
図書
書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

乙女の日本史 堀江宏樹, 滝乃みわこ著 東京書籍 2009 210/O86

やさしい日本女性史入門 : 古代から現代まで実話による
女性の生き方

中津攸子著 歴研 2015 210/Y61

歴史研究　第652号(2017年6月号)　特集女たちの戦国時
代

歴研 2017 210.05/To43

ジェンダーからみた日本女性の歴史 : 写真とイラストで学
ぶ

ねりま24条の会編 明石書店 2005 210.1/J36

史料にみる日本女性のあゆみ 総合女性史研究会編 吉川弘文館 2000 210.1/Sh89

毛利と尼子と ; ある戦国女性の生涯 : 伊達政宗の母 米原正義[述] ぎょうせい 1985 210.3/Ky7

中世の武家と公家の「家」 菅原正子著 吉川弘文館 2007 210.4/C68

中世公家の家と女性 後藤みち子著 吉川弘文館 2002 210.4/C68

家・社会・女性 : 古代から中世へ 前近代女性史研究会編 吉川弘文館 1997 210.4/I21

合戦場の女たち 横山茂彦著 世界書院 2010 210.4/Ka78

室町戦国の社会 : 商業・貨幣・交通 永原慶二著 吉川弘文館 2006 210.4/Mu74

日本中世の社会構成・階級と身分 峰岸純夫著 校倉書房 2010 210.4/N71

女人政治の中世 : 北条政子と日野富子 田端泰子著 講談社 1996 210.4/N99

歴史のなかの女性の人権 田端泰子著 世界人権問題研究センター 2012 210.4/R25

戦国争乱を生きる : 大名・村、そして女たち 舘鼻誠著 日本放送出版協会 2006 210.4/Se64

戦国姫物語 : 城を支えた女たち 山名美和子 鳳書院 2012 210.4/Se64

戦国を生きた公家の妻たち 後藤みち子著 吉川弘文館 2009 210.4/Se64

図説戦国女性と暮らし : 装束・化粧・髪型・食事・御殿・人
物…乱世のライフスタイル一挙総覧!! 決定版

学研パブリッシング 2011 210.4/Z8

「戦国時代の女性たち」展示リスト(2017年7月～9月)

