
【図書・地方行政資料】

1.女性史・ジェンダー史について

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号

1 だれが歴史を書いてるの? : 歴史をめぐる15の疑問
ピエルドメニコ・バッカラリオ, フェデ
リーコ・タッディア著 ; ミレッラ・マリ
アーニイラスト ; 森敦子訳

太郎次郎社エディタ
ス

2022 201/D41

2 特集ジェンダーの多様性の歴史(1)～(3) 歴史学研究会編 績文堂出版
2021、
2022

205/J36

3 ジェンダー分析で学ぶ女性史入門 総合女性史学会編 岩波書店 2021 210/J36

4 ジェンダー視点で学ぶ女性史 澤田季江著
日本機関紙出版セン
ター

2021 210/J48

5 歴史をつくった女性大事典 1、2 服藤早苗監修 学研教育出版 2013 280/R25/R

6 フェミ私史ノート : 歴史をみなおす視線 秋山洋子著 インパクト出版会 2016 367.2/F18

7 ジェンダー史を学ぶ 長野ひろ子著 吉川弘文館 2006 367.2/J36

8 ジェンダー史とは何か
ソニア・O・ローズ著 ; 長谷川
貴彦, 兼子歩訳

法政大学出版局 2016 367.2/J36

9 ジェンダーと歴史学
ジョーン・W.スコット著 ; 荻
野美穂訳

平凡社 2022 367.2/J36

10 女性差別はどう作られてきたか 中村敏子著 集英社 2021 367.2/J76

11
女性の視点でつくる社会科授業 = History and Society
through Women's Eyes in Social Studies Lessons

升野伸子, 國分麻里, 金辰編著 学文社 2018 375.3/J76

雑
誌

総合女性史研究 総合女性史研究会 [編] 総合女性史研究会 1989~

雑
誌

Gender history ジェンダー史学会 [編] ジェンダー史学会 2005～

2.日本の女性史・ジェンダー史
No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号

1 復刻日本女性史叢書（全23巻） 上笙一郎, 山崎朋子編纂 クレス出版
2007-
2008

210/F73

2 現代日本女性史 : フェミニズムを軸として 鹿野政直著 有斐閣 2004 210/G34

3 時代を生きた女たち : 新・日本女性通史 総合女性史研究会編 朝日新聞出版 2010 210/J48

4 日本女性史事典 : トピックス1868-2015 日外アソシエーツ編集部編 日外アソシエーツ 2016 210/N71/R

2023年1月～3月　女性教育情報センターテーマ展示
女性史・ジェンダー史の現在

近年出版された女性史・ジェンダー史に関する資料をご紹介します

2020年末に開催された国立歴史民俗博物館の企画展示「性差（ジェンダー）の日本史」では、よく知られた史資料にジェンダー
の視点をあて、女性・男性という区分のなかで人びとがどう生きてきたのかを資料から明らかにし、大きな反響を呼びました。
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5
「共同研究」日本列島社会の歴史とジェンダー(国立歴史民俗
博物館研究報告 ; 第235集)

