
図書

外国の女性と政治

書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

マーガレット・サッチャー : 「鉄の女」と言われた信念の
政治家 : 政治家・イギリス首相「イギリス」

筑摩書房編集部 筑摩書房 2014 289/Ma29

ローラ・ブッシュ自伝 : 脚光の舞台裏 Bush Laura Welch 中央公論新社 2015 289/R69

アメリカに女性大統領は誕生するか 蓮見 博昭 日本評論社 2015 312/A44

なぜヒラリー・クリントンを大統領にしないのか? 佐藤 則男 講談社 2015 312/N59

イギリスのママさん議員奮闘記 : 町議・県議として目指
す地域の自立と幸せ

Frank Hilary イマジン出版 2016 318.933/I24

政治、仕事、ジェンダー 関橋 眞理 汐文社 2014 367.2/Se22

政治に口出しする女はお嫌いですか? : スタール夫人
の言論vs.ナポレオンの独裁

工藤 庸子 勁草書房 2018 367.235/Se17

アメリカのフェミニズム運動史 : 女性参政権から平等
憲法修正条項へ

栗原 涼子 彩流社 2018 367.253/A44

日本の女性と政治

書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

女性が政治を変えるとき : 議員・市長・知事の経験 五十嵐 暁郎 岩波書店 2012 312.1/J76

社会をちょっと変えてみた : ふつうの人が政治を動かし
た七つの物語

駒崎 弘樹 岩波書店 2016 312.1/Sh12

私たちの声を議会へ : 代表制民主主義の再生 三浦 まり 岩波書店 2015 312.1/W47

女性議員が増えれば社会が変わる 赤松 良子 パド・ウィメンズ・オフィス 2016 314.18/J76

ジェンダー・クオータ : 世界の女性議員はなぜ増えた
のか = Gender quotas

三浦 まり 明石書店 2014 314/J36

日本の女性議員 : どうすれば増えるのか 三浦 まり 朝日新聞出版 2016 314/N71

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 内閣府男女共同参画局 内閣府男女共同参画局 [2018] 314/Se17

地域社会における女性と政治 大山 七穂 東海大学出版会 2010 318/C43

議会はあなたを待っている : 市川房枝政治参画フォー
ラムでの学びと実践から

市川房枝記念会女性と政治セン
ター

市川房枝記念会女性と政治セ
ンター出版部

2014 318/G43

自治体議会における性差別体験アンケート報告集 全国フェミニスト議員連盟 全国フェミニスト議員連盟 2015 318/J47

市民派議員になるための本 : 立候補から再選まで 寺町 みどり 学陽書房 2002 318/Sh48

“私が感じた差別" : 全女性地方議員アンケートの結果
について

新日本婦人の会 新日本婦人の会 2015 318/W45

首長たちの挑戦 : 女が政治を変える 女政のえん 世織書房 2016 318.2/Sh99

ポジティヴ・アクション : 「法による平等」の技法 辻村 みよ子 岩波書店 2011 367.1/P76

クオータ制の実現をめざす WIN WIN パド・ウィメンズ・オフィス 2013 367.2/Ku49

「女性の政治参画」展示リスト
(2019年4月～6月)

