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録

蔵書目録発行にあたって
去る昭和52年(1977)に,婦選会館開館15周年を記念して｢帰還会館図書室蔵書目録No.1｣が刊行

されており,今回はNo･2にあたる｡しかし前回が暫定的なものであったので,今回はその継続という
よりはむしろ｢財団法人市川房枝記念会｣ (財団法人婦選会館改称)発足を記念して,改めて編纂,出
版することとした｡

現在,図書室には,戦前の婦人参政権運動の時代から引きつづいて収集した婦人関係国書･資料のう

ち･約10,000点が整理分類されているが,今回はそのうちのおもなものを選んだ｡従って継続出版のも
のや同債向のものなどで略したものが多いo全部については分類カード･書名カード･著者名カ‑ドの
三種額のカードが完備している0

分静ま･日本十進分類法によらず下記のように独自の分類方法をとっている｡なお,本目録は和書に
限ったが,洋書のうち約350冊は仮目録ができている｡
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(蔵書の分類方法)
1婦人参政権問鳳婦人参政権(婦選)運軌選挙関係
1.参政権問題
2･婦選運動(機関誌･日記･会計簿･その他印刷物,チラシ等)

3･選挙関係(選挙法･選挙結果･公明選挙運動その他)
R

戦前,戦後の婦人団体および婦人に関係深い団体の機関誌(舵)および資料

Ⅲ 戦時中および占領中の婦人関係図書･資料
Ⅳ 婦人による著書および婦人を対象とした著書
Ⅴ 婦人関係の新聞･雑誌
Ⅵ

婦選運動,婦人団体の運動,婦人議員その他個人の写真

Ⅶ

参考図書･資料

(記載事項の順序)
書籍番号

書名(著者又は編著名,発行所名,発行年,ページ数)

原則として書名･著者名･発行所名は原本に記載された文字をそのまま使い,他は当用換字･
現代かなづかいとし,発行年も原本通り年号あるいは西暦を記載した｡
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戦時中及び占領中の婦人関係国書
婦人関係単行本･資料等
1･婦人年鑑･全集等
2 3 4‑5 6 7 8 9 0 1 2

女

性

史

婦人の自伝･伝記(内･外)

女子の学校の歴史･婦人団体の歴史
女

訓

書

25 28 31 3 36訂38静3943姐45 1㍊

婦人と教育(学校･社会)
国際的･全国的婦人会議,婦人大会等

婦人問題･婦人運動･婦人団体
婦人に関する評論
111

婦人の心理･生理･衛生
恋愛･結婚･家庭･家族計画･家庭教育
未亡人および母子問題
売

春
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婦人と政治･経済･法律

家政･家庭経済･消費経済
16.婦人と労働･職

17.農山漁村の婦人
18.婦人に関する一般教養
19.婦人による著書

20.婦人に関する調査資料その他
Ⅴ 婦人関係の新聞
Ⅵ

写真(略)

Ⅶ

参考国書
1･年鑑･百科事典･全集等
3.政治･経済･法律

4.戦時中の発行物
5.占領中の発行物
6.社
7.新
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追

会

福
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聞･雑
の

他
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I

参政権問題･婦選運動･選挙関係

タ1婦人公民権の意義(田津義銘, r地方行政｣新年

l

号,昭6, 7p)

参政権問題･婦選運動･選挙関係

ナ1何故婦人にも参政権が典へられたか(文部省公民
教育読本3,昭25, lらp)

ヒ1婦人参政審判の日(姫野徳一,萩の家,大15,

1‑1婦人参政権閑居

156p)

イ1婦人参政の話(石井滞,アルス,昭5, 273p)

ヒ2

イ2

7 1参政権拡張史綱(普選三十周年婦人参政十周年記

婦人公民棒の話(市川房枝,朝日新聞社,昭4,
96p)

/'

念会鼠公明選挙連盟,昭32, 338p)

婦選運動について(同,日本講演通信社,昭6,

73

婦選問題と婦人の要求(文明協倉鼠編者,昭4,

19p)

188p)

'y

薪しき政治と婦人の課題(臥印刷局,昭21,ヰop)

o

賓現一歩手前で逃した婦選(軌｢自由公論｣8月

7 5

〟

婦人参政権が与えられる迄(同, ｢婦人と選挙｣

イ3

婦人参政権醤得の歴史的意義(伊藤康子,日本福

婦人参政30周年記念婦人参政関係資料集(同,昭
50, 76p)

7 6

昭29, 13p)

51, 24p)

｢中間派｣婦人同盟に関する覚え書き(石月静枚,

ホ1婦人参政権の理論と賓際(ジョゼ7･パルテルミ

｢歴史評論｣ 5月号, 1978, 16p)

イ著,星野辰雄訳,白水社,昭6, 265p)

オ1七十年前の女子参政権問題論議(尾佐竹猛, ｢世

マ1婦人参政と政治の更新(松本君平, ｢女子の世界｣

界｣ 2月号,昭21, 15p)

拾意月観,大11, 3p)

婦人参政権講話(大石兵太郎,高志書房,昭21,

マ2

32p)

第7号,昭45, 38p)

ム1婦人参政権運動前史(村田静子, ｢前衛｣10月号,

昭35, 356p)

コ1関東婦人同盟と婦選獲得共同委員会について(児

197l, lop)

モ1婦人参政権論(森口繁治,政治教育協骨,昭2,

玉勝子, ｢歴史評論｣ 3月号, 1975, lop)

平民杜の婦人たちによる治安警察法改正請願運動
について(同, ｢歴史評論｣ 3月号, 1977, lop)

/,

316p)

ヤ1婦人と参政(山高しげり,有隣堂,昭21, 37p)

日本婦人団体聯盟について(臥｢歴史評論｣ 7

ヨ1近代日本女性史(2)婦人参政権(書見周子,鹿島出

月号, 1979, 9p)

〝

版会,暗46, 331p)

婦人参政権運動小史(同,ドメス出版,昭56,

ル1米閲婦人は婦選を如何に行使しているか(ルディ

312p)

"

婦人公民権案の推移‑とくに第五十九議会の審議

を中心として(松山治肌｢駒沢大学法学論集｣

カ1普選と婦選の通るまで(嘉治隆一,公明選挙連盟,

I,

婦人の一票が政治を変える一婦人参政権行使30周

年記念大会の記録(大会実行委員会編,編者,昭

祉大学｢研究紀要｣ 30号, 1979, SOD)

オ2

婦人参政20周年記念婦人参政関係資料集(婦選会
館編,編者,暗40, 79p)

〟

号,昭24, 3p)

イ4

女子参政昼中模(柳浪子稿,金泉堂,明22, 327p)

ソグトソ述,村岡花子通汎｢講演｣ No.94,昭

戦後対策婦人委員会について(同, ｢歴史評論｣

4, 5p)

3月号, 1982, 6p)

シ1女性日本人(婦人参政戟

第1巻第1競,大9,
1‑2

180p)

シ2

普選三十周年婦人参政十周年記念論文(自治庁

カ1好適獲得同盟の成立と展開(鹿野政直, ｢日本歴

編,昭30, 32p)

I,

史｣ 12月号,昭49, 18p)

普選三十周年婦人参政十周年記念録(臥昭31,

U

167p)

シ1女性同盟1号〜12号(大9. ll‑ll. 1･5号

ての一考察(白石玲子, ｢阪大法学｣第110号,昭

欠) (新婦人協合,合本1)

54, 38p)

シ2

普選から婦選へ(閲口泰,ロゴス書院,昭3,

(婦選獲得同盟,合本6)
71婦人参政同盟合報1号〜9号(大14‑昭8, 9

249p)

/!

ファシズム下の婦人運動一婦選獲得同盟の場合
(臥三省堂･近代日本の国家と思想中, 1979,21p)

シ3 1920‑1930年代日本における婦人関係立法につい

セl

帰還運動

婦人と選馨(同,朝日新聞敵,昭20, 56p)

女性展望10巻〜15巻(昭11. 1‑16. 8完)

冊完)
‑

7

一････

l
72

参政権問題･婦選運動･選挙関係

婦選1巻〜9巻(昭2. 1‑10. 12完)(婦選投

盟,昭42, 56p)

得同盟,合本7)
73

U

ストップ･ザ･汚職議員!市民運動の記録(市

イ2

理想選挙ものがたり(市Jrr清軌時事通信払昭

イ4

国民必携選挙読本(伊集院兼清編,講演の友紅,

婦人問題研究所々報1号〜14号(昭17. 12‑20.

川房枝,新宿書房,昭55, 205p)

2完)
74

婦人界展望1号〜29号(昭29. 7‑31. 12完)

46, 238p)

(婦人間者研究所,合水l )
〝

〟

30号〜41号(昭32. 1‑32. 12完)

昭10, 96p)

ウ1立憲自治の本義‑迷夢粛正の考へ方(宇賀田順三,

(婦選会館,合本1)
〟

婦人展望

42号〜76号(昭33. 1‑35. 12完)

清水書店,昭12, 316p)

ウ2

(同,合本1)
〟

''

77号〜280号(昭36. 1‑53. 12完)

18p)

オ1大阪府における性別年令別投票率の研究(大阪庶

(同,合本7)

7 5

婦選接待同盟本部日記(大14‑昭15完)

//

婦選獲得同盟倉報1号〜21号(大14‑解8, 17

選挙管理委員会,昭41, 33p)

オ3

立憲的忠君愛国論(大島正徳,遊撃粛正同盟合,

オ4

各政麓大演説集(大阪毎日新聞社,昭3, 127p)

冊完)
U

昭10, 37p)

婦選獲得同盟合計仕謬帳(大14‑暗15, 15恥完)

〝

婦人問題研究所日記(昭15‑17 ･ 29‑35, 14冊)

77

婦選･女性展望目次集1巻1号〜15巻8号(昭

カ1鹿児島県民の政治意識と明るく正しい選挙運動の
効果について(鹿児島県選挙管理委員会,昭41,

2‑16,合本1)

ホ2

母性保護聯盟合報

247p)

3号〜6号(昭10. 9‑13.

キ1京都市民の政治意識(京都市選挙管理委員会,暗

1, 4部完)

''

選奉粛正と婦人の力(潮恵之軌新政敵,昭11,

45, 58p)

母性保護1巻1号〜2巻8号(昭13. 9‑14.

キ3

10) (母性保護聯盟, 12部完)

戦後捻選挙における投票行動(上) (京極純一, ｢思
想｣ 8月号中,昭35, 呈op)

ク1英国総選挙と婦人(葛岡常治,虹合教育協倉,宿
1‑3

4, Sip)

選挙関係

コ1選奉粛正について(小山松音速,中央報徳合,暗

ア1普選の常識(朝日新聞社政治部稲,岡Jit,昭2,

10, 35p)

104p)

72

比例代表の話(同上,曙5, 189p)

ア3

民主選車大観(朝日新聞社編,同Jit,昭21, ユlop)

ア4

市民意鼓と投票行動一団地住民の選挙意識を中心
に‑ (愛知県選挙管理委員会鼠

コ2

選挙療正を中心として見たる英米両国に於ける腐

U

敗防止法(公明選挙連盟,昭28, 54p)
第29回総選挙を中心とした公明選挙に関する政見

o

明るい政治のために一三党代表討論会(臥昭36,

^'

公明選挙の実意一世論調査結果の概要(同,曙37,

''

第32回総選挙の実態に関する世論調査の抜すい

〝

第32回総選挙テレビ政見放送の視聴実態と意向

集(岡,昭36, 33p)

編者,暗43,

166p)

38p)

ア5 "70年"の課題一総選挙に備えて‑ (明るく正しい
選挙推進全国協議会編,編著,昭44, 60p)

〃

122p)

明日の選挙一婦人の活動に期待する‑ (同上暗
45, 90p)

(同,昭45, 18p)

イ1守られる公明選挙‑イギリス総選挙を現地にみる
(上)‑ (市Jlr房橡. ｢朝日ジャーナル｣昭34. 10.

(岡,昭35, 69p)

25号中, 3p)

''

//

違反なき音挙を可能にするもの‑イギリス総選挙

コ5

公明選挙標語(軌昭35, 69p)

コ6

公明選挙‑ソドブック(同,昭35, 209p)

を現地にみる(下)‑ (臥｢朝日ジャーナル｣昭

コア

34･ ll. 1%*, 3p)

コ9

総選挙と金(同, ｢朝Elジャーナル｣昭36. 5. 7

110p)

コ10

号中, lop)

U

選挙資金および政治資金(同,国民政治研究金

I,

政治資金規制問題の解説(同,日本婦人有権者同

公明選馨の運動事業概要(同,暗27, 137p)

公明選挙の実態‑世論調査結果の概要(岡,昭33,
昭和37年公職選挙法改正と新聞論調(同,昭38,
130p)

コ11昭和38年統一地方選拳をめぐる新聞論調(同,宿

将41, 39p)

一･

38, 596p)
8

‑

Ⅰ参政権問題･婦選運動･選挙関係
･'

第6回統一地方選拳と有権者(同,昭42, Sip)

コ14
コ17

昭17, 230p)

公明選挙推進十年の前田多門先生を偲ぶ(五葉会

セ8

席,編者,昭37, 64p)

セ10

選挙例規集(東京都選挙管理委員会,昭27,234p)

昭和26. 4

Elでみる選挙のあゆみ(国民参政85周年･普選50

周年･婦人参政30周年記念会編,編者,暗50,

会,昭27, 294p)

セ11選挙制度審議会(第一次)総会及び公聴会議事速
記録(選挙制度審議会,昭36, 492p)

80p)

コ18

普選運動秘史(小泉又次郎,批評柾,昭2, 155p)

コ19

選挙(小林直樹,篠原一,仙正夫,岩汲書店,
1960, 188p)

タ1新有権者諸君に告ぐ(田揮義錨,東京市役所,暗
15, lop)

/!

経選馨を意義あらしめよ(同,選挙粛正中央聯

普選第‑回戦(田子‑民編,似鳥書次,昭3,43p)

中央教化困捜聯合食と蓮華粛正運動(中央教化囲

シ1参議院議員選挙法の解説(付)拡大された公職追

盟,昭12, 16p)

放令(自治研究会,暗22, 134p)

タ3

シ4

選管十周年記念誌(自治庁,昭31, 124p)

チ2

シ5

選挙制度七十年記念行事の記録(自治庁選挙局,

〝

〝

選挙年鑑(自治庁選挙乱

昭28, 200p)

選挙管理委員会編,昭44, 186p)

昭和30. 4地方選挙結果調(同,昭31, 500p)

U

昭和42. 4地方選挙結果調(自治省選挙局,昭43,

ト3

選拳粛正提要(同,昭10, 142p)

ト4

衆議院議員絶選車統計上巻一神田,本所,世田谷‑

o

東京市第一次選撃粛正運動経過概要(同,昭11,

290p)

シ9

鮭聯合食編,編者,暗l°, 8lp)

ト1選挙に関する世論調査(第32回絶選挙) (東京瓢

昭34, 139p)

シ8

東京都知事選挙に関する世論調査(同,昭46, 91p)

倍和51. 12. 5,衆議院議員選挙(東京都各選挙

区)候補者開票区別得票数詞(東京都選挙管理委

(東京市役所編,昭11, 48p)

67p)

員会,昭52)

シ19

週報第27競･絶選挙特輪競(内閣印刷局,昭12,

71 5

46p)

ト8 東京都議会叢員選挙の記録(東京都選挙管理要具

セ1普選講座(関Fl泰,朝日新聞社,昭2, 364p)

選挙粛正中央聯盟趣意書(選奉粛正中央聯盟,昭

会,昭41, 261p)

ト9

帝都の固めに‑雨協合共同の盛大な衣食式(東京

10, 16p)

//

賓業愛市協脅,東京婦人愛市筋合編,昭12, 94p)

大分県に於ける選挙粛正運動(伊藤末尾,選馨粛

ト10

衆議院議員絶選撃に於ける選挙公報に現れた諸相
(選挙粛正中央聯盟,昭12, 22p)

//

選拳粛正第二次運動計葺の大要(同,昭10, 20p)

//

大分市に於ける愛市運動(松原一彦拓,選挙粛正

272p)

/y

府合議員絶選馨を控へ選挙粛正と婦人の立場(東
京府選撃粛正宋行部編,昭11, 8p)

ト11栃木県議会議員選挙の記録(栃木県選挙管理委員

中央聯盟,暗13, 243p)

会,昭42, 231p)

セ5

組合議員の選聾粛正(臥

セ6

選撃は粛正出来るか(永田秀次郎述,同,昭10,

岡,曙11, 69p)

ト13

//

〝

選拳粛正部落憩談合の開き方(選奉粛正中央聯

U

第69帝国譲合選奉粛正に関する論議抜葦(松原一

ト14

セ7

ナ1新地方制度と地方選車(永江一夫,日本社会新開
事業部,昭21, 124p)

ナ2

改正選拳法令質疑並判決例(内務省警保局編,昭

府解合議員選畢粛正運動の基本方策(同,昭14,

ナ5

選車粛正の精神(内務省崩,昭10, Sap)

4p)

ニ1選挙模範演説集(候補者専用) (日本社会党編,

11, 394p)

p)

〟

p

普選に依る最初の市禽議員選車(東京市政調査倉
編,編著,昭2, 101p)

第二次選挙粛正の諸批判(同,昭11, 161p)

選拳粛正自治振興婦人協議合要項(同,昭12, 13

選拳粛正運動の愚策と国家粛正の対策(頭LLr満,
今泉足助,葦浄耕次郎,著者,昭10, llp)

ト15

彦編,選畢粛正中央聯盟,昭11, 31p)

粛正美談(選畢粛正中央聯盟,昭11, 35p)

市を愛せ(東京愛市聯盟編,昭12, 16p)

109p)

盟,昭10, 38p)

〟

統芝居

東京に於ける愛市運動(東京愛市聯盟編,昭12,

48p)

//

選拳粛正運動の概況(第20回昭和12年執行衆議院
議員絶選挙) (東京府選挙粛正焚行部編,昭12,

正中央聯盟,昭10, 61p)

//

東京都における選挙管理の概観(東京都選挙管現
委員会編,昭31, 172p)

ス1英瑞選撃ボスタ‑隻(朝日新聞蔽,昭2, 86p)

セ4

地方選挙結果調(全国選挙管理委員

昭和16 ･ 17年度選馨粛正中央聯盟事業概要(同,

昭35, 56p)

Ⅰ参政権問題･婦選運動･選挙関係
ニ2

日本人の政治意識と投票行動甘こついての調査研究

〃

大東亜戦寧完遂翼賛選畢貫徹運動基本要綱解説

(日本情報システム研究所編,昭52, 399p)

(同上,同上,昭17, 7p)

7 1衆議院議員選拳法中改正法律制定過程(昭9. 6.

〟

最近に於ける町村合慕員選率の宋際(同上同上,

22公布) (藤浮正則,著者,昭10, 202p)

昭11, 31p)

7 2

婦人の市民意鰍こついての調査(矧動省婦人少年

/'

婦人の投票に関する世論調査‑東京都23区‑ (婦

''

選孝の倫理化(岡上,同上,暗17, 24p)

マ2

局,昭26, 36p)

人参政十周年記念行事実行委員会残務整理委員会

‑葉の力(前EEl多門,選馨粛正同盟合,昭10, 46
p)

ミ1参政権と選挙(宮沢俊義,岩波書店, ｢世界｣ 1
月号中,昭42, 14p)

蘇,昭33, 45p)

同上‑昭35. ll.

20衆議院議員選挙‑ (婦人問題

研究所編,昭36,

60p)

同上一昭38. ll.

21衆議院議員選挙一(婦選会館

モ1公民教育読本1‑5 (文部省社食教育鼠昭20,
5冊)

ヨ2

一般人の選挙運動(横山正一,選挙粛正中央聯

編,昭39, 74p)
同上一昭42. 1.

盟,昭12, 12p)

29衆議院議員選挙一(同,昭42,

88p)

'!

公民の元服式(同上,同上,昭15, 36p)

リ1理想選挙普及会会報1‑16 (同会,昭34‑46, 16

同上一昭44. 12.

27衆議院議員選挙‑(同,昭45,

54p)
同上一昭47. 12.

10衆議院議員選挙‑(軌

昭48,

部)

A,

理想選挙推進市民の会々報(同会昭46‑現在)

o

昭35･ 11･ 20

n

昭37･ 7･ 1参議院議員選挙の費用と37年の政党

62p)

/'

算(同上,昭36, 193p)

同上一昭51, 12･ 5衆議院議貞選挙‑(婦選会館･

民主政治をたてなおす市民セソタ‑蘇,昭51, 60

等の政治資金と会社の政治献金(岡上,昭40,
110p)

p)

U

男女有権者の投票に関する世論調査一東京都23

1) 2

区･26市,昭55･ 6･ 22衆参同日選挙‑ (市川房

/,

究所,昭29, 56p)

''

理想選挙ふたたび勝つ(同上,同上昭34, 52p)

センター編,昭55, 45p)

i,

第三回理想選挙の勝利(市JrT房枝推薦会残務整理

投票行動からみた婦人の政治意識(市川房枝･児

委員会編,昭40, 54p)

〃

府県会規則制定百年記念誌(全国都道府県議会議

広がれ市民の理想選挙(市川房枝さんを推薦する

//

理想選挙勝利の記録‑市川房枝氏全国区第‑位当

会残務整理委員会編,昭49, 67p)

へ1 1972年衆議院議員選挙における平和で豊かな日本
をきずく会の政策と宣伝(同会編, 1973, 96p)

選(同推薦会残務整理委員全編･発行, 1980, 52

ホ1憲政の試鎌と選拳の粛正(報知新聞社政治部厨,

p)

//

河出書房,曙ュo, 78p)

選馨は園家の一大事(穂環重遠,社食教育協倉,

理想選挙までへの歩み‑連続三回婦人議員を市議

会に送る(長野県更埴市婦人と政治学習会,婦選

昭10, 43p)

ホ3

第四回理想選挙の記録(岡上,昭46, 5fip)

〟

長会編,昭53, 259p)

ホ2

理想選馨の一例(市川房枝推薦会編,婦人問題研

枝推薦会･婦遵会館･民主政治をたてなおす市民

玉勝子,輿論科学協合,昭39, 9p)

7 5

衆議院議員総選挙の選挙費用総決

会館,昭46, 41p)

六百寓市民の熱意に期待

帝都の愛市運動(堀切

/!

理想選挙の記鐘(藤田たき推薦会残務整理委員会

/!

理想選挙の記録(森永かおる,理想選挙普及会,

善次郎,東京愛市聯盟,昭12, 22p)

編,発行,昭31, 32p)

7 1第69回帝国高倉選奉粛正に関する論議抜華(松原
一彦編,選馨粛正中央聯盟,昭11, 31p),B

昭38, 32p)

Jy

昭和10年度選畢粛正中央聯盟事業概要(同上同

〟

昭Il･ 2. 20

o

上,昭11, 267p)

衆議院議員放選畢全国棄権調べ(同

上,岡上,昭11, SOP)

〟

第二次選挙粛正の諸批判(同上,同上

昭11,

16lp)

^'

町村禽議員の選馨一濠選合と推薦昏(同上同上
昭11, 65p)

‑

】0‑

理想選挙の記録(蓬EElヨウ,同上,昭42, Sip)

Ⅱ

婦人団体関係機閑誌(蘇)及び資料

聯合女子青年圏鹿閑話,社食教育協合,暗6 ‑16,

83冊,欠号あり)

I

婦人団体関係機関誌(紙)及び資料

シ3

女子青年

シ4

助産の友

第24巻第2競〜9暁(大日本女子青年

囲編,赦合致育協合,曙16, 8冊)

I‑l

過去の婦人団休

ア1愛闘婦人

No.1‑No.12 (愛国婦人敏

昭6‑7,

シ5

12冊)
//

(/

第29競〜67戟(同上,昭9‑ll, 6冊)

//

''

第94戟〜105競(同上,昭14, 11冊)

//

/'

第107戟〜117親(同上,昭15, 11冊)

〟

ト1同方

第118競〜130戟(同上,昭16 ･ 17, 13冊)

第7戟〜11戟(大日本女草食,明34, 5冊)

カ1家庭

創刊艶,第2巻第11磯,第3巻第7暁(大
日本聯合婦人合,昭6‑8, 3冊)

''

第7巻第8, 10, 11賂第8巻第1‑12競,

''
/y

〃
''

東京婦人倉飽食報

ト3

東京日韓

(昭14‑18, 53部)

敵

ニ1

第11巻第1境〜7競(岡上昭16, 6冊)

日本婦人

教育女性

/!

昭6‑10, lo柵)
昭11, ll

冊,欠号あり)
創刊競〜第2巻第12親(全関西婦人聯合食,

//

(!

第3巻第1競〜12戟(同上,大15, 12冊)

I,

/,

第4巻第1洗〜第14巻第1暁(同上,昭2

大13‑14, lo仲,欠号あり)

‑12, 89冊,欠号あり)
昭12, ll

72

婦人と市町村1着1号(婦人市政研究合,昭5,

昭13, 9

73

婦人の天地

昭14, 12

74

昭15, 12

ホ1ホームニエオソ

冊)

第14巻第1競〜12硫(同上,

24p)

冊)

第15巻第1戟〜12貌(同上,

昭16, 10

さゝれ

シ1

女富合

第18巻第1戟〜第19巻第11競(岡上,

1月･11‑12月合併号(同上,発行日

みさを

379既(陸海軍将校婦人脅,昭16, 1冊)

第8暁〜46戟(力行婦人合,昭8‑12,

ユ1友愛婦人(1)第1暁〜4競(覆刻･友愛合婦人部

第11競〜357競(至誠合,暗2‑17, 182

/!

// (2)第5竜虎〜10戟(同上,大6,合本1)

I,

/, (3)第3巻第1統〜6貌(同上,大7,

横閑話,大5,合水l)

冊)

虞女の友

〝

不明, 2部)

ミ2

12冊)

シ2

更生第1競〜第9巻第12戟(家

ミ1民主婦人11娩(民主婦人聯盟, 1949, 1部)
〝

昭17･ 18, 21冊)

サ1

陸軍認可済,第83班(大日本EZl防婦人

庭組合,昭9‑17, 88冊,欠号あり)

冊)
/!

婦人国防

昏関西本部,昭14, 1冊)

冊)

第17巻第1戟〜12暁(同上,

第1巻第6･8･9･10競(大阪市

婦人聯合食,大15, 4冊)

価)
第16巻第1洗〜12J!虎(同上,

第2巻第2競〜19親(同上,昭19, 9

7 1婦人

冊)

//

第1巻第8競〜第2巻第1競(同上,
昭18‑19, 6冊)

第7巻第5鍍〜第11巻第12競(同上

集13巻第1競〜11競(同上,

第63競〜98貌(大日本院

第1巻第2号虎〜7硫(大日本婦人合,

〝

第3巻第5賂第4巻第4錬(同上

第12巻第1競〜12鶴(同上,

陸軍認可済

昭17‑18, 6冊)

〟

〟

昭2･3, 2冊)

o

//

第1巻第1親〜第2巻第12戟(全

国小畢校聯合女教員1乱大14 ･ 15, 12冊)

かがやき

第2戟〜4競(大日本婦人倉東京府支

将18, 3部)

日本婦人

第10巻第2竜虎〜12競(同上暗15, lo柵)
〟

第1年第2戟〜第5年第11昧

防婦人合,昭14‑17, 22冊,欠号あり)

第9巻第1竜虎〜12焼(同上昭14, 1冊)

キ1 1ト畢校女教員

〟

第13巻第9競〜第15巻第12戟(日本赤十字

面上看護婦同万骨,昭15‑17, 28冊)

(同上,昭12･13, 15冊)

p

第2暁〜16耽(昭17‑18, 15

ト2

第4巻第1競〜第11戟(同上,昭9, 10冊)

'!

第6号〜11号(暗12‑17, 5冊)

部)

オ1をんな

'!

り)

タ1大日本婦人合食報

'!

b

第5巻第8競〜第7巻第3貌(大日本

七1清和婦人合食報

第68碗〜80競(同上,昭12, 12冊)

第81競〜93競(同上,昭13, lo柵)

//

女性往来

聯合女子青年圏税関誌,昭12‑14, 16冊,欠号あ

〟

o u

曙8年1月暁〜18年12月額(東京府産

婆倉, 107冊,欠号あり)

第14巻第1競〜第24巻第1競(大日本
‑ll‑

合本1)

孔
ヨ1四谷匡婦人昏々報

婦人団体関係機関誌(紘)及び資料

第1回〜88回(昭3‑17, 23

レ1聯合婦人

第1競〜第141暁(東京聯合婦人合,

第1号(全国未亡人国体協議合,

暗26, 1部)

//

昭3‑17, 111冊,欠号あり)

や1

年会,昭21‑25,綴込4)

セ1全未協だより

冊,欠号あり)

労農附錬婦人版(琴農政,昭3, 4部)

おとずれ

第18号〜32号(同上,昭35,綴込3,

欠号あり)
〟

全未協通信

No. 1‑18 (同上,昭41‑44,嶺込

5,欠号あり)

Ⅰ‑2
7 1

現在の婦人EZl体

セ2

茜17号〜47号(独身婦人連盟,昭48‑55,SO仰,

若干欠号あり)
イ1石川女性懇話会ニュース

オ1桜楓新報

全国農協婦人だより

ソ1

総評主婦の会

婦人組織協議会,昭30‑55,綴込7,欠号あり)

タ1

おきなあ婦連新開14号〜95号(沖縄婦人連合会,

沖縄の婦人

カ1看護総目次
看護

創刊号〜6号(同社, 1965, 5曽B)

第1巻第1号〜第9巻第12号(日本

会報

ト1東京YWCA

ト2

第1号‑10号(全国婦人相談員連絡協議会,

ニ1

カ4

骨報

第18号〜第41号(日本家庭生活問題研

//

第47班〜354暁(友の新聞発行所,昭29

第1号〜10号(売春対策国民協会, 1968‑

〟

第13号〜第269号(革の実会,昭31‑56,

日本女留合食員名簿(日本女官合難読夜行所,昭
日本女医会誌

第8号〜49号(日本女医会,昭37

ニ3

日本婦人科学者の会ニュース

ニ4

El本婦人教室だより

No. 1‑49 (1958

‑1980,綴込7,ほぼ完)

201冊,欠号あり)

つ1子殺しを考える会々報(1976‑1979,綴込4)

シ1女子青年界

第38競〜第116競(日本女習合,

‑47,綴込8,欠号あり)

1972, 9部,欠号あり)

ク1草の実

日本女啓舎雑誌

12年12月調, 1冊)

究協会,昭44‑50, 16部,欠号あり)

第10巻第7鍍〜第39巻第2戟(基督

敦女子青年合日本同盟,大2‑暗17, 85冊,欠号

第10号〜89号(日本婦人教

室の会,昭36‑43,綴込4,欠号あり)
//

あり)

日婦だより

第90号〜190号(日本民主婦人の会,

昭44‑56,鋳込12,欠号あり)

シ2

助産婦

ツ3

主婦連たより

第12巻第5暁〜第34巻第10競(日本助産

ニ5

第3号〜第387号(主婦連合会,宿

‑ 1母親しんぶん

消費の道しるべ

シ5

主婦同盟ニュース

3号〜80号(消費科学連合会,

イカく母の会ニュース

‑4

売春問題ととりくむ会ニ3.‑ス

第200号〜495号(平和ふじん新

7 2

東京婦人矯風合雑誌

第査読,第三十一戟(岡倉,

明21,明23, 2冊)

第496号〜1465号(新日本婦人の

･'

婦人矯風雑誌

第八戟(婦人矯風雅語事務所,明

27, 1冊)

会, 1962‑1981,持込21,ほぼ完)

No.12‑

7 3

69 (同会, 1971‑1980,顧込6,欠号あり)

女性新聞

No. 1‑35(昭

48‑1981,綴込4)

聞社,昭32‑1962,滞込4,欠号あり)

侵略‑差別と闘う7ジア婦人会議会報

No,68‑121 (昭44‑1981,

綴込13)

第83号〜142号(日本主婦同

盟,昭51‑55,嬢込5,ほぼ完)

新婦人しんぶん

第95号〜293号(日本母親大会連絡

‑2

暗36‑46, 65部,欠号あり)

平和ふじん新開

第20号〜178号(1968‑

会,綴込17,ほぼ完)

24‑56,顔じ込み24,ほぼ完)

シ4

日本看護協会ニュース
1981,綴込9)

婦会,昭33‑55, 257冊)

シ10

友の新聞

昭5‑18, 67冊,欠号あり)

曙36‑46, 8冊,欠号あり)

シ9

第52号〜304号(東京キ1)スト教女

‑56,綴込18,欠号あり)

家庭生活

〝

第65戟〜112競(東京基督教女子青年合,

昭9‑14, 43冊,欠号あり)

子青年会, 1960‑1981,繰込22,欠号あり)

6巻3号〜32巻13号(同上,昭29‑55,299

カ3

シ6

50号〜123号(大学婦

人協会, 1963‑1981,顔込9,欠号あり)

冊)

カ2

第5号〜235号(日本労働組合総

大学婦人協会会報J AUW

チ1地の塩

看護協会出版部,昭33, 48p)

〃

第45号〜180号(全国農協

評議会, 1960‑1981,綴込19,ほぼ完)