横山百合子編
国立歴史民俗博物館
編集

2022 210/N71

6
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

7
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

8 性差 (ジェンダー) の日本史
「性差の日本史」展示プロ
ジェクト編

集英社インターナ
ショナル

2021 210.1/J36

9 性差 (ジェンダー) の日本史 : 企画展示 国立歴史民俗博物館編集
歴史民俗博物館振興
会

2020 210.1/J36

10 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

11 日本古代女性史論 義江明子著 吉川弘文館 2007 210.3/N71

12 女性からみた中世社会と法 黒田弘子著 校倉書房 2002 210.4/J76

13 ジェンダーで読み解く江戸時代
桜井由幾, 菅野則子, 長野ひろ
子編

三省堂 2001 210.5/J36

14 近世史講義 : 女性の力を問いなおす 高埜利彦編 筑摩書房 2020 210.5/Ki46

15 近代日本女性史講義 石月静恵著 世界思想社 2007 210.6/Ki42

16 近現代女性史論 : 家族・戦争・平和 永原和子著 吉川弘文館 2012 210.6/Ki43

17
ふぇみん聞き書き集 : めげない女たちの物語 : 戦後70
年、歩み続けて

ふぇみん聞き書きプロジェク
ト編

ふぇみん婦人民主ク
ラブ

2017 210.7/F18

18 ジェンダー視点から戦後史を読む
米田佐代子, 大日方純夫, 山科三郎
編著 ; 浅野富美枝 [ほか著]

大月書店 2009 210.7/J36

19 日本女性史事典 女性史事典編集委員会編 新人物往来社 2002 281/N71/R

20 日本の女性たち : パイオニア900人の伝記・評伝 日外アソシエーツ編集 日外アソシエーツ 2022 281/N71/R

21 新編おんなの戦後史
もろさわようこ著 ; 河原千春
編

筑摩書房 2021 281/Sh69

22 ジェンダーで読む日本政治 : 歴史と政策 進藤久美子著 有斐閣 2004 312/J36

23 女性労働の日本史 : 古代から現代まで 総合女性史学会 [ほか] 編 勉誠出版 2019 366.38/J76

24 ジェンダー史(新体系日本史 ; 9)
大口勇次郎, 成田龍一, 服藤早
苗編

山川出版社 2014 367.21/J36

25 女性史・ジェンダー史(新編日本のフェミニズム ; 10)
天野正子 [ほか] 編集委員 ; 斎
藤美奈子編集協力 ; 加納実紀
代解説

岩波書店 2009 367.21/Sh69

26 日本のフェミニズム : since1886 北原みのり責任編集 河出書房新社 2017  367.21/N71

27 日本近現代女性史 : 通史と史料 阿部恒久, 佐藤能丸著 芙蓉書房出版 2000 367.21/N71
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28 史料にみる「母親」から「女性」へ
いのちとくらし・平和
を守る女性集会実行委
員会

2021 367.2181/Sh89

3.地域女性史
No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号

1
第12回全国女性史研究交流のつどい in 岩手 : 次世代に受け渡
す女性史を : 岩手(遠野・大槌・宮古)から　報告集、資料集

「第12回全国女性史研究交流のつ
どい in 岩手」実行委員会編

「第12回全国女性史研
究交流のつどい in 岩
手」実行委員会

2015 207/D14

2 地域女性史文献目録（増補改訂版補遺）
折井美耶子, 山辺恵巳子著 ; 矢
野操編集協力

ドメス出版 2010 210/C43/R

3 志縁 創刊号～２号 小池知子 [ほか]編 志縁の苑
2019～
2020

210/R25

4
近世信濃の女たち : 女改めをめぐって(江戸庶民の生活
史講座『江戸を生きる』 ; 16)

尾崎行也著 八十二文化財団 2018 210.5/Ki46

5
沈黙の扉が開かれたとき : 昭和一桁世代女性たちの証
言

山村淑子編 ; 旭川歴史を学ぶ
母の会編

ドメス出版 2021 210.7/C46

6 戦後地域女性史再考(年報・日本現代史 ; 第18号) 赤澤史朗 [ほか] 編 現代史料出版 2013 210.7/N64

7
年表と資料にみる岩手の女たちの歩み : 1926(大正15
年)-1932(昭和7)年

長谷川美智子, 星ヱツ子著 長谷川美智子 2019 212.2/N64

8 小山市民の記録 [1]、 2 小山女性史研究会編著 小山女性史研究会編
2013、
2020

213.2/O95

9 熊谷市史研究
熊谷市教育委員会社会教育課
市編さん室編

熊谷市教育委員会社
会教育課市編さん室

2015 213.4/Ku33

10
明日へ。地域を支える女たち(西東京市の女性の聞き書
き集・年表)

