
図書
書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

医者になりたい : 夢をかなえた四人の女性 島田和子作 ; 北住ユキ絵 新日本出版社 2015 280/I69

アメリカ最初の女性化学者エレン・リチャーズ : レイク・
プラシッドに輝く星

E.M.ダウティー著 ; 住田和子 ドメス出版 2014 289/A44

長谷川泉 : 奥会津に生きたしぇんしぇい産婆 長谷川正人著 北の杜編集工房 2007 289/H36

働く人のための探偵 : 米産業医学の祖女性医師アリ
ス・ハミルトンを知っていますか?

ステファニー・サンマルチノ・マクファーソン
著 ; ジャネット・シュルツ挿絵 ; 東敏昭 産業医学振興財団 2015 289/H42

いのち咲かせたい 山本文子著 春陽堂書店 2014 289/I55

人生は、楽しんだ者が勝ちだ 米沢富美子著 日本経済新聞出版社 2014 289/J52

女性物理学者が歩んだひとすじの道 望月和子著 大学教育出版 2005 289/J76

科学者キュリー セアラ・ドライ著 ; 増田珠子訳 青土社 2005 289/Ka16

香川綾 : 栄養学と私の半生記 香川綾著 日本図書センター 1997 289/Ka99

結婚と学問は両立する : ある科学者夫妻のラヴストー
リー

石坂公成著 黙出版 2002 289/Ke29

生命科学者中村桂子 大橋由香子著 理論社 2004 289/Ko75

動物研究者ダイアン・フォッシー 柴田都志子著 理論社 2004 289/Ko75

科学者レイチェル・カーソン 小手鞠るい著 理論社 1997 289/Ko75

建築家長谷川逸子 実川元子著 理論社 2001 289/Ko75

コワレフスカヤ : ロシアの天才女性数学者 前木祥子 [著] 東洋書店 2010 289/Ko95

マンガ荻野吟子抄 : 日本公許女医第一号
佐佐木武観原作 ; しいやみつのり

作画
[妻沼町商工会むらおこし事業「荻野

吟子マンガ作成実行委員会」] 1998 289/Ma43

メアリー・アニングの冒険 : 恐竜学をひらいた女化石屋 吉川惣司 朝日新聞社 2003 289/Me11

何とかなるさ! : ママは宇宙へ行ってきます 山崎直子著 サンマーク出版 2010 289/N48

パリに生きた科学者湯浅年子 山崎美和恵著 岩波書店 2002 289/P23

猿橋勝子 : 女性として科学者として 猿橋勝子著 日本図書センター 1999 289/Sa69

世界最初の女性医師 : エリザベス・ブラックウェルの一
生

Rachel Baker著 ; 大原武夫 日本女医会 2002 289/Se22

進化生物学への道 : ドリトル先生から利己的遺伝子へ 長谷川眞理子著 岩波書店 2006 289/Sh64

白梅のように : 化学者丹下ウメの軌跡 蟻川芳子 化学工業日報社 2011 289/Sh86

消費者運動に科学を : 写真集高田ユリの足あと 高田ユリ写真集編集委員会編 ドメス出版 2009 289/Sh95

高橋シュン : その人生と看護 聖路加国際大学大学史編纂・資料室編 聖路加国際大学 2014 289/Ta33

海と女とメタンハイドレート : 青山千春博士ができるま
で

青山千春 ワニ・プラス 2013 289/U74

和服の医学者 : 日本初の女性医学者・戸田くに 片山弘美著 片山弘美私家版 2013 289/W13

保井コノ : 日本初の女性博士 香川人権研究所 2006 289/Y64

「ロールモデルを見つける！　理系女性の伝記」展示リスト
(2019年7月～9月)

女性教育情報センターには女性の伝記も多く所蔵して

います。夏の学校に参加する女子中高生のロールモ

デルとなるような理系の女性たちの伝記や仕事に関す

る資料を展示します。

今年の夏も、「女子中高生夏の学校2019～科学・技術・人と

の出会い～」が開催されます。研究者・技術者、理工系大学

生との交流を通して女子中高生が科学・技術の分野に自分

の新しい可能性を見いだすことをねらいとしています。
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産婆フジヤン : 明日を生きる力をくれる、93歳助産師
一代記