1958‑1965, 73部,欠号あり)

オ3

セ3

第31号〜352号(桜楓会,昭31‑55,

238部,若干欠号あり)

オ2

1号〜9号(全国退職婦人

教職員全国連絡防議会, 1969‑1972)

1号〜8号(昭52‑53,

8部)

全国退婦教ニュース

婦人新報

第230竜虎〜964暁(日本基督教婦人矯風

会,大5‑1981, 599冊,欠号あり)

第1暁〜第145競(日本基督教女子青
‑

74
12‑

婦国連ニュ‑ス

No.72‑74 (日本婦人団体連合

Ⅲ
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会, 1966, 3冊)

〟

婦人通信

負部,昭16, 406p)

通巻77‑100(同上,昭42‑56, 183冊,

オ2

ほぼ完)
7 5

政翼賛脅,昭18, 45p)

婦人時報

第12号〜31号(東京都地域婦人団体連

カ1現代婦人百科(河崎なつ他漏,菅生杜,昭14,

盟,昭2B〜30,綴込1,欠号あり)
/'

''

350p)

第94号〜337号(同上昭36‑56,鋳込

21,ほぼ完)

76

婦人民主新聞

婦人しんぷん

婦人と平和

曙26‑55,綴込13,欠号あ

カ4

決戦下に於ける大日本婦人合の使命(川西宴三講

版敵,解17, 331p)

述,大日本婦人合本弘田18, loop)

生活社,昭15, 162p)

ク1隣組読本(熊谷次郎解,非凡園,昭15, 103p)

ク2

婦人問題患話会合報

No. 1‑12 (1963‑1965,

新日本婦人同盟合報

聯盟,昭14, 80p)

臨時競〜三貌(昭20‑21,

3部完)

191p)

〟

婦人有権者

第‑親〜第5巻第8戟(新日本婦人

婦人有権者

コ6

戦時職業女性讃本(甲府商工合議所編,昭17,

コ8

全日本の母性に望む(厚生省線力局鼠

食,昭18, 68p)

第6巻第1競〜第36巻第13号(日本

50p)

婦人民主クラブ連絡ニュース(色部百合子気仇
1970, 1部)

〟

婦民新聞

714

婦人なごや

サ1戦時家庭生活建設産談合記録(佐藤猛編,京都市
役所,昭16, 49p)

第30号〜201号(名古屋市地域婦人団

体連絡協議会,昭41‑55,綴込12,欠号あり)

サ2

動労と結婿(滞井浮,健文献,暗19, 152p)

サ4

高き道標一家庭教育日誌(佐藤洋二,大東亜公論

第24号〜123号(日本看護連盟,昭38‑

49,頒込10,欠号あり)

ワ1 YWCA

昭14,

14p)

第1号〜第394号(婦人民主クラブ再建

連絡会, 1970‑1981,綴込12,ほぼ完)

レ1連盟通信

同上昭19, 272p)

決戦下女性風俗維新(小島光枝編,皇道婦人聯合

婦人有権者同盟,昭26‑56,鰐込31完)

712

働く女性の生活指導(岡上

コ2

同盟,昭21‑25, 29部完)

〝

軍国の母の姿(軍事保護院,国民精神絶動員中央

コ1働く女性の食生活(近藤とし子,協和書房,昭17,

9部,欠号あり)

〝

国民食祭義献立365日(加藤俊子,早稲田国書出

キ1ナチス女性の生活(アソ･マリー･キーファ‑,

り)

710

カ3

第1巻第1ち虎〜29号(婦人図際平和

自由連盟日本支瓢

7 9

生活更新の莱(鹿兄島牒鼠昭12, 71p)

第12号〜358号(日本婦人会議,昭

38‑1981,綴込18,欠号あり)

78

カ2

第7号〜1773号(婦人民主クラブ,

昭21‑1981,綴込36,欠号あり)

77

戦ふ女性一女も働かねはならぬ‑ (奥むめお,大

社,昭18, 330p)

ス1隣組と常食(企画院調査官鈴木嘉一,誠文堂新光

第81号〜364号(日本車1)スト教女子

社,昭16, 277p)

ス2

青年会,昭33‑1981,歳込21,ほぼ完)

農村共同炊事の資際(鈴村鰻市,泰文館,昭19,
162p)

セ1戦ふ世界の女性(瀬川敏子,時代社,昭18,262p)

Ⅲ 戦時中及び占領中の婦人関係

セ2

図書･資料

決戦に虞する男女学徒の道(樺花挙国出版部,
｢生活と教義｣特輯号,堵18)

タ1新生活と服飾(大政翼賛合文化部霜,翼賛固書刊
71翼賛女性読本働く女性の結婿(秋田光二,新興蚕

行骨,昭17, 226p)

',

紙, 439p)

イ1戦時婦人読本(市Jll房枝編,昭和書房,昭18,

タ2

女子勤努指導要綱(大EE本産業報国倉編,昭19,

タ3

撃閲の大理想,国債と日本婦道(河野省三講述,

U

姫産婦の保健(大日本婦人食前,閲民固書刊行骨,

タ4

女性非常時読本(大日本聯合婦人禽･大日本聯合

タ5

戦時お墓所学校教本第二輯(大日本婦人昏東京市

355p)

イ2

女子勤労動員促進要綱(同上,僻18, 5p)

78p)

戦ふ銃後女性語(池田さぷろ,散華館,昭18,
279p)

大日本婦人倉本部,昭18, 72p)

イ3

新渡御下女性教養El記(伊藤きみ子,日本教育合,

イ4

結婿新陸側(石田博英･高野善一肌青磁赦,昭

暗16, 382p)

暗19, 63p)

19, 416p)

女子青年囲共編,社会教育骨箱,暗8, 88p)

オ1市民生活新旺制運動(柏原昇編,大阪市役所総勢
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支部,昭18, 44p)

U

戦時お墓所畢校講座指導要項(同上,昭18, Top)

タ6

日本女性読本(高嶺芳次郎,昏々堂書店,暗17,

Ⅳ

婦人関係単行本･資料等

319p)

テ1軍団家庭浪本締めよこゝろ(帝国在郷軍人合本
Ⅳ‑I, 1婦人年鑑

部,軍人合館出版部,暗14, 124p)

ト1家の道‑文部省戦時家庭教育措導要項‑ (戸田貞

イ1戦後婦人界の動向(市川房枝監修,婦選会館出版

三,中文館,暗17, 254p)

ト2

部,昭44, 189p)

隣組婦人東本(東京府経務部振興課編,昭16,

ケ1現代婦人運動史年表(三井蔭子編,三一書房,昭

130p)

7･ 3

38, 260p)

婦人は国家の整備員(東京府国民楕紳絶動員賓行

サ1女性の年鑑(坂戸公顛･紅露みつ編,学風書院,

部,嘱12, 18p)

7. 4

昭36, 219p)

隣組常食記録縛(東京市, 40p)

7. 5

U

女子農村勤労動員(遠矢一,岩波書店, ｢教育｣

学風書院,昭40, 366p)

10月号,昭18, lop)

ナ1

女性の年鑑(人名薦) (坂戸公鮫･山口栄子編,

シ1女性事典181(日外アソシエーツ編, 1981, 290p)

航空と女性(中正夫,越後屋書房,昭18, 225p)

7 1婦人年鑑

こ1戦時婦女訓(苦瓜恵三郎,健文政,昭18, 392p)

3冊)

こ2

戦牢と結鯨(西牟田童雄編,牧書房,昭17,317p)

ニ3

女性と戟革生活(嘩)日虎三,船場書店,昭18,

〟

婦人年鑑

413p)

ナチスの女性(波多野繁威,紙硯社,昭17,196p)

‑2

白い戦寧(秦賢助,鶴書房,暗19, 270p)

7 2

女性年鑑(婦人文化協合編,経文社,昭25,408p)

7 3

婦人界の動向(婦人問題研究所編,文於監昭19,

7 4

婦人自書1975‑1981 (日東婦人団体連合会編,

302p)

日本女性の書(平林治徳,積善館,昭16, 332p)

7 1働く女性と生活(古谷綱武,時代赦,昭18,237p)
7 2
73

5冊)

戦ふ塵村婦人(古瀬停癌韓,集文館,昭17,256p)
決戦下のドイツ婦人(イ/I,ゼ･プレッシュリーベ

Ⅳ‑1, 2

高沖陽造訳,国際日本協合,昭18, 200p)
74

昭和11年版〜15年版(東京聯合婦人合,

5冊)

‑1

ヒ1

昭和23年版〜25年版(日本婦人新聞社,

7ァシスタの母(77)ア･ルイゼ･フィウミ,小

全集･講座

ア1新しい女性(4)女性の自由(阿部知二･石垣綾子責
任編集,河出書房,昭31, 240p)

山英次郎訳,博報堂,昭16, 173p)

オ1講座おんな(1)なぜおんなか(島本久恵他,筑摩

ホ1戦時の家庭経済(本位田群93,光生館,暗18,

書房,昭47, 263p)

224p)

ホ2

新生活の建設(報知新聞文化部編,人文開,昭17,

ホ3

El本の家庭(穂潰童遠講述,大日本婦人合本部,

〝

〝

(2)おんなの性(吉武輝子他,同上,

〝

〝

(3)結婿すべきか(富岡多恵子他,同

暗48, 240p)

288p)

上,昭47, 242p)

昭18, ヰop)

マ1

母性訓東本(松田友吉,清水書房,昭17, 294p)

マ2

皇国女壁(前田若尾,明治書房,昭16, 368p)

マ3

n u

(4)おんなと母のあいだ(小林佐智子
他,同上,昭48, 248p)

動静母性保護(牧賢一,東洋書館,昭18, 352p)

〝

〟

(5)おんなと仕事(山川菊巣他,同上,

〝

〝

(6)そして女は(多田道太郎他,同上,

昭48, 259p)

ミ1戦争と食粒(水野武克教育科農政,暗18,292p)
モ1隣組と家庭生活(文部省教化局,暗18, 83p)

昭48, 275p)

ヤ1女性の建設(山高しげり,三省堂,昭19, 309p)

ヤ2

戦撃と婦人室馴致(矢持輝治編述,マネジメント杜,

キ1講座近代日本女性のあゆみ(2)明治経新と女性の
夜明け(株屋寿雄,汐文社,昭51, 253p)

昭18, 190p)

ヤ3

交戦各国の女性生活(山口定雄,内外書見暗18,

ケ1現代婦人問題蕎匪(1)婦人政策･婦人運動(田中
寿美子他,亜紀書房,昭44, 324p)

289p)

ヤ4

結鱒新道(安井洋,広文堂,暗17, 239p)

U

〟

(2)婦人労働(大羽綾子他,同上,宿
44, 401p)

〟
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(3)農村婦人(丸岡秀子他,同上,昭
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〟

44, 396p)

o o

〟 (7)働く婦人の人間関係(寿岳章子,同

(4)家庭と社会(一番ケ瀬康子他,同

〝

〟

上, 1973, 225p)

〟

上,昭45, 385p)

/I (8)婦人論古典紹介(佐々木佳代他,

(5)婦人の学習･教育(羽仁規子他,

シ1女性の書第壷巻

同上, 1973, 293p)

ヤ1山川菊栄集(1)女の立場から(山川菊巣,岩波書

同上,昭45, 408p)

女性のための政治論(羽仁説子,

店, 1981, 304p)

三元杜,昭24, 204p)

p

//

第武巻

女性思想史(神近市子,同上,

Ⅳ‑2

昭24, 228p)

〟

〟

第八巻

女性の職場(新妻イト,同上,

ア1

〝

第拾四巻

72

女性史の明日をめざして一女性史のつどい報告集
なごや, 1977. 8 (愛知女性史研究会編,昭52,

未亡人(生田花世,同上,暗

24, 256p)

七1世界の女性史(大林太良他編,評論社,昭52‑53,
19冊)

こ1

日本婦人問題資料集成第1巻

人権(市川房枝編･

44p)

イ2

日本女性史(井上清,三一書房,曙24, 356p)

〝

現代日本女性史(同上,岡上,暗38, 260p)

イ3

海国女性史(生田花世,くろがね合校閲,大阪克

イ4

母性の歴史(伊両部敬子,新踏杜,昭17, 306p)

イ5

日本の女性史(伊藤康子,学習の友社,昭52,

誠私

解説,ドメス出版,曙53, 8㍊p)
//

/!

第2巻

政治(同上,同上,暗52,

888p)

〝

〟

〟

第4巻

労働(赤松良子編･解説,

ウ1歴史のなかの女性上下(ヴォルムセール著,閑義･
柾木恭介訳,青木書店,昭31‑32, 2冊)

教育(三井為友編･解説,

ウ2

同上,昭52, 935p)

p

/y

第5巻

〝

第6巻

〟

第7巻

教育社, 1980, 376p)

エ1

保健･福祉(一番ケ瀬康

子蘇･解説,岡上,曙53, 880p)
o

生活(丸岡秀子編･解説,

//

第8巻

〟

オ王

第9巻

女性史ノート(同上,朝倉書店, 1976, 254p)

日本女性費達史(大井田源太郎,刀江書院,宿
16, 456p)

思潮上(同上,岡上,昭

51, 679p)

o p

日本女性の生活と文化(遠藤元男,四海書房,昭
16, 368p)

同上,暗55, 816p)

u

世界の女性一幻影と現実‑ (ウルミラ･パドニ

ス,インディラ.マラニ漏,鳥居千代香訳,家政

家族制度(湯沢殖彦編･

解説,同上,昭51, 814p)

〝

僻18, 317p)

248p)

第3巻

同上,曙52, 855p)

n

史

ック著, EEI中寿美子訳,新潮社,昭51, 256p)

〃 第十巻 性の志向するもの(山本杉,同
上,昭24, 251p)

〝

性

アメリカ女性史(イーディス･ホシノ･アルトミ

昭24, 238p)

〃

女

オ2

日本女性美史(国威志,読切諌談敵,昭17,327p)

オ3

日本女性史(大井ミノブ･宮城栄昌編,吉川弘文

オ5

女の暮し‑相模原の女たち‑ (長田かな子,総合

オ6

奄美女性誌(長EEl須磨,農山漁村文化協会昭53,

オ7

｢家｣と女性の歴史(大竹秀男,弘文堂,昭54,

思潮下(同上,同上,昭
館,畷39, 301p)
56, 757p)

〃

〃 第10巻 近代日本婦人問題年表

出版,昭53, 27p)

(丸岡秀子･山口美代子編,同上,
昭55, 500p)

228p)

ノ､1働く婦人の講座(1)婦人の働く権利と民主主義

305p)

(柴田悦子他,汐文社, 1973, 274p)

〝

〟 (2)働く婦人の賃金もんだい(歌川悦子

〝

〝 (4)共働きのくらしと意識(かなぢ仲子

〝

〝 (5)恋愛･結婿と生きがい(田中美智子,

カ1婦人向上の史的考察(金子直‑,明治蘭書,大15,
481p)

他,同上, 1973, 278p)

カ2

日本歴史の女性(川崎庸之･佐山済編,御茶の水

カ3

女性を中心とした江戸時代史(加藤清q,畢術出

カ4

日本女性史1‑7 (笠原一男編,評論社,昭47,

著,同上, 1973, 228p)

書房,昭26, 338p)

同上, 1972, 233p)

〃

〃 (6)働く母の保育論(諏訪きぬ他,同上,

版社,昭11, 388p)

7冊‑めくるめく王朝の女･激動の世と女の京

1973, 273p)
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ク14

歓･彼岸に生きる中世の女･義理と人情に泣く
女･抵抗vL̲目ざめる女･近代女性の栄光と悲劇･

る会,三省堂,昭48, 292p)

タ15

近代の女性群俊一)
カ5

たたかう女100年(金森トンエ,世紀社,昭50,

日本の人脈

チ1支部女性生活史(陳東原著･村田孜郎訳,大東出
婦人運動(同上,昭46,読更新聞連載)

カ6

女性史研究

キ2

近世女風俗考(生月春軌東陽堂,明41, 47p)

第1集〜13集(家族史研究会編,共

キ3

近代日本女性史1‑7 (渋川久子他,鹿島出版会,

版社,昭16, 343p)

ッ1戦後信州女性史(辻村輝雄,家政教育社,昭53,
607p)

同体杜,昭50‑56)

ナ1日本女性史論(中川一夫,大日本国書株式倉赦,
大14, 454p)

昭45, 7冊‑教育･婦人参政権･文学･科学･青

ナ2

母の時代‑愛知の女性史(名古屋女性史研究会

ナ3

野の女‑明治女性生活史(永畑道子,新評論,

菜･美術･芸能‑)

キ4

風媒社,暗44, 352p)

女たちの近代(近代女性史研究会編,柏書房,昭

1980, 280p)

53, 338p)

ク1女性の戦後史一戦後20年と婦人の歩み一(国立公

ニ1日本女性史考(西岡虎之軌新評論社,昭31,310p)
‑1母権論(パッ′､か‑フェソ著,富野敬照訳,自換

民飽編･発行, 1970, 160p)

ク2

小作争議のなかの女たち一北海道･蜂須賀農場の
記録(高橋三枝子,ドメス出版,昭53, 210p)

299p)

･'

多摩のおんな一手づくりの現代史(多摩の女を綴

女性史を中心とした100年史年表(くにたち市民
大学女性史グ/レ‑プ,国立公民鼠

社,暗13, 241p)

･､ 2

昭45, 132p)

コ1

日本の女性文化(近藤忠義編,堀書店,昭18,520p)

コ2

戦後の上田女性史(小崎軍司,上田市婦人団体連

女から人間‑‑女性文化研究資料一党‑ (花園歌
子編,東京,昭6, 38p)

ハ3

紅と紺と‑日本女性史‑ (林星辰三郎編,朝日新

ハ4

日本女性史(原田伴蒼,河出書房,昭40, 283p)

ハ5

明治女性の政治志向と自立の精神一変革の時代を

聞社,昭41, 537p)

絡協議会,暗48, 445p)

サ1女性むかしむかし(さくらだくらぷ編,角川書店,
昭30, 214p)

サ2

日本の女性(三瓶孝子編,毎日新聞社,昭32,264p)

生きた有名無名の女たち‑ (原田清子, ｢月刊ペ

サ3

中世文学に現れた女性(阪口玄葦,文松堂,昭19,

ソ｣ 2月号,昭50, 12p)

サ5

日本青年史(桜井庄太郎,官報販売所,昭27,184p)

ヒ1日本女性の生活史(樋口清之,文人社,昭25,238p)

249p) .

U

恋文からみた日本女性史(同上,誌談社,昭40,

U

にっぽん女性史発梶(岡上婦人画報社,昭54,

ち‑ (女性体育史研究会編,日本体育払1981,

ヒ3

戦争と女性(日出学園高校歴史部編, 1981, 78p)

262p)

7 1吾国婦人思想の変遷(藤EEl徳私法律文化乱昭

229p)

シl El本女性史話(自柳秀軌千倉書房,昭9, 368p)
シ2

江戸時代の女たち(柴桂子,新評論社,昭44, 244p)

シ3

近代日本女性体育史一女性体育のパイオニアた

309p)

43, 27p, ｢群馬廃姫記｣所収)

ク1おんな日本史(高木健夫,鱒書見昭28, 322p)
タ2

女性日本史(龍屠松之軌章華社,昭10, 308p)

7 1近代日本女性史(福地重孝,雪華社,暗38,222p)

タ3

女性の歴史

マ1女性の歴史(松島栄一編,三一書房,昭33, 21lp)

上･中･下･続(高群逸私講談社,

マ3

暗29‑33, 4冊)

ク5

日本女性社食史(同上,真EE本社,昭23, 318p)

ク6

日本女性史(玉城襲,雄鶏社,昭23, 233p)

U

ミ1近代El本の女性(三井徳子編,五月書房,昭28,
231p)

ミ2

家と女の歴史(同上黒潮杜,昭31, 144p)

/'

新版世界女性史(同上,西田書風昭51, 321p)

〟

婦人の歴史(玉城肇,帯刀貞代他,理論社,昭31,

タ7

女性二千六百年史(高群逸枝,厚生閣周15,275p)

ク8

大日本女性人名辞書(同上,同上昭17, 6909p)

江戸時代の高級遊女(三田村鳶魚, ｢中央公論｣
2月号所収,大12, 17p)

ム1女性‑どう生きてきたか(村上信象青春出版私

173p)

タ9

富山の女(増田永惨編著,巧玄出臥昭51,279p)

昭32, 208p)

母系制の研究一大EI本女性史(同上,昭13,649p)

〝

女性史研究の課題と展望(同上｢思想｣ 3月号
所収,昭45, 13p)

〟

女性の地位と復権の過程(同上｢歴史読本｣ 7
月号所収,昭47, 7p)

タ12

讃鰭姫の研究(岡上,講談社,昭28, 1209p)

ク13

女性史学に立つ一女性史入門(同上鹿水館,昭

U

高群逸枚と柳田国男一婿制の問題を中心に(同上
大和書房,昭52, 230p)

22, 153p)
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明治女性史上巻

婦人関係単行本･資料等

文明開化(同上,理静社,昭44,

379p)

〝

〝

中巻前編

〟

中巻後編

女の職業(岡上,同上,昭

46, 373p)

〟

〝

下巻

青鞍の女(官本研,朝日新聞社,｢思想史を歩く･

イ2

井上でん(池囲俊,ヒマラヤ書房,昭18, 279p)

イ3

女人人頭記(板谷英世,内外融二,昭6, 392p)

イ4

美姫通暁(池遠義象･増田干信,金港堂,明37,

女権と家(同上,同上,昭

45, 389p)

//

大4, 9p)

//

上｣所収,昭49, 22p)

愛と解放の胎動(同上,同上,

昭47, 443p)

キ1おんなの歴史上･下(もろさわようこ,合同出版.

478p)

イ5

清少納言と紫式部(今井邦子,潮文閲,昭19,355p)

イ6

市川房枝自伝･戦前編(市川房枝,新宿書房,昭
49, 622p)

2冊,曙40, 257p･314p)

〟

ドキュメソト女の百年(1)〜(6) (もろさわようこ

〝

市川房枝さんのこと(平塚明, ｢草･雲･人｣所
収,中山書店,昭8, 5p)

編･解説,平凡社,昭53‑54)

//

おんな･部落･沖縄‑女性史をとおして(同上,

//

友愛骨と婦人勢働者(市川房枝, ｢婦人室報｣ 1
月号所収,大9, 15p)

未来社,昭49, 264p)

〝

〝

おんなろん序説(同上,同上, 1981, 247p)

私の履歴書(市川房枝, ｢私の履歴書･ 13｣所収,

ヤ1三代の女性(矢崎弾,若い人敵,昭17, 3B4p)

ヤ3

人間の歴史3

日本経済新聞社,昭39, 66p)

女の全盛時代(安田徳太郎,光文

〝

私の信条(市川房枝, ｢私の人生訓｣所収,誠文
堂新光社,昭27, 5p)

社,昭28, 300p)

イ9

ヤ4

妹の力(柳田国男,創元武,暗18, 404p)

ヤ6

愛と鮮血‑アジア女性交流史(山崎朋子,三省堂,

ヨ1

おかあさんの百年史(読売新聞社編,昭43,294p)

ヨ3

物語日本女性史(吉岡修一郎,十月書房,昭22,

ヨ4

日本ファシズムと女性(吉見周子編著,合同出版,

武家の夫人たち(稲垣史生,人物往来社,昭42,
243p)

イ10

昭45, 178p)

222p)

明治･大正･昭和の女流女学(板垣直子,桜楓社,
昭42, 365p)

イ11映画女優(入江たか子,学風書院,昭32, 237p)
イ12

一葉と時雨(生田花世,湖文開,昭18, 285p)

イ14

女性解放と先駆者たち‑中島俊子と福田英子(餅
屋寿雄,清水書院,昭50, 220p)

昭52, 281p)

イ18

レ1歴史教育日本女性史号(歴史教育研究合,昭6,

収,日本経済新聞社,暗35, Sip)

158p)

i,2

近代日本女性史‑の証言(歴史評論編集部編,ド

イ19

生きる原点を求めて‑主婦の体験した昭和史(敬

イ21女工哀史を生きて(岩内とみゑ, ｢社会評論｣ 12･
13･ 14号所収,昭52)

たちの歴史を綴る会編,あ桝5‑'の出版,昭53, 230p)

イ22

Ⅳ‑3
EiE

ウ1父母とわれら(植村環,新教出版社,僻41,163p)

内

ウ2

瓜生岩子伝(瓜生砿次郎,瓜生岩子銅像再建期成

/!

明治の女傑慈善の泰斗瓜生岩(藤井秀五路,日本

花の下みち(藤井瑞枝編,賓

業之日本杜,大8, 301p)

ア2

会,昭29, 53p)

母,その悲しみの生涯(有馬顕義,文聾春秋,昭

赤十字挙行所,昭31, 130p)

ウ5

44, t210p)

73

荒木月畝先生略伝(小暮マサ,昭11, 2枚)

76

雑草のようにたくましく‑赤松常子の足あと(赤

スT.新聞社,昭52, 220p)

女人風土記房総の女(荒井愛子,昭和国書出版,

昭10, 34丁)

‑2

円地文子さん(平林たい子, ｢朝日ジャ‑ナル｣

エ3

江口きちの生涯(島本久恵,図書新聞社,昭42,

エ4

江馬細香(門玲子,卯辰山文庫,昭54, 379p)

2月26日号所収,昭36, 1p)

昭52, 220p)

78

シソガポール及び南洋開拓伝道(梅森艶美,キリ

‑ 1老女給島(長坂照,長野牒高遠尋常高等小学校,

松常子編集委員全編,赤松常子鑑彰会,暗52, 121p)

7 7

自由それは私自身‑評伝･伊藤野枝(井手文子,
筑摩書房, 1979, 218p)

婦人の自伝･伝記

71跡見花瑛先生賓伝

物語女流文壇史上(巌谷大四,中央公論社,昭52,
262p)

メス出版, 1979, 258p)

<7 2

私の履歴孝(井上八千代, ｢私の履歴書･11｣所

明治女百花譜‑日本の女性史(6)幕末明治編(綾

293p)

部伴子,擢書房,昭54, 263p)

イ1伊藤野枚を論ず(中村孤月, ｢新潮｣ 6月号所収,
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オ1芸術餓鬼

婦人関係単行本･資料等

岡本かの子伝(岩崎呉夫,七曜杜,昭

〝

lJ

かの子の記(岡本‑辛,小嬰館,昭17, 309p)

岡本かの子の世界(熊坂敦子編,冬樹社,昭51,

母の手紙(岡本太郎,婦女界社,昭17, 306p)

オ2

奥原晴潤(積村量平霜,晴も軌

オ3

奥村五百子詳俸(大久陳高明,愛国婦人夜行所,
正博奥村五百子(小笠原長生編,南方出版社,昭
高徳寺秘話奥村五百子停(吉村茂三郎,大東文蛮

オ4

在原業平･小野小町(井上豊,青梧堂,解18,280p)

大隈熊子夫人言行録(堀部久太郎鼠

オ9

私の履歴書(奥むめお, ｢私の履歴書･ 6｣所収,

賢婦停刊行

七十七年の想ひ出(ガソトレヅト恒,植村書店,
未来にかけた日日･前編一明治･大正･昭和を生
きて‑ (勝目テル,平和婦人新聞社,昭36,272p)

//

オ5

同上後編‑戦時中から新婦人結成まで(同上,曙
50, 318p)

カ14

回想の河崎なつ(文化学院, ｢季刊文化学院1968
春季号｣所収,暗43, 58p)

合,昭8, 303p)

〝

日本経済新聞社,昭42, 58p)

母親がかわれは社会がかわる･河崎なつ伝(林光,
草土文化,昭49, 358p)

オ11大江スミ先生を偲ぶ(官)H隆舌編,編者,昭39,
165p)

オ11家庭教育歴史読本(花の白雲･那花月夜合本)(小

カ15

妾の半生睡(景山英子,有倫堂,明40, 159p)

カ18

歌う自画像(笠置シズ子,北斗出版社,昭23,158p)

カ19

中村義象･落合直文合着,博文館,明30, 192･

女傑とその周辺(大宅壮一,文藍春秋新政,頃33,

苅田7サノ人と思い出(同刊行委員会編,堀江邑
‑,昭51, 224p)

カ24

318p)

汝が名は母(わが半生の記) (加藤シヅェ,国民
社,昭23, 179p)

カ20

213p)

広島の生んだ最初の女性社会主義者･神川松子の
生涯(鈴木裕子,広島市公文書館, ｢紀要第3号｣■

花埋み一荻野吟子の生温(渡辺淳一,河出書房新

所収, 1980, 33p)

社,昭45, 376p)

オ14

私の履歴書(神近市子, ｢私の履歴書･23｣所収,

昭24, 165p)

カ13

杜,昭16, 300p)

オ13

わが愛わが闘い(神近市子,講談

日本経済新聞社,昭42, 66p)

カ12

17, 320p)

オ12

神近市子自伝
社,昭47, 252p)

/!

昭4, 186p)

明41, 500p)

/!

むら雲のかなたに(河上末子,東海大学出版会,

カ11私の半生記(神近市子,近代生活社,昭31,268p)

〝

(!