日本はGGI（ジェンダーギャップ指数）で見ても、政治分

野は149ヶ国中125位と、女性の参画が遅れています。

この機会に、女性の政治参画を考える資料を展示しま

す。

今年は春に地方統一選挙、そののち参議院選挙が行われ

ます。また、5月3日の憲法記念日を含む4月26日～9月30日

に、女性アーカイブセンター企画展示「ベアテ・シロタ・ゴード

ン展～日本国憲法に男女平等の思いを込めて～」が開催さ

れます。
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憲法

書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

平和をつむぐ : 平和憲法を守る9人の手記 青木 みか 風媒社 2011 319/H51

女子高生が憲法学者小林節に聞いてみた。「憲法って
ナニ!?」

小林 節 ベストブック 2018 323.14/J78

目で見る憲法 初宿 正典 有斐閣 2018 323.14/Me14

イマドキ家族のリアルと未来 : 憲法9条の陰でねらわれ
る24条

明日の自由を守る若手弁護士の会 かもがわ出版 2018 323.143/I41

憲法と家族 辻村 みよ子 日本加除出版 2016 323.143/Ke51

右派はなぜ家族に介入したがるのか : 憲法24条と9条 中里見 博 大月書店 2018 323.143/U55

読む不思議なクニの憲法 : ドキュメンタリー映画 : The
Constitution of the wonder nation

松井 久子 エッセン・コミュニケーションズ 2016 323/D83

比較憲法 辻村 みよ子 岩波書店 2011 323/H57

女子会「憲法」サークル 近藤 三津枝 PHP研究所 2013 323/J78

女子の集まる憲法おしゃべりカフェ 明成社編集部 明成社 2014 323/J78

「憲法」を愛する女性ネット : 通信合本 憲法を愛する女性ネット 「憲法」を愛する女性ネット 2011 323/Ke51

保育と憲法 : 個人の尊厳ってこれだ! 川口 創 大月書店 2017 376.1/H81

女性政治家

書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

私を通りすぎたマドンナたち 佐々 淳行 文藝春秋 2015 281/W47

父と私 田中 真紀子 日刊工業新聞社 2017 289.1/C42

挑戦 : 小池百合子伝 大下 英治 河出書房新社 2016 289/C54

市川房枝 : 女性解放運動から社会変革へ : 政治家・
市民運動家「日本」

筑摩書房編集部 筑摩書房 2015 289/I14

年表でたどる人権・平和・政治浄化1951-1981 市川房枝研究会
市川房枝記念会女性と政治セ

ンター出版部
2016 289/I14

活動報告 : 80年代タレント議員から162万人へ 中山 千夏 講談社 2017 289/Ka87

小池百合子50の謎 : 人を惹きつける行動力の原点を
探る

小池都政の政策を研究する会 徳間書店 2017 289/Ko31

田中寿美子の足跡 : 20世紀を駆け抜けたフェミニスト 井上 輝子 I女性会議 2015 289/Ta84

つまり、政治家とは : 激動の時代とともに 森山 真弓 河出書房新社 2012 289/Ts72

女政治家の通信簿 古谷 ツネヒラ 小学館 2018 312.1/O66

もう男だけに政治はまかせられない 田嶋 陽子 オークラ出版 2003 312/Mo39

市川房枝と歩んだ「婦人参政権運動」の人びと 伊藤 康子
市川房枝記念会女性と政治センター
市川房枝生誕120周年記念事業委員

会
2015 314/I14

石川の婦選運動の記録 : 米山久・駒井志づ子を中心
に

女性史を学ぶ会 女性史を学ぶ会 2012 314/I76

ありのままに。 : 筆談議員ママ奮闘記 斉藤 りえ KADOKAWA 2015 369.2/A74

生まれた命にありがとう 野田 聖子 新潮社 2011 495.4/U63
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和雑誌記事

記事名等 / 著者名 雑誌名 出版社
発行年月
（巻号）

政治分野における男女共同参画の実現に向けて 国際女性 国際女性の地位協会
2018.12

(32)

女性たちの声が届いた! : 「政治分野における男女共同参画推進法」成
立への道のり : 川橋幸子さんインタビューから / 川橋幸子述 ; 石井栄
子取材・文

Opinion♀ : 季刊オピニオン・プラス
ヒューマン・コミュニケーション

研究所
2018.7
(22)

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が公布・施行さ
れました : 男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指す法律
が成立

共同参画 内閣府
2018.6
(112)

寄稿論文 : 女性議員は地方議会を変えるのか? : 地方議会会議録によ
る分析の試み 女性展望

市川房枝記念会女性と政治
センター出版部

2018.3
(691)