西東京市女性史研究会編
西東京市女性史研究
会

2020 213.6/N86

11 新宿女性史年表 : 1945-2000 新宿女性史研究会編 新宿女性史研究会 2014 213.6/Sh63

12 武相の女性・民権とキリスト教
武相の女性・民権とキリスト教研
究会, 町田市立自由民権資料館共
編

町田市教育委員会 2016 213.7/B95

13 相州八菅山 : 八菅山の女たち ; 相州八菅山の修験宝喜院 足立原美枝子著 神奈川ふだん記 2012 213.7/So63

14 光と陰 第7号～第12号 新潟女性史クラブ [編] 新潟女性史クラブ
2008～
2021

214.1/H57

15
やまなし地域女性史「聞き書き」プロジェクト(山梨県立大学
地域研究交流センター研究報告書) 2010年度～2015年度

池田政子, 伏見正江編集責任
山梨県立大学地域研
究交流センター

2011～
2016

215.1/Y35

16
豊中で紡がれてきた女たちの歩み : 戦時下占領下の暮
らしを中心に

豊中女性史を拓く会 2014 216.3/To88

17 女たちのひょうご : 千姫から緒方八重まで : 特別展 兵庫県立歴史博物館編集 兵庫県立歴史博物館 2020 216.4/O66

18
福岡 女たちの戦後 = Fukuoka Women's History 第1号
～第5号

戦後の女性記録継承プ
ロジェクト : 福岡女性
史研究会

2016～
2021

219.1/F82

19 愛知近現代女性史人名事典 2 愛知女性史研究会編集 愛知女性史研究会 2020 281/A23
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20 地域女性史への道 : 祖母たち・母たちの物語を紡ぐ 折井美耶子著 ドメス出版 2021 281/C43

21 地域に生きる女性たち 中島美那子, 塩原慶子編著 溪水社 2022 281.31/C43

22
茨城県初の裁縫学校を創った太田うめと同郷の教育者たち :
太田うめ・小坂部せい・江幡すみの自育で拓いた生涯

額賀せつ子著 額賀せつ子 2020 281.31/I11

23 伝えたい栃木に生きた女性たち  第1集~第3集
栃木市女性史研究会
「あいの会」

2010～
2015

281.32/Ts92

24 働き続けた船橋の女性たち
ふなばし女性会議労働問題研
究会編

ふなばし女性会議 2020 281.35/H42

25 千代田区女性史 (1996～2020) 千代田区 2022 281.36/C49

26
始まりはひとりから : 練馬の女性たちの記録
その一 ～総論編その五

練馬女性史を拓く会
2003～
2018

 281.36/H16

27
21世紀の女たちへの伝言 : 江東に生きた女性たち(江東
の女性史研究会会誌 ; 第8号)

江東の女性史研究会編 江東の女性史研究会 2022 281.36/N73

28
西東京市の女性の聞き書き集 : いのちと知恵をつな
ぎ、暮らしから社会を変えた女たち

西東京市の女性史を編さんす
る会編

生活企画ジェフリー 2010 281.36/N86

29 品川を彩った女性たちのあゆみ : 自分らしく生きて 品川の女性史を語る会編著 かもがわ出版 2020 281.36/Sh58

30
あつぎの女性 : 愛甲郡女子青年団のあゆみと聞き書き :
20周年記念

さがみ女性史研究会「さねさ
し」編

さがみ女性史研究会
「さねさし」

2020 281.37/A95

31 史の会研究誌 史の会編 江刺昭子 1991～ 281.37/F87

32
伝えたい山梨の女性たち : 「聞き書き」証言集  [第1集]
～第3集

山梨県立大学, やまなし地域女性
史「聞き書き」プロジェクト編

山梨県立大学
2010～
2017

281.51/Ts92

33
『時報』にみる上田小県の女(上田小県近現代史研究会
ブックレット ; no. 22)