私の人生(河口愛子,東都新報社,昭36, 195p)

昭37, 205p)

250p)

n

カ9

カ10

38, 326p)

保育iこ生きた人々(岡田正章･宍戸麻美･水野浩

カ26

近代熊本の女たち･上(家族史研究会編,熊本F
日新聞社,暗56, 227p)

志編,風妓社,昭46, 391p)

オ15

大橋広遺稿集(大橋広,遺稿編纂会,昭49,560p)

〝

オ16

ごもくめし(大嚢コタカ,東京書院,昭36, 207p)

キ1

海外に活降した明治の女性(木村毅,至文堂,暗

オ19

戦争と女優‑岡田嘉子の一生(工藤正治,熊谷印
キ4

教育一路(木内キヤウ,日本文化研究合,昭16,

刷出版敵1971, 325p)

オ20

38, 251p)

216p)

草健一評伝大田洋子(江刺昭子,大月書店,1981,
253p)

キ5

夢のきりぬき(岸輝子,東京新聞出版局,暗55,

ク1

久坂玄瑞の妻(田郷虎雄,翼賛出版倉,昭18,383p)

ク2

大桶公夫人(高橋淡水,碧瑠弔園,硝公夫人達蹟

ク3

九係武子夫人書簡集(佐佐木信飼編,賓業之日本

o

麗人九条武子(同上,弘文政,暗9, 484p)

ク4

黒田チカ先生追悼号(日本婦人科学者の会編,編

ク5

たくさんの足音‑その一つが歩んだ道(楢田ふき,

ク6

廃娯ひとすじ(久布目落賓,中央公論社,暗48,

262p)

オ21女人芸術の人びと(尾形明子,ドメス出版,1981,
276p)

カ1嘉悦孝先生博(弄悦孝先生教壇五十年記念祝賀脅

仮存倉,大10, 166, 42p)

轟音,編者,昭15, 163p)

カ2

千代女と菊舎FL= (山中六象人文書院,昭17, 190p)

カ3

春El局小樽(小桜軽部編,春日局頭徳合,明40,

政,昭4, 310p)

31p)

カ4

静寛院宮(寺門咲平,静寛院官刊行合,昭9,264p)

カ5

河井道の生涯(関根文之助,新教出版社,昭29,

者,暗44, 12p)

356p)

カ6

日露戦寧秘史中の河原操子(両島良子,婦女新聞
社,昭10, 216p)

カ7

同上･下(同上, 252p)

現代日本婦人侍(柿崎清,三撃書房,昭17,317p)
ー18‑

草土文化,昭53, 222p)

319p)

Ⅳ
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婦人関係単行本･資料等

久布自藻草追悼号(日本基督敦婦人矯風会｢婦
人新報｣臨時増刊号,昭47)

ク7

書店, 1980, 254p)

ソ2

九津見房子の暦一明治社会主義からゾルゲ事件へ

相馬愛蔵,東光のあゆみ(中村屋鼠編著,昭43,
49p,年譜5p)

タ1智恵子抄(高村光太郎,竜星開,碍29, 29p)

(牧瀬菊枝編,思想の科学社,暗50, 239p)

ク8

女武士道(熊田宗次郎,天地堂,明41, 439p)

ク2

竹崎順子(徳富健次敗福永書店,大12, 896p)

ク9

民権婆さん楠瀬喜多(住谷悦治, ｢女性改造｣ 7

タ3

干奴夫人(土師清二,矢貴書店,昭19, 268p)

月号所収,昭21, 28p)

タ5

女のたゝかい‑女性解放の旗手たち(田中純,釈

タ6

皇国名婦選(上･中･下) (大日本聯合婦人合･

ク10クーデソホーフ光子伝(木村毅,鹿島出版会,昭
51, 492p)

潮社,昭32, 232p)

コ1国史に現はれたる問題の女性(長坂金雄編, ｢中

大日本聯合女子青年圏,食通社,昭17, 330p･

央史壇｣ 3着4号所収,国史幕習合,大10,653p)

299p ･ 322p)

コ3

社会事業に生きた女性たち‑その生涯としごと

タ7

只野虞葛(中山柴子,丸善仙台支瓜堵11,267p)

タ8

自由おんな論争‑高群逸枝のアナキズム(秋山

コ4

(五味百合子編纂ドメス出払昭48, 304p)
蔀の記一近藤鶴代伝(中村純介,ぺりかん社,宿
49, 305p)

U

高群退校とボーグォブール(高良留美子,亜紀書

〝

火の国の女･高群逸枝(河野信子,新評論,昭52,

コ5

私の平和への道(高良とみ, ｢自立と平和｣ 4号
所収,市民平和研究所, 1979, 7p)

コ6

開挙証少国民版
子,閲顎私

サ4

247p)

〟

高群逸枝雑誌第1号‑13号(高群逸枝雑誌編集室,

大和をみな(佐山済･佐山けい

昭43‑46)

U

昭18, 256p)

墓所方三十年(堺満子, ｢中央公論｣ 3月号所収,

愛と孤独と(高群逸枝,理論社,曙33, 256p)

;'

今昔の歌(岡上講談毒し曙34, 241p)

o Elの国の女のEE記(同上,理論社,昭40, 491p)

昭8, llp)

サ6

房,昭51, 312p)

板のいとなみ(近藤とし子,草土文化曙54,213p)

サ1税所敦子俸(屋代熊太郎,博文館,昭2, 124p)

サ2

清,思想の科学社,昭48, 270p)

黒い肌と白い心‑サンダ‑ス･ホ‑ムへの道(釈

〟

高群退校(鹿野政直･嫡場清子,朝日新聞社,昭

田美害,日本経済新聞社,昭38, 336p)

〝

52, 329p)

私の履歴書(同上｢私の履歴書･ 21｣所収,昭39)

サ7

名婦評侍(斎藤瓢人文書院,昭19, 296p)

サ9

自由恋愛の明と暗一佐々城信子(村上信象｢婦

o

森の家の題女‑高群逸枝(西川裕子,新潮払昭

o

わが高群逸枚･上･下(橋本藩三･掘場清子,戟

U

高群逸枝と｢女性史学｣ (村上信象｢思想史を歩

〟

高群退校と柳田国男一姫制の問題を中心に(同上

57, 233p)

人之友｣ 4月号所収,昭48, 9p)

サ10

EI新聞社, 1981, 407p ･ 408p)

具のうた‑生きてきた道(沢村貞子,講談社,昭
45, 255p)

く･下｣中,朝日新聞社,昭49, 20p)

シ1下田歌子先生博(故下田歌子先生俸記編纂所編,
編者,昭18, 778p)

大和書房,昭52, 230p)

シ2

昭奮皇太后御坤徳録(明治神官崇敬婦人骨編,蘇

シ3

泣いて愛する姉妹に告ぐ‑古在紫琴の生涯(山口

タ9

者,昭29, 219p)

人と修養｣ 5月号,昭7, 6p)

ク10

玲子,草土文化昭52, 451p)

U

沈潜した熱情と不滅の青春一清水柴琴(村上信彦,

タ11八十路の歩み(竹内茂代,女性問題研究軌昭36,
40p)

静御前の生涯(小谷部全一郎,厚生閣善良昭5,

タ12

426p)

シ6

明治の女性たち(島本久恵,みすず書房,昭41,

344p ･ 422p)

タ13

ス1杉田つる博士小樽(石原兵永編,杉田追憶文集刊

モダ‑/･ダソス出航‑高田せい子とともに(日下
四飢木耳社,昭51, 294p)

タ14

行会,暗33, 175p)

女慶と妻と母と一鈴木光枝半生の記(鈴木光枝,

丹野セツ

革命運動に生きる(山代巴･牧瀬菊枝

漏,敷革書房,昭44, 362p)

ほんち･えいき,草土文化1978, 272p)

セ2

新日本女性鑑上･下(大日本聯合婦人合･大El本
聯合女子青年囲,大El本教化国書株式食紅,曙14,

438p)

ス3

ある遍歴の自叙伝(帯刀貞代,草土文化1980,
246p)

｢婦人之友｣ 3月号所収,昭48, 9p)

シ5

棚橋先生を語る(久我通,大日本婦人修養脅｢婦

覚めよ女たち‑赤潤会の人びと(江刺昭子,大月

タ15

高峰秀子(後藤茂樹鼠河出書房,昭30, 77p)

タ16

晩香攻の愛･田村俊子と鈴木悦(工藤美代子,
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昭4, 322p)

S･フィリップス,ドメス出版, 1982, 274p)

タ16

田村俊子(瀬戸内晴美,文蛮春秋新社,昭36,342p)

ノ3

野上爾生子研究(渡辺澄子,八木書店,昭44, 306p)

〝

田村俊子とわたし(丸岡秀子,中央公論払昭48,

‑ 1入信五十年(林敬子,婦人矯風舎大阪支部,昭12,
71p)

241p)

タ19

田中ウクーある無名戦士の墓標(牧瀬菊枝編,未

･､2

大浄事件の烈女畠山勇子(沼波武夫,斯文書院,

ハ3

嚢のこころ‑私の歩んだ道(羽仁説子,岩波書店,

ハ5

我が自叙俸(鳩山春子,著者,昭4, 256p)

/､6

珠玉の人鳩山薫先生伝(中河幹子,日輪闘,昭42,

‑7

林芙美子の生涯‑うず潮の人生(板垣直子,大和

大15, 186p)

来社,昭50, 312p)

ク20

海のオルゴール‑子にささげる愛と詩(竹内てる

昭54, 230p)

よ,家の光協会,昭52, 310p)

タ23

自立する女性‑一私の生涯から(田中寿美子,国
土社,暗54, 194p)

タ24

光子,フェニックス出版,暗53, 349p)

タ25

396p)

ふくい女性史一近代福井の光と陰に生きる(田中

書房,昭40, 233p)

雑草のごとく(高田なほ子,ドメス出版, 1981,

〟

395p)

ッ1津田梅子伝(吉川利一,浮田同窓会,昭31,39gp)

′､8

子,ドメス出版, 1980, 200p)

ト1宮本一枝(井手文子, ｢婦人と教育｣ 9月号中,

〝

昭36)

ト2

光ほのかなれども

‑9
二葉保育園と徳永恕(上生一

ト3

実説秘話

ト4

〟

''

置花と共lこ(私の歩んだ道) (徳富愛子, ｢婦人
公論｣ 1月号中,暗14, 13p)

ト6

日本の保母第一号豊田英雄子と保育資料I,礼
‑保母誕生百年記念出版(渡辺宏締,屠書房,暗

続

元始女性は太陽であった(完) (岡上昭53, 366p)

U

平塚らいてう‑愛と反道の青春(小林登美私大

〝

湘煙日記(石川光司･藤生良子鼠育成会,昭36,

〟

私の歩んだ道(中村克子, ｢母子寮｣新春号中,

ヒ4

〟

二階堂トクヨ伝(二階堂清寿･戸倉′､ル,不味堂

足掛四年一英国の女畢界(棲菊女史,東京宝文勇払

平林たい子追悼文集(平林たい子記念文学会編,
燃えて生きよ一平林たい子の生涯(戸田房子,節
潮社,昭57, 209p)

ヒ5

大6, 392p)

平林たい子(板垣直子,東京ライフ社,暗31,226p)

編者,昭48, 475p)

〟

書店,昭38, 222p)

平田ノブ,その生涯と教育思想(新井淑子, ｢埼
玉大学紀要｣第24巻,第25私第27巻所収,総39p,

ノ1上京日記･姫島日記(磯連繋校註,文友堂書店,

1975‑1978)

暗18, 156p)

もとのしづく(三宅龍子

編,金港堂,明34, 242p)

ノ2

私の履歴書(平塚らいてう, ｢私の履歴書･32｣
所収,日本経済新聞社,昭47, 63p)

319p)

贈正五位野村望東尼停

あたくしの歩いた道(平塚らいてう,新評論社,
昭30, 299p)

〟

昭26, 2p)

〝

らいてうさんの思い出(山川菊栄, ｢婦人公論J
8月号中,昭46, 2p)

ニ1日本女医史(編纂委員会編,日本女医会,昭37,

/'

母平塚らいてうの抵抗と死(築添曙生, ｢婦人公
論｣ 8月号中,昭46, 6p)

中島潮煙(昭和女子大学光葉会, ｢近代文学研究

264p)

ニ2

元始女性は太陽であった(同上,暗47, 326p)

月書店,昭52, 272p)

叢書｣中,昭32, 54p)

ナ3

同上, (下) (同上,昭46, 346p)

〟

ナ1名媛卜筆鼓(中村秋^,博文館,明42, 286p)

/!

元始女性は太陽であった(上)

〟

〟

51, 2冊)

ナ2

平塚らいてう自伝

(平塚らいてう,大月書店,昭46, 346p)

昭和大典記念El本婦徳の監(東京婦人新聞社編,
編者,昭6, 502p)

ト5

らいてう(浦和明の星高等学校ブラック･ストッ
キソグ編,編者,昭50, 42p)

唐人お吉物語(竹岡範男,宝福寺お吉

記念館,昭37, 116p)

大名華族(蜂須賀年子,三笠書房,昭32, 204p)

ヒ1一葉の日記(和田芳息筑摩書房,昭32, 348p)
ヒ3

郎･山崎朋子,朝日新聞払1980, 366p)

長谷Jrl時雨一人と生涯(長谷川仁･紅野敏郎鼠
ドメス出版, 1982, 201p)

徳永恋の歩みと思い出一追悼記念文集(二葉保育
園,昭48, 84p)

o

林芙美子(平林たい子,新潮社,昭44, 175p)

女人芸術の世界一長谷川時雨とその周辺(尾形明

ヒ6

土方梅子伝(土方梅子,早川書房,昭51, 329p)

7 1福田英子研究(名古見女性史研究会鼠編者,暗
37, 129p)

母としての乃木夫人(芹揮畳‑,寅業之日本社,
‑20‑
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福田英子書簡集(唐沢隆三鼠

婦人関係単行本･資料等

ソオル社,暗33,

//

福田英子(村田静子,岩波書店,暗34, 236p)

72

道綱の母(毒多義免

74

ひとすじの道に生きる(藤原道子,集団形星,昭

U

76

富健次郎｣中,筑摩書房,昭47, 7p)

人矯風合,大14, 60p)

〟

私の歩んだ道･歩む道(藤原道子,著者,昭43,

ヤ2

柳原白蓮( ｢婦人と教育｣ 11月号中,暗35)

15p)

//

柳原障子さん(平壌明, ｢革･雲･人｣中,中山

矢島梼子(守屋東,婦人新報直,大12, 271p)

ヤ5

私の履歴書(山高しげり,日本経済新聞連載切り

ヤ6

女二代の記‑わたしの半自叙伝(山川菊菜,日本

U

二十世紀をあゆむ‑ある女の足あと(山川菊栄,

深尾須磨子ノート(武田隆子,木犀書房,昭41,

書店,昭8, 7p)

わが青春･探尾須磨子(高野芳子,無限,昭51,

わが道

抜き25枚,昭50)

こころの出合い(藤田たき,ドメス出払

1979, 239p)

ホ1

星野あい/1､伝(星野あい,昭35, 164p)

ホ2

細川忠典夫人(大井蒼措,アルパ社,暗11,292p)

〟

矢嶋輯子記念号(｢婦人新報｣ 321号中,基督敦婦

47, 307p)

153p)

78

矢嶋構子の告白について(中野好夫, ｢産花･徳

〟

三省堂,昭18, 260p)

121p)

ly

屋書房,膚lo, 753p)

//

129p)

評論新社,昭31, 326p)

大和書房,昭53, 277p)

〟

山川菊栄先生追悼号( ｢婦人問題懇話会会報｣ 34

〟

%, 1981, 72p)
山川菊巣の航跡‑ ｢私の運動史｣と著作目録(外

細川ガラシャ夫人(三浦綾子,主婦の友社,昭50,
383p)

72

ひとすじの道(丸岡秀子,借成社,昭46, 281p)

マ3

松尾多勢子(渡遠敷辞記, ｢婦人世界｣ 1月号中,

崎光広･岡部雅子編,ドメス出版,昭54, 222p)

o

山川均と封こあゆんだ半世一母菊栄をかたる(山
川振作, ｢婦人之友｣ 2月号中,昭37, 9p)

明44, 7p)

75

松田毛当伝(松田キト女史伝記編纂全編,編者,

ヤ7

公論｣ 11月号中,暗42, 12p)

昭34, 195p)

マ6

九LLl千代一保育所運動の開拓者( ｢保育に生きた

〝

聞書

ひたむきの女たち‑無産運動のか桝こ(牧

ヤ8

瀬菊枝,朝EI新聞社,昭51, 204p)

マ9

ヤ10

ヤ12

官本百合子(宮本百合子追想録編纂会,岩崎書店,

ヤ13

燃える色彩と生命

母さんに花を‑山家和子と母親運動(米田佐代子
編,ドメス出版, 1981, 206p)

ユ1ロシア文学への心の旋･湯注芳子(竹西寛子,

｢伸子｣時代の日記1920‑23年(官本百合子著,
多喜二･百合子研究会編,編著,昭51, 246p)

ミ3

去りぬるを‑亡き山根敏子を偲んで(山根甚信
編,編者,昭32, 220p)

昭26, 366p)

〝

山田わか一人と歩み(五味百合子, ｢社会事業研
究｣ 8号中, 1980, lらp)

自由と解放へのあゆみ一枚本員枝聞き書き(聞き
轟きの会編,ドメス出版. 1980, 214p)

ミ1

山内みな自伝一十二歳の紡績女工からの生涯(山
内みな,新宿書房,暗50, 281p)

女絵かきの誕生一原爆を措いた愛の自叙伝(丸木
俊,朝EE新聞社,昭52, 255p)

マ10

芸術の道は心の道一母兼子のこと(柳宗民, ｢婦
人之友｣ 10月号中,昭37, 7p)

人々｣中,風媒社,昭46, 16p)

マ8

柳兼子‑50年歌いつづけた嚢(竹西寛子, ｢婦人

｢婦人公論｣ 1月号中,昭43, 12p)

三岸節子(竹西寛子述, ｢婦

ユ2

人公論｣ 3月号中,昭43, 12p)

看護史の人びと(雪永政枝,メヂカル7レ./ド社,
昭54, 369p)

ミ5

三宅やす子さんのこと(平塚弧｢草･雲･人｣

ヨ1輿謝野晶子書誌(入江春行,創元社,昭32,121p)

中,小山書店,昭8, lop)

''

ミ6

女ひとり(ミヤコ昧々,鶴書房,昭42, 259p)

/y

晶子異陀羅(佐藤春夫,講談社,昭30, 384p)

ミ7

梅花の賦一三輪田真佐子伝(三輪田真佐子先生五

/y

践幹と晶子(菅沼宗四郎,有賀精,昭33, 324p)

十年祭記念出版会編,編者,昭52, 224p)

U

どっきり花嫁の記(与謝野道子,主婦の友社,暗

ム1女傑伝(村松梢風,譲受新聞社,昭36, 25lp)

42, 252p)

モ1宣長と二人の女性(足立巻一,佃書房,昭18,

''

与謝野晶子を語る(与謝野秀述, ｢講演｣ 3月号,

''

小説みだれ髪(和田芳恵,光風社書店,昭42, 254p)

282p)

モ2

輿謝野晶子(兼常清佐,角川書店,昭28, 153p)

尾崎行雄記念財団,昭43, 22p)

生きて愛して演技して(望月優子,平凡社,昭32,

ヨ

223p)

ヤ1矢嶋楳子博(久布目落茸編,徳富蘇峰監修,不二

ヨ3
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吉田松陰の母(吉川綾子,泰山房,昭18, 211p)
EE本名婦停(書川英治,全期書房,昭17, 333p)

Ⅳ

ヨ5
''

婦人関係単行本･資料等

舌岡爾生俸(吉岡蒲生女史俸記編纂委員合鼠東

‑著,岩棉武夫監修,三省堂,昭12,244p ･ 288p ･

京聯合婦人骨出版部,昭16, 560p)

252p)

この十年間(統吉岡朝生俸) (吉岡蒲生,寧風書

〟

院,昭27, 202p)

ヨ7

誇り高き伝習工女‑横田英(村上信象｢婦人之

ケ1 ‑レン･ケラー自叙俸(‑レソ･ケラ‑普,敏文
鶴編集部訳,昭10, 138p)

友｣ 2月号,昭48, 9p)

ケ2

1) 1すぎた歳月(李方子,明曙園,暗48, 248p)
J'

私の宗教(‑レソ･ケラー著,岩橋武夫監修,≡
省堂,昭12, 244p)

動乱の中の王妃(李方子,講談社,昭44, 246p)

致閲的婦人参政運動記(アニイ･ケネェ著,小田
律訳, ｢日本漬蕃協合食報｣ 53号,大14, 71p)

レ1蓮月尼の人と歌(伴時彦,紅玉豊吉TE,昭4,119p)

サ1女詩人サッフォ(法月歌客,白星書院,大14,222p)

レ2

サ2

情焔の作家ジョルジュ･サソド(近藤等,用力弘

サ3

挑戦する女サッチャーー食料品店の娘が首相の座

明治･大正･昭和を生きた15人の女たち( ｢別冊

昭23, 160p)

歴史読本｣ ,新人物往来社,昭55, 295p)

レ2

幕末維新を生きた13人の女たち(｢別冊歴史読本｣

を狙うまでの道(ジョ‑ジ･ガーディナー著,石

同上,暗54, 302p)

ワ2

El本の女性(和歌森太郎,筑摩書房,暗42, 265p)

ワ2

私の歩んだ道(和崎′､ル,昭20, 90p)

ワ3

定本富岡日記(和田共著,上条宏之鼠創樹払

馬基編,東京日日新聞Jh昭12, ユlop)

曙51, 227p)

ヮ4

文芸復興の才女たち

井‑訳,講談社,昭52, 222p)

シ1シソプソソ夫人面詰(E･H･ウイルソン著,棉

近代日本の女性史2 (円地

シ2

泰西婦女亀鑑(淀江軌博文鼠明25, 178p)

シ3

虞責なる女性クララ･シューマソ(原田光子,

シ4

花もつ女(ジュディ･シカゴ著,小池一子訳,パ

ダヴィッド払

文子監修,集英社,昭55, 254p)

ワ6

たたかいに生きて(渡辺悦次･鈴木硲子鼠ドメ

ルコ出版嵐

ス出版, 1980, 214p)

ス1
国

ウ1

メ1)一･ウォルストソクラフト(北野大書,千倉

日本婦人の友

ス2

矯風界の名婦(潮田千勢子,日本

セ1西太后全史(稿蚕室主人,上海世界書見中華民
セ2

フランス革命期の女たち上･下(ガ1)‑ナ･セレ

プリヤコワ%,西本昭治訳,岩波書店,昭48,各

訳,有紀書店,昭34, 259p)

202p)

オ1数学史のなかの女性たち一八人の女性数学者とそ
の生涯(リソ･オーセソ著,吉村証千･牛島道子

タ1近世名婦侍(大日本文明協禽鼠

編者,明42,

718p)

共訳,文化放送,昭52, 191p)

カ1エマ･カフマソと東京YWCA(渡辺松子綴,東

タ2

東京ローズ一反適者の汚名に泣いた30年(ドゥス
昌代,サイマル出版会,昭52, 257p)

京YWCA,昭38, 172p)

カ2

灯を持てる女人一二十世紀世界婦人評俸(神速市

カ4

イソディラ･ガンジー首相(丸山静雄鼠

子,室町書房,昭29, 168p)

ッ1解放運動の母‑クララ･ツエトキンの生産(ルイ
‑ゼ･ドルネマン著,武井武夫乱 新日本出版

大成出

社,昭47, 261p)

テ1中国の少女‑ある先騒者の半生とその時代(門司

版社,昭31, 262p)

勝,奉天吐風書房,康徳8, 213p)

キュリー夫人停(エーヴ･キュリー著,川口篤･

河盛好戒･杉礎夫･本田喜代治訳,白水社,昭13,

ト1世界古今名婦鑑(濃花生,民友杜,矢lo‑初版明
31‑, 484p)

648p)

不屈のうた‑革命の道で(金明花著,朴英逸･実

ト2

トルストイ夫人･ドストイエフスキイ夫人･結婿

をめぐりて(アイ‑ソワア1)ド編,八住利雄乱

字植共訳,朝鮮青年社,昭36, 246p)

ク1女性裁判史(栗原時雄,創芸社,昭27,167p) (マ

東賢書店,昭16, 236p)

ナ1

リー･アントワネット他)

7ロレンス･ナイティソデール(ルーシー･セ‑

マ‑著,湯槙ます汎

ケ1 ‑レン･ケラー俸(岩崎武夫,主婦之友社,昭23,

メヂカルフレソド社,昭28,

275p)

233p)

ケ1

回想のスメドレー(石垣綾子,みすず書見昭42,

国13 (1924), 29枚)

ユ1六番目の幸福(アラ‑/･バージェス著,縫田嘩子

キ2

メリー･スL,ッサ‑悼(W･P･リピソグストソ

237p)

婦人矯風食,明36, 86p)

キ1

暗54, 253p)

著,森洪川訳,生命の光政,昭11, 297p)

外

書房,昭25, 250p)

ウ2

昭24, 242p)

私の生涯其の一,其の二,其の≡(‑レソ･ケラ

ハ1 ′ミール･バック(鶴見和子,岩波車店,暗28,195p)
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バトラー夫人と矯風運動(日本基督敦聯盟赴合

75

跡見関学盲年(跡見学園編･発行,昭50, 116p,

部,昭3, 22p)

ノ､3

年表102p)

ゲットーに生きて‑あるユダヤ婦人の手記(グル

ア7

ッケル･‑‑メルン著,林萌枝訳,新樹社,昭49,
259p)

ノ､4

34, 352p)

オ1お茶の水女子大学の成立(中村英勝, ｢お茶の水

わたしの記録一婦人参政権運動の闘士パンカース
ト夫人自伝(‑メリン･パンカースト著,平井栄

女子大学女性文化資料館報｣No. 2中, 1980, 103p)

オ2

子訳,現代史出版会,昭50, 299p)

カ1嘉悦学園六十年史(同編纂委員会,嘉悦学園,昭
38, 79p)

経済新報社,昭31, 266p)

71シャーロット･プロソテ博(エリザベス･ギャス

カ2

川村女学院十年史(同学院鶴友合宿･発行,昭9,

カ3

竹水(神田女学園創立75周年記念特集号, 1965,

ケル著,網野菊乱窯業之日本紙昭17, 416p)
フォーセット夫人と近代EE木上･中･下(岡田与

528p)

210p)

好, ｢U P｣ 45号〜47号中,東京大学出版会,昭51)

ホ1或る戦攻上(シモーヌ･ド･ボーグォワ‑ル著,朝吹

キ1高女･高校30年のあゆみ(共立女子学園編･発

豊水千･二宮フサ訳,紀伊図星書店,昭49,268p)
〟

決算のとき

上(シモーヌ･ド･ボーグォワール

行,昭41, 207p)

コ1神戸女畢院八十年史(同史編集委員金偏･発行,

著,朝吹豊水千･二宮フサ汎紀伊閲見書店,昭

昭30, 332p)

コ2

49, 268p)

〝

高群逸横とボーグォワール(高良留美子,亜紀書

編集風

メ1ゴルダ･メイア回想録(ゴルダ･メイア著,林弘
子訳,評論社, 1980, 429p)

昭26, 233p)

昭34, 115p)

昭和女子大嬰三十年史(保坂都偏,光葉会, ｢畢

シ3

女子学院八十年史(田村光編,女子学院,昭26,

シ4

女子学習院五十年史(同院,曙10, 173p)

シ5

女子聖学院五十年史(村田盲可題,開院五十周年

シ6

淑徳七十年史(広瀬了義編,昭37, 170p)

苑｣ 16巻10号中,昭25, 60p)

l) 1霜者の慈母‑ソナ･リデル(日本MTL編,編乱
昭7, 83p)

ロ‑ザ･/レクセソプルクーその思想と生涯(パウ

363p)

ル･フレ‑1)ヒ著,伊藤成彦訳,東邦出版,昭
48, 444p)

記念事業後援会,昭31, 346p)

ヨギヘスへの手紙(ローザ=レクセソプルク,フ

ツ1女子美挙塾紀要(開塾,昭7, 24p)

ェリクス･ティフ鼠伊藤成産地訳,河出書房新

U

津田英畢塾四十年史(開塾編･発行,昭16,619p)

〟

津田塾六十年史(津田塾大学編･発行パ召35,365p)

社,昭亨1, 329p)

pl

同校,昭26, 40p)

シ2

ヤ1女性西洋史(矢田俊隆･山上正太郎共編,養徳社,

〝

東京都立駒場高等寧校創立五十年沿革史(沿革史

シ1実践女子学園六十年史(同編纂委員会編･発行,

房,昭51, 312p)

ル1

こ比こな(萩原乙一郎,岡山牒立岡山高等女畢校
校友骨,大3, 128p)

と1解放史上の三女性(平井淘･古沢友吉共著,東洋

72

愛光十年の歩み(大平エツ鼠愛光女子学臥昭

ガールスカウトの母ジュリエット･ロウ物語(M･

ツ2

M ･ペース著,六木千枝子訳,法政大学出版盾,
昭29, 223p)

梅の実

私達の四十年(津田塾大学同窓会編･発

行,曙51, loop)

'!

会報‑津田梅子先生生誕百年記念号(浮田塾同窓

ツ3

創立升五周年鶴見女子学園要覧(中野愚堂,維持

会,昭39, 120p)

Ⅳ‑4

女子の学校の歴史･婦人団体の歴史

学園,昭34, 72p)

女子の学校の歴史

ト1創立十五年回想録(長尾半平鼠東京女子大亀

7 1愛知斯女子師範聾校･愛知僻第二高等女畢校創立
記念誌(浅井峯治鰐,愛知牒女子師範畢校,昭15,

昭8, 856p)

ト3

220p)

曙29, 234p)

7 2

愛知粁第二高等女畢校十周年記念校友食詰(片山

7 3

淡路(千代田匠淡路畢園創立八十周年記念誌,咲

みよ鼠

ト5 創立五十年(東京女子高等師範撃校附属高等女畢

校友骨,大14, 239p)

校那須良利編,同校,昭7, 198p)

ト6

路小学校,暗30, 82p)

74

東洋英和女畢院七十年誌(井上健之助鼠同学院,

青山女学院史(青山さゆり会,曙48, 628p)

東洋女子学園六拾年史(可児虎夫編,同学園,昭
39, 306p)

ニ1日本女子大学学園史二(同大学編･発行,昭43,
‑23‑

Ⅳ

婦人関係単行本･資料等
シ1少年保護婦人協骨事業要覧(同会,昭3, 29p)

784p)

"

･> 2

図説日本女子大学の八十年(同大学術･発行,

女子教育振興合事業報告(岡倉,解11, 3p)

シ4

1981, 172p)

‑ 1創立六十年史(梅花女子専門学校･梅花高等女撃

主婦連30周年記念

〟

台所と政治一団結した主婦たち(奥むめお箸,坐
日本社会教育連合会編,大蔵省印刷局発行,昭27,

校内六十年史編纂委員霜,同校,昭12, 302p)

7 1普連土女畢校五十年史(冨山時子漏,同校,昭12,
325p)

7 4

シ6

柴青会(同会編集委員会,井上特許事務所,昭54,

ス1

吹田母子会二〇年の歩み(社団法人大阪府衛生嫁

忍町婦人骨,昭2, 64p)

44p)

明治女学校の研究(青山なを,慶応通信,昭45,

入奉仕会吹田支部母子会,昭45, 241p)

セ1 20年のあゆみ(全国未亡人団体協議会編･発行,

843p)

メ3

忍町婦人合十年史(石島儀助編,埼玉県北埼玉郡

愛と反逆一文化学院の五十年(同学院, 1971,
619p)

メ1

128p)

シ5

文化服装学院四十年のあゆみ(文化服装学院,僻
38, 269p)

75

明治大学短期大学五十年史(同学編･発行,1979,

昭45, 56p)

セ3

389p)

全国友の会五十周年記念大会(同会中央本部編Ir

ヤ2 芙蓉合食誌第四号(山梨鯨師範撃校女子部芙蓉合

発行, 1980, lop)

〟

編･発行,明44, 112p)

全国友の会小史(同上,昭55, 76p)

セ4

全農婦協二十年史

セ6

全地婦連20年史(全国地域婦人団体連絡協議会

愛閲婦人骨の梗概を語る(同脅本部編･発行,昭

セ7

全関西婦人連合会の成立と展開(石月静恵, ｢ヒ

セ8

みち遠くとも‑全国婦人税理士連盟二十年史(同

弟･発行,昭48, 349p)

12, 47p)

7 4

大日本聯合婦人昏沿革史(相京伴信編･岡倉発行,

7 5

愛国婦人倉史(三井光三郎,愛国婦人合史夜行所,

スtJ)ア｣第70号中,大阪歴史学会,昭51, 17p)

昭17, 123p)

連盟編･発行,昭52, 86･ 36p)

大5, 351p)

〟

愛国婦人読本(開合編･護行,昭8, 200p)

セ10

〟

愛国婦人合四十年史(同上,昭16, 932p)

セ12

76

愛国婦人合四十年史附録(岡上,暗16, 331p)
愛閲婦人食談展の概況(同上,昭11, 23p)

/y

愛国婦人倉小石川区分合事業概況寓頗集(同分合,

火の桂一秋田婦人ホーム四十年のあゆみ(同ホー

･'

大日本国防婦人合の指導精神(同会,昭13, 21p)

タ2

大学婦人協会25年史(同会編･発行,昭46, 49p)

タ4

大正婦人合趣旨書並骨則(名督合長鍋島菓子,創
立大10)

ム編･発行,昭50, 194p)

あゆみ(山梨県北巨摩郡明野村婦人会編･発布,
昭50, 81p)

タ5

大日本聯合母の合事業概要(昭6)

タ6

退婦教15年のあゆみ‑全国退婦敦15年略史(退敵

タ7

大日本婦人合と常食(相野田爾平,東洋固書株式

タ8

大日本聯合女子青年囲襲囲式･大倉･指導者講習

チ1

中部日本婦人聯盟親紛

婦人教職員全国連絡協議会編･発行, 1981, 68p)

ウ1浦和主婦互助骨創立趣意書及定款(岡昏編･発行,
昭10, 13p)

ユ1女世帯十五年(社団法人栄養改善普及全編･発行,
昭43, ヨop)

合資食紅,昭17, 44p)

倉出席者名辞(同園編･発行,昭2, 31p)

オ2

続桜蔭全史(同会編･発行,昭50, 206p)

カ3

家庭科,なぜ女だけ!男女共修をすすめる会の

歩み(家庭科の男女共修をすすめる金筋,ドメス

ト3
7t 4

出版,昭52, 282p)

カ4

写版印刷,昭2)

再軍備反対婦人委員会資料(ファイル,昭26)

30年のあゆみ

都地婦連(東京都地域婦人団体連

ト5

わだつみの声をとわに

ト6

東京聯合婦人合規則(岡倉編･発行,大13, lらp)

独身婦人連盟10年の歩み

(同連盟編･発行,昭52, 175p)

ク1 10年の記原‑第十回総会を記念して(｢革の実｣第
サ2

東京婦人愛市協禽設立趣意書(昭12, 8p)

盟編･発行,暗53, 190p)

関東婦人同盟創立総合議案書(岡同盟,手書き謄

91号,草の実会, 1964, 149p)

社団法人全日本仏教婦人連盟定款(同連盟, 14p)

編纂事務所発行,僻18, 642p)

昭17, 63p)

ア8

全日本婦人連盟趣意書,嗣額等(暗35, 12p)

ク1大日本国防婦人倉十年史(岡倉総本部編,十年史

〟

7 7

農村婦人と農協婦人部の歩み

(全国農協婦人組織協議金偏･発行,昭47, 582p)

賂人団体の歴史

ア3

歩み(主婦連合会,曙53,lop)

･'
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東京母の会連合会々則(昭30, 20p)

ナ1

道ひとすじに‑25周年をふり返って(名古屋地域

婦人団体連絡協議会編･発行,昭47, 76p)
ニ1我骨の歴史(守屋東, ｢婦人新報｣ 3月号中, El

^!

