子／著 講談社 2009.1 1108607589

気取りへの視線 山崎 稔惠／著 関東学院大学出版会 2004.11 1108254333

装うこと生きること 羽生 清／著 勁草書房 2004.6 1108222066

鷲田清一着飾る自分、質素な自分 NHK「課外授業ようこそ先輩」制作グループ／編 KTC中央出版 2004.1 1107885756

ねむり衣の文化誌 睡眠文化研究所／編 冬青社 2003.3 1108018225

不美人論 陶 智子／著 平凡社 2002.5 1107040725

装いの人類学 鈴木 清史／編 人文書院 1999.3 1106025693

ひとはなぜ服を着るのか 鷲田 清一／著 日本放送出版協会 1998.11 1101899514

ちぐはぐな身体(からだ) 鷲田 清一／著 筑摩書房 1995.1 1106730748
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