上田小県近現代史研究会編
上田小県近現代史研
究会

2014 281.52/J48

34 聞き書き静岡の女性 : 二〇世紀を生きる 静岡女性史をつくる会編 ドメス出版 2010 281.54/Ki22

35 聞き書きみしまの女 (ひと) と男 (ひと) の歩み [1]～5 みしま女性史サークル編
みしま女性史サーク
ル

2010～ 281.54/Ki22

36
拓く : ひたむきに生きてきた近江八幡の女性たち [本
編]、補遺

近江八幡の女性史を拓く会編
近江八幡の女性史を
拓く会

2010 281.61/H64

37 湖南に生きる : 輝き続ける女性たち こなん女性史の会編 こなん女性史の会 2015 281.61/Ko71

38 『この世界の片隅』を生きる : 広島の女(ひと)たち 堀和恵著 郁朋社 2019 281.76/Ko78

39 輝いた阿波の女性たち : 女性の地位向上を目指して
とくしま社会運動資
料センター

2016 281.81/Ka17

40 台所から見た志布志の戦中戦後 淑女会 [編] 淑女会 2015 281.97/D15
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41 沖縄 社会を拓いた女たち 高里鈴代, 山城紀子著 沖縄タイムス社 2014 281.99/O52

42 志縁のおんな : もろさわようことわたしたち 河原千春編著 一葉社 2021 289.1/Sh26

43
原水禁署名運動の誕生 : 東京・杉並の住民パワーと水
脈

丸浜江里子著 凱風社 2011 319/G34

44
写真記録昭和26年一色婦人会 : 山村女性たちの生活改
善運動を記憶する

請井雪子編著 : 吉田豊編著 一粒書房 2017 365.6/Sh13

45 かかあ天下 : ぐんまの絹物語 : 日本遺産Japan Heritage
かかあ天下ぐんまの
絹物語協議会

[2016] 367.21/Ka24

46 資料で綴る岩手戦後女性運動の源流 : 1945 長谷川美智子 [著] 長谷川美智子 2021 367.2122/Sh89

47
「伝統」へのアプローチ(琉球大学国際沖縄研究所ライ
ブラリ ; . 沖縄ジェンダー学 ; 第1巻)

喜納育江編著 大月書店 2014 367.2199/O52

48
法・社会・身体の制度(琉球大学国際沖縄研究所ライブ
ラリ ; . 沖縄ジェンダー学 ; 第2巻)

喜納育江, 矢野恵美編著 大月書店 2015  367.2199/O52

49
交差するアイデンティティ(琉球大学国際沖縄研究所ラ
イブラリ ; . 沖縄ジェンダー学 ; 第3巻)