本基督敦婦人矯風含,大6, 9p)
日本基脅数婦人矯風合五十年史(守屋東編,岡倉,

//

同上年表1892‑1976 (岡倉編, ｢婦人新報｣ 915

ニ2

日本着琵協会史(昭21‑昭32)第1巻(同会編･

Ⅳ‑5

女

訓

書

71本朝女鑑(浅井了意,東洋政,明35, 224p)

イ1鄭氏女孝経(岩垂悪徳述,吉川弘文館,昭11, 2
冊)

イ2

昭11, 123p)

女大草と女四書の批判(井口愛泉,家庭協和合,
大10, 358p)

ウ1御家女訓手習鏡一名女子往束(文数堂先生韓,東

号中,解51, 29p)

都書林,慶鷹2, 169折)

オ1女四書(辻原元甫,東洋社,明33, 1冊)

‑発行,昭42, 281p)

ニ3

日本婦人科学者の会20周年記念号(同会編･発行,

ニ4

日米婦人平和協合のことなど(野見LLL不二子,｢一

オ3

女郎花物語(北村季吟編,東洋証,明35, 1冊)

オ4

日本婦人の書(岡田恰川前,賓業之日本紙,昭13,

1978, 31p)

420p)

つの世界｣ 10月号,世界恒久平和研究所,昭22,

カ1新得女大学(河盛好意,文鮭紅,昭18, 220p)

カ2

4p)

こ5

28枚)

母親運動十年のあゆみ(日本母親大会十年史編纂

カ3

女四書評梓(寡悦孝子編,日本女子商業撃校出版

キ2

仮名列女俸(北村季吟,東洋弘

キ3

女誠訓一吉田松陰の女訓を語る(清川秀敏,日本

委員会,日本母親大会連絡会,暗41, 415p)

ニ7

日本婦人有権者同盟25年間の年表(昭20‑45)(同

同盟編･婦選会館調査研究部協九昭45, 62p)
//

女大草茸文庫(貝原益軒述,南毒堂,出版年不明,

同上30年間の年表(昭20‑50) (同同盟漏･発行,

部,明44, 328p)

明35, 204p)

青年文化協骨,昭17, 308p)
昭50, 86p)

ニ8

婦人法律家協会会報創立20周年記念号(同会編･

ク1婦女鑑巻‑〜巻六(西村茂樹他編,宮内省蔵版,
昭20, 6冊)

発行, 1971, SOP)

ニ14

シ1袖珍女四書(婦徳修養合崩,大4, 242p)

日本婦人団体聯盟について(児玉勝子, ｢歴史評

シ2

論｣ 7月号, 1979, 9p)

ニ15

田次郎,不詳,明治‑, 78p)

日本女性学会設立趣意書(設立発起人編･発行,

ツ1壷の石文(石川正作,東洋社,明34, 264p)

1979, 5p)

‑ 1

女畢講義第四回前･後期修身(講師下田歌子･下

ナ1

｢女大草｣批判(中川善之助,河出書房,昭27,

7 1

女大草評論,新女大牢(両得先生,時事新報赦,

幼く母の会二ュ‑ス100号記念付点‑1号〜100号
までの主な日次一覧(昭52, 12p)

‑2

母親勉強会20年の歩み(同会編･発行,昭52,16p)

‑3

第11回働く婦人の金線金一あなたの年金は(同会

213p)

明33, 68p)

マ1新撰女大草(寓朝報編,同社,明30, 28p)

編･発行,昭53, 80p)

7 2

婦人囲体連合準備合ができるまで(同会編･発行,

Ⅳ‑6

1952, 4p)

7 3

航路二十年一婦人民主クラブの記録(婦人民主ク

ラブ二十年史編纂委員会編,婦人民主クラブ,

学校数育
ア1最新女子東洋史(有高巌,中等孝枝教科書株式曾

1967, 307p,年表23p)

77

回顧十年(大和俊子,婦人共同骨,昭3, 16p)

78

女の館今昔(伊藤ヒデ,福島県婦人会館,昭51,

社,昭13, 104p)

72

イ1訂正女子修身教科書(井上暫次郎,金港堂,明39,

昭和13年度における各婦人圏鮭の業蔽(第四回婦
人圏膿業綴窃表骨編,婦女新聞蔽,暗14, 101p)

710

4冊)

イ2

現代女子教育批判(一番ケ瀬康子,明治図書出版,

イ2

婦人解放と女子教育(一番ケ瀬康子･奥山えみ子一

イ3

女子大学(池田読,日本経済新聞社,昭42,216p)

婦遠獲得同盟十六年小史(婦遠会髄編･発行,昭
49, 36p)

1970, 213p)

ミ1三池主婦会二〇年(三池炭鉱主婦全編,労働大学,
昭48, 476p)

中等物象撃習毒高等女畢校用二(洩見喜平,冨山
房,昭20, 244p)

252p)

7 9

婦人と教育

編,勤革書房, 1975, 382p)

オ1女子理科生理衛生教科書(丘津次郎,開成館,大
‑25‑
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婦人関係単行本･資料等
タ2

正元, 86p)

オ2

成瀬先生のおしえ(大橋虞編著,日本女子大挙,

歴史的考察(高橋次義,関東教育学会,昭52, 16p)

〟

昭26, loop)

オ3

女子高等教育の経営問題(尾高豊作,女子教育振

大学史紀要｣第8巻中,昭50, 32p)

日寿の女子学生(唐津富太郎,講談社,昭33,230p)

タ3

解説･現代家庭科研究(大学家庭科教育研究会

ツ1

家庭科教育史(増補版) (常見育男,光生館,昭

カ2 民主的家庭科教育の創造(家庭科教育研究者連盟
編,明治国書, 1974, 296p)

カ3

郷土婦人読本(鹿兄島陳女子師範畢校,閑隆堂,

カ4

家庭科

崩,青木書店, 1980, 267p)

47, 476p)

昭15, 252p)

男子にも.′ (家庭科の男女共惨をすすめ

テ1

帝国教育625号(帝国致青倉,昭8, 69p)

ナ1

女子学生の生態(永井撤廃,河出書房,昭28,

ナ2

成瀬仁蔵先生の女子教育(菅支那,同刊行会,

る金偏,ドメス出版, 1982, 254p)

カ5

217p)

女の教育100年(金森トシ‑･藤井治枝,三省堂,
1977, 216p)

カ6

1981, 174p)

家庭科教育の研究(教員養成大学･学部教官研究

〟

集会家庭科教育部会編,学芸図書, 1978, 393p)

キ1小畢修身孝一〜十一(木戸麟編著,原亮三郎,明

//

成淑先生俸(仁科節編,横瀬昏出版執

//

日本女子大学創立老

84p)

ナ3

中村敬宇(苗穂昌郎,吉川弘文館,昭41, 293p)

ナ6

最新女子西洋史･文部省検定所(中川一男,昭16,

ニ1

女子の生涯教育(日本女子大学女子教育研究所

コ1高等女撃校用物理教科書(高等女学校理科研究

サ3

成激先生(渡辺英一霜,岡

上,昭29, 322p)

ク1女子教育東洋史教科書(桑原隠赦,開成館,大2,

サ1

昭3,

632p)

中等教育改革案(教育改革同志昏調査部,昭14,
10p)

コ2

今後の女子教育一成瀬仁蔵女子大学静選集(成瀬
先生研究会編,中央公論事業出版,暗36, 383p)

14, 10冊)

キ3

早相田大学における女子入学許可の経緯‑大正8
年から昭和20年に至るまで(高橋次義, ｢早稲田

興骨,昭11, 37p)

カ1

大正･昭和初期における女子の高等教育iこ関する

脅,元文堂書店,大4, 2冊)
家庭一般一昭和47年文部省検定済高等学校家庭科

142p)

編,国土社, 1968, 270p)

用(小池五郎･渡辺ミチ他,教育図書,昭48,

//

女子の高等教育(同上, 1969, 349p)

291p)

〝

日本の女子教育(岡上, 1965, 190p)

女子教育史(模井役,増進堂,昭18, 354p)

〝

女の子はつくられる‑教育現場からのレポート

ニ2

家庭科教育(日本教職員組合編･発行,昭41,254p)

ニ3

女子普通作法教科書全(錦織竹香,六盟館,大13,

(佐藤洋子,白石書店, 1977, 230p)

シ1人物を中心とした女子教育史(平塚益徳編,帝国

明治の女子教育(同上, 1967, 206p)

182p)

‑1女子用教科書･文部省検定所(浜幸次郎,河野齢

地方行政学会,磁40, 304p)

シ2

女兄小畢教則(群馬鯨,編著,明10, 21p)

シ3

女子高等教育の経営問題‑数畢刷新の根本資料と

シ4

女子普通文典一家庭文庫第九編(下田歌子,博文

･､2

して(女子教育振興含,昭11, 37p)

戒,光風館書店,明45,動物･植物･鉱物三冊)
新訂 女子東洋歴史･文部省検定済(羽田亨,冒
山房,大14, 86p)

ノ､3

館,明32, 240p)

高校における男女共学問題(橋本紀子, ｢教育｣
25巻6号中,国土社,昭50, llp)

シ5

小学内園史甲種巻三･高等小学校歴史科見童用教
科書文部省検定済(新保磐次,金港堂,明34,68p)

別学か共学かをめぐって(同上, ｢教育学研究｣

セ2

青淵先生と女子教育(尾高豊作, ｢竜門雄誌｣第

43巻3号中,日本教育学会,暗51, 12p)

セ3

新棟女子西洋歴史(瀬川秀艶

Jy

547号中,昭9, 17p)

言LLE鼠

昭3,

戦前日本の女子の高等教育要求と制度構想一男女

日本に於ける男女共学論関係資料

戦前編① (同

上, ｢民間教育史研究｣ No.1 1中,暗50, 19p)

〟

136p)

セ5

〟

第1回全国高校女子教育問題研究会･第8回大分

明治期高等女学校に於ける期待される女性像の変
遷一修身教科書の分析を中心に(同上, ｢東大教

県高教組ふじんぷのつどい集録(全国高校女子教

育史哲研究室紀要｣ 2号中,昭50, 19p)

7 1母性教育論(福島政雄,藤井書店,曙18, 173p)

育研究会, 1976, 62p)

ク1再教育の諸問題一高等教育を受けた婦人の態度

72

(大学婦人協会鼠三恵出版,昭42, 93p)

編浮諭吉｢女子教育論｣ (尾野和七編,廃艦出版
誠二,昭21, 124p)
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7 3
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家庭科教育と家庭責任(婦人問題懇話会｢会報｣

7 4

これからの女性と女子教育(藤井治枚,世界書院,

ともに学ぶ婦人のために(三井為友拓,国土社,
昭32, 227p)

モ1 1973年海外婦人教育視察報告書(文部省社会教育

昭44, 206p)

//

47p)

ミ1

No. 19中, 1973, 72p)

El本の女子高等教育(同上,ドメス出版, 1973,

局,昭49, 336p)

266p)

〟

家庭教育学級の現状(同上,昭41, 233p)

マ1

アメリカの女子教育(K･E･マックブライト,

〟

昭和41年度家庭教育に関する施策の現状(同上,

鎌倉文庫,昭22, 45p)

昭42, 252p)

ヨ1

現代裁縫教科書(吉村千鞄,東京開成館,大14,

1956年社会教育の現状(岡上,昭32, 131p)

241p)

社会教育関係EE体一覧(同上,昭41, 402p)

社会教育の方法(岡上,昭29, 304p)

社会教育

オ1
カ3

世界の両親教育(同上,暗41, 158p)

大阪市の女子青年運動(大阪市聯合女子青年囲
編･発行,昭14, 17p)

全国婦人教育担当者研究協議会記録(文部省,昭

新しい女性のつどい‑婦人団体の運営のしかた

26,半紙25枚聡写刷)

(金子貞子,印刷庁,昭26, 136p)

カ4

(!

昭和36年度全国婦人団体幹部研究集会資料(岡上,

q

昭和29年度全国婦人教育指導者会議(同上,昭29,

系統婦人合の経費と指導(片岡重助,大日本聯合
婦人合,昭8, 16p)

キ1

文部省委嘱婦人学級の概況(同上,昭33, 35p)

暗37, 83p)

民主婦人となる技術(婦人指導者講習合テキスト)

106p)

〝

(岐阜粁教育委具合社食教育課編･発行,昭23,
71p)

ク1
ク3

昭52, 36p)

国民孝枝母の合の賓味(久保田亀蔵,麹町酒井書

〝

昭和35年度婦人教育の現状(同上,昭35, 62p)

店,昭16, 214p)

〟

婦人教育施設における婦人教育相談事業(同上,

主婦とかんな(国立市公民館市民大学セミナーの

昭52, 59p)

婦人教育及び家庭教育に関する施策の現状(同上,

記録,未来社, 1973, 231p)

コ1

〟

コ2

昭和54年度家庭教育研究セミナー報告書(国立婦

昭47, 105p)

人教育会館編･発行,昭55, 131p)

婦人の生活と教育の現状(岡上,昭44, 55p)

昭和54年度婦人教育研究セミナー報告書(同上,

婦人教育15年の歩み(同上,昭36, 52p)

昭55, 123p)

婦人教育事例集(岡上,昭46, 262p)

昭和54年度婦人の国際交流研究会報告書(石井蔑

婦人団体活動事例集(岡上,昭37, 130p)

奉仕活動に関する婦人教育資料‑婦人教育研究委

久子,国際婦人教育振興会,昭55, 67p)

シ2

家庭教育学級の開設と運営(堤‑マ子漏,全日本
社会教育連合会,昭40, 200p)

婦人指導者‑その批判と在り方研究(生活科学調

タ1

婦人と生瞳教育(大学婦人協会編･発行, 1979,

査金偏･医歯薬出版,将35, 242p)

354p)

モ3

わが国の社会教育一社会教育法施行10周年記念

ヤ1

母親畢校一母の倉の問題(山田清人,中川書房,

ヤ2

おかあさんの読書会(山岡寛章,文教書院,暗38,

近代日本婦人教育史(千野陽一,ドメス出版,

暗18, 276p)

1979, 370p)

226p)

私たちのグル‑プNHK婦人学級(日本放送協会,
ロ1

日本放送教育協会,昭38, 33p)

ニ2

教育要覧(文部省調査局編,時事通信社,昭23,

(文部省,暗34, 238p)

58p)

ニ1

嘱事業報告書‑ (同上,昭56, 95p)

モ2

セ2

チ1

婦人教育行政年表(文部省社会教育局編･発行,

団体指導者のための手引(ェ1)ザベス･T･‑ル
セイ鼠

国内行動計画と婦人の学習一昭和52年度婦人教育

労働省婦人少年局,昭33, 105p)

研究集会記録(日本女子社会教育会編･発行,昭
公民教育

53, 129p)

〃

//

中学生のもつ今日的課題(同上,昭54, 168p)

キ1

婦人の自立と学習‑54年度婦人教育研究集会記録

公民教育(木村正義,冨山房,大14, 427p)

コ1公民教育講演集(公民数青倉拓,宣揚社,昭8,
372p)

(同上,昭55, 132p)

ヒ1婦人会長研修会資料(鹿島騒教育委員会,昭28,

タ1公民教育叢書第四輯
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(大日本教育合編･発行,昭21, 29p)

昭4, 119p)

7 1都市問題‑婦人公民講座(井上操編,婦人同志倶

7 1 1978国際交涜セミナー(婦人国際平和自由連盟日

禦部,昭6, 168p)

72

本支部編･発行,昭54, 48p)

公民政治読本(藤井新一,文明協合,暗6,174p)

マ1公民の書(前田多門,選挙粛正中央聯盟,昭11,

全国大会,会議等

セ1ふだん着の婦人問題一第5回婦人週間全国婦人会

101p)

ヤ1公民読本(矢野恒太,講談社,昭11, 252p)

Ⅳ一7

国際的.全国的婦人会議,婦人大会等

国際会議等
コ1国際婦人デー50周年記念国際集会報告(第七回婦

I,

議記鐘(労働省婦人少年局編･発行,昭28,424p)
第10回全国療人会議記録一生活に新しい秩序をそ

セ2

全国婦人の集い地方集会代表者会議(同実行委員

だてるために(同上,曙37, 231p)

全編･発行,昭50, 22p)

‑2

第2回はたらく婦人の中央集会記録(同実行委員
会編･発行,昭32, 240p)

人月間実行委員会編･発行,昭35, 158p)
〝

国際婦人デーの歴史と1971年の婦人のたたかい

〝

第12回はたらく婦人の中央集会記録(日本婦人団

7 1

婦人週間壁新聞No. 1 (労働省婦人少年局,昭24)

体連合会編･発行,昭42, 186p)

(日本婦人団体連合会編･発行,暗46, 32p)

〃

国際婦人デー65周年特集号( ｢婦人通信｣別冊,

コ2

国際婦人年を考える(｢あごら｣ 13号,昭53,186p)

J'

国際婦人年メキシコ会議の記尿(現代史出版会編

''

友情と連帯にもえて一国際婦人年世界大会報告

//

婦人の現状と施策一国内行動計画第一回報告書

日本婦人団体連合会,昭50, 48p)

Jy

第一EiI婦人週間ポスター他(労働省婦人少年局,

714

第14回婦人週間第10回全国婦人会議プログラム

ニ2

第1回日本婦人問題会議‑活動事例の発表内容

曙24,ファイル1)

(同上,昭37, lip)

集部編･発行, 1975, 229p)

(同上編･発行,畷51, 29p)

(同大会El本代表団編･発行,昭51, 104p)

(総理府第･発行,昭53, 350p)

〃

記録 国際婦人年日本大会(国際婦人年日本大会

〃

国際婦人年によせて(都留垂人, ｢世界｣ 357号

Ⅳ‑8
嫁入問題

残務整理委員会編･発行,暗51, 74p)

ア1現代の婦人問題(相原文夫訳,三一書房, 1955,
197p)

中,岩波書店,昭50, llp)

//

婦人問題解決のための東京都行動計画(東京都民

ア2

婦人の解放(青山道夫･後藤清,法律文化社,

ア3

婦人解放論(赤松明子,クララ紅,昭4, 125p)

ア4

性差別‑の告発‑ウーマンリブは主張する(亜紀

ア5

婦人問題と教育(鰹坂EZl努,集成杜,大9,Slop)

生局婦人青少年部婦人計画課編･発行,昭53,

1952, 218p)

102p)

//

国際婦人年によせて(藤田たき, ｢婦人と年少者｣
31号,昭50, 2p)

書房鼠,編者, 1971, 263p)

//

国連婦人の十年に向けて(｢婦人問題懇話会会報｣

/,

国際婦人年記念日本婦人問題会議会議録(労働省
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No. 29,暗53, 72p)

第16回国際看護婦協会4年毎大会記録(日本着蔑
国際女性学会′78東京会議報告書(同会編･発行,
昭53, 159p)

コ5

345p)

//

｢青鞍｣の女たち(同上,海燕書房, 1975,265p)

//

大正デモクラシーと女性(井手文子･江刺昭子,

国連婦人の10年中間年4月会議の記録(国連婦人

の10年･中間年目本大会実行委員会編･発行,

合同出版, 1977, 309p)

イ2

1980, 48p)

セ3

ひろがる女性解放と男女雇用平等法(岡上, 1979,

イ1青驚(井手文子,弘文堂,曙36, 227p)

協会編･発行, 1978, 229p)

コ4

いま女性解放は(あごら編集部網,BOC出版部
1978, 368p)

〝

婦人少年局編･発行,昭51, 105p)

コ3

婦人問題･婦人運動･婦人団体

現代の婦人問題(一番ケ瀬康子,ミネルヴァ書
房,昭40, 200p)

平和と婦人の解放のために一世界婦人大会報告･

〝

決議集(世界婦人大会日本準備全編･発行, 1963,
//

116p)

‑1汎太平洋婦人合議に列して(木内キヤク,著者,

イ3
ー28‑

共同討議

戦後婦人問題史(同上編,ドメス出版,

暗46, 365p)

入門

女性解放論(同上編,亜紀書房, 1975,360p)

アメリカ女性解放史(池上千寿子,岡上, 1972,

Ⅳ

婦人関係単行本･資料等

238p)

イ4

//

森健吉編,ミネルヴァ書房, 1982, 286p)
ブの源流

サ3

婦人の権利(坂本福子,法律文化社, 1973,258p)

(市川房枝, ｢婦人公論｣ 1月号中,僻46, lop)

シ1

婦人と寄生(オリーブ･シュライネル著,紳近市

シ3

婦人論(嶋津千利世･原田二郎,日本青年出版社,

シ6

男世界と女の神話(エリザベス･ジェインウニイ

アメリカ現地レポート

7メ1)カ現地レポ‑ト

ウーマン･リ

婦人の地位は後退してい

た(同上,同3月号中,昭46, 8p)

〃

現代の婦人問題(同上, ｢大思想エソサイタロペ

1970, 155p)

ヂア･21｣社会問題中,春秋社,僻5, 18p)

//

子訳,三育社,大6, 244p)

婦人参政権運動の婦人運動における地位(同上,

著,内野久美子･佐々木洋子訳,三一書房,1976,
339p)

｢帝人公論｣ 10巻3号中,大14, 5p)

〃

シ7

女教師論(同上, ｢教育｣ 5巻7号中,岩波書店,
昭12, lop)

婦人問題講演集第二輯(市川房枝,富士川潜,金

//

私の婦人運動(市川房枝,秋元書房,昭47,221p)

イ7

婦人解放論の混迷(磯野富士子, ｢朝日ジャ‑チ

シ8

現代生活と婦人(柴EEl悦子鼠

ス1

朝日常識講座第九巻

ル｣ 4月10日号Fh

婦人教師と女性解放思想の発展一昭和初期小学校
女教員の解放要求をめぐって(今中操子, ｢歴史

ソ1植木枝盛と女たち(外崎光広,ドメス出版,1976,
214p)

イ11日泰における男女平等要求の変化と特徴(伊藤康

ソ2

中高年女性学(袖井孝子,直井道子編,垣内出版,

タ1

現代女性十二講(帯刀貞代･楠田7キ監修,ナウ

畷54, 298p)

子, ｢中京女子大学紀要｣ 15号中, 1981, llp)

ウ1一夫一婦の建白に就きて樺ずる所あり(植木鞄盛

カ社, 1950, 339p)

｢女畢雑誌｣ 177号中,明20, 7p)

家庭改革.婦人解放論(外崎光広鼠

法政大学出版局, 1971, 505p)

‑1性差

その起源と役割(‑レノア･E･マッコピ

イ厨,青木やよひ他訳,家政教育社, 1979,346p)

オ1

タ2

日本の婦人(帯刀貞代,岩波書店,昭32, 208p)

タ7

婦人問題の原理(田崎仁義,大鐙開,暗2,316p)

ク9

女教員解放論(高群逸枝,自由鮭,昭6, 261p)

タ10

現代の嫁入問題(竹中恵美子編著,創元社, 1972,

男女関係の進化(ルトウルノ原著,大杉柴訳,春

247p)

タ11現代の婦人論(田沼肇,大月書店, 1975, 284p)

陽堂,大正14, 375p)

カ1婦人問題の知識(金子しげり,非凡関,曙9,

タ13

296p)

カ2

女性解放の思想と行動一戦前編･戦後編(田中寿
美子漏,時事通信社,昭50, 343p･341p)

アメリカの牝鶏たち(神近市子, ｢世界｣ 5月号

タ14

7メ1)カ諸大学における女性学講座の成立と展開
(館かおる, ｢人間発達研究｣ 3号中,お茶の水

中,岩波書店,昭38, 7p)

カ3

満州事変と無産婦人運動(鈴木裕子, ｢戦後史ノ
ーH No. 3中, 1979, 9p)

評論｣ 5月号中,暗46, 20p)

植木枝盛

婦人問題の話(鈴木文四

郎,朝日新聞融二,暗4, 278p)

ス3

暗35, 8p)

大月書店, 1981,

262p)

子馬治,鈴木文治,山田わか,民友元ヒ,大10, 128p)

i/

女の現在と未来(将来構想研究会編,亜紀

書房, 1979, 250p)

//

イ10

図説

金沢短期大学婦人問題研究4 (同大学婦人問題研

女子大学心理･教育研究会,曙53, 9p)

タ15

究室,昭55, 122p)

主婦のための女性問題入門第二巻一共働き･離

カ4

女たちのゆくえ(神田道子,激辛書房,1982,237p)

癖･友だち(俵萌子他,教育資料出版会, 1982,

キ1

近時の婦人問題( ｢太陽｣第十九巻第九号,博文

211p)

キ3

京都の婦人のあゆみ一京都戦後婦人運動小史(京

チ1韓国女性運動史(丁毒壁著,柳沢七郎訳,高麗書

館,大2, 240p)

林, 1975, 241p)

テl

都婦人のあゆみ研究会編･発行, 1976, 264p)

ケ1婦人解放と性の壊滅(ケネリ･アラベラ著,大日
本文明協合訳･発行,大11, 394p)
コ1

女性は動く(小泉都子,南光杜,昭10, 329p)

コ2

婦人労働革命(ア･コロンタイ著,大竹博吉訳,

コ9

家庭の構造

正癖･大多和たけ子共訳,南北社,大正4,370p)
ト1

婦人問題講話(パルミロ･トリアッティ著,婦人

ト2

近代日本女権史(戸塚松子,紅玉堂書店,昭5,

問題研究会訳,大月書店, 1970, 119p)

内外融,昭5, 351p)

82p)

男と女,対立から協調へ(国際女性

現代女性の生き方

ナ1婦人問題研究(永井亨,岩波書店,大14, 544p)

ニ3

学会編, PHP研究所, 1981, 189p)

コ10

男女封等論(ェムメット･デソスモーア著,麻生

何のための｢女性学Jか(小
‑29‑

婦人のあゆみ百年(日本婦人団体連合会,大月書
店, 1978, 319p)
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ニ4

女性は天の半分を支える‑ ｢宗慶齢選集｣に学ぶ

ニ5

婦人解放論(西川文子,中央書院,大3, 272p)

ニ6

男女平等一働く権利と家庭生活の確立をめざして

72

(仁木ふみ子,ドメス出版, 1976, 270p)

多金子, ｢朝日ジャーナ/り

マ4

婦人問題と日本共産党(同党出版局, 1979,238p)

ニ8

女性と文化

ミ1女性の解放(J･S･ミル著,大内兵衛･大内節

新しい視点から考える(人間文化研

子訳,岩波率店,昭32, 210p)

ミ3

究会, ∫ CA出版, 1981, 307p)

彰考書院,暗22,167p)

ノ､ 1大正期に展開された母性保護論争について(林千

ミ7

曙46, 303p)

//

女性解放の思想(平井潔訳応,春秋出版社,昭32,

自由国民社, 1973, 626p)

ゆがめられた性一女らしさはだ̲れがつくったか

各国女性事情(樋口恵子編著,学陽書房, 1981,

〃

日本の婦人問題(同上,岩波書店, 1978, 213p)

236p)

ヤ1婦人問題の諸相(山田わか他,帝国講嬰合,大14,

婦人問蓮入門(同上,理論社, 1964, 189p)

(村上信彦,大日本雄弁会講談社,暗29, 244p)

71婦人と民主主義(ジャン･フレヴィル著･陸井四
郎訳,和光社,昭30, 270p)

72

明日の女性論(蕗沢紀志夫訳編,同光社,昭29,

7 3

現代の婦人解放(｢婦人問題懇話会会報｣ No.14,

733p)

ヤ2

現代生活と婦人(山川菊粟,叢文闘,大8,314p)

〟

社食進化と婦人の地位(フリップ･ラッパポート
著,山川菊柴訳,青田書院,大13, 342p)

259p)

〟

1971, 71p)

o

〟
n

〝

女性解放へ‑社会主義婦人運動論(山)ll粛巣,日
本婦人会義,暗52, 312p)

沖縄の婦人問題(同上No. 16, 1972, 72p)

/!

ペーベル･ミル婦人解放論(山川菊柴,鱒書房,

ヤ3

現代日本の婦人問題(山手茂,亜紀書房, 1970,

女性解放と社会保障(同上No. 27, 1977, 72p)

昭22, 168p)

性差別の撤廃について(同上No, 32, 1980, 72p)

性別役割分業思想をめぐって(同上No. 25, 1976,

241p)

7) 3

72p)

〝

性の政治学(ケイtl ･ミレット著,藤枝碍子他訳,

ム1

221p)

ヒ3

ウーマン･ 1)プ‑女性は何を考え何を求めるか
(ケ‑ト･ミレット著,高野7ミ他訳,早川書房,

記録･蓮見さんをなぜ裁くのか(蓮見さんのこと
を考える女性の金筋.発行, 1972, 60p)

//

女性解放思想の歩み(水田珠枝,岩波書店,昭48,
210p)

代, ｢淑徳大学紀要｣ 5号中,昭46, 33p)

ヒ1

婦人思想形成史ノート上･下(丸岡秀子,ドメス
出版, 1975, 226p･ 1982, 170p)

ニ7

‑2

4着16号中,曙37,

3p)

(日本婦人会議編･発行, 1978, 304p)

ノ1婦人問題講話(能智修爾

主婦を忘れた婦人問題一商店主婦は訴える(松永

東と西の女性解放(同上No. 20, 1974, 72p)

朝鮮女性の五十年上･下一法史を中心に(李丙洗,
｢思想｣ No. 537･ 538中, 1969, 13p･ 16p)

74

｢文部省版良妻賢母｣返上論(藤井治枝, ｢婦人

7 5

婦人問題の雷撃的観察(富士川#, ｢中央公論｣

リ4

公論｣ 1月号中,昭45, 7p)

リべレーン三ソ

ナウ‑アメリカ女性解放運動の

主張(三宅義子訳,柘植書房, 1976, 303p)

8月号中,大11, 12p)

76

最後の植民地(プノワッtl･グル‑著,有吉佐和

77

女性学入門(富士谷あつ子編,サイマル出版会,

‑1

婦人論(A･ベーベル著,山川菊菜訳,アルス蔽,

嫁入運動･婦人団体
アメリカの婦人団体(アメリカ大使館広報文化局

ア1

子･カTJ)‑ヌ･カドゥ訳,新潮社, 1979,206p)

出版部, 1968, SOP)

イ3

新壇制下婦人の政治運動(市川房枝, ｢日本評論J

カ2

人物婦人運動史一明治･大正･昭和のあゆみ(金

コ4

世界の婦人運動(小林勇編訳,大月書店,昭50,

1979, 304p)

9月号中,昭15, 7p)

大12, 752p)

森トシ工,労働教育センター, 1980, 326p)

ホ1

婦人問題十註(本間久雄,東京堂,昭4, 488p)

//

婦人問題‑その思想的板操(同上,昭22, 430p)

ホ2

婦人問題講話(穂積重遠,融二合致育協合,暗5,

284p)

シ3

｢新生活と貯蓄｣全国婦人大会資料(新生活運勢

ソ4

主婦達分裂問摩資料(昭39,ファイル1)

シ6

｢左翼｣婦人団体の動き‑婦人と社会講座第六集

62p)

協会･貯蓄増強中央委員会,昭34, 135p)

ホ5

ポツダム宣言並にその関聯事項(貿易奨励合,昭

マ1

現代婦人問題入門(松下童一編, El本評論社,昭

20, 68p)

45, 316p)

(自由民主党全国組織委員会婦人局編･発行, PE
32, 33p)
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シ6

｢母親大会｣について(同上,昭34, 31p)

7 2

陪解の幸福(阿部静枝,宮越太陽堂,昭17,324p)

セ2

全満婦人囲鰻聯合食報告書第二戟(石川忍編,同

o

女性教養(同上,日本短歌杜,暗16, 268p)

セ3

第20回通常総会議事録(全国農協婦人組織協議

74

合,昭8, 108p)

76

会,昭45, 92p)

//

ソ2

ア5

都市と農村の婦人対話集会記衆(同上,昭44, 73p)

高知県婦人解放運動史(外崎光広,ドメス出版,

ア7

婦人運動(大日本文明協昏編･発行,大7,354p)

ク5

戦彼婦人運動史(帯刀貞代,大月書店, 1960,222p)

タ6

女性日本(新日本婦人協倉,昭8, 2冊,37p,41p)

チ2

体制による地域婦人層掌瞳の過程(1)(2) (千野陽

78

イタリーの婦人組織(徳洋献子,婦人問題研究所,
昭15, SOP)

人合議参加貴行委員魯編,日本民主婦人協議食,
1949, 57p)

イ2

男女道徳論(一俵息衝,大同館書店,大6,500p)

イ3

女性に関する十二章(伊藤整,中央公論社,暗29,

ト7 東京都婦人団体名簿(東京都教育庁社会教育部編
発行,昭28, 57p)

194p)

イ4

女は太陽の如く(石垣綾子,河出書房,昭31,

イ5

母なれは(伊福部敬子,教材社,昭12, 241p)

ナ1尾≡婦人名鑑(名古屋聯合母の合第･発行,暗11,
500p)

208p)

//

イタ1)ア婦人解放闘争史(ナディア･スパーノ,
フィアソマ･カマルリンギ著,柴山恵美子訳,御

イ7

今の女(磯村春子,文明堂,大2, 243p)

イ9

戦後婦人政策の史的特徴(伊藤康子,日本福祉大

保健婦助産婦看護婦会員実態調査第1集(日本看

学｢研究紀要｣ 42号中, 1980, Sip)

ウ1女性中心説(I/スター･ウォード著,堺利彦解説,

婦人運動(西川光次郎,内外出版協脅,大2, 150p)

ノ1無産婦人圏麓概観(野坂龍子, ｢改造｣ 3月号中,
昭3, 4p)

部落解放第12回全国婦人集会(灘落解放同盟中央

牧民社,大5, 180p)

オ1

新女性の道(奥むめお,金鈴赦,昭17, 283p)

〝

花ある職場へ(岡上,文明社,昭16, 238p)

オ2

女性と文化一社会･母性･歴史(お茶の水女子大

カ1

現代女性論(亀井勝一郎,主婦の友社,昭38,

本部編･発行, 1967, 103p)

学人間文化研究会編,白馬出版,昭54, 334p)

7 3

全国組織婦人団体名簿(婦人問題研究所蘇･発行,

(!