坂本フジヱ著 ; 今井雅子聞き手 産業編集センター 2017 289.1/Sa61

伝記シグネブルンストローム : 理学療法の先駆者、臨床の
大家そして誰よりも人々を愛し、愛された女性の物語 ジェイ・シュライコーン著 ; 古澤正道 シービーアール 2018 289.3/D58

月とアポロとマーガレット : 月着陸をささえたプログラ
マー

ディーン・ロビンズぶん ; ルーシー・
ナイズリーえ ; 鳥飼玖美子やく

評論社 2018 289.3/Ts64

女性研究者ロールモデル集 : 輝く先輩からのメッセー
ジ

岐阜大学男女共同参画推進室編 岐阜大学男女共同参画推進室 2016 377/G43

Creating My Own Path : 岩手大学で活躍する女性研
究者

岩手大学男女共同参画推進室 2019 377/I97

in the Lab. : 埼玉県における女性研究者のロールモデ
ル集 : 私らしく究める

埼玉大学男女共同参画室ダイ
バーシティ推進オフィス

2018 377/Sa24

世界と科学を変えた52人の女性たち
レイチェル・スワビー著 ; 堀越英美

訳
青土社 2018 402.8/Se22

女子理学教育をリードした女性科学者たち : 黎明期・
明治期後半からの軌跡

日本女子大学理学教育研究会編 明石書店 2013 402/J78

理系なお姉さんは苦手ですか? : 理系な女性10人の理
系人生カタログ

内田麻理香著 ; 高世えり子絵 技術評論社 2011 407/R41

理系女性のライフプラン : あんな生き方・こんな生き方
: 研究・結婚・子育てみんなどうしてる?

丸山美帆子
メディカル・サイエンス・インター

ナショナル
2018 407/R41

フタバスズキリュウもうひとつの物語 佐藤たまき著 ブックマン社 2018 457.8/F97

看護教員の醍醐味 : 私のキャリアストーリー 八木美智子著 看護の科学社 2018 492.9/Ka54

エコ娘が聞く!環境世代へつなぐ女性39人 : 子どもたち
へ環境問題を残したくないと思ったら読む本

上田マリノ著 環境新聞社 2018 519.04/E44

関連雑誌

出版社 当館所蔵

女性建築技術者の会
vol.85-
(1985-)

日本女性科学者の会
vol.76-
(1996-)

特定非営利活動法人 女性技
術士の会

vol.1-
(2009-)

講談社
vol.1-50

(2010-2018)

新聞記事
＊･･･ケース脇展示

新聞社 掲載日

東京新聞社  2017.05.27

四国新聞社  2017.07.02

読売新聞社 2017.11.28

日本経済新聞社  2018.10.29

朝日新聞社 2018.11.07

日本経済新聞社 2019.03.18

　＜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

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

あの人に迫る : 岡崎恒子「岡崎フラグメント」発見名古屋大特別教授 : 両立が大変でも研究
諦めないで / 坪井千隼　＊

就活ON PEOPLE : 理系女子の背中押したい 東京理科大3年 大場万里菜さん 21 : 仲間が
なく悩んだ : 女性研究者の育成支援不可欠 / 金来ひろみ　＊

27年ぶり南極観測「待ち遠しい」女性初の夏隊長 今月出発 : 海洋研究開発機構・原田さん
/ 中山由美　＊

Women&Work : リケジョが開く多彩なキャリア : 分野超え新風起こす / 遠藤智之

輝く人Fresh! : 今治造船丸亀事業本部田中沙苗さん (27) : ものづくりに愛情と責任感　＊

折れないキャリア : 外科医 吉野美幸さん : 海外協力のモデル自ら開拓 / 木寺もも子　＊

雑誌名

Rikejo : 理系女子応援マガジン : リケジョ

日本女性科学者の会news

定木

ニュースレター（女性技術士の会）

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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