戦国時代は、室町時代の終わり頃から安土桃山

時代の終わり頃までを指します。

身分の下の者が上位のものの権力をうばいとる「下

剋上」がたびたび起こる、実力の時代でした。

戦国合戦や、戦国武将の生き様が注目されるこ

とが多いですが、今回の展示では、戦乱の世を生

きた女性に焦点を当てて資料を紹介します。



のぼうの姫 : 秀吉の妻となった甲斐姫の実像 三池純正著 宮帯出版社 2012 210.48/N91

井の国千年物語 : 井伊氏とあゆむ 「井の国千年物語」編集委員会編 引佐町教育委員会 2005 215.4/54

歴史をつくった女性大事典 服藤早苗監修 学研教育出版 2013 280/R25/R

ビジュアル日本のヒロイン 歴史魂編集部編
アスキー・メディアワークス歴

史魂
2013 281/B42

武女 : 乱世を生きた夫婦の絆  杉山頴男著 柏書房 2012 281/B86

江と戦国の姫君たち : 女性の目から見た「もうひとつの戦
国史」

榎本秋著 イースト・プレス 2011 281/G54

波瀾万丈中世・戦国を生きた女たち 石丸晶子著 清流出版 2005 281/H32

ヒロインの日本史 : 時代を彩った女性100人 梓澤要著 ベストセラーズ 2006 281/H71

井伊直虎と戦国の女城主たち 楠戸義昭著 河出書房新社 2016 281/I26

戦国乱世に生きる(人物日本の女性史;第4巻) 集英社 1977 281/J51

賢妻・千代の理由 小和田哲男著 日本放送出版協会 2005 281/Ke51

九州戦国の女たち 吉永正春著 海鳥社 2010 281/Ky9

まんが日本史ヒロイン1000人 : 神話の時代から現代まで
: 歴史を創った女性たち

世界文化社 2016 281/Ma43

物語戦国を生きた女101人 『歴史読本』編集部編 KADOKAWA 2014 281/Mo35

戦国時代の女性(日本女性の歴史7) 暁教育図書 1978 281/N71

戦国名城の姫たち 楠戸義昭著 静山社 2010 281/Se64

戦国の女城主 : 井伊直虎と散った姫たち 高橋伸幸著 徳間書店 2016 281/Se64

戦国を生きた姫君たち 火坂雅志 [著] KADOKAWA 2016 281/Se64

戦国の城と59人の姫たち : もう一つの名城物語 濱口和久編著 並木書房 2016 281/Se64

戦国の女たち : 乱世に咲いた名花23人 森実与子著 学習研究社 2006 281/Se64

戦国の妻たち : 歴史を陰で支えた女たちの物語  鈴木亨著 河出書房新社 2005 281/Se64

戦国の女性たち : 16人の波乱の人生 小和田哲男編著 河出書房新社 2005 281/Se64

戦国おんな絵巻 : 歴史よもやま話 永井路子著 光文社 2004 281/Se64



女城主井伊直虎物語 : 小・中学生向け 浜松歴女探検隊企画・制作
浜松市産業部観光・シティプロ

モーション課
2016 289/54-Ha

細川ガラシャ : キリシタン史料から見た生涯 安廷苑著 中央公論新社 2014 289/H94

細川ガラシャ : 散りぬべき時知りてこそ 田端泰子著 ミネルヴァ書房 2010 289/H94

井伊直虎 : 女領主・山の民・悪党 夏目琢史著 講談社 2016 289/I26

井伊直虎と戦国の女傑たち : 70人の数奇な人生 渡邊大門著 光文社 2016 289/I27

井伊直虎と戦国女性列伝 : 巻頭大特集直虎、波乱の生
涯を徹底解説

広済堂出版 2016 289/I27

北政所おね : 大坂の事は、ことの葉もなし 田端泰子著  ミネルヴァ書房 2007 289/Ki69

山内一豊と千代 : 戦国武士の家族像  田端泰子著 岩波書店 2005 289/Y39

淀殿 : われ太閤の妻となりて 福田千鶴著 ミネルヴァ書房 2007 289/Y73

家族と住居・地域 坂田聡編 吉川弘文館 2003 361.6/N71

戦国に咲いた四十一人の姫君 : 賢い貴女は姫に学ぶ 牧野新著 文芸社 2017 911.56

ひと粒の麦 : 内藤ジュリヤの生涯 小石房子著 作品社 2014 913.6/H77

新聞記事

新聞社 掲載日

毎日新聞 2012.08.02

朝日新聞 2011.03.12

東京新聞 2008.12.18

読売新聞 2008.10.03

北日本新聞 2006.09.14

北国新聞 2001.11.24

東京新聞 1996.12.21

朝日新聞 1996.05.23

北国新聞 1995.10.27戦国の女性テーマに北國女性懇 作家の戸部氏語る

歴史 : 戦国の女たち 対談 諸田玲子さん小和田哲男さん : 史料の偏見納得いかない :
実は「男女共同参画」時代

女性の生き方　歴史に学ぶ　県民共生センター講座

まつの生き方学ぶ : 金沢でおんなサミット : 講演とパネル討論

時代を越えて男女の生き方を描く 作家 永井路子さん : したたかな外交官だった戦国の女

中世の女性「実は強かった」

記事タイトル等

 米名門大屈指の人気教授に『ハーバード白熱日本史教室』刊行 :
 「レディ・サムライ」研究で脚光を浴びる日本史学者北川智子さん(32) : 日本史もっと世界に発
信を

 フロントランナー : 脚本家田渕久美子さん (51歳) 自分らしさ貫く「女の戦国」 :
 「あの時代を生きた方たちの魂をいやしてあげたい」

新春放送テレ東「寧々おんな太閤記」 : 原作・橋田寿賀子さんが語る「時代劇と女性」 :
「内助の功」も女の強さ : 亭主操り、思いを遂げる



毎日新聞 1994.09.25

毎日新聞 1994.06.12

上毛新聞 1990.02.06

和雑誌記事

特集名等 / 著者名 雑誌名 出版社
発行年月
（巻号）

中世後期の婚姻形態と住居 / 菅原正子 総合女性史研究 総合女性史研究会
2009.3

(第26号)

創られた女性像 : 戦国・近世・明治 / 長野ひろ子 女性歴史文化研究所紀要
京都橘女子大学女性歴史文化

研究所
2006

（第15号）

戦国女性の生き方 : 山内千代、おねを中心に / 田端泰
子

女性歴史文化研究所紀要
京都橘女子大学女性歴史文化

研究所
2006

（第15号）

戦国社会と女性の役割 女性歴史文化研究所紀要
京都橘女子大学女性歴史文化

研究所
2002

（第11号）

日本中世の女性たちの戦場 / 藤木久志 総合女性史研究 総合女性史研究会
1999.3

(第16号)

戦国期公家の「家」妻の役割 / 後藤みち子 総合女性史研究 総合女性史研究会
1999.3

(第16号)

求められた女性像 : 戦国の家訓と男女の実情 / 小和田
哲夫

歴史評論 校倉書房
1993.5

（No.517）

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/

　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！

　＜お問い合わせ先＞
　女性教育情報センター
　（国立女性教育　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

戦国女系譜 楠戸義昭 : 春日局 : 本能寺の変から悲惨な少女時代

戦国女系譜 楠戸義昭 : お金で時代を動かした"女上様" 日野富子

上州女性史 中世編 13 : 一族の存亡 : 男性に勝る決断力