同上(婦選会館編･発行,昭56, 76p)

240p)

昭33, 23p)

カ2

7 4
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ナ5

現代婦人の知識(中島義#,婦人新聞社‑札幌‑,

ニ1

女が考えていること(EI本人研究会編,昭51,240p)

ナル｣暗41. 12･ 4号中, 5p)
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家庭基盤の充実に関する対策要綱(自由民主党,
昭54,半紙17p)

ス2

家庭教育と生涯教育一第7回全国家庭教育研究大

//

ソヴユトの家庭と生活(スヴエルドロ7･パシ‑

ルストニク著,ソヴエト研究協禽訳,ソグユト文
化元土,暗21, 91p)

家庭生活に関する基礎資料(文部省社会教育局婦

セ1婚姻に関する法貌風俗(関根正直,雄山園, 48p)

人教育課,昭41, 233p)

セ3

解姻覚書(瀬川清子,講談社,昭32, 223p)

家庭生活問題審議会中間答申(同審議会,昭42,

セ4

家庭生活の朝昼夕(全国友の会創立30年記念展)

セ5

撃童の家庭教育(関屋龍書,三省堂,昭7,436p)

20p)

カ15

現代家庭教育論(岡上,番町書房,昭41, 229p)

シ7

会記録(同上,昭50, 191p)

カ12

現代父親教育論(同上,誠信書房,曙36, 210p)

シ3

第1回全国純潔教育研究大会記録(同上,暗46,
206p)

〟

勇訳,時事通信社,昭36, 352p)

訳,大鐙関,大10, 219p)

(全国友の会企画,婦人之友社,昭35, 128p)

娘の縁談(河盛貯蔵編,春陽堂書店,暗32, 224p)
愛･自由･幸福(同上,河出書房,暗26, 178p)

タ1家庭に於ける婦人の覚醒(高峰博,洛陽堂,大7,
408p)

カ16

樺愛論(亀井勝一郎,家城書房, 1950, 167p)

カ20

家庭基盤充実のための基本的方策のとりまとめ

タ2

家族制度の歴史(玉城肇,伊藤書店,昭21, 68p)

(家庭基盤充実構想推進連絡会議編,暗55,半紙

タ3

日本掛国史(高群逸彼,至文堂,昭38, 276p)

版13p)

タ4

静愛読(同上沙羅書房,昭23, 315p)

キ1

近代家族(北村達,大明堂,暗31, 164p)

タ6

新しい家庭の創造‑ソダニ7.の婦人と生活‑ (EB

キ2

母性中心教育一致育夫合議事録(教育相談所,昭
‑34‑

中寿美子,岩波書店, 1964, 202p)
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婦人関係単行本･資料等

タ7

新しき母のために(EB中食三業文園,昭11,177p)

タ9

家庭教育撃(田中義能,同文館,明45, 484p)

タ10

明治家族法史(高柳虞三,日本評論Jh暗26, 107p)

タ11家庭に於ける子女の教育(高島平三肌平野書房,

ハ3

模範家庭(鳩山春子,共立女子専門畢校,昭6,

U

我が子の教育(同上

264p)

ソ連邦をこおける結解と家族(ア･ゲ･‑ルチェフ

新しい性(平井艶,河出書房,昭29, 206p)

象寺谷弘壬汎創元新社,暗42, 320p)

昭11, 225p)

タ12

家庭教育に関する参考資料‑江戸期〜昭和20年

ヒ2

(大日本女子社会教育会,頃41, 32p)

72

ク14

難解は怖くない(俵茄子,読売新聞社,昭54, 190p)

〝

子育てが下手な親へ(同上海竜社,昭57,254p)

7 3

結婿と家族法(千種達夫,印刷局,昭28, 242p)

ツ1家族における婦人の役割変化上･下(鶴見和子,
ツ2

7 5
U

7 6

｢思想｣ 3月号中16p, 5月号中2lp,昭43)

離婿一比較社会学的研究‑ (坪内良博･坪内玲子

テ1産兄調節論批判(嘩峻義等, ｢矧動科挙研究｣ 2

〃

家族と村落第一輯(同上,鈴木栄太郎監修,日光

家･家族(外木典夫編著,学

ナ1新家族‑新らしい民法の話(中川善之助,毎日新
聞社,曙23, 224p)

ナ2

随想

ナ3

新憲法と家族制度(同上,国立書院,昭23,155p)

家(同上,河出書房,昭18, 283p)

ナ4

婚姻一家族制度全集第一部第‑巻‑ (中川善之助
他,河出書房,昭12, 387p)

〟

家族のゆがみ(中川善之助･綾子,雷鳥払昭42,

U

離好一家族間題と家族法皿‑ (中川善之助他,宿

離株状と株切寺(同上,日本評論社,暗18,270p)
姫姻制度講話(同上,文化生活研究骨,大14, 196p)

ホ

離婚制度の研究(同上改造私大13, 898p)

幸福なる夫婦一座兄調節の科挙(属島鳳新風敵,
昭22, 213p)

マ3

母と妻と娘(松浦政事,金港弘

マ4

核家族時代(松原治弧

ミ1恋愛･結解･家庭論(見田宗介･見田咲子鼠徳
間書店,暗41, 382p)

ナ5

予の瀞愛観(中桐躍如払小西書店,大12,115p)

家庭生活意識に関する世論調査(内閣総理大臣官

ミ2

親子の性教育(三宅やす子,文化生活研究軌大
13, 223p)

モ1幸福な結癖(アソドレ･モロア著,河盈好戒訳,

房広報室,昭41, 173p)

産児制限に関する世論調査(岡上暗45, 127p)

家族を中心とした人間関係(中根千枝,講談社,
昭52, 176p)

ニ1日本の家族(有賀菩左衛門,至文堂,僻40,289p)

家族計画便覧‑昭和42年度(日本家族計画協会,
暗42, 251p)

日本の家庭生活(日本家庭生活問題研究金箱･発

新潮社,昭30, 187p)

モ3

支那の家族制(諸橋轍次,大陸鰭書店,昭15,506p)

モ5

家庭無用論(森本和夫,三一番房,曙41, 224p)

ヤ1瀞愛革命(山本宣治,アルス杜,昭4, 237p)

ヤ2

結解新道(安井洋,腰丈堂苦瓜昭17, 239p)

ヤ3

増補陸生結婚(同上,同上,昭17, 168p)

ヤ4

山本宣治全集第六巻

行,昭42,和文53p ･英文48p)

産兄調節論(同上,ロゴス

書院,昭4, 350p)

ニ5

第5回国際家族計画会議議事録(国際家族計画連

ハ2

盟･日本家族計画連盟編･発行,昭30, 306p)
民間停承と家族法(橋滑泰雄, El本評論Jh曙18,
16lp)

明41, 160p)

日本放送出版脇会,昭44,

214p)

ナ6

ニ4

結婿訓(穂頃重遠,中央公論社,昭17, 208p)

ホ

井書店, 1958, 409p)

ニ2

家事･育児を分担する男たち(福岡･女性と職業

ホ

288p)

ナ7

現代家庭教育論(藤井治乱ドメス出版,昭49,

研究会編,現代書館, 1982, 222p)
ホ

陽書房, '1973, 290p)

〟

婦人問題双書③家庭と女性‑つくられたマイホー

180p)

79

書院,昭14, 323p)

現代日本の共同体

同上績愛篇(岡上,曙6, 394p)

日本家族制歴史概説(福尾猛市郎,吉川弘文館,

会, 1980, 278p)

ト1家族構成(戸田展三,弘文堂書房,昭15, 268p)

ト4

婦人公論大草結賠準備篇(中央公論社,昭6 ,362p)

ムからの脱出(藤井治枝編乱現代婦人問題研究

巻4号別刷, 20p)

U

女性の自立と家庭(同上No. 31, 1971, 72p)

昭47, 234p)

77

著,創文社,昭45, 257p)

婦人解放と家庭(｢婦人問題懇話会会報｣ No. 18,
1973, 72p)

〝

編,ドメス出版, 1972. 481p)

新俳数と家庭の倫理(古川確悟,文松堂,昭18,
236p)

チ1明治期家庭生活の研究(中部家庭経営学研究会
チ2

同上堵6, 324p)

ハ5

ヤ5

現代日本の家族問題(山手茂,亜紀書房, 1972,
240p)

ヤ6

私の懸愛観(LLl田わか,協和書院,曙11, 324p)

ヤ7

家庭と生活改善(山本於化
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民主教育協会,昭35,

Ⅳ 婦人関係単行禾･資料等
69p)

54p)

ユ1世界の難解‑その風土と動向(湯沢薙彦他共著,
有斐謝, 1979, 208p)

〟

全国母子世帯調査結果報告書(岡上,昭37, 65p)

〝

日本の子どもとその家庭の実態一会国家魔福祉実

腰調査結果報告(岡上日本児童福祉協会,暗40,

き1家族制度の将束(青田番数.橋本文語共著,東京

89p)

賓文館,大4, 418p)

リ1友愛播磨(B･B･1)ソゼイ著,原田賓訳,中央

コ5

諸外国における働く婦人の保育その1‑アメt)
ヵ.ィギt)ス･スウェーデン(職業研究所婦人雇

公論社′昭5, 553p)

用研究室編･発行,昭48, 138p)

ロ1各国における結解の承諾,結鱒年令および結解の
〝

登濠(労働省婦人少年嵐昭36, 57p)
U

同上

協議離解の実情(同上,暗36, 55p)

ヮ1新しい家の倫理一改正民法余話(我妻柴,畢風書

U

婦人労働者の子どもの保育実態調査報告(同上
1972, 77p)

院,昭27, 334p)
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コ7

子殺しに関する調査(子殺しを考える会,昭53,

コ9

娘たちのための子育てガイドブック(国際婦人年

育社,昭39, 400p)

あいちの会子育てを考えるグループ編･発行,

愛育読本(倉橋惣三･斎藤潔･青木誠四郎共著･

1981, 60p)

サ1理解ある母一変鬼の供け方(三田谷啓,同文館,

学童保育10年のあゆみ(秋田婦人ホーム城南国母

暗15, 295p)

シ1女の解放･子どもの解放一保育問題を考える一

の会編･発行,昭48, 61p)

ァ4

母子保証法の解説(厚生省祉昏胤昭13, 84p)

半紙版, 13枚)

恩賜財囲愛育合編,昭10, 192p) ‑㌔

ァ3

コ6

未亡人および母子開演

ァ1新しい保育( ｢家庭科教育｣ 5月号増刊,家政教

ァ2

(侵略‑差別と闘うアジア婦人会議編,保育の会･

見童心埋草序説(青木誠四肌中文鰻書店,大13,

1972, 109p)

243p)

イ1 El本の保育(一重ケ瀬康子,医歯薬出版株式会払

セ1昭和45年度全国未亡人団体調査(全国未亡人団体
協議会編･発行,昭41, 123p)

昭37, 302p)

イ2

日本の児童福祉(一重ケ瀬康子私生活科学調査

セ2

母子保護法制定促進運動の社会的性格‑こついて

タ1子どもの育つ環境を考える一国際児童年にあたっ
て(大学婦人協会編･発行, 1979, 71p)

‑母子保護法制定史(1)‑ (同上｢社会福祉｣第

チ1児童憲章(中央青少年問題協議会編,日本少年教

14号中, 1967, 23p)

イ3

護協会,昭27, 186p)

保育資料集(稲沢女子短期大学編･発行,暗45,

日

164p)

イ4

ユ1母性及び兄童保護(西野隆夫,保健衛生協倉,昭
13, 532p)

ゥ1保育所の開設と運営(梅山つる編,日本児童福祉
ニ2

協会,昭詔, 217p)

オ1玉川幼児教育講座1保育者論(小原圃芳著,目名
子太郎監修,玉川大学出版S,昭46, 229p)

土文化,暗49, 530p)

文社,昭26, 297p)

引き(学童保育連絡協読会編･発行, 1968, 102p)

ハ2

女性の自立と子どもの発達‑北欧･フィンランド

に学ぶその両立への道(橋本紀子,群羊社,昭57,

コ1社会主義の園の母と子‑ソ同盟における母子の桂

239p)

利(コぺt)ヤソスカヤ象内海周平訳,青木書店,

ホ1母子福祉関係資料(参議院社会労働委員会調査室

1955, 193p)

兄童保護関係法規(厚生省社台局鼠内閣印刷局,

編･発行,昭32, 334p)

ホ3

昭14, 157p)

児童福祉事業の概況(厚生省児童局編･発行,昭

消えたエプT,ソールポ父子家庭(細川公夫他,大
月書店, 1981, 242p)

モ1若き母の青鬼(森重静夫,講談社,昭23, 302p)

27, 73p)

〟

子ども自書1974年版(日本子どもを守る会編,辛

ハ1少年期一母と子の四年間の記録(波多野勘子,光

ヵ1よりよい学童保育のために‑その現状と運動の手

コ3

母子･父子世帯生活実態調査報告書(東京都民生
局編･発行,昭54, 181p)

戦後十年の母子宿敵(井上哲男,全社協研究所,
暗30, 16p)

コ2

保育所の現況一付録戦後日本保育年史(全国私立
保育園連盟,昭36, 84p)

会,暗39, 301p)

〝

その2‑フランス･西ドイツ･ソ連(同上,

1975, 77p)

全国家庭児童調査結果報告書(岡上,岡上,昭39,

ヤ1各国人口増殖並に母子保健施設(屋代周二,山雅
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婦人関係単行本･資料等

ク1浮浪者と賀笑婦の研究(草間八十雄編,文明書院,

房,昭17, 399p)

ヤ2

母子福祉四十年(山高しげり,殉支社,願52,

昭3, 134p)

ク2

五十年の歩みと五十日の旅(久布自オチミ,日本

コ2

基督教婦人矯風会本乱昭31, 83p)
国家売春命令物語(小林大治郎･村瀬明,雄山園,

昭38, 15p)

コ3

耗日本の貞操(五島勉編,蒼樹毒し1953, 266p)

ロ1

ソヴ‑トにおける母と子供の保護(ロシア問題研

サ1位立法の理論一売いん防止法秦を批判する(楼井

p 2

全国の女世帯(勢働省婦人少年局編･発行,昭29,

270p)

ヨ1

うれしい児童青草(横港千秋,児童憲章実践普及
会,昭27, 159p)

ヨ2

働く母と保育所(吉田震太郎, ｢世界｣ 9月号中,

昭46, 256p)

究所訳,ナウカ蔽,暗9, 153p)

光堂,柴葉社,昭31, 101p)

シ1公始の害(島田三郎幕済, ｢女畢雑誌｣ 191号中,

130p)

明22, 8p)

''
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明33, loop)

売春問題

シ2

El本から賀春をなくしましェう(衆参婦人議長団

セ2

売春処罰法促進委員全編･発行,昭28, 16p)
従軍慰安婦‑ "声なき女"八万人の告発(千田夏

セ3

茸売防止法と共に‑婦人相談員の証言(全国婦人

タ6

廃嫡運動一廓の女性はどう解放されたか(竹村民

7 1売春(有泉亨･圃藤重光編,河ttl書房,昭31,299p)

イ1責春婦の性生活(雪吹月,文芸出版,昭28,278p)

イ2

紅燈下の彼女の生活(伊藤秀吉,賓業之日本敵,
昭6, 638p)

〝

光,双葉杜,昭48, 220p)

日本の公嫡制度(同上,日本基督敦聯盟,大14,
55p)

イ3

棄笑婦研究(市場撃而部,巌松堂,明45, 215p)

イ4

強化された赤線業者の反攻態勢(伊藤牧夫, ｢日

相談員連絡協議全編･発行,昭51, 253p)

郎,中央公論社,昭57, 219p)

ト1安寿婦論考一男笑の沿革と現状(道家奔一郎,史

本週報｣32. 9. 5中, 5p)

ウ2

話出版社,暗3, 649p)

辻の章一くるわのおんなたち(上原栄子,時事通
信社,昭52, 336p)

オ1

EE本公娼制度論(大隅末嵐

ト2

ときの声(舌畏信子,筑摩書見昭40, 307p)

ト4

東京都の婦人保護(東京都民生局婦人部福祉課

U

婦人保蕗関係免程集(岡上昭52, 142p)

ト6

昭和52年度事業概要(東京都婦人相談センタ‑)

冥廃合出版部,昭11,

149p)

オ2

姫妓解放哀話(押野岩三郎,中央公論社{昭5,

編･発行,昭48, 550p)

379p)

オ3

オ4

(昭53, 47p)

よしわら(大河内昌子,日本出版協同,昭29,

ナ1賓笑三千年史(中山太郎,春陽堂,昭2, 692p)

202p)

ナ2

花柳病洩防こ関スル報告(内務省衛生局編･発

ナ3

私の若き日の記録一婦女身売防止運動の一断面

ナ4

会津遊廓史(中村とし, ｢民衆史研究｣第三号中,

石つぶてのなかで‑モルフィの廃嫡運動(小川京
子,著者,昭42, 88p)

行,大14, 227p)

カ1戦後日本の売春問題(神崎清,社会書房, 1954,

(長岡万治郎,誌趣会,昭48, 101p)

326p)

〝

厳娯之急務(島田三郎･木下尚江合著,博文鮭,

娘を売る町(同上,新興出版, 1952, 231p)

会津民衆史研究会, 1979, 16p)

U

夜の基地(岡上,河Etj書房,昭28, 305p)

ニ1公姑凝血陳情書(日本基督敦婦人矯風合,明44)

カ2

サヨナラ人間党買(神近市子編,現代社,昭31,

ニ2

カ3

公娼存鹿問題と時論(川崎正子編,婦人新報杜,

〝

公娼制度撤陵の是非(同上,岡上昭2, 261p)

254p)

昭49, 270p)

･､ 1売春対策の現況(売春対策審議会編,大蔵省印刷

大15, 67p)

カ4

かにた便

局,昭34, 529p)

No. 2‑No.29 (昭51‑昭57)

売春対策の最近の状況(同上,暗44, 39p)

売春対策関係資料(同上僻32, 153p)

‑2

百億円の売春市場(元RAA立川所長格本寡夫,

‑3

売春風俗史(原浩三,鱒書房,昭30, 214p)

天皇の軍隊と朝鮮人慰安婦(金一勉,三一書房,

不明, 238p)

1976, 284p)

キ3

o

〃

(かにた婦人の村彼援会発行)
キ2

売春と前借金(日本弁舌士連合会鼠高千穂書房,

性侵略を告発する(キーセン観光に反対する女た

‑ 4

ちの会編･発行, 1974, 86p)

売春禁止期成第一回全国婦人大会記(売春禁止陰
樹定促進委員全編･発行,昭30, 20p)
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貫春禁止法制定促進関東大会記(同上,暗30, 20p)

Ⅳ‑14

ノ､ 6 売春防止法制定10周年記念全国集会(同実行委員

ア1焼跡闇市のジャソヌ.ダルクたち(最初の婦人議

会,昭41,ファイル1)

7 1歩み‑大阪婦人ホ‑ム三十年史(婦人矯風会大阪

員追跡) (青木やよひ, ｢潮｣ 5月号中,昭50,
23p)

支部編･発行,昭12, 76p)

7 2
73

群馬廃姫記(藤田徳松,法律文化社,暗43,155p)

イ1婦人と政治(講演記録) (市川房枝, ｢日本記者ク

いと小さく費しき薯に‑コT=ニーへの道(深浮文

婦人の保護

ラブ会報｣ 119号, 1980, 13p)

i/

雄,日本基督教団出版局, 1969, 357p)

7 4

創刊号(婦人保護事業研究会,昭32,

〟

ウ2

人身売買(牧英正,岩波書店, 1971, 226p)

マ3

青春と人身頁巽の構造(前田信二郎,同文書院,

市会議員一年生の記録(内田あぐり,東海民主婦
人社,昭30, 68p)

ミ1遊興税沿革史(三宅孤軒編,全国同盟料理新聞社,
昭3, 476p)

ミ2

頁春婦異名集(外骨編,威光館,昭4, 125p)

ミ3

嬉婦

ミ4

貿られ行く娘の問題(愛国婦人含社食部長三浦精

オ2

婦人の経済翠(大内兵衛,岩波書店, 1953,224p)

オ3

ソヴ‑ト法と婦人の構利(大竹博吉,婦人問題研

オ4

親族法(奥EEl義人講述,中央大学, 400p)

オ5

婦人の法律と経済(大久保静平,賓文館,大15,

究所,昭4, 91p)

海外流浪記(官岡謙二,三一書房, 1968,

242p)

承,行一撃協合,昭10, 33p)

507p)

オ6

婦人と経済(太田正孝,文化生活研究脅,暗2,

カ1

女たちの民法問答一女の生と性60事例(鍛冶千鶴

o

家庭の法律(鍛冶良堅･鍛冶千鶴子編,小学館,

モ1赤線地区とは何か(森本正一藁,更生新聞社,

180p)

1952, 181p)

公娼問題と群馬株(森川抱次,廓清合婦人矯風食
塀%, *15, Sip)

ヤ1

私の言いたいこと一政治とくらしを考える(同上,

オ1新女性経済講話(沖中恒幸,森山書店,昭8,298p)

昭33, 224p)

モ2

私の政治小論(同上,秋元垂房,昭47, 241p)

ポプラ社,暗51, 238p)

40p)

72

婦人と政治･経済･法律

子鼠

売春防止法とはどんな法律か(山本嘉盛,日本厚
生福祉会,昭31, 157p)

学陽書房, 1979, 251p)

昭42, 758p)

〝

女性のための法律相談(鍛冶千鶴子,角川書店,

ヤ2

聾者論(矢野恒太,博文館,明45, 306p)

ヤ3

社会廓清論(山室軍平.中央公論社,暗52,345p)

//

茶の間の法律(同上,婦人画報社,昭38, 197p)

ヤ4

日本救世軍婦人救済年表(山室民子手書15枚,昭

//

女性の利益をまもる法律知識(岡上,自由国民社,

曙35, 236p)

53)

ロ1

曙39, 297p)

各組における賀春対策(労働省婦人少年局,昭28,

カ2

頼姻法入門一恋愛･内縁･難解の条件(岡上,光

カ3

女性の法律(片山哲,孝義書房,昭9, 313p)

47p)

//

"

文社,昭35, 244p)

賓春tこ関する資料(同上, 1953, 92p)

コ1国連婦人の地位委員会報告書(第10回〜15回会議,

責春婦並びにその相手方についての調査‑ (同上,

労働省婦人少年局,暗31‑36, 9冊)

昭28, 34p)

〟
〟
/!

〟

売春婦の転落原田と更生の問題(岡上,昭33,61p)

サ1家事審判関係法規集(最高裁判所事務局民事部

売春問題の対策に関する答申書(同上, 1953,25p)

売春に関する年表

編･発行, 190p)

シ

頁春iこ関する法令(同上, 1952, 117p)

昭和20‑40年(同上.昭41,

婦人参政読本(新日本建設同盟編,太平書房,昭
20, 61p)

タ1女性のための新民法(田過繁子,京北書房,昭25,

33p)

〝

風紀についての意識(同上,昭37, 92p)

〟

戦後新たに発生l/た乗場地域における売春の実情

〝

について(同上,暗30, 74p)

I/

213p)

ワ1婦研第6号(早稲田大草婦人問題研究禽編･発行,

〟

女性と法律(同上,愛育証,昭23, 174p)
婦人公民読本(同上,婦人同志合,暗12, 51p)

マヌ法典の家族法(同上,日本評論新払

昭35,

300p)

昭12, 79p)

ナ1婦人政治譲本(‑セル･B･ウィ‑ド序,中屋健
式著,大日本雄梓禽講談払昭21, 64p)

ナ2
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U

558p)

ナ3

女性法律嬰(奈良正路,洩野書店,昭7, 214p)

ナ4

女性と憲法問題(中原精一,評論社,昭43,270p)

ナ5

経済における婦人の役割(内閣総理大臣官房編･
発行,昭50, 132p)

‑2

新悪法と家族制度(新妻イト, ｢リベルタ｣ 1巻

‑3

婦人と政治の案内(自由民主党婦人局編,同出版

婦人の政治教育(国際連合社会問題部編,外務省
情報文化局訳,労働省婦人少年局, 1952, 31p)

''

やさしい民法一新しい婦人の地位(同上鰐,中央

ロ2

婦人と政治(城山政道, J政令教育協倉,昭6,53p)

矧執筆園,昭24, 112p)

4号中,札幌交文政,昭21, 2p)

民主政治と婦人(日本自由:菟婦人部久布日清賓

行委員全編･発行,暗41, 349p)

カ1家政撃研究

漏･発行,昭21, 160p)

7 1

婦人参政30周年記念全国婦人議員アンケ‑ト調査

報告書一付全国婦人議員名簿(婦選会館編･発行,

ク1家内の倹約･墓所親則合本,一名厨房賓儀(九岐
噺,忠誠堂,明13, 37p)

7 2

知って得する女の法律(婦人総合法律事務所編,

7 3

家族制度を復活してはならない(婦人人権擁護同

ク2

くらしの宝知識(国民生活セソクー普及部編･発

コ1

消費者の経済学(L･J ･ゴードソ,宮原佑弘訳,

セ1

カラーテレビ値下げ運動の記鐘(全国地域婦人団

毎日新聞社,昭44, 237p)

行,昭50, 196p)

盟編･発行,暗29‑31, 3冊)

家政教育社,昭39, 670p)

ミ1暮らしの中の法律(三淵素子･渡辺道子･有泉亨
他,読売新聞社,昭37, 288p)

体連絡協議会･全国婦人会館地域活動情報センタ

法律女の一生(三宅正太郎,中央公論社,昭9,

‑縮･発行,昭46, 4lp)

239p)

ヤ1

セ2

こどものしあわせ一見童頑祉法とはどんな法律か

家政哲学一人間守蕗を主軸とする家政学確立のた
めに(関口富佐編著,家政教育社,昭52, 33lp)

ニ1家庭経済と生活設計一第1回婦人教育研究集会記

(山高しげり,清水書房,昭23, 174p)

//

9‑56 (奈良女子大学家政学会,

1958‑ 1982)

暗51, 42p)

ミ2

家政･家庭経済･消費経済

ウ1現代消費生活論一氏家藤子先生記念論文集(同刊

局,暗36, 32p)

J:/

Ⅳ‑15

暮しと政治‑その考えととりくみ方(憲治隆一,

横沢東兵衛,福本春男,山高しげり共著,文教書

録(日本女子社会教育会,暗52, loop)
ホ1婦人の経済学(本位田帝男,光生館,暗28,275p)
//

院,昭35, 222p)

家庭経済(岡上,大入洲出版,暗21, 250p)

ヤ2

妻の盤の法律(山EEl隆子.筑摩書房,昭40,232p)

マ2

ヤ4

婦人問題法令′､ソドブック(山口真,柴山幹子

ム1台所重宝記(村井弦斎著,村井米子編,新人物往

編,ぎェうせい,曙50, 347p)

来社,曙52, 276p)

ヨ1新民法早わかり‑付法律相談(遼東新聞改編･発

ヤ1暮しの論理一生活創造への道(山本松代,ドメス

行,昭22, 35p)

･p l
I,

〟

物価と家計簿(丸岡秀子,岩波書店,昭38,212p)

出版,昭50, 240p)

//

各国の相続法(労働省婦人少年局,昭38, 46p)
各国の離婚法(同上,昭40, 103p) ‑

生活設計の理論と実際(山本松代･水沼有･安孫
子智恵共著,光生館,昭45, 265p)

園舎および地方議合における婦人議員(同上,曙

ロ1諸外国における家族のための経済的方策(労働省

27, 86p)

婦人少年局編･発行, 1956, 41p)

J'

財産権および家族法における婦人の地位(同上,

U

諸外国における賠蜂婦人の法律上の地位(同上,

'!

世界における婦人の政治的権利(同上,昭36, 19p)

〟

日本婦人の法制上の地位一国際連合経済社会理事

ア2

日本の保健婦(赤木朝治,常磐善房,昭18,217p)

会への答申書(同上,昭24, 18p)

7 4

米国における婦人労働の実情(米国労働省婦人局,

暗34,和文52p ･英文49p)

Ⅳ‑16

7 1女子労務の磯薬学的研究(阿部利雄,銀行信託杜,

昭34, 102p)

/y

婦人と労働･聴業

昭18, 386p)

婦人少年行政をささえるもの‑婦人少年室臨助員

｢経済文塾｣ 10月号中,曙30, 21p)

76

の活動記録(同上,昭39, 158p)
//

婦人の財産権(同上,昭29, lip)

/'

婦人の政治上の権利‑その56年間にわたる進歩

解説

女子労働判例(赤松良子編,学陽書房,昭

51, 305p)

77

(同上, 1950, 32p)

第60回I LO総合決議集(婦人労働関係) (労働
省婦人少年局仮訳, 1965, 16p)
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東欧女性の労働と生活(I LO編,柴山者美子訳,

イ1保健婦の活動状況(井上なつゑ鼠

館,曙17, 73p)

〝

労働教育センター, 1981, 157p)

南江堂,昭18,

カ10

226p)

看護の将来像(同上,医学書院, 1969, 210p)

着護の自立‑現代医療と看護婦(川島みどり,敷
革書房, 1977, 312p)

カ11自治体の中堅管理者のための新しい1)‑ダーシッ

イ2

持業者及女子努務輔導(伊藤博,村中兼松,東洋
書館,昭17, 323p)

プ(加藤盲子･三隅二不二編著,学陽書房,昭52,

イ5

働く主婦(定職,内職,季節)の実態(飯田市教

291p)

育事務所,教育委員会,連合婦人会編･発行,昭

カ12

イ6

育児休業の基本的あり方と普及促進について一育

カ13

キ1婦人努働に関する文献抄録(内国之部･外国之部)

議,僻48, 50p)

女教師の婦人問題(一番ケ瀬康子,木川達爾,宮
田丈夫編,昇一法規,昭49, 214p)

イ8

衛生撃上ヨリ見タル女工之現況(石原修,国家昏

イ9

｢広島県女給同盟｣に関する一考察(今中保子,

拳骨,大2, 118p)

(企画院,不明, 300p･381p)

キ2

女子勤労(桐原蔑見,東洋書館,昭19, 262p)

キ3

月経と作業能力(同上,昭18, 394p)

キ4

婦人教師の百年(木戸君雄,明治国書, 1968,210p)･

キ5

風の悌突‑在日朝鮮人女工の生活と歴史(金賛一

ク1

明治の女官(久留島武彦,盛林堂書店,大正元,

汀･方鮮姫,田畑書店, 1977, 237p)

｢芸備地方史研究｣ 133号中, lop)

ウ1働く婦人の労働法(内山忠信,三信図書,昭47,

198p)

230p)

オ1男女同一労働同一賃金(荻島亨編訳,国際公論赴,

ク2

世界の婦人労働(ヴィオラ･クレイン,遠藤正介

ク3

ともはたらき入門(釆栖琴子,水曜杜,暗51,333p),

訳,労務行政研究所,昭42, 231p)

昭24, 221p)

オ2

変わりゆく婦人労働(大羽綾子,東洋経済新報社,

ケ1講座現代の婦人労働(1)婦人労働者の賃金と雇用

昭40, 183p)

〃

婦人･青少年の労務管理(二宮安歳･大羽綾子,

(2)男女平等と母性保護(3)労働者の生活と家事･育

児(黒川俊雄･嶋津千利世･犬九義一編,労働旬

日本生産性本部,昭41, 260p)

オ3

育児休職(岡尾昌子,青木奉店, 1966, 212p)

オ4

女給生活の新研究(大林宗嗣,巌松堂,昭7,

オ5

専門職の女性たち一現状とその意識(岡田政子他,

報社,昭53, 258p ･ 242p ･ 303p)

コ1

はたらく女性のあゆみ‑イギ1)ス婦人労働史の数

コ2

日本着轟制度史年表(厚生省医務局編･発行,曜

コ3

英米における有夫女子雇用者の問題‑日本と比扱

‑イ

してその1 ･その2 (雇用促進事業団婦人雇用詞.