喜納育江編著 大月書店 2016 367.2199/O52

50
思川 : 山谷に生きた女たち : 貧困・性・暴力もうひとつ
の戦後女性史

宮下忠子著 明石書店 2010 368.2/O63

51 鹿児島野の民俗誌 : 母と子の四季 [名越護] [著] ; 南日本新聞社編 南方新社 2020 386/Ka19

52 ひまわり : 若き女性たちの戦争体験
平和を祈る「ひまわり」の会
著

グリーンブリーズ 2016 916/H59

雑
誌

地域女性史研究 : ここに生きここを超える 1～3 地域女性史研究会 地域女性史研究会 2018～

雑
誌

三重の女性史研究会会誌 : みえるみせるHISTORY 1～3 三重の女性史研究会 三重の女性史研究会 2018～

4.世界の女性史・ジェンダー史
No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号

1 ジェンダーから見た世界史 : 歴史を読み替える
三成美保, 姫岡とし子, 小浜正
子編

大月書店 2014 209/J36

2 世界史のなかの女性たち(アジア遊学 ; 186) 水井万里子 [ほか] 編 勉誠出版 2015 209/Se22

3 ウィメン・ウォリアーズ : はじめて読む女戦記
パメラ・トーラー著 ; 西川知
佐訳

花束書房 2022 209/U56

4
歴史をひらく : 女性史・ジェンダー史からみる東アジ
ア世界

早川紀代 [ほか]編 御茶の水書房 2015 220/R25

5 中国女性史入門 : 女たちの今と昔(増補改訂版) 関西中国女性史研究会編 人文書院 2014 222/C62

6 中国女性の一〇〇年 : 史料にみる歩み 中国女性史研究会編 青木書店 2004 222/C62

7 近代台湾女性史 : 日本の植民統治と「新女性」の誕生 洪郁如著 勁草書房 2001 222.4/Ki42
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8 台湾女性史入門 台湾女性史入門編纂委員会編 人文書院 2008 222.4/Ta25

9
はじめての西洋ジェンダー史 : 家族史からグローバ
ル・ヒストリーまで

弓削尚子著 山川出版社 2021 230/H16

10 ジェンダーの西洋史（3訂版） 井上洋子 [ほか] 著 法律文化社 2012 230/J36

11 ドイツ近現代ジェンダー史入門 姫岡とし子, 川越修編 青木書店 2009 234/D83

12 アフリカ史再考 : 女性・ジェンダーの視点から
アイリス・バーガー, E・フランシ
ス・ホワイト著 ; 富永智津子訳

未來社 2004 240/A18

13 アメリカ・ジェンダー史研究入門 有賀夏紀, 小檜山ルイ編 青木書店 2010 253/A44

14 アメリカ黒人女性史(再解釈のアメリカ史 ; 1)
ダイナ・レイミー・ベリー, カ
リ・ニコール・グロス著 ; 兼子歩,
坂下史子, 土屋和代訳

勁草書房 2022 253/A44

15 ヨーロッパ中世を変えた女たち 福本秀子著 日本放送出版協会 2004 283/Y84

16 国際女性デーは大河のように(増補版) 伊藤セツ著 御茶の水書房 2019 367.2/Ko51

17
ウーマン・イン・バトル : 自由・平等・シスターフッ
ド!

マルタ・ブレーン文 ; イェニー・
ヨルダル絵 ; 枇谷玲子訳

合同出版 2019 367.2/U63

18 WOMEN女性たちの世界史大図鑑OUR HISTORY
ホーリー・ハールバート [ほか] 監修 ;
戸矢理衣奈日本語版監修 ; 戸田早紀,
中島由華, 熊谷玲美訳

河出書房新社 2019 367.2/W85

19 ドイツ女性の歩み 河合節子, 野口薫, 山下公子編 三修社 2001 367.234/D83

20
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

栗原涼子著 彩流社 2018 367.253/A44

21 女で読み解くオーストラリア 青山晴美著 明石書店 2004 367.271/O66

22
むずかしい女性が変えてきた : あたらしいフェミニズ
ム史

ヘレン・ルイス[著] ; 田中恵理
香訳

みすず書房 2022 367.5/Mu99

【新聞記事】
No 新聞名

1 朝日新聞

2 毎日新聞

3 読売新聞社
ジュニアプレス 聞いてみたい! : ジェンダーに注目した日本史の企画展って? : 男女の立
場 時代で変化 / 安田花, 池田麻里子, 杉本麻衣, 岩瀬慧, 池上颯

2020.11.06

記事見出し 掲載日

ThinkGender ジェンダーを考える ジェンダー、教科書で多角的に 男性主体の歴史記述
格差大きい現代日本 社会構造の問題、直面する前に

2022.04.04

声をつないで 国際女性デー2022 ジェンダーの現在地 本田由紀教授と考える 上・下 2022.03.18、2022.03.19

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
E-mail:infodiv@nwec.jp

女性教育情報センターは、国立女性教育会館内にある、
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。

●文献情報データベース（所蔵検索)  
https://winet2.nwec.go.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。
資料探しでお困りの際はお気軽にお問い合わせください！
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