投稿論文 : 「政治塾」と女性の政治参加 : リクルート
メントの観点から

女性学 日本女性学会
2018.3
(25)

第48回総選挙特集 : データから女性の動向を概括
する : 女性議員割合わずか10.1%・・・

女性展望
市川房枝記念会女性と政治

センター出版部
2018.1
(690)

「政治分野における男女共同参画推進法」制定を目
指して

学術の動向 日本学術協力財団
2017.8
(257)

女性たちの声を議会へ : 女性の政治参加はなぜ必
要か

女たちの21世紀 アジア女性資料センター
2016.6
(86)

地方自治体広報紙

特集名等 誌名 発行
発行年月
（巻号）

3月8日は国際女性デー : 世界と比べて日本の女性の
政治・社会における平等は?

With You さいたま
埼玉県男女共同参画推進セン

ター
2019.3
(58)

政治分野における男女共同参画推進 すてっぷON!
とよなか男女共同参画推進財

団
2018.9
(17)

特集 女性が変える、日本の未来 カスタネット 帯広市
2018.9
(36)

新聞記事
＊･･･ケース脇展示

新聞社 掲載日

朝日新聞社 2019.3.10

埼玉新聞社 2019.3.07

毎日新聞社 2019.3.01

毎日新聞社 2019.2.26

読売新聞社 2019.2.26

産経新聞社 2019.1.26

東京新聞社 2018.12.30

読売新聞社 2018.12.26

朝日新聞社 2018.11.05

毎日新聞社 2018.9.16

毎日新聞社 2018.5.03草の根「まず知ろう」

男女均等の政治へ 「日本版パリテ法」元年 上 : 女性市議ゼロ解消への挑戦　＊

　＜お問い合わせ先＞
　女性教育情報センター

　（国立女性教育会館　情報課）

〒355-0292
埼玉県比企郡嵐山町菅谷728

　TEL：0493-62-6195
　FAX：0496-62-6721

記事タイトル等

2019統一地方選 : 女性立候補家族・地域の壁 : 1期目女性議員アンケート : 議会も地域も男
性中心 実体験が武器 / 山下剛, 三島あずさ, 田中聡子　＊

女性議員日本は165位 G20最低、政治参加進まず : 「家庭との両立」壁に : / 小林義久　＊

男女均等の政治へ 「日本版パリテ法」元年 下 : 法成立「まだ最初の一歩」 : 地方議会30%目
標遠く / 野口由紀, 椋田佳代, 大和田香織, 御園生枝里

フォーラム 声 : 若者、憲法に興味ない? : 若者とつながれぬもどかしさ : 他者への関心=憲法
への関心 江藤祥平・上智大准教授(37)憲法 / 国沢利栄, 吉田晋, 木村司

地方議会20%女性ゼロ : 内閣府集計、議員数は12%

出産時もネットで国会出席 : 遠隔投票導入 自民で議論加速 : 「未来の女性議員のために」
/ 坂田奈央, 安藤美由紀

回顧2018女性 : 女性の政治参加法で後押し : 相次ぐセクハラ禁止規定は進まず : 2018年の
女性を巡る主な動き / 板東玲子 　＊

時代の風 : 地位向上進まぬ日本 : 女性議員増やすべきだ / 長谷川眞理子総合研究大学院
大学長

女性教育情報センターは、男女共同参画および女性・
家庭・家族に関する専門図書館です。

所蔵資料はデータベース化され文献情報データベースから
検索することができます。

●文献情報データベース
http://winet.nwec.jp/bunken/opac_search/あああああ

 女性候補擁立へ広がる連携 : 議会の多様性への第一歩 : 統一地方選へ各党てこ入れ : 全
国の町村32%で「ゼロ」 / 板東玲子, 辻本洋子, 池田圭太　＊

図書の貸出や複写郵送サービスな

どを 行っています。ぜひご活用くださ

い！
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