えるもの(小林巧,白桃書院,昭32, 344p)

253p)

35, 66p)

亜紀書房, 1975, 286p)

オ6

鉄道弘済会の娘たち(大江健三郎, ｢世界｣ 3月
号中,昭36, lop)

オ7

働いて生きる(大脇雅子,学陽書房,1981, 278p)

カ1看護婦(片岡鼻･富岡次郎･園部逸夫,三一書房,

査壷編･発行,曙43･44, 36p･ 23p)

〝

1961, 244p)

女子の職場配置(狩野廉之,東洋書館,昭18,297p)

カ3

奥様のアルバイト(影山裕子,光文社,昭39,218p)
女性の能力開発(同上,日本経営出版会, 1968,

･'

･'

既婿婦人の就業と生活に関する調査報告書(同上,

I/

雇用調亀のなかの主婦の就業動感一都市と農村の

1981, 140p)

カ4

職業婦人を志す人のために(河崎ナツ,現人武,

カ5

宮中女官生括史(河鰭賛美,風間書房,昭38,253p)

カ6

女子公務員像の転換一職場の花から実力者へ(加

実意調査(同上,昭51, 234p)

僻7, 242p)

〟

イエスの友看護婦ミヅ

ソ連経済における婦人一経済,科学,技術の発展
vL̲おける婦人の役割(ノートソ･D･ドッジ著,
同上編･発行,昭42, 33p)

ショソ, 1926, 38p)

カ8

主婦労働者の雇用管理に関する調査(岡上,昭46,
81p)

〝

藤富子,学陽書房,暗46, 189p)

看護婦崇拝論(賀川豊熟

家庭婦人の就業に関する基礎資料(岡上,昭43,
37p)

238p)

カ7

家庭責任をもつ働く婦人たち(イギリス･アメリ
カ) (岡上,昭44, 42p)

カ2

〝

看護職旦条約･勧告のすべて( ｢ナースステーシ
ョソ｣特別号中,医学書院,昭53, 192p)

児休業vL̲関する研究会議(第一次)報告香(同会
イ7

縮ひとすじの青春‑ ｢富岡日記｣にみる日本の近
代(上条宏之,日本放送出版協会,昭53, 234p)

46, 128p)

保健婦手帳(金子光編,東京市特別衛生地区保健

//
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カJイギt)ス･スエーデソ(同上, 1973, 138p)

〝

b

/y

コ6

タ4

婦人労働の法律問題(高橋久子,日本労務研究会,

農村婦人の雇用に関する調査研究(同上, 1972,

昭50, ㍊6p)

タ5

婦人の就職案内( ｢婦人倶楽部｣ 11月号付銀,大

タ7

婦人の賃金と福祉(竹中恵美子,創元社, 1977,

婦人の職業分野としてのコンピューター関連職種
に関する調査研究(同上,昭45, 59p)

〝

母性保護‑働く婦人の権利闘争(武村暗正,原田
二郎編,新日本医学出版社, 1972, 210p)

乳幼児をもつ働く婦人と保育(同上, 1974, 160p)

76p)

n

タ3

西ドイツ婦人の就業状況(岡上, 1980, 101p)

日本雄弁会轟談社,昭28, 200p)

240p)

婦人の職業とライフサイクル(同上昭51,133p)

タ8

製糸労働者の歴史(帯刀貞代他,岩波書店,1977,

国鉄の女子職員の実意‑電話係,看護婦,女子車

//

日蕃労働婦人問題(岡上,ドメス出版, 1980,220p)

掌(国鉄労働風合婦人部編･発行,昭31, 204p)

〟

女教師だけを責めないで(駒野陽子,読売新聞をL

212p)

昭51, 232p)

コ7

サ1女子の職業病(薄井淳,東洋書館,暗18, 218p)

サ2

チl

局編･発行,暗2, 231p)

テ2

女子労働の経済学(佐野陽子編, EI本労働協会,

働く女性の社会学(塩田庄兵衛･長洲一二･一番

働くものの婦人論一現代資本主義と婦人労働者

シ5

女子30歳定年制は憲法違反‑大木裁判証言記録

(柴田悦子,関西勤労者教育協会1965, 108p)

(柴田悦子,日本民間放送労組連合会,昭45, 60p)

ト6

Iy

国際労働機関と婦人努働(同上,昭5, 34p)

シ9

女工問題普選論文(｢女工研究｣第四年第一競中,

告) (東京都労働局,昭49, 569p)

ナ4

働く女性と労働法(中島通子,東京都労働局,昭

ニ1

ノ､イクラス女性の職業(EE本有職婦人クラブ全国

ニ2

職業婦人の五十年(西清子,日本評論新社,昭30,

ニ3

女性の職業(新妻イト,三元社,昭24, 238p)

ニ4

女が働くということ(西清子,生活科学調査会,

ニ5

着護衛白書(吉田秀夫監修,日本医療労働組合協一

ニ6

着謹白香一国民の健康と看護(日本看護協会編,

51, 81p)

婦人労働の基本問題一戦後紡織工場の貴意調査

セ4

男女同一労働同一賃金の実現をめざして‑英国の

連合会綴,実業之日本社,昭38, 262p)

(政治経済研究所編,中央労働学園,昭23,284p)

271p)

1970年男女同一賃金法を中心FL̲ (全日本労働総国
旗編･発行,昭48, 150p)

痛共のドキュメント白衣の天使(千

昭41, 260p)

田夏光,双葉杜,昭50, 281p)

タ1女子努働に関する報告(谷野せつ,昭和研究合,

議全編,労働旬報社,昭44, 264p)

暗15, 43p)

p

鉄線女工退職後の蹄趣に関する調査(岡上, ｢産

昭和50年版, 452p)

業両利｣第12巻第11号中,昭12, 12p)

タ2

異郷に散った若い命一官営富岡製糸所工女の墓

〝

官営富岡製糸所工女史料(岡上,たいまつ社,

(高瀬豊二,上武大学出版会, 1972, 176p)

1979, 287p)

7メリカ看護を学ぶ(長浜晴子,玉川大学出版部,
1977, 204p)

セ2

従軍看護婦

婦人パートタイマーの実情(同上,昭50, 301p)

ナ1女性と職業(中島高森編,教明書房,昭43,223p)

EI東社,昭3, 217p)

セ5

日本近代看護の夜明け(土曜会歴史部会,医学書二
院, 1973, 262p)

ナ3

249p)

定本･富岡日記(和田英,上条宏之崩,創樹社,

ト7 婦人労働の実情(婦人労働者就業実態調査結果級
〃

女中に関する調査(社食立法協含編･発行,昭6,

富岡日記(和田英,東京法令出版,昭40, 261p)

1976, 227p)

女性の職業のすべて(自由国民社編･発行,昭49,
368p)

シ8

ト3

〟

シ3

婦人職業戦線の展墓(東京市役所編,白鳳杜,塔
6, 481p)

婦人と労働(同上鼠新日本出版社, 1970,298p)

ケ瀬康子,合同出版社, 1964, 291p)

ツ6

大13, 270p)

ト2

波書店,昭28, 239p)

シ2

農業努働の男女別分析(帝国鹿骨,暗8, 6p)

ト1職業婦人に関する調査(東京市社台局編･発行,

昭47, 251p)

シ1女子努御者一戦後の締紡蹟工場(嶋津千利世,岩
･'

東京大阪両市に於ける職業婦人調査‑タイピス
ト.事務員･交換手･店員‑ (中央職業紹介事務二

働く女性の歴史一通史と現状(三瓶孝子,日本評
論新杜,昭31, 218p)

サ3

勢働婦人問題(岡上,無産元と,昭4, 76p)

I/

僻和52年度産科病棟実感調査(同上,解54, 217p)

''

調査研究報告一特集･看護財源の現状(同上,
1981, 133p)

U
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第6回日本看護学会集録一教育･管盤分科会(紀
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上,同出版会,昭51, 272p)

//

へき地における保健医療
(同上,昭54, 337p)
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モ3

各国法制にみる職場の男女平等(森山真弓,東京

ヤ1

日本女性と職業(山根虞住,龍吟社,暗17,246p)

ヤ2

婦人労働問題の一面(山)El菊梁, ｢中央公論｣ 7

ニードとサービス牡

総評婦人二十五年の歴史(El本労働組合総評議会

布井出版,昭54, 283p)

月号中,大8, 8p)

婦人対策部編･発行, 1976, 393p)

‑9

日本女医の実態調査報告(日本女医会編･発行,

〝

共働き夫妻と転勤の問題(山川菊黛, ｢婦人公論｣

ヤ3

月刊｢総評｣婦人問題特集号(山本まき子編,日

ヤ4

あゝ野麦峠

5月号中,昭45, 6p)

昭52, 106p)

二11婦人教員の母性保護と育児に関する調査(日教組

本労働組合総評議会, 1966‑1970, 4冊)

婦人部編･発行, 1967, 44p)

‑12

｢労働基準法研究会(女子関係)報告｣の問題点
とその批判(日本労働者安全セソクー編･発行,

ノ1講座

新聞社,昭43, 398p)

ヨ号

1979, 137p)

努働問題と労働法6

婦人労働(野村平爾

1) 1 1971年度婦人労働の実情(琉球政府編･発行,暗

編,弘文堂,暗31, 307p)

望(‑ルチェフ他著,島田節子訳,啓隆閲,1973,

46, 151p)

p l

241p)

G･H･Q推薦

働く女性(メ

〟

リー･アグネス･‑ミルトン著,吉野節子訳,双

現代女子労働の研究(広EEl寿子,労働教育センタ

アメリカにおける婦人の‑i‑トタイム雇用(同上,
昭44, 55p)

''

〟

ー, 1979, 371p)

ヒ3

あなたがえらぷ100職種(労働省婦人少年局編･
発行, 1967, 270p)

第‑回蹄謬許可

美書房,昭24, 263p)

ヒ1

いま女を生きる(読売新聞婦人部編･発行,昭55,
270p)

ノ､ 1仕事のなかの婦人たち一社会主義社会の矛盾と展

ノ､2

ある製糸工女哀史(山本茂実,朝日

育児休業に関する意識調査(同上,昭48, 38p)

EEC諸国における婦人雇用に関係ある社会･経

済上の諸規定(OECDセミナー報告書) (同上

日本女子労務管理史(贋時貞八郎,敏文堂,昭42,

1969, 23p)

o

英国における婦人の雇用一英国労働省調査結果報

U

海外における母性保護規定(同上,昭32, 129p)

7 1婦人労務者保護(古浮嘉克東洋書鼠昭18,215p)

U

米国における婦人労働の実情(同上曙29, 24p)

72

〟

婦人の職業‑アメリカ婦人の進出と成長(岡上

516p)

ヒ4

女性の適職‑仕事とわたし(樋口恵子他,啓隆園,
1973, 282p)

婦人月間十周年記念

働く婦人十年のたたかい

告(同上, 1968, 62p)

(婦人月間実行委員会編,級評会館内,解38,
188p)

7 3

主婦の就職(婦人問題懇話会々報No. 1, 1965,

昭26, 134p)

〟

アメリカのパートタイム労働(同上, 1952, 15p)

''

海外における家事使用人問題tj問題とその対策

64p)

/y

(同上,昭35, 78p)

婦人の適職について(同会報No. 6, 1967, 64p)

既解婦人と家庭をもつ母親の雇用(海外資料)(同

//

保護と平等(同会報No. 17, 1972, 70p)

上, 1951, 26p)

75

女子パ‑トタイム雇用の対策に関する建議(婦人

西独の女子労働者に関する統計から見た概観(同

少年問題審議会,昭44, 38p)

上, 1955, 38p)

77

婦人労働の知識(藤井敏子･高橋久子共著,日本

7 8

新撰育種第三漏女子の職業(繭良虎雄編,普及亀

経済新聞社,昭47, 200p)

家庭内職の実情一東京都23区(同上,昭30, 72p)

明30, 215p)

79

性と職業研究会鼠法親文化出版払1977,312p)

変りゆく女子職業の分野(同上,昭40, 58p)
銀行の女子職員(同上,昭29, 131p)

既婿女子労働者に関する調査(同上,昭43, 167p)

勤労母性保護(牧賢一,東洋書館,暗18, 352p)

ミ1保健婦の諸問題(三浦かつみ,長尾出版報国免
昭18, 238p)

モ1日本の婦人教師

家庭責任をもつ女子労働者(同上,昭41, Sip)
家内労働の実情(同上,昭27, 125p)

働き続ける女性たち‑その現状と課題(福岡･女

ホ1女工哀史(細井和喜藤,改造敵,大14, 446p)
72

海外の働く婦人(同上,堵32, 66p)

技術革新と婦人の職務評価(岡上, 1966, 57p)

動労婦人の妊娠･出産に関する調査(同上,昭49,
ヨop)

その変革のあゆみ(望月宗明,

グラフでみた労働組合の婦人‑1960年(同上,昭

労働旬報社,昭43, Slop)

36, 38p)
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ワ1

産前産後休業調査(同上,昭27, 33p)

1965, 8p)

女子の官公庁職員に関する調査(同上,昭24, 29p)
女子事務職員(同上,昭38, 85p)

ワ2

共稼ぎ‑N火災海上保険会社の既婚婦人実態調査

ワ3

寿町保健婦日記(渡部幸子,日本放送出版協会,

(早稲田大学婦人問題研究金偏･発行,昭34, 79p)

女子パートタイム雇用の実情(同上,暗45, 76p)
女子保護の概況(岡上,昭27‑43, 45, 49, 19冊)

内職と婦人労働(渡辺美恵,｢月刊総評｣3月号中,

女子の重量物取扱作業に関する調査(同上,昭27,

昭52, 206p)

275p)

〝

住込家事使用人の実情(同上,昭35, 87p)

I,

通勤家事使用人の実情(同上,昭35, 95p)

〟

Ⅳ‑17

戦後の働く婦人の動き‑1955年国勢調査結果を中

イ2

農村の働く婦人たちへ(市川房枝, ｢生活研究｣

イ3

永遠の農婦たち(一条ふみ,未来社, 1978, 221p)

エ1

飛騨の女たち(江島三枝子,三閲書房,昭18,250p)

7月号中,景山漁家生活改善研究会,昭47, 2p)

JLhとして(同上,昭33, 55p)

〟

男女の均等待遇に関する内外の譲法制(岡上,昭

(/

定年制度及び退職一時金制度かこおける男女差の実

35, 95p)

オ1最村婦人の問題(大分県:社会教育課長,昭28,
118p)

情(同上,昭34, 66p)

/!

農山漁村の婦人

電話交換作業における婦人労働の実情(同上,昭

カ1農業日本のおんな(加藤恵造,明文堂,昭33,
334p)

28, 90p)

//

年長婦人労働者の雇用(同上,曙32, 43p)

サ1提村記(三瓶孝子,慶鷹書房,暗18, 276p)

/!

乗合自動事業女子従業員労働実態調査速報一幸掌

サ2

を中心として(同上,昭29, 27p)
〟
o

/y

セ1海女記(瀬川清子,三国書房,暗17, 244p)

働く婦人の声(同上,昭25, 281p)

セ2

′ミートタイム雇用の実情(同上,昭42, 96p)

働く婦人の保証(圃上編,産業労働福利協会,昭

美容業の女子従業員(同上,昭33, 150p)

〝

婦人労働の実情(同上1952‑1968, 17冊)

セ3

農村婦人の生活記録(全国濃協婦人狙織協議会,

//

若妻の主張全国コンクール入賞作品集(同上,宿

セ4

盈村婦人の活動を視る(千石興太郎編,産業組合

ク1

農村にひらく花一女子音年奉仕記録(大日本青少

49, 25p)

〝

昭和56年版婦人労働の実情(同上, 1981, 136p)

〟

婦人の職業案内一資格を要する職業(岡上,昭33,
96p)

中央合,昭11, 43p)

婦人と職業一職業婦人の世論調査(同上･国立世

年圏本部編,日本青年館,昭17, 205p)

ト1

論調査所, 1949, 88p)

〟

婦人の農外就労の展望と施策(同上,昭45, 169p)

//

判例にみる婦人の能力評価と労働権(同上編,労

//

ナ1

正吉編,家の光協会,暗46, 221p)

ノ1村の女性(能田多代子,三拭書房,昭18, 260p)

1965, 185p)

ノ2

生活改良普及員活動事例集(農林省農業改良嵐

ノ3

生活改善実行グループのあゆみ一第5回鹿家生活

婦人労働統計資料(同上, 1949‑1961, 12冊)

昭26, 288p)

紡績婦人労働者の深夜業‑こ関する調査(同上,昭

改善発表大会(農林省振興局普及部生活改善課,

28, 44p)

未亡人等の雇用の実状(同上

I,

蹄紡綴工場の女子労働者(同上,昭27, 159p)

//

労働組合の中の婦人‑1960年にいたるあゆみ(同

昭32, 128p)

昭32, 216p)

〟

生活改善普及員のあゆみ(同上,昭30, 78p)

〟

農家生活自毒(同上編,大蔵省印刷局,暗37, 107p)

‑ 1農村の母性と乳幼見‑秋田階下に於ける武舎衛生

上,暗35, 95p)

〝

労働基準法と女子年少者(同上, 1948, 33p)

撃的調査(林俊一,朝日新聞社,昭17, 217p)

あなたがえらぶ100職塩(労働省編,大蔵省印刷

ヒ1農村婦人の生産活動(平塚光代他弟,文教書院,

局,暗42, 270p)

p4

野良着をぬぐ主婦たち一散増する県外就労(並木

婦人労働者の｢冷え｣ iこ関する調査研究(同上,

I,

ロ2

開拓の十八年(徳川幹子, ｢世界｣ 8月号中,昭
38, 8p)

働落命協会,昭45, 112p)

o

販女(同上,同上,昭18, 254p)

曙40, 107p)

〝

ly

季節保育所幼兄の扱ひ方

(佐々木澄子,産業組合中央倉,昭18, 53p)

24, 95p)

〝

農村婦人菜書第二韓

曙37, 224p)

労働基準法研究会報告(女子関係) (同上節･発

7 1

ふるさとの女たち一大分近代女性史序説(古庄ゆ
き子,ドメス出版,昭50, 250p)

行,昭53, 96p)
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7 1農村生活の設計(丸岡秀子,印刷庁,昭26,211p)

締研究合,元文政,昭13, 362p)

〟

主婦の生活構造一都市と農村の生活レポート(丸

シ3

女の本一若き友におくる民俗寧(女性民俗畢研究

;!

岡秀子他国民生活研究所,暗40, 197p)
日本農村婦人問題(丸岡秀子,高陽書院,昭15,

シ4

婦人と希望(下田次臥黄葉之日本雇t,昭3,256p)

合編,朝日新聞社,昭21, 214p)

ス1働く女性のために(鈴木舜一,松影書林,昭18,

219p)

ヤ2

風成の女たち‑ある漁村の闘い(松下竜一,朝日
新聞社,昭47, 304p)

216p)

セ2

ははの友(全国母の合宿,全図母の合本敵将6,

セ3

婦人の社食科(関口泰,岩波書店, 1953, 236p)

546p)

ミ1働く農村婦人の解放(浦川元親,柏葉書院,暗23,
165p)

ミ2

ミ4

埋もれた母の記録一日本のチベット,北上山地に

ソ1夫婦教育(相馬黒光,主婦之友社,昭16, 221p)

生きる(三上信夫編,未来社, 1965, 182p)

タ1婦人と交際(高信峡水,賓業之日本赦,大2,245p)

El本の底辺‑山陰農村婦人の生活(溝上泰子,莱

タ2

若い女性の生きかた(EEl中寿美子,社会思想研究

タ4

家庭の葉

会出版執曙34, 202p)

来社, 1966, 322p)

モ1ドイツ農村見聞記(持地ゑい子,科畢主義工業社,
昭17, 139p)

ヤ1民話を生む人々一広島の村に働く女たち(山代巴,
岩波書店,昭33, 202p)

ヨ1愛育の村荒島の記録(吉田弘,協同公社出版部,

女学生寮鑑(武谷等,大野富士松,明43, 308p)

タ6

婦人の生涯(高島平三郎,洛陽堂,大4, 425p)

タ7

女らしく(棚橋絢子,忠誠堂,昭2, 321p)

農村婦人の生活T実態調査結果報告(労働省婦人

235p)

ト2

少年局,昭27, 156p)

ノ

タ5

ト1女性新道(東京日日新聞社文化部騒,岡払昭17,

昭19, 229p)

p l

婦人文庫(大日本家政草食,明42,

1690p)

農村出稼者の妻の生活と意識(同上昭41,半紙

230p)

ト3

8)

婦人の新教養(徳富猪一郎,主婦之友社,大15,

おばあちゃんの知恵(戸野村操,ごま書瓦解47,
234p)

ニ1新女大挙(新居格,全図善房,暗18, 280p)

Ⅳ‑18

婦人に関する一般教養

ニ2

ア

女畢生反省記(荒木直之,国書研究私暗17, 320p)

イ

新女性訓(石井満,時代乱昭18, 240p)

358p)

‑2

イ

お行儀見歩記(伊藤私至誠堂,昭38, 252p)

オ

母のための教育畢(上･下巻) (小原圃芳,イデ
ア書院,大15, 2冊, 297p, 336p)

オ3

すぼらしい青春の生きかた(扇谷正造編,主婦と
生活社,昭43, 328p)

カ1働く婦人の生活設計(笠原正江,東洋書館,昭17,

186p)

ハ3

婦人の修養(鳩山春子,樺友合,昭4, 263p)

7 2

女が生きること(古谷綱武,穂高書房,昭33,241p)

//

少女のための生活諭(同上淡海堂,昭17, 236p)

U

‑ll

女性の危機‑どうきりぬけるか(毎日新聞学芸弧

‑12

女性と友情(前波仲子,帝国女子教育敵将17,

新生活の設計(高良富子,佐藤新興生活館,昭16,

マ3

女と自由と愛(松田道雄,岩波書店, 1979,215p)

217p)

ミ1女性の生活と科挙(峰尾正次,新大衆証,昭16,

‑ム他,斎藤千代訳, BOC出版瓢1977,338p)

現代婦人読本(神近市子,天人赴,昭5, 388p)

ク1教師より母に贈るの書(栗原登,科挙生活紅,暗
16, 319p)

北辰堂,昭32, 232p)

コ1女孝枝を卒へて(小山文大乱三省堂,昭3, 276p)

〟

娘の生きかた(同上新潮社,昭29, 246p)

自分を変える本‑さわやかな女へー(リソ･プル

キ1現代諸家女性訓(菊池寛偏執非凡閥,昭18,383p)

コ2

新しい女性の教養(羽仁説子,河出書見昭30,

73

174p)

カ3

婦人に勤めて(新渡戸構造,東京紅,大8,429p)

‑1家庭と婦人(長谷川鍋之助編,長谷川書店,大8,

268p)

青春の女性(同上,辰巳壱房,昭17, 268p)

354p)

サ1婦道新生(西条新六,新府書房,暗21, 129p)

ミ2

サ2

若き女性の問題∈田谷啓,同文館,昭17,163p)

ム1新日本の女性に贈る(村岡花子編,羽田書店,昭

シ1

El本の女性のために(清水幾太郎,三笠書房,

21, 175p)

ヤ1新しき女性のために(山川菊柴,家の光協骨,昭

昭27, 19qp)

シ2

やまとをみな(三輪田元道,新大衆鉦,昭18,290p)

現代語と候文一女子式辞･挨拶･演説集(女子雄
̲41.‑

23, 197p)
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女は働いてゐる(同上,菅生社,昭15, 176p)

443p)

3‑1科畢する乙女たち(湯浅軌同文館,昭18,251p)

〟

暮しの中の日本探検(固,同,昭38, 242p)

ヨ1婦人に輿ふ(吉岡爾生,報道出版部,昭18, 319p)

〟

花々と星々と(岡,軌

ヨ2

イ13

青春を谷間に埋めて一無医村保健婦の記録(岩間

婦人と雄拷街(四方木麻二,国際紅,大13,177p)

ワ1女生徒の進路(和田典子,岩波書店, 1981,190p)

Ⅳ119

婦人による著書

暗45, 279p)

秋江,講談社,昭38, 221p)

イ14

愛の牢固(岩野清子,米倉書店,大4, 508p)

イ16

随想集だいこんの花(市川房凝,新宿書房,昭54,
302p)

71一期一会(網野菊,講談払昭42, 257p)

p

〟

さくらの花(軌新潮社,暗36, 235p)

イ19

母の従軍(岩井節子,文苑社,初版昭15, 331p)

〟

冬の花(同,三月書房, 1962, 334p)

イ20

女紋(池田蘭子,河出書房新社,顧35, 262p)

随想集E野中の一本杉(岡,同,昭56, 325p)

72

有田川(有書佐和子,講談社,固38, 370p)

イ21椿の海の記(石牟礼道子,朝日新聞社,昭51, 303p)

/'

出雲の阿国上之巻(同,中央公論社,昭44,281p)

〝

A/

僕腹の人(同,新潮社,昭47, 312p)

イ22

p
〟

74

助左衛門四代記(同,文蛮春秋暗43, 297p)

淡き綿飴のために‑戦時下北方農民層の記録(一
条ふみ,ドメス出版,昭51, 272p)

華岡青洲の妻(岡,新潮払昭42, 213p)

イ23

女は考える‑"ひととき"秀作集(朝日新聞社編･

女の現在一育児から老後へ(伊藤雅子,未来社,
1978, 238p)

イ24

発行,昭29, 257p)

7 7

天の魚(同,筑摩書房,昭49, 419p)

星は見ている‑全滅した広島‑中一年生･父母の

野の草‑ある印刷女工の歩み(石倉千代子,日本
婦人会議出版部, 1981, 198p)

ウ1女車掌の手記(氏家富美子,食通払昭17,291p)

手記集(秋田正之編,僚書見昭29, 192p)
710

愛情流域(阿部静枝,宮越太陽堂善房,昭17,299p)

ウ2

712

辛夷の花‑父小泉盾三の思い出(秋山加代,文蛮

A/

おほん(同,中央公論社,昭32, 194p)

;!

礎の手続(臥岡,昭14, 258p)

713

いい女への旅立ち(秋山連子,祥伝社,暗53,216p)

ウ3

人生音痴(生方たつゑ,サソケイ新聞社出版局,

ウ6

燃ゆる火のごとく‑主張と随想(植村辞,日本キ

春秋,昭51, 253p)

イ1二人の革命家(大杉黛･伊藤好枝,アルス,初版

Xll, 338p)
イ2

二十五年日の日本(石垣綾子,筑摩書房,昭26,
病めるアメリカ(同,東洋経済新報社,昭28,
220p)

蒙古土産(一宮操子,靖文政,暗19, 313p)

イ5

ずゐ筆集茜草(今井邦子,古今書院,昭8, 329p)

〟

随筆集信濃詩情(軌

U

明El香書房,昭光, 300p)

高菜読本(同,辛‑書見昭15, 237p)

女坂(同,人文書院,昭14, 248p)

''

現代好色一代女(同,同,昭38, 251p)

''

千姫春秋記(同,臥

U

ひもじい月日(同,中央公論社,昭29, 283p)

神への告発(頼田鶴子,筑摩書房, 1977, 254p)

オ1随筆かの子抄(岡本かの子,不二崖書房,昭9,

作品集和琴抄(同,紫式部畢倉出版部,昭10,337p)

イ6

現代の文垂評論(板塩直子,第‑番瓦解17,247p)

〝

//

敦石･鴎外･藤村(同,巌松堂,初版昭21,445p)

U

教化史蹟物語

輝く人柱(生田花札新踏紅,昭

16, 436p)

o

源氏物語

原文入腰説(臥生田源氏の会,昭42,

301p)

338p)

〟

;'

丸の内革話(同,青年書房,昭14, 306p)

U

老妓抄(同,中央公論社,初版昭14, 306p)

腕という女(大原富枝,講談社,曙35, 234p)

オ2

イ10

山谷の女たち(池田みち子,現支社,曜42,270p)

//

イ12

女鰻開顕(同,中央公論蔽,昭18, 609p)
鶴は病みき(軌新潮社,昭14, 317p)

燃ゆる頭(臥中西書房,昭4, 324p)

イ11夕映え一老人ホーム寮母の手記(横見正子,著者,

散華抄(同,大雄園,昭4, 531p)
人生讃本(同,大東出版d:,周17, 258p)

U

〃

曙46, 232p)

昭41, 273p)

薄明の人(同,負)H書店,昭34, 217p)

エ2

〝

イ7

女帝(臥角川毒店,暗37, 305p)

//

o

イ4

〟

リスト教女子青年会,昭35, 257p)

エ1愛情の系譜(園地文子,新潮払昭36, 262p)

25lp)

/'

昭44, 293p)

巴里の空の下オムt/ツのにおいは流れる(石井好
子,暮しの手帖払昭38, 268p)

イ3

色ざんげ(宇野千代,新潮社,初版昭24, 218p)

Jrrはいまも流れる(乱

国,昭37, 171p)

オ4

三匹の壁(大庭みな子,岡,昭43, 314p)

オ5

アテナ/ナイテガミ(大里知子, BOC出版部,

ある歴史の娘(犬養道子,中央公論社,昭52,

1971, 240p)
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ク3

谷間の鮭百合(ベルサ･エム･クレー著,兼松談

ク4

戦争と私一主婦たちの第二次世界大戦体験記(辛

たたかひの娘(同,報国社,昭18, 336p)

ク5

暗い旅(倉橋由美子,畢轟書林,昭44, 252p)

人間獲接(同,河出書房,昭26, 328p)

/!

オ6

正子とその職業(岡田紙子,改造杜,昭5,259p)

オ7

病院船(大森康子,文苑証,初版昭14, 182p)

オ8

あけくれ(奥むめお,ダヴィッド社,昭32,242p)

オ9

屍の荷(大田洋子,冬茅書房,僻25, 274p)

n

0

澄訳,東京国文杜,大9, 463p)

の実会第七グ/I,‑プ縮･発行,昭38, 188p)

オ12

小島の春(小川正子,長崎書店,初版昭13,282p)

オ13

成瀬仁蔽先生(大岡富枝,三月書房,昭41,382p)

整少女(岡,新潮社,昭40, 231p)

ク7

わかれ一責と娘の戦争体験(革の実会第1 ･ 7グ
ル‑プ編,太平出版社, 1973, 252p)

コ1静かなEl々(小楯杏奴,河出善房,昭30, 220p)

オ14

女人歳時記(岡部伊都子,河原書店,昭42,291p)

オ15

三十代の女(大迫倫子,展珠社,昭25, 222p)

〟

オ16

再会(大谷藤子,中央公論社,昭45, 217p)

コ2

〝

最後の客(同,広済堂出版,昭43, 291p)

〟

父‑その死(同,同,僻24, 136p)

流れる(同,新潮社,昭31, 252p)

父(同,宝文館,昭32, 208p)

おとおと(幸田文,中央公論社,昭32, 227p)
黒い裾(同,同,昭30, 203p)

〝

六匹の猫と私(同,竜南書房, 1958, 266p)

/!

オ17

父小川未明(岡上鈴江,新評論, 1970, 265p)

//

オ19

国連からの視点(緒方貞子,朝日イブニングニュ

〟

みそっかす(同,岩波書店,昭26, 211p)

ース社,昭55, 288p)

コ4

深夜の歌(小寺菊子,教支社,昭11, 414p)
背誓(河野多恵子,新潮社, 1969, 282p)

オ20

カ1

女人芸術の世界一長谷川時雨とその周辺(尾形明

コ5

子,ドメス出版, 1980, 200p)

コ6

満州少女(小泉菊枝,全国書房,昭17, 302p)

ながれ一保健婦の手記(金子光,教材社,昭18,

コ7

枚のいとなみ(近藤とし子,料理の友社,暗17,

一路平安(紳近市子,摩耶書房, 1948, 287p)

コ8

養護訓導の記録(小山安江,泉書房,暗19,216p)

社食窓と反掩(同,東光園,大14, 227p)

コ10

泉よどこから(子供を守る婦人の集い漏,高知市

272p)

カ2
U

219p)

I,

わが青春の告白(同,毎日新聞社,昭32, 186p)

カ4

留守日記一冬の時代に耐えた妻の記希(河上秀,

カ5

ひとりばっち(河井道子･辻村靖子共訳,博文館,

カ7

執炎(加茂菖子,中央公論事業出版,昭44,464p)

カ9

階級を選びなおす(茅辺かのう,文轟春秋,昭45,

立市民図書館, 1959, 203p)

コ11届かなかった手統一父小泉信三との日々(小泉ク
エ,課談社,昭51, 233p)

筑摩書房,昭42, 379p)

コ12

明41, 355p)

中,青木書店, 1972, 21p)

226p)

カ10

名作物語(加納幽閑子,実業之日本社,大9,276p)

カ12

欧州軒こおける日本映画(川喜多かしこ, ｢朝日ジ

U

わたしのBil想(上) ‑父堺利彦と同時代の人々

o

同(下)赤潮会とわたし(同,同, 1981, 244p)

(近藤莫柄,ドメス出版, 1981, 221p)

コ14

キ1薄氷遺稿(梶田等子著,梶田碇次郎編,春陽堂,

363p)

サ2

ささきふき作品集(ささきふさ,中央公論社,昭

サ4

委たちの二･二六事件(帯地久枝,中央公論社,

/

火はまっが胸中lこあり‑忘れられた近衛兵士の坂

31, 362p)

明34, 454p)

結婿相談所員の手記(木村よしの,興亜書院,昭
18, 318p)

キ5
〝

キ7

曙47, 230p)

竿頭の蛇(北村兼子,改善蔽書店,大15, 380p)
ひげ(同,同,大15, 441p)

乱･竹橋事件(同,角川書店,曙53, 305p)

女の生き二万‑中国にくらして(北恭子,龍渓書舎,

サ5

春やいずこ(北川千代,ポプラ社,昭23, 198p)

ク2

//

サ6

ク1金鈴(九候武子,竹柏倉,昭3, 101p)
〟

無褒章(同,賛美之日本社,曙6, 219p)

〝

父(同,同, 1920, 358p)

〟

〟

291p)

女は歩く(同,東京市民協昏出版乱

私の限(坂西志保,読売新聞社,昭28, 240p)

私の一生一随想集(佐多相子,酒井書店,昭31,
220p)

貴女は維れ? (久布目落賓,牧口五明書店,曙7,

〝

平和の闘士ラルフ･パ‑/チ博士(J ･A･クーゲ

ルマス著,坂西志保訳,朝日新聞社,暗29,233p)

1977, 313p)

キ8

女性の声(小糸のぶ,文芸図書出版社,昭28,

サ1女性編集者(三枝佐枝子,筑摩書房,曙42,247p)

ャーナル｣ 3. 29日号,曙34, 4p)

キ3

堺利彦のこと(近藤真柄, ｢現代と思想｣ No. 9

昭3,374p)

"
サ7

‑46‑

女の宿(岡,講談社,昭38, 235p)

所藤(窪川いね子,新興書房,昭7, 292p)

四季の革(佐多猶予,労働文化社,曙23, 359p)
女社長一人一言(坂戸公顕,学風書院,昭34,

Ⅳ

婦人関係単行本･資料等
〟

196p)

サ8

ス1杉田碍子歌集(杉田梅子,勤革社,昭33, 296p)

ああ戦友(佐藤愛子,文垂春秋,昭45, 257p)

//

赤い夕Elに照らされて(同,講談社,暗45,281p)

U

ス2

見童公園一少国民文化新書2 (東田ます,清水書

ス3

土の女たち(住井すゑ,日月書院,昭17, 256p)

加納大尉夫人(同,光風社,昭40, 219p)

//

日本人の名前(同,大修館書店, 1979, 251p)

房,昭18, 265p)

花はくれない一小説佐藤紅緑(岡,講談社,曙43,

//

344p)

サ11新中国の女性たち(西園寺雪江,新塔社,昭46,

〝

220p)

農婦欝(同,青持堂,昭15, 169p)

橋のない川

第1部〜6部(同,新潮社,昭36‑

48, 6冊)

ス4

自分で選んだ道一文学座とともに三十年(杉村春

ス5

誰も書かなかったソ連(鈴木俊子,サンケイ新聞

213p)

ス6

心境部落(杉原良枝,春秋社, 1962, 233p)

シ4

母心一路(柴原清子,興亜文化協骨,昭17,239p)

ス8

砂川･私の戦後史‑ごまめのはぎしり(砂川ちよ,

シ5

若き妻の日記(四元咲子,創夙書院,大2,250p)

シ6

下田歌子著作集

ス9

終蔦(杉本苑子,毎日新聞社,暗52, 218p)

セ1

女の民俗誌‑そのけがれと神秘(瀬川清子,東京

シ7

番薮の小径(賎しづか,賓支配,大13, 202p)

シ8

女兵(謝淡登著,中山樵夫訳,三省堂,昭15,336p)

シ9

心に残る人々(白洲正子,講談社,暗38, 260p)

〝

//

小泉信三氏への手紙(同, ｢文蛮春秋｣ 2月号

〟

サ12

悲しみよこんにちは(フランソワズ･サガン,戟
吹登水子訳,新潮社,暗30, 159p)

サ15

シ1

子,六垂書房,昭44, 278p)

私の浅草(沢村貞子,暮しの手帖社,昭52,242p)

イギリスの女性(島田とみ子,大修館書店,昭36,

香雪叢書第1‑5巻(栗原元書

編,東成女学校出版部,暗7‑8, 5冊)

封二,昭45, 262p)

たいまつ社, 1976, 263p)

書籍株式会社,曙55, 176p)

中,昭34, 8p)

(/

シ13
〝

貴族

上･下(島本久恵,筑摩書房,昭48,351p,

村の女たち(同,未来社, 1970, 414p)

若者と娘をめぐる民俗(同,固,昭47, 558p)

セ3

光は失われず一女性教師の生活記森(全国小学校

セ6

鬼の栖(瀬戸内晴美,河出書房,昭42, 252p)

シ11女流著作解題(女子琴習院編･発行,昭14,582p)
シ12

きもの(同,六人杜,昭17, 283p)

婦人校長会鼠

第‑公報社,昭29, 280p)

366p)

〟

片隅の発言‑ある労組書記の手記(塩沢美代子,

〟

蔽園女御(同,同,昭43, 414p)

日本基督教団出版局, 1968, 209p)

〟

恐怖の裁判一徳島ラジオ商殺し事件(岡･冨士茂

ひたむきに生きて‑ある戦後史(岡,創元社, 1980,

子,読売新聞社,昭46, 210p)

〟

274p)

かの子壊乱(同,講談社,昭40, 405p)

遠い声(同,新潮社,昭45, 282p)

シ14

狂った時計(芝木好子,集英社, 1963, 208p)

/!

美は乱調にあり(臥

〝

女一人(同,文化書院,昭21, 220p)

セ7

書聖色の空一主婦の戦争体験記‑ (全鉱主婦協議全

I,

シ16

洲崎パラダイス(同,講談社,昭31, 239p)

編･発行,昭34, 293p)

アメリカの友‑の手紙‑El未聞の誤解を解くため

〝

灯をかかげて‑鉱山労働者80年のあゆみ(同,昭

セ8

母たちの昭和史(全国地域婦人EE体連絡協議会

セ9

働らく婦人の生活自書第1集(合化労連富士フイ

ソ1

アジアのめざめ‑印度志士ビ‑リ･ボースと日本

に(上代たの･磯野富士子･植村環, ｢朝日Lジャ
ーナル｣ 6. 26号中,昭35, 8p)

シ17

b

シ18

編,読売新聞社,昭51, 326p)

日本のお母さんたち(柴田道子編,ペリカン社,

ルム労働組合足柄支部婦人部縮･発行, 1976, 69p)

被差別部落の伝東と生活一信州の部落･古老聞き

(相馬黒光･相馬安雄,東西文明蔽,昭28,342p)
//

書き(同,三一書房, 1972, 340p)

シ19

38, 70p)

桃花流水(妖夏子,大和書房, 1973, 223p)

櫨をつく女(同,佼成出版社,昭41, 277p)

昭47, 372p)

〟

ルネサンスの女たち(塩野七生,中央公論社,頃

〟

44, 318p)

シ22

I,

滴水銀(同,相馬安雄刊,曙31, 533p)

晩霜(相馬愛戒･相馬黒光,東西文明社,昭27,
407p)

荒野に叫ぶ一女収容所列島(雫石とみ,社会評論
社, 1976, 315p)

シ25

文蛮春秋,昭41, 285p)

日本語の裏方(寿岳章子,講談社,昭53, 291p)

過ぎたれど去らぬ日々‑わが少女期の日記抄(同,

I,

贋瀬川の畔(相馬黒丸

i,

款移後篇

〟

ソ2

麻文仁の石(岡,中村屋愛光会,昭28, 79p)

曽野綾子の自選作品(曽野綾子,二見書房,昭46,
286p)

大月書店, 1981, 246p)
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女性時代赦,昭14, 312p)

穂高高原(同,同,昭19, 381p)
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誰のために愛するか(臥青春出版社,昭46,220p)

タ1

ト1ドライ･ママ(戸塚文子,文塾春秋新社, 1962,
221p)

お遍路(高群逸彼,厚生開,昭13, 282p)

//

黒い女(同,解放証,昭5, 234p)

〝

ト5

わだつみの声はわが胸に(どくしんふじん連盟

ト6

未亡人はんざい(十返千鶴子,毎日新聞社,昭44,

私の報告(岡,高山書院,昭17, 265p)

タ2

感想集

編,著樹書房,昭43, 261p)

子供と母の領分(鹿野つぎ,古今書院,

228p)

昭10, 320p)

〟

幽明記(臥

タ3

〟

岡,昭15, 302p)

〝

234p)

管弦祭(同,新潮社,昭53, 197p)

ク5

ト7

結婿相談(田中孝子, EE本放送出版協含,昭18,

//

随筆

ク6

戦後の道は遠かった(東条勝子, ｢婦人公論｣ 12

719

献身(戸田房子, ｢文芸｣ 7月号中,暗49, ヰop)

月号中,昭45, llp)

桃天(同,興亜書院,暗18, 306p)

いのちの女たち‑ーとりみだしウーマソ･リブ論

ナ1新しき情熱(中本たか子,金鈴社,昭18, 274p)
･'

(田中美津,田畑書店, 1972, 339p)

ク7

花くらべ(EE中峰子,中央出版をヒ,昭32, 230p)

タ10

犬と猫のはなし(田中澄江,講談社,昭45,295p)

〝

旅と伝説の女たち(同,新潮社,昭52, 179p)

//

日本のおんな‑古典に生きる女性(同,新塔召二,

309p)

ナ2

慰問の花東(中沖清子,詩と歌謡の鼓,昭17,

ナ3

生きる土地(中里恒子,講談社,昭23, 244p)

〟

巴里ひとりある記(高峰秀子,映画世界社,昭28,

ナ6

183p)

ク14

混血見(高崎節子,国光赴磯部書房,昭27, 275p)

タ16

茶葉女人像(高藤武馬,三組書房,昭19, 294p)

タ17

ママ,日曜Elでありがとう‑体当り共稼ぎ育児レ

ナ8

湘煙日記(中島潮煙,婦人問題研究所手車写し,

ナ9

未開の旗･文明の顔(中根千枝,中央公論社,昭

明24‑34, lo柵)

34, 256p)

私の中のアジア(武田清子, ｢世界｣

ナ12

ナ13

3月号中,岩波書店, 1974, 7p)

〟

(高橋展子,日本労働協会,昭54, 311p)

主婦が歩きだすとき(高橋ますみ, BOC出版,
1980, 356p)

女と刀(中村きい子,光文社,昭42, 338p)

ナ15

｢風流夢評｣事件以後一編集者の自分史(中村智

ニ3

別格官幣社物語(新要伊都子,家庭新聞社出版敵

ニ4

四国八十八札所遍路記(西端さかえ,大法輪閣,

ニ6

いしすえ‑戦没者遺族の体験記録(日本遺族会

ニ7

峠の道一部落に生きて(西門民江,草土文化,

/ 1

あの日の前後一8 ･15回想(野上爾生子, ｢世界｣

葦折れぬ一千野敏子真実ノートー(三井為友編,

将17, 307p)

童心社,昭48, 237p)

おこまさん(壷井栄,中央公論社,昭34, 307p)

〃

妻の座(同,河出書房,昭30, 198p)

堵39, 350p)

二十四の濫(同,光文社,昭27, 231p)

編･発行,昭38, 535p)

〃

母のない子と子のない母と(同,旺文社,昭42,

〃

日めくり(同,講談社,昭39, 217p)

ツ2

生活記録運動のなかで(鴇見和子,未来社,昭38,

//

母の歴史(木下順二･樽見和子編,河出書房,昭

310p)

1979, 222p)

8月号中,昭28, 6p)

延安紀行(固, ｢世界｣ 10月〜12月号中,暗32)

285p)

海神九(同,春陽堂,大ュl, 129p)
随筆集

29, 194p)

ツ3

北条政子(同,角川書店,暗49, 650p)

子,田畑書店,昭51, 255p)

ツ1

//

平家物語の女性たち(永井路子,新塔杜,昭47,

ナ14

わたしの｢女工哀史｣ (高井としを,草土文化,
1980, 217p)

チ2

をんなの四季(中村汀女,朝日新聞社,昭31,237p)

27gp)

ク21ジュネーブ日記‑I/マン務の見えるオフィスで

タ22

沈丁花‑中津美代歌集(中津美代,著者,昭39,
204p)

ポ(俵茄子,秋田書店,昭39, 234p)

戦後史と私

乗合馬車(佐藤(中里)恒子,中山書店,昭14,
287p)

タ13 /< 1)の慧(田付たつ子,読売新聞社,昭30,236p)

タ19

わたしの安保闘争記(同,新日本出版社, 1963,

238p)

昭42, 254p)

タ12

芽はえ(豊田正子,理論社, 1959, 283p)

t･ 8

278p)

タ23

みんなが嘘をついている(同,文蛮春秋,昭44,

往還の記(竹西寛子,筑摩書房,昭39, 206p)

墓標なき八万の死者(角田房子,番町書房,昭42,

花(同,新潮社,昭52, 190p)

虞知子(同,銭塔書院,碍6, 430p)

迷路(同,岩波書店,昭31, 5冊)

278p)
一48‑
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対談｢迷路｣を終えて(野上蒲生千･荒正人,｢世

暗23, 301p)

界｣ 12月号中,昭31, llp)

ヒ2

うつむく女(平林たい子,新潮社, 1956,242p)

〃

妖精圏(野上爾生子,中央公論敵,昭11, 385p)

I,

悲しき愛情(同,ナウカ政,昭10, 347p)

ノ2

御羽車(野村玉枝,六興商合出版瓢.昭17,287p)

I,

耕地(同,改造敵,昭5, 235p)

ノ3

革命家の宗(野坂龍･徳田たつ対談, ｢改造｣ ll

〝

月号中,昭27, 7p)

/'

‑1両(林芙美子,茸業之日本社,曙17, 328p)
〝

浮雲(軌

〝

絵本猿飛佐助(岡,新潮社,昭28, 251p)

/!

大典出版社,暗26, 459p)

〝

前編(軌

;/

女教師の記録(平野婦美子,西村善良昭17,411p)
ゴールに入る(人見絹枝,一成社,昭6, 256p)

女子スポーツを語る(岡,人文書房,昭6,224p)

ヒ7

明日の女性(平井恒子,長崎書店,暗16, 254p)

7 1福田英子書簡集(唐沢隆三編,ソオル社,昭33,
131p)

挽歌(軌東都書房,昭32, 286p)

72

母はヨーロッパに‑東京の娘への手紙(羽仁説子,

随筆きもの(長谷川時雨,窯業之日本社,昭14,

q
〟

働くをんな(同,同,昭17, 262p)

狩情調と物語

イヴの笛(深尾須磨子,むらさき

出版執昭11, 191p)

〝

254p)

‑7

前･彼編(樋口一葉,博文館,初版明

''

殺人者(原田康子,中央公論社,昭37, 261p)

光文社,昭29, 206p)

〟

私は生きる(同,角川書店,昭31, 130p)

ヒ6

社,昭2, 6冊)

‑6

〝

ヒ5

改造政,曙21, 264p)

羽仁もと子著作集第2･4･6‑9巻(婦人之友

ノ､3

中央公論社,昭25, 244p)

45, 2冊)

歴世(同,甲鳥書林,昭16, 270p)

‑2

‑5

春のめざめ(臥

ヒ1 ‑葉全集

田園日記(同,東方社,昭32, 304p)
放浪記

〝

〝

〟

牡塀(同,改造赦,昭10, 350p)

I,

砂漠の花1‑2部(同,光文社,昭32, 2冊)
殴られるあいつ(同,文蛮春秋新社,暗31,471p)

76

美人伝(岡,東京証,大7, 640p)

丹波の牧歌(同,書物展望社,昭10, 271p)

ホルモt/夫人と虚無僧(臥不義書院昭12,吉OOP)
侯爵の服(臥改造証,昭4, 283p)

あたりまえの女たち‑世界の母親の記録(そこ
カ･フェルトソ著,阿部知二訳,岩波書店,昭32,

生きる(春野格子,学風書院,解35, 195p)

233p)

〟

易の手引き(岡,桜桃R,昭37, 198p)

''

上海放浪記(同,学風書院,昭36, 126p)

/'

私は中国の兵隊だった(乱

‑8

愛国者(Jt‑ル･,ミック著,内山敏訳,改造社,

77

タンゴの異邦人(藤揮嵐子,中央公論社,暗31,
190p)

国,暗33, 245p)

7 8

うちの宿六(福島慶子,文蛮春秋新払昭32,218p)

0

日曜日の食卓にて(同,文峯春秋新杜,暗32,
266p)

昭14, 470p)

〟

母(軌深浮正策訳,第一書房,昭13, 337p)

フ11生きがい論(藤原てい,秋元書房,昭46, 245p)

〝

母よ嘆くなかれ(同,松岡久子訳,法政大牢出版

ホ1両の日も風の日も一働く少年少女のうったえ‑

愚,昭25, 143p)

‑10

(法政大学出版局編･発行,昭27, 295p)

戯曲7ソ不の日記(アルバート･/､ケット,フラ

ホ2

ンセス･G･‑ケット著,菅原卓訳,文蛮春秋新

録(シモ‑ヌ･ド･ボーボワール,ジゼル･アl)

社,昭33, 230p)

ミ共著,平壌伸一訳,集英社,昭38, 228p)

‑11教石作品中の女性像(長谷川初音,芦屋,昭51,

マ1小魚の心(展杉静枝,竹村書房,昭略317p)

163p)

‑12
〟

‑15

72

少年期(波多野勤子,光文社,昭25, 297p)
幼年期(岡,同,昭26, 289p)

野に帰ったバラ(浜田糸街,理論払初版1960,
196p)

ヒ1随筆集

愚かしい饗宴(岡,白水社,昭15, 328p)

I,

地底の人(軌世界文化社,昭28, 274p)

マ3

女の一生(丸岡秀子,岩波書店, 1953, 169p)

U

めぐり合い百集‑信濃折々の記‑ (同,未来社,
1978, Slip)

マ5

U

后ある窓にて(らいてう,東要望書TE,大2,319p)

U

現代と婦人の生活(平塚明,日月杜,大3,303p)

女(マグダレン･マルクス著,山田わか訳,平凡
社,昭3, 400p)

マ6

シルクロードの女たち(升本順子,株式会社新進,

マ7

私の名はおんな記者(牧田ふみ子,学風書院,昭

女性の言葉(平塚らいてう,帝国教育研究合,大
15, 819p)

//

おりん口伝(松田解子,新日本出版礼昭41,245p)

〝

雲･草･人(平壌明,小山書乱昭8,

332p)

〟

ジャミラよ朝は近い‑アルジェリア少女拷問の記

昭56, 182p)

母子随筆(平壌らいてう･あけみ共著,桃李書院,
‑49‑

28, 264p)

Ⅳ
マ8
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土着するかあちJPんたち一聞き吾三塁塚‑ (牧瀬
菊枝,太平出版社, 1973, 276p)

マ10

55, 359p)

ム1

主婦の見たソ連(松尾倭文子,新樹杜,昭38,237p)

マ11現代を問い直す旅‑海外の市民運動一(松井やよ

〝

〟

712

44, 173p)

〟

り,朝日新聞社,昭47, 321p)

兼と子(同,要書房,昭28, 211p)

女性解放とは何か(同,未来社, 1975, 283p)

/!

母心随想(同,時代証,昭17, 308p)

人民の沈黙‑わたしの中国記(同,すずさわ書店,

/!

若き母に語る(臥

1980, 382p)

ム2

雪山のあけくれ(村井米子,昭和書房,昭22,252p)

ム4

晩年の父犀星(室生朝子,講談社,昭37, 204p)

ム5

源氏物語

房, 1961, 227p)

土と女一出稼ぎ未亡人とその周辺(真尾悦子,読
摩書房, 1976, 222p)

乳房(中保百合子,竹村書房,暗12, 302p)

〝

風知事(同,文垂春秋新政,昭24, 178p)

〟

冬を越す暫(中候百合子,現代文化赦,昭10,

/!

モスクワ印象記(宮本百合子,東京民報出版社,

全課

ミ2

ム6

わたしの中の女の歴史(村LLJl)ウ,人文書院,昭

店,昭29‑33, 2冊)

53, 184p)

//

菜園随筆(同,大地書房,昭22, 268p)

〝

針線飴事(固,中央公論社,昭17, 281p)

昭24, 279p)

モ2

女優生活廿年(森律子,賓業之目本社,昭5,320p)

台所の心(宮坂クマヨ,主婦之友社,昭20,246p)

モ4

信濃のおんな上･下(もろさあようこ,未来社,
昭44, 322p ･ 314p)

〟

心のあと(三宅やす子,窯業之日本杜,大10,
287p)

〝

/!

あわしい女たち‑狂言･御伽草子にみる庶民像
(同,三省堂,昭47, 300p)

午前九時(同,同,昭3, 271p)

八つの泉(三宅やす子編,災害救済婦人国,大12,

モ6

記憶の給(森莱新,筑摩書房,昭43, 226p)

モ8

からゆきさん(森崎和江,朝日新聞社,昭51,
241p)

115p)

ミ5

ふゆばら(水谷八重子,学風書院,昭30, 253p)

ミ6

受難島の人びと一日本の縮図･沖縄(溝上泰子,

ヤ1

覚書幕末の水戸藩(山川菊栄,岩波書店,昭50,
417p)

未来社, 1959, 362p)

〟

ミ8

八重LLl生活記(宮城文,著者,暗47, 702p)

//

ミ9

長篇小説風と共に去りぬ

中･下巻(7‑ガレッ

ト･ミッチェル著,大久保康雄訳,三笠書房,昭

武家の女性(同,三園書房,昭18, 266p)
平和革命の国‑イギリ

ス(同,慶支社, 1954,

245p)

〟

13, 2冊)

ミ10

きもの随筆(岡,文聾春秋新鹿,昭31, 254p)

〟

問題の子らと四十年(同,講談社,昭32, 237p)

ミ3

源氏物語1‑2巻(輿謝野晶子訳,角川書

モ1をんな随筆(森田たま,講談社,昭37, 256p)

439p)

/!

上･中･下(村山リウ,創元社,昭41,

/!

播州平野(宮本百合子,河出書房,暗㌶, 237p)

//

池田書店,暗35, 222p)

3冊)

ミ1伸子(宮本百合子,文垂春秋新穀,昭21, 215p)
〝

美しき出発(同,新浪漫社渡田書店,昭24,231p)

(/

ママおうちが燃えてるの(松尾ちよ子,やしま書

マ13

生きるということ(村岡花子,あすなろ書房,昭

山川薬店前後のこと(同, ｢世界｣ 1月号中,暗
34, 322p〜326p)

ターキー日夏像(水の江瀧子,少女霊報元と,昭9,
203p)

I,

ヤ4

わが住む村(岡,三国書房,昭18, 248p)

女弟子(山田順子,ゆき書房,昭29, 290p)

ミ13

歌劇お昧夫人(三浦環,書架世界蔽,暗12,156p)

ヤ7

女官(山川三千子,実業之日本社,曙35, 306p)

ミ15

性の闘い一囚衣を剥いだ女たち(三田庸子,青春

ヤ8

悲田院(染雅子,三一書房, 1959, 255p)

〟

出版社,昭45, 215p)

ミ16

市みやげ(宮川久子,随筆くまもと杜,昭38,152p)

ヤ9

〝

かたくりの花(同,虹風社,暗44, 223p)

(/

軟投者の妻の記録(水野みさを茄,母子福祉社母

ヤ12

ミ18

子問題研究調査会, 1972, 159p)

箕島によせる日々(同,中内書店,昭25, 272p)

婦人運動おりおり革(LLr高しげり,昭和出版文化
株式会社,昭41, 209p)

ミ19

花より花らしく(三岸節子,求龍堂,昭52,352p)

〟

ミ20

‑紋の琴(宮尾登美子,爵談社,昭53, 364p)

〟

ミ21山谷日記‑ある医療相談員の記錠(宮下忠子,人

山鷺一随想集‑ (同,牧羊社,昭50, 241p)

わが幸はわが手で(同,全国婦人会館女性史研究
会編,ドメス出版, 1982, 238p)

ヤ16

間の科学社, 1977, 314p)

ミ22

文五郎一代(同,朝日新聞社,昭45, 373p)
おりおりのこと(山本安英,未来社, 1969,219p)

千利久とその妻たち(三浦綾子,主婦の友社,昭
‑50‑

サソダカソ八番始館一底辺女性史序章‑ (山崎月見
子,筑摩書房,昭47, 281p)

Ⅳ

婦人関係単行本･資料等

〟

サソダカ1/の墓(臥文垂春秋, 1974, 197p)

〟

随想駒より胸へ(札筑摩書見1976, 271p)

ヤ18

Ⅳ‑20

近代の<負>を背負う女一八木秋子著作集1 (八

ア1若き女医の手記(赤須文男編,昭和事象昭17,
447p)

木秋子, J CA出飯, 1978, 202p)

ユ1赤坂の姉妹(由起しげ子,新潮社, 1960, 218p)
o

小さな結解(臥

ユ2

海･匝･空の旅日記(湯浅芳子, ｢陛界｣11月号

イ1好色五人女(井原西鶴作,和田希書校訂,昭13,

講談社,昭38, 188p)

95p)

イ2

*, 1968. 8p)
〟

イ4

老人ホーム落第の記(同, ｢世界｣ 7月号中,

(江上フジ他, ｢官業労働｣ 8月号中,暗25, 28p
〜35p)

‑3 J{り随想(湯浅年子,弘文堂,昭25, 79p)

オ2

労働婦人アt/チ(イブン･オルプラノ､ト著,紳近

オ5

女保護司(沖邑良彦,協柴出版社,昭19, 296p)

ヨ1愛,理性及び勇気(輿謝野晶子,アルス,矢lo,
403p)

街頭に送る(臥大日本姓群食詰談社,昭6,

市子訳,アルス,昭5, 342p)

オ

360p)

〝

草の夢(臥

日本評論社出版弘大11, 259p)

春泥集(礼金尾文淵堂,明44, 206p)

U

青海波(同,頑岡書店,大2, 180p)

人間慮芹(岡,天佑証,大10, 346p)

〃

光る雲(同,賓業之日本社,昭3, 309p)

〟

みだれ宴(同,北斗書院,昭22, 183p)

〝

若き友へ(同,白水社,大7, 378p)

''

〟

女の階級(書屋信子,隆文堂,曙23, 472p)

カ7

戦前におけるEl本女性の人生観に関する調査研究

ケl

現代の女性‑状況と展望(市川房枝他, ｢ジ･ユリ

コ6

職業選択行動に関する調査研究‑4年制大学女子

乙女手帖(同,ポプラ政,昭28, 248p)

スト｣増刊総合特集号, 1976)

自伝的女流文壇史(同,中央公論社,昭37,214p)

卒業予定者を中心として(雇用促進事業団職業研

花物語(同,洛陽堂,大9, 326ri)

究所編･発行, 1979, 119p)

''

屋根裏の二虞女(同,臥大9, 503p)

q

私の雑言己帳(臥賓業之日本Jh畷12, 390p)

〟

私の見た人(同,朝日新聞社,昭38, 286p)

障制度の調査研究(雇用促進事業団婦人雇用調査
コ7

青春時代(横山美智子,冨士書店,暗16, 407p)
妻の時代(軌同,昭16, 412p)

0

線の地平線(軌朝日新聞社,昭10, 572p)

ヨ4

漢をたらした神一吉野せい作品集(吉野せい,潤

私の見た中国と婦人たち(甲藤将恵,日中友好協
会正統本乱

コ10

母椿(同,ポプラitE,昭28, 246p)

昭47, 36p)

南北間題への女性の関心度‑アンケート調査のま
とめ(国際協力事業団編･発行,昭53, 82p)

コ11出産白書‑3,361人の出産アンケートより(国際

生書房, 1975, 202p)

婦人年大阪連絡金偏･発行, 1979, 101p)

シ3

ひとり暮しの戦後史一戦中世代の婦人たち(塩沢

シ4

ロシャ績愛小説集(神西清編,羽田奉店,昭26,

シ9

女の老後を考える(島田とみ子,時事通信社,昭

白衣の解(依田よしゑ,文晃書院,昭16, 344p)

ラ1新旺紀行(ェリ/ア･ラチモア著,紳近市子訳,

芙代子･島田とみ子,岩波書店, 1975, 219p)

生活社,昭17, 335p)

ワ2

婦人労働者の妊娠･出産･育児に関連する社会保

室編･発行, 1972, 142p)

p

ヨ5

河崎なつ文庫目録(河崎なつ記念室建設委員会,

(金子たみ子,三宝社出版局,昭54, 140p)

西太后の憂(臥文垂春秋新社,僻36, 262p)

〝

カ6

ク1女人往生集(倉田百三大東出版社,昭11,400p)

徳川の婦人たち(同,朝日新聞社,昭42, 372p)

ヨ3

現代女性の意識と生活(吉田昇･神田道子編,日

1979, 59p)

〟

〟

カ3

本放送出版協会,昭50, 279p)

〟

U

明36,

カ1日本の女神(亀井勝一郎,三笠書房,昭17,240p)

女人創造(同,白水社,大9, 267p)

U

ヨ2

仮名文章娘節用(尾崎紅葉校訂,冨山最
228p)

〃

''

頁春婦(伊藤永之介,村山書店,昭31, 222p)

エ1婦人の見てきたアメリカ‑渡米婦人団帰朝座談会

1972, 13p)

''

人形の家(‑ソリヅク･イプセン著,島村抱月汎
早稲田大牢出版私大2, 236p)

ソビエトの印象(同, ｢世界｣ 12月号中, 1968,
17p)

U

婦人に関する調査資料その他

275p)

小公子(若松随子(厳木嘉志子)汎博文館,明41,
初版明30, 342p)

54, 278p)

ス1維新の女(陶山軌淡海堂出版,昭18, 336p)
セ4

戦争と女性(神近市子他, ｢新評｣ 9月号,昭47)

セ5

皇后の股肱一民草としての決算書(千田夏光,晩

‑51‑
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撃社, 1977, 234p)

セ6

7 8

高度産業社会と婦人(｢婦人問題懇話会会報｣ No｡

伝えてゆきたい家庭の郷土料理第1集(全国友の
会編,婦人之友社,暗55, 273p)

11, 1969, 68p)

710

婦人に関する諸問題の総合調査報告書(婦人に関

ソ1婦人に関する世論調査(総理府編･発行,昭54,

する諸問題調査会議,昭49, 540p)

711日本の文化風土における婦人ジャーナリズムの歴

79p)

史的役割と展望(婦人ジャーナリズム研究会,昭

ク1母の宗教(高嶋米峰,婦女界紅,昭16, 106p)
タ2

女(臥

52, 183p)

中外出版,大15, 87p)

タ3

高等教育を受けた婦人の社会参加に関する調査

n

日本における婦人の地位と福祉(同, 1976, 152p)

ホ1われ御身を愛す一変親覚羅慧生･大久保武道退簡
集‑ (穂積五一･木下明子鼠鏡浦書房,昭36,

(大学婦人協会編･発行, 1979, 104p)

チ1日中婦人交歓の記鑑‑第1回訪日中国婦人代表団

228p)

ミ4

屈折した少;女の性(宮淑子,潮出版社,昭56,
238p)

を迎えて‑ (実行委員会編･発行, 1961, 63p)

ッ1母(鶴見砿車乱大日本雄常食講談社,昭4,550p)

ム1婦道太平記上･下(村松栴風,寓里開,暗19, 2冊)

ツ2

モ1女の一生(ギイ･ド･モオバツサン著,芳賀隆訳

ああ豊川女子挺身隊(辻豊次編著,甲陽書房,昭

述,明窓証,昭15, 305p)

38, 480p)

テ1椿姫(ヂュ‑マ作,福永挽歌汎東光紅出版部,

ヤ1小説日本婦道記(山本周五郎,大日本雄群督講談
社,昭18, 278p)

大4, 391p)

ト1不如師(徳富蔑花,民友紅,暗2, 384p)

ト2

女性の地位の現状‑ ｢性別役割分業観｣ (東京都
婦人問題懇話会,昭50, 120p)

p

ヤ2
''

戦学と二人の婦人(岡,岩波書店,昭13, 214p)

ヨ2

女･きのうからあすへ‑人生相談60年(読売新陶

ヨ3

欧産巴雄記帳(輿謝野秀,双山鼓,昭22, 239p)

pl

チャタL,イ夫人の潜入上.下(D･H･ロレンス

社婦人部編著,三省堂,暗49, 186p)

都民婦人の意識と実態調査‑母性と社会参加‑
(東京都民生局婦人課編･発行,昭46, 124p)

ト8

戦後日本における女性の社会経済的地位一マスコ

著,伊藤整訳,中山書店,昭25, 236p･254p)

ミ甘こおける女性の意識を中心として(東京女子大
学付属比較文化研究所編･発行, 1982, 113p)

72 2

十年間の婦人の歩み(臥昭31, 54p)

冊(内閲総理大臣官房広報室,昭48, 301p ･ 377p I

図でみる婦人の現状(臥昭40, 20p)

331p ･ 307p)

婦人の歩み30年(臥労働法令協会,昭50,495p)

婦人の社会的関心に関する世論調査(臥昭44,

婦人の地位の推移(臥発行,暗37, 43p)

113p)

o

婦人の地位‑こついての調査(同,暗24, 37p)

婦人問題に関する有識者調査(臥昭52, 76p)

こ1中国見聞記(日中友好東京都婦人訪中団蹄,日中
ニ8

主婦の自由時間に関する意識調査(労働省婦人少
年局,昭34, SOP)

ナ1婦人に関する意識調査一第1分冊〜第4分冊‑4

〝

女の一生上･下(山本有三,新潮社,昭30, 2冊)

封建性についての調査(同, 1951, 37p)

友好協会東京都本乱1978, 24p)

日で見る婦人の歩み一婦人参政25周年記念(労働

新渡戸稲造(盛岡市長山本弥之軌盛岡市役所,

省婦人少年局監修,ドメス出版,酔晩86p)

昭37, 77p)

/ 2

中国の婦人解放(能智修蘭,新読書社, 1965,233p)

ハ2

男と女(林健太郎他東京大学出版会,1974,㌘1p)

ハ4

外道El記‑世界の顔(鳩山一郎,中央公論社,暗

ヮ3

日本服装史(和田辰雄,雄山開,昭8, 330p)

† 婦人関係の新開･雑誌

13, 369p)

ヒ1女優展望(平山丑江,世界書房,昭22, 254p)

ヒ2

｢ひめゆりの乙女たち｣展図録(朝日新聞社稀･
発行, 1980, 93p)

7 2

ボブ.)イ夫人(7Pオペル著,中村星潮訳,新潮
社,大9, 600p)

78号〜91号(大阪婦人新聞社,暗

6, 14部)

ヵ2

家庭新開

226号〜516号(女性と家庭新聞社,昭

12‑16,欠号あり)

婦人界三十五年(福島四郎,婦女新開敵将10,
1222p)

75

ォ1大阪婦人新聞

演劇脚本再訂春田局(両地源一郎,金港堂書籍,
明40 (初版明24), 144p)

74

Ⅴ‑1婦人新聞

シ2

ミズ女性ジャーナル

No, 1‑47(女性ジャーナ

ル社,昭50‑1980)

セ1全国婦人新開1号〜690号(全国婦人新開払暗

V

婦人関係の新開･雑誌

45‑57,欠号あり)

セ2

カ4

学苑191号〜240号(昭和女子大学光真金,昭31

カ8

家庭科研究

‑35,欠号あり)

世界婦人1号〜38号一明40‑42‑ (労働運動史
研究会編,明治文献資料刊行会,昭36, 378p,痩

刻)
ニ1

盟,昭48‑57)

日本婦人新開

1号〜551号(日本婦人新聞社,昭

20‑26,欠号あり)

チ1

24号〜72号(家庭科教育研究者連

地域･家族

サ1番紅花(さふらん) 1巻4号(東雲堂書店,大3)
サ2

No, 1‑7 (｢地域･家族｣編集委

No, 13‑28 (努働科挙研究所,暗18

‑19, 15部)

サ3

員会, 1977‑1978)

産業と婦人

産党制限評論

3巻3･5･6･8･9号(産兄

制限評論社,昭5)

サ4
Ⅴ一2
71愛育

婦人雑誌
86冊(恩賜財囲愛育倉,昭11‑24,欠号あ

〟

り)

74

明日香

サ5

3巻4号〜(明日香紅,昭13, 7冊)

アジア女性交流史研究

あんふあんて

昭29‑1982,枚は完)

シ2

ア11新しい家庭科

We

オール女性

シ4

女性日本人

大12‑昭2, 26冊,欠号あり)

シ5

新女苑

シ6

新興婦人

欠号あり)

1巻2号〜2巻2号(日本書林,昭

シ7

主婦と生活

シ9

女鑑

おんなの坂道

シ10

2巻1号〜10号(青南武,昭6,村岡花子

家庭科畢

シ12

家庭科畢月報

2巻7号〜3巻8号(日本産業文化協

女子文苑

シ14

女性の時代

第8号〜91号(女子文苑社,昭10‑16,

5冊のみ)

46‑64 (同上,昭15･16,欠号あ

第1巻1 ･ 5 ･11号(女性の時代紅,

昭6, 3冊)

カ2 1JHJ (高校家庭クラブ改題) No,219‑350 (全

国高校家庭クラブ連盟漏,暗47‑57)
家庭科教育

女性の光

シ13

り)

カ3

第1巻第1号〜第2巻第2号(大橋

倉,昭15･16, 5冊)

第1‑4韓･第14‑18韓(家庭科寧研

究所,昭9･15, 8冊)

〃

第1巻第9･11号,第2巻第3･6号,

公夫人婦徳窮接合,昭12･ 13, 6冊)

主幹, 2部欠)
(!

女子文壇

シ11銃後の婦人

No,1‑26 (久野綾子編･発行,

1971‑ 1982)

家庭

創刊号〜 (新元杜,暗21, 28冊)

第21号〜, 35号〜(園光政,明25･26･37,

(女子文壇敵,明38･39, 4冊)

発行年不明, 204p)

カ1

第1巻第1号〜第7巻第6号(El本婦

17冊のみ)

21‑22, 11冊)

オ4

第2巻1号〜第11巻8号(賓業之日本杜,

人聯盟,昭10‑16,欠号あり)

1巻4号〜8巻10号(オール女性社,

女玉手箱(博文館,女畢世界定期増刊6巻6号,

第1巻第2号〜第3巻第8号(政数

昭13‑22,欠号あり)

2巻7号〜5巻6号(ウーマ

オ3

第2巻第11号〜第6巻第7号(改造政,

社,大9‑ll, 7冊,欠号あり)

昭9‑14, 49冊欠号あり)
/!

女性改造

創刊号〜8号(ウイ書房,

ンカレソhjd:,大13‑暗2, 16帆

第1巻第1号〜第5巻第1号(プラトン蔽,

シ3
No, 1‑ll(アジ7の女たち

1982)

ウーマンカレント

女性

大11‑13, 15冊,欠号あり)

創刊号〜77号(同出版部,昭50‑

アジアと女性解放

o

第1巻4号･5号(東亜堂薙誌部,大

6)

創刊号〜15号(BOC出版部,昭47‑,

の会, 1977‑1981)

オ1

才療文壇

シ1女性教養184号〜527号(日本女子社会教育会,

1982)

ウ1

サ7

あごらMINI 1号〜66号しあごらミニ編集部,暗

6冊,欠号あり)

79

産兄制限1巻1号〜2巻6号(産兄制限運動聯
盟,昭3･4, 8冊)

52‑ 1982)

78

第6巻4号〜 (産兄制限評論社,頃8,

サ6

No, 1‑17 (同研究会,

昭42‑50, 16冊)

あごら

産兄調節
7冊)

昭9‑15, 27部,欠号あり)

77

性と政令(産兄調節評論改題)第9号〜14号(大
14･15, 7冊,欠号あり)

アカツキ10巻3号〜16巻3号(偶数女子青年合,

71

第2号8号(産兄調節評論社,大

14)

73

ア5

産兄調節評論

シ15

姉妹

シ16

女性クラブ

43巻3号〜56巻3号(家政教育社,

昭44‑1982,欠号あり)

第4巻3‑12号(日本姉妹脅,昭11, 9冊)

第2巻第1‑9号(婦人読書クラブ,

村井米子発行人,昭23, 5冊)

シ18
‑53‑

女性日本

第12巻〜13巻(女性日本蔽,暗16･17,

Ⅴ

婦人関係の新聞･雑誌
72

10冊)

I/

婦人公論1年12号〜 (中央公論社,大5‑10,

現代女性(女性El本改題)第13巻〜14巻(貌代女
性赦,昭17･18, 12冊)

シ19

女性時代(河井酔著主宰)第1巻3号〜 (女性時
代証,昭5, 5冊のみ)

シ20

兄童と家庭

33冊のみ)
/!
〝

新女界

143号〜 (同上,昭2‑19, 58冊のみ)
〟

〟

405号〜 (同上,昭26‑33,欠号あり)

,,

502号〜 (同上,昭34‑57,ほぼ完)

第2巻1‑6号(兄童と家庭杜,昭

73

婦人之友14巻11号〜70巻9号(婦人之友社,大

第3巻5号(売春問題諸家執筆,海老名

74

婦人室報

10, 6冊)

シ22

/!

9‑昭51,ほぼ完)

97号〜254号(東京赴,大3‑15, 31冊

のみ)

畔正編集,新人杜,明44)
シ23

女孝世界

第1巻第1号〜 (博文館,明34‑, 5

〝

60‑67号(軍人援護脅,昭19)

7 4

〟

冊)

の‑L･lヽ

シ26

銃後の友

シ27

女性浦卦11創刊号〜 (女性満洲杜,昭17‑20, 35

新女性

3巻1号〜6巻2号(新女性杜,大12‑

主婦之友

職業婦人･婦人と労働･婦人運動

完)

6巻10号〜29巻4号(主婦之友社,大

76

婦人と年少者1巻2号〜15巻2･3号(婦人少

11‑暗20, 33冊のみ)

ノ33

女聾

年協会,昭28‑42,欠号あり)

創刊号〜2巻12期(太平印刷出版公司,氏

I/

〟

季刊1号〜62号(同上,昭43‑

1982,ほぼ完)

図31, 42冊)

シ37

女性線1巻2号〜4巻2号(青田書房一女性線

77

婦人指導者･婦人と教育

78

婦人のこえ

3巻3号〜(青蘭杜,僻7, 5冊)

セ2

世界と女性

セ6

青草(一部原本,一部復刻)創刊号〜3巻6号

1巻4号〜3巻4号(国際子女親善

たかね

婦人文垂
婦人世界

39号･43号･44号(たかね婦人合,大12,

3冊)

女人蛮術

第1年1‑4号･6号, 2巻4･9‑

〟

711婦人と新JBt含

女人芸術総目次･作者別索引(谷口絹枝,広島大学
EE本婦人

713

日本女性

714

第2巻1号, 3巻1･11･12号, 4巻

日本乃家庭

719

婦人大陸

720

婦人之家

日本母性(5巻･6巻･7巻のうち) (日本女子

婦人と日本

733

婦人倶契部

9巻2号〜27巻1号(大日本姓縛合

講談元と,昭3‑21, 68冊のみ)

31号〜242号(母子衛生研究会,暗

753

婦人文庫

754

婦人戦旗･働く婦人

38‑55,ほぼ完)

週刊婦女新聞

曙26‑35 (ジャバソ･ウイメソ社,

久布白オチミ主幹, 41冊,欠号あり)

33‑36, 35冊)

7 1

2巻1号〜3巻10号(婦人之家政,昭

725

合館,昭17‑19, 24冊)

母と子の手帳

第4巻5号〜5巻12号(上海出版鮭,

14, 15, 12冊,欠号あり)

ノ､1母と子(35巻〜38巻のうち) (日本児童協会,昭

ノ､3

7巻718号, 9巻2号(東京日日新

昭18, 19, 18冊)

2巻3号, 3巻3･6･11号(日本

乃家庭杜,明30･31, 4冊)

こ6

婦人日本

聞社,昭16, 3冊)

2 ･ 3号(大陸講談社,昭17, 7冊)
ニ5

婦人戦線1巻l号〜2巻6号(婦人戦線赦,昭
5‑6, 13冊,欠号あり)

創刊号〜3号･21号(帝国婦人協合,

明32･34, 4冊)

ニ4

第1号〜160号(婦人と新社台改,

山田わか主宰,大9‑昭8,ほぼ完)

学校教育学部, 1979, 94p)

ニ2

第9巻1号〜19巻5号(同上,大3‑
13, 7冊のみ)

10号(女人蓉術社,昭3 ･ 4, lo柵)

〟

第2巻7号･第5巻6号(青菜之日本
融二,明40, 43, 2冊)

〝

ト1扉1年3号〜2巻3号(トビラ杜.昭2,7冊)
ニ1

2巻1号〜4巻8号(新知紅,昭10‑

12,欠号あり)

710

(青顎面上･明治文献版,明44‑大2,完)

2巻1号〜9巻9号(婦人のこえ社,

昭29‑36,欠号あり)

79

協合,昭9‑13,欠号あり)

タ1

1着1号〜6巻1号

(婦人教育研究所,昭32‑36,ほぼ完)

痕ヒ,昭21‑24, 11冊のみ)

七1青蘭

創刊号〜終刊

(職業婦人杜,奥むめお主宰,大12‑昭16,ほぼ

昭7, 16冊,欠号あり)

シ32

戦時女性(婦人書報改題) 483号〜490号(同上,
呼19, 20, 2冊欠)

75

冊,欠号あり)
シ30

259号〜482号(同上,昭18, 19, 18冊

1巻4号, 2巻2号(鎌倉文庫,昭21,

22, 2冊)

創刊号〜2175号終刊(婦女新聞社,

1980, 142p)

明33‑昭17,一部復刻版を含めほぼ完)
‑54‑

別巻(戦旗復刻版刊行会,

Ⅶ
ホ1

母性日本

参考図書･資料

5巻11号〜6巻5号(母性日本協倉,

社台･技術･宗教(鳩山政道,清浄捌,土方成美,
軌Zl嘉六,加田暫二,三枝樽音,柿崎正治,此屋

昭15‑16, 7冊のみ)

ホ2

保育の友11巻6号〜19巻3号(全国社会福祉協

.iT.3

母性

根安定,東洋経済新報社,昭15‑16)

ケ2

読会,昭38‑46,削ぎ完)

4巻4 ･ 5号(愛国兇童協魯出版部,昭16,

El本藩政史,義歯制度論,選車制度論,行政組織

2冊)
ホ6

論,無産政濃論,自治制度論,近世外交史(戸浮

ホームライン

1巻10号〜5巻13号(ホ‑ムライ

域象

ン社,昭10‑13, 14冊のみ)
マ1

まこと

第89号〜106号(まこと会,昭16‑18,18

評論面上,昭5‑6)

ケ3

滴淋婦人国防(満卦Ⅰ周防婦人合縁本部,康徳8年

未来

現代法翠全集第二拳法撃入門(穂積重遠他)第三

巻大日本帝国憲法講義(上杉慎吾他)第十三巻禽

5月〜9年1月, 17冊)

ミ1

今中次暦,尾佐竹猛,美濃部達吉,森口繁

治,城山政道,同,渡通宗太郎,信夫淳平,日本

冊)

マ2

現代政治撃全集9冊一政治畢概論,政治畢説史,

杜法(松本桑治他) (日本評論敵,暗3‑7)

1号〜4号(婦人労働調査所,大15, 3‑

ケ4

6月)

現代日本人名事典(下中弥三郎編,平凡社,昭30,
747p)

･｡1番働婦人

第1冊〜71号(日本労働総同盟,昭2

ケ5

日本現代史年表6冊一政治,経済,思想,科学技

･yl

時事年鑑16冊(時事通信払昭和35〜50)

‑8, 54冊,欠号あり)

術,労農運動,婦人運動(三一書房, 1960‑1963)

シ2

Ⅶ

写

真(省

東二台経済鮭系16冊(巻1･4･5･6･7･9･

11‑20,日本評論社,大15‑昭3)

略)
シ3

血合政策大系3冊(第1巻〜第3巻,大東出版政,

シ4

祉脅問題黄塵13冊(第1巻〜第13巻,新潮社,大

シ5

議会制度七十年史7冊一帝国議会史上巻下巻,国

大15)
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15‑昭2)

Ⅶ‑1年鑑･百科事典･全集等
71

年表,資料編(衆議院･参議院蘇,昭37)
シ6

広辞苑第二版(新村出題,岩波書鼠暗44,24娼p)

1巻,思想･文化篇2巻,アジア人名辞典･結合

シ7

賞と記鐘の人名事典73年版(自由国民社, 1973,

アジア年表1巻(矢部良策鼠

72

会史下巻,衆議院議員名鑑,惹政史概観,議会史

7ジア問題講座全12巻‑政治･軍事篇3巻,経済
･産業篇3巻,民族･歴史第2巻,社食･習俗篇

328p)

創元社,昭14‑15)

朝日常識講座6冊‑世界の大勢√支那の現状,義
合の話,都市と療村,文教の話,新聞の話(米田
賓,大西密,緒方竹虎,柳田国男,土岐善暦,杉

ス1図説日本の歴史15･18 (集英社,昭51)

セ1世界大富科事典全23巻(平凡社,昭35‑36)

セ2

育連盟編･発行,昭23)

村廉太郎,朝日新聞社,昭3‑4)
〃

タ1大思想エソサイクロべヂ728冊(8冊欠,春秋社,

第2朝El常識講座3冊一凍算の話,政賞の話,公

曙4‑)

民教育の話(牧野輝智,野村秀雄,関口奉,同上,
昭6)

7 3

キ2

｢日本の教育｣年表

ニ3

日本歴史シリーズ全22巻(世界文化社,昭48‑)

日本人,三代の女たち上･中･

ニ4

資料日本現代教育史4冊(戦後教育改革･戦後教
育の展開･経済成長下の教育改革･戦前の教育,

NHK年鑑6冊(1955‑1961)

明治･大正･昭和

教育思想学説人物史第四巻一

昭和前期篇(藤原喜代鼠El本鰹国政,昭19,680p,

宮原誠一他,三省堂,暗49)

ニ5

日本社会運動人名辞典(塩田庄兵衛編,青木書店,

ニ6

画報一日本近代の歴史4冊(6 ･ 9 ･12･18) (日

ニ7

図説

1979, 664p)

外篇81p)

キ3

明5 (1872) 〜昭40(1965)

(日本YWCA社会問題委員会, 1965, 53p)

下(朝El新聞社, 1981,各258p)
‑ 1

こ1

荒畑寒村著作集9冊(平凡社,昭51‑52)

イ1 ‑億人の昭和史

政治教育叢書資料篇第一輯〜第五韓(民主政治教

最近の武舎運動(中村英雄編,協調合,昭4,
1422p,索引79p)

本近代史研究会編,三省堂, 1979‑1980)

ク1

グラフィックカラー昭和史

第1巻･第9巻(研

ケ1

現代日本文明史7冊一政治･外交･財政･植民･

秀出版,昭52)

日本文化の歴史2冊(ll‑明治, 12‑大

正･昭和,小学館, 1981)

マ2

‑55‑

毎日年鑑人名録昭和七年版(大阪毎日新聞社,昭

Ⅶ

参考図書･資料

6, 286p)

ロ1労働年鑑

11, 38欠,同,昭35)

昭和23年版(中央努働畢園,昭23,

〃

岡第二委員会小委負会第1回〜 5回会議議事録5

767p)

冊(同,昭35)

i,

Ⅶ‑2

同第三要点会小委員会第1回〜39回会議議事録32
冊(5‑8･31･36欠) (臥

意法･国連

ケ12

7 1歪められた憲法裁判(安保改定阻止法律家会議,

38)

/'

労働旬報社,暗35, 26p)
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〃

細雪(同,同,昭27, 610p)

タ7

日本開化小史(田口卯舌著,昭39, 234p)

7 1両津諭吉(石河幹明,岩波書店,昭21, 500p)

タ8

勝海舟.榎本武揚侍(田口惣五郎,日本軍用国書,

〟

会,同県労働組合会読, 1980,計1211p)

解19, 437p)

タ10

チ2

土着と背教(武田清子,新教出版社, 1967,360p)

大西郷(捧久井龍雄,昭和刊行合,暗18, 281p)

東京大空皐･戦災誌第1巻(同編集委員会,東京

禁酒黄話(長尾半平,日本評論社,昭3, 313p)

ナ4

歳花徳冨健次郎第‑部･第三部(中野好夫,筑摩
書房,昭47･49, 458p･476p)

社食科挙読本自然･人間･社食(中岡拳,牧香扇,

行,昭51, 322p)

最近の欧米を見る(星島二郎,隆文館,昭11,

ホ2

インドの叫び(ポース･ラス･ビ‑リ,三敦書院,
昭13, 345p)

〟

印度を語る(同,日本電報通信社,暗17, 226p)

ホ3

進めデリーへ(スパス･チャンドラ･ボース,戟

ホ4

大挙生活四十年(穂積重遠,社食教育協合,昭18,

El新聞払

昭23, 274p)

ナ11長野県教育委員会三十年史(同委員会編,長野県
日本の地域青年運動(日本青年団協議会編,新生

マ1

前田多門その文･その人(刊行世話人代表堀切善

マ5

水野虞徳(枚下芳男,四州誕二,昭25, 300p)

活事業センタ‑出版部,暗42, 174p)

次郎,昭38, 296p)

きけわだつみのこえ(日本観穀畢生手記編集委員
合編,東大協同組合出版部, 1950, 338p)

曙19, 185p)

47p)

教育史刊行会,暗55, 781p)

ニ2

ドキュメント昭和世相史戦後篇(平凡社編･発

208p)

ナ2

ニ1

光柴記念蘭を拝む記(頑島四郎,昭14, 36p)

ホ1

空襲を記者する会, 1973, 1046p)

ナ6

プロレタリア歌曲集(堺虞柄編,無産社,昭5,
36p)
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員全編,朝鮮大学校, 1979, 221p)

71 9

75

中央公論社七十年史(中央公論社,昭30, 648p)

チ3 朝鮮民主主義人民共和国主要法令集(資料編集委
ツ3

頑費目俸(佐藤卯兵衛昂,時事新報証,昭11,
549p)

ミ2
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時事項言(宮川経軌

警醒紅,大5, 84p)
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教化と江戸文畢(三EEl村鳶魚,大東出版社,昭17,
252p)

ム2

政治教育給人中畢読本(武藤山治,窯業同志倉政
治教育部,昭3, 49p)

モ1期待される人間像(文部省,大蔵省印刷局,昭41,
54p)

モ4

風と共甘こ去り風と共に来りぬ(森脇将光,安全投
資KK出版部,嘱29, 363p)

ヤ1磯織る少女(床田輿重郎,寓里開,昭19, 372p)
ヤ2

欧米政治行脚(山桝儀重,平凡社,昭4, 453p)

ヤ3

小説河上肇(鑓田研一,書昏‑杉,昭24, 334p)

I,

島崎藤村青春篇(同,鮎浮書店,昭23, 299p)

I,

蘇峰と衷花(臥潮文聞,昭19, 353p)

ヤ6

米吉俵(山本有三,新潮社,暗18, 220p)

ヤ7

八木秀次随筆集(玉川学園大学出版部,解28,320p)

ヤ8

七十五年之回敵前厨上･下(八木幸吉,新樹社,
暗50, 553p ･ 663p)

ヤ10

よい子のエティケット(山室民子,牧書店,昭31,
187p)

ヤ11教育勅語(山住正己,朝日新聞社, 1980, 265p)

ヨ1中教審と教育改革(横浜国立大学現代教育研究所
編,三一書房, 1972, 298p)

ヨ2

浪費新聞八十年史(社史編纂壷編,同社,昭30,

ヨ3
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世界人類物語下巻(ヴァソ･ルー./著,紳近市子
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744p)
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時の人

市川房枝(斎藤きえ, ｢新女苑｣ 2月号

中,昭21, 1p)
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第32巻第8 ･ 9号
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｢婦人之友｣ 4月号中,昭56, 4p)

i,

市川房枝‑その人(五味百合子最終講義

果の概要(全国市区選挙管理委員会連合会拓･発
行,昭58, 129p)

社会事

業研究所年報17号抜刷, 1981, 47p)
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シナ7)オ

八十七歳の青春‑市)rr房枝生涯を語る

(桜映画社,昭56, 32p)
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全

カ17

集

近代婦人問題名著選集‑社会問題編,第1巻〜第

菅野須賀子の手紙(清水卯乏助編･校注,易ちの
く芸術社,昭55, 26p)

カ27

ある女性政治家の半生(加藤シヅ‑, PHP研究

12巻(復刻版,日本図書セソクー, 1983)
所,昭56, 233p)

第1巻

明日の女性教育(小泉郁子,昭8)

第2巻

婦人職業戦線の展望(東京市役所,昭6)

第3巻

女給生活の新研究(大林宗嗣,昭7)

第4巻

賓践季節保育所(根岸草笛,昭16)

第5巻

家庭･婦人･兄童(高島平三郎,昭11)

第6巻

生活問題から見た産兄調節(安部磯雄,

第7巻

母子保健貴書第一輯･第二輯･第三輯

第8巻

コ5

非戦を生きる一高良とみ自伝(高良とみ,ドメス

本基督教婦人矯風会純額部編･発行, 1982, 106p)

サ12

小さい花子‑プチト･アナコ(浮田助太郎,中日
出版社,昭58, 209p)

シ3

愛と自立一紫琴･らいてう･百合子を語る(古在

セ3

伝記に見る女の生(瀬戸内晴美, ｢思想の科学｣
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原口時子‑女性心理学者の先駆(荻野いずみ編著,

由重･小林登美彼共著,大月書店, 1983, 238p)

昭19)

女性相談(山田わか解答･東京朝El新開
融二,昭7)

第9巻

真実とユーモア‑久布白落実十周年記念文集(日

出版, 1983, 250p)

昭6)

(厚生省健民局鼠

ク6

No.31特集, 1983, 98p)

いたましき親子心中の賓相(全日本方面

銀河書房, 1983,和文266p,英文116p)

委員聯盟,昭7)
第10巻

女性の法律(片山哲,昭9)

第11巻

婦人参政権論(森口繁治,昭2)

第12巻

婦人年報第‑輯

Ⅳ‑4, 2

婦人界の動向(市川房

タ6 15周年記念総会記録(退職婦人教職員全国連絡協

枝編,昭19)

議全編･発行, 1982, 63p)

ナ2
Ⅳ‑2

女

性

婦人団体の歴史

長野県連合婦人会二十五年史(同会編･発行,昭
50, 265p)

史

7 2

戦後愛知女性史年表一明日を生きるために(愛知

イ5

戦後日本女性史(伊藤康子,大月書店,1974,308p)

イ7

静岡おんな盲年

Ⅳ‑5

女性史研究会鰐･発行, 1975, 260p)

女

訓

書

タ1評柊女大草(棚橋範庁,婦女界蔽,曙15, 138p)

上･下(市原正恵,ドメス出版

1982, 203p, 190p)

ノ､4

NHK市民大学

本放送出版協会,昭58, 171p)

ヒ4

オ4

女子教育一女の自立を求めて(奥山えみ子.藤井

ト2

比較文化研究所蔵書日録V‑日本における大学沿

新聞集成広島女性史(広島女性史研究会編,発行
1981, 232p)

マ4

Ⅳ‑6, 1女子教育

近代日本の女たち(芳賀登,日

治枝編,現代婦人問題研究会, 1982, 270p)

日本史の中の女性一卑弥呼から唐人お吉まで一

革史(東京女子大学附属比較文化研究所編･発行
1978, 53p)

(松本清張他,毎日新聞社,昭54, 254p)

･%1解放の光と影‑おんなたちの歩んだ戦後(もろさ

7 5

図説資料家庭科一新しい家庭科のためのテーマ55
‑ (福島澄香ほか編著,一橋出版, 198l, 127p)

わようこ,ドメス出版, 1983, 229p)
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悲しみを裁けますか(日本家族計画連盟鼠人間
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いまなぜ優生保護法改悪か(婦人協同法律事務所

ユ2

優生保護法改悪とたたかうために(優生保話法改

大阪市立婦人会館20年のあゆみ(大阪市教育委員
会社会教育部婦人会館編･発行,昭57, 32p)

オ3

ニ5

生きる

学ぶ

の科学社, 1983, 322p)

創る一婦人会館と歩んだ300人の

本(大阪府立婦人会館グループ連絡協議会, 1983,

編著,労働教育センター, 1983, 72p)

312p)

悪と闘う女の会編･発行, 1982, 48p)

モ1婦人の生活と教育の現状(文部省社会教育局婦人
教育課編･発行,昭58, 26p)

Ⅳ‑12
Ⅳ‑8, 7
イ12

サ2

婦人同志

宮大学幼児教育研究協議会, 1978,和文25p,莱
文37p)

女性学をつくる(女性学研究会編,執筆書見

セ4

1981, 213p)

シ10

在日外国人からみた日本の子殺し母子心中につい

ての心理学的研究(佐々木保行ほか3名著,宇都

シt)‑ズ･いまを生きる(8)女･男たちへ(岩崎
悦子編,ニック合, 1983, 166p)

シ9

未亡人および母子問題

第三回全国保育関係代表者協議会(全国社会福祉
協議全編･発行,昭34, 123p)

女解放‑80年代をひらく視座(主婦戦線鼠星火
通信社, 1980, 109p)

セ2

認識されない女性の役割一朗発途上国の経済開発

チ2

あなたもシングル(千野境子編著,ニック舎,

経験を通して‑ (世界銀行編･発行, 1979, 25p)

1983, 254p)

ト3

Ⅳ‑13

売春問題

ミ7

死に臨んでうったえる(水野浩鼠例語社,1982,

p 2

国連経済社会理事会売春閉居報告書(ジャン･フ

302p)

男女の平等と共同参加‑のとうきょうプラン(東

エルナソ●ロ‑ラン報告,売春問題ととりくむ全

京都生活文化局婦人青少年部婦人計画課編･発行,

訳･発行, 1983, sop)

昭58, 182p)

ニ10

性別役割分業の見直し‑家庭及び地域社会におい

Ⅳ‑16

て‑ (日本女子社会教育会編･発行,昭58, 183p)
ホ6

マルクス,レ‑ニソ,スターリン婦人論(H･ポ

シ10

リット鼠土屋保男訳,大月垂FE, 1970, 157p)

ミ3

女とは何か‑イデオロギーつ歴史(Ⅴ･クライン

オ2

日本の女子労働一揺さぶられる経済基盤(篠塚英
子,東洋経済新報&,昭57, 240p)

タ4

著,永田珠枝汎新泉社, 1982, 274p)

Ⅳ‑8, 2

婦人と労働･職業

変わりゆく婦人労働一若年短期未婿型から中高年
既解型へ(高橋久子鼠有斐軌昭58, 274p)

婦人運動･婦人団体

Ⅳ‑17

農村社会における女子青年団活動の実態とその論

ノ6

理(岡田洋司, ｢日本史研究｣ 234号抜臥1982,

農山漁村の婦人

生活改善グループの年輪(鳥山漁家生活改善研究
会編･発行,昭57, 68p)

30p)

ニ11ひろしまを考える旋(日本YWCA ｢ひろしまを

Ⅳ‑18

考える旋｣委員会編,新教出版礼1983, 174p)

タ8

/V

女性が自由を選ぶとき(ジゼ‑ル･アリミ著,宿

昭和56年度家庭教育研究セミナー報告書(国立婦

生きたいあなたに‑エッセイ女の哲学(樋口恵子

マ4

女性賓鑑(前波仲子,愛之事業払昭10, 828p)

他労働教育センター, 1983, 256p)

人教育会館編･発行,曙57, 180p)

ニ10

未済のあなたに(同上同上1981, 375p)

ヒ2

井美津子訳,青山館, 1983, 224p)

コ8

若い日々のために‑性･モラルそして愛‑ (田中
美智子,学習の友社, 1981, 274p)

Ⅳ‑11結姑･豪産ほか
ア6

婦人に関する一般教養

人口妊娠中絶･優生保護法改正は是か非か‑現代

性教育研究12月号(日本性教育協会鼠小学館,
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部編･発行,昭56, 59p)

Ⅳ‑19
イ25

ウ8

婦人による著書

･'

昭和56年度東京都被保護世帯生活実態調査結果報

･!

昭和57年度都民女性の現状(東京都生活文化局婦

ナ4

南北間題への女性の関心度アソケ‑ト調査のまと

告書(東京都福祉局総務部調査課鰐･発行, 124p)

主婦的話法(伊藤雅子,未来社, 1983, 251p)

じじはは谷へ行こう(内田生枝,近代文襲社,

人青少年部婦人計画課編･発行,昭58, 215p)

1983, 197p)

オ22

小さくなった一寸法師‑現代寓話シリ‑ズ1 (小

め(同調査委員会編,国際協力事業団･青年海外

川乃愉子,展毎払昭58, 214p)

コ15

女の生きかた‑主婦作家の日々(郷静子,大月書
店, 1982, 222p)

タ17

ナ6

市川房枝

ニ9

社会参加(名古里市婦人会館発行,暗56, 47p)
｢生活と労働意談｣実態調査報告書一一枚教員の

‑5

第4回浜松婦人のつどい報告書(同実行委貞金

野区児童青少年部発行,昭58, 177p)

偏･発行,暗58, 40p)

校庭は墓場になった一女教師たちの戦争体験記
(退職婦人教職員全国連絡協議会編,ドメス出

ミ5

昭和57年度第2回港区婦人意鼓調査(東京都港区
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ミ3

家庭婦人の意識に関する調査(宮崎県,暗57,

ロ2

昭和57年度育児休業制度実態調査結果報告(労働

区民部区民課発行,昭58, 163p)

版, 1983, 441p)

ナ18

‑16

麻山事件(中村雪子,草思社, 1983, 318p)

調査会議筋,大蔵省印刷局,昭52, 462p)

人問って不思議一一つの視角(半田たつ子,ウイ
書房, 1983, 341p)

ヒ1平塚らいてう著作集l

婦人会館一周年記念講演記壕一婦人と

部(日本教職員組合婦人部発行, 1981, 90p)

アメリカt'ポ‑ト｢豊かさ｣とはなにか(田中美
智子,著者, 1982, 212p)

タ27

雇用されて働く既婿女性の職業と生活(東京都中

カルツ‑ム便り一体験した南北問題(田口幸子,
サイマル出版会, 1982, 245p)

タ26

ナ5

俵茄子の教育委員日記(俵茄子,毎日新聞払暗
58, 308p)

ク25

協力隊事務局, 1978, 82p)

21p)

青草(著作集編集委員

会,大月書店, 1983, 430p)

省婦人少年局編･発行,昭57, 48p)

ワ1琴習文庫第三篇富岡後記(和田英子象 信濃教育
合宿,古今書院,昭6, 123p)

Ⅶ‑3
Ⅳ‑20

イ6

婦人に関する調査資料その他
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民主主義政治の確立(鳩山一郎,文苑杜,昭20,
30p)

戦後の日本の家計調査(岩田正美編,法律文化
ロ3

社, 1983, 261p)

オ9

政治･経済･法律

昭和52年労働組合基本調査報告(労働大臣官房統
計情報部編･発行,昭53, 78p)

女性文化資料館第3号(お茶の水女子大学女性文
化資料館編･発行,昭57, 104p)

カ8

かながわ女性プラソ(神奈川県,昭57, 238p)

U

神奈川県婦人の社会参加に関する調査結果報告書
(神奈川県県民部総務室編･発行,昭56, 163p)

〟

キ2

Ⅶ‑6
コ7

｢北恵士闘争｣創刊号〜11号(北富士闘争連絡全

ス1
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働く婦人の意識と実態調査報告書(東京都晶Jrr区

区民部地域活動推進課婦人問題担当編･発行,暗
58, 130p)
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