
　　1.日本の働く女性の歩み

江戸時代
No 書名 編著者名 出版者等 年代等 請求記号 館外貸出

1 参耂諸家系図 四 星川  正甫∥編 ー
文久年間

(1861～64)
28.8/26/4

2 内史略 后六 横川  良助∥編 ー 江戸後期 21.5/1/2-6

3 故実方 三・四 伊能　唯右衛門 ー
1743

(寛保3)写
新/38/21

4 女の守草 奈良　孝斎 ー ー 37/26

5 国尽女文章　平泉往来 ー 斉藤昌憲 写
1847

(弘化4)写
37/27

6 三陸俳人像 零本 ー ー ー 新/91.3/77

明治時代
No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

7 学制 ー ー 1873写 37/87

8
自由燈 第1巻
明治17年5月～7月 復刻版

ー 丌二出版 2006.6 071/ｼﾞﾕ/1 ○

9
帝国百科全書 第21編
民法親族編・相続編釈義

上田　豊∥著 博文館 1909.6 081/ﾃ1/21

10
修身教科書 高等女学校用
巻1～3

文部省∥編 文部省 1902～04
375.93/
ﾓ1/6-1～3

11 家政要鑑 上巻
大日本家政学会∥編
纂

大日本家政学会 1907 590/ﾀﾞ2/1-1

12 通俗農芸文庫 第10編 養蚕編 井上 正賀∥著 博文館 1903 630/ｲ1/1

13 日本之下層社会 横山源之助∥著 教文館 1899.11 362.1/ﾖ1/1

14 生活古典叢書4 職工事情 大河内　一男∥解説 光生館 1981 366/ﾉ1/1 ○

大正～昭和初期
No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

15 青鞜 第1巻第1号 復刻版 ー
丌二出版
青鞜社

1986
明治44年の復刻

367.2/ｾ5/
1-1

○

16
太陽 第19巻第9号
近時之婦人問題

ー 博文館 1913 S/051/原1

17 婦人問題 吉野 作造∥編輯 民友社 1916 081/ｹﾞ3/8

18 婦人の勝利 山川　菊栄∥著 日本評論社 1919.6 367/ﾔ2/3

19 男女英学生就職之福音
前田　健志
石渡　萩枝∥共著

ー 1916 366.2/ﾏ2/1

20 婦人も働け 木下　幹∥著
日本評論社出版
部

1919.6 367.9/ｷ1/1

21
国際写真情報 第8巻第2～12号
合冊

ー 国際情報社 1929 S/051/ｺ4

22 文化的婦人の職業 佐瀬 文哉∥著 自光社出版部 1924.9 367.9/ｻ1/1

23 女性職業 第3巻6号 ー 女性職業社 1927.6 S/367/ｼﾞ1

24 職業婦人物語 前田 一∥著 東洋経済出版部 1929 367.9/ﾏ1/1

25 婦人公論大学 婦人職業篇 ー 中央公論社 1931 590.8/ﾌ1/1

26 職業婦人を志す人のために 河崎 ナツ∥著 現人社 1932 367.9/ｶ2/1

27 日本労働年鑑 大正11年
大原社会問題研究所
∥編

大原社会問題研
究所出版部

1922.7 366/ﾆ1/22

28 日本労働年鑑 大正12年
大原社会問題研究所
∥編

大原社会問題研
究所出版部

1923 366/ﾆ1/23
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No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

29 職業婦人調査
中央職業紹介事務局
∥編

中央職業紹介事
務局

1927.3 366.35/ﾁ1/1

30
近代婦人問題名著選集 社会問題
編第2巻 婦人職業戦線の展望

東京市役所∥編纂
山本　由加里∥解説

日本図書セン
ター

1983
昭和6年の復刻

367.2/ｷ5/
1-2

○

31 婦選　第1巻第5～6号 ー 婦選獲得同盟 1927 S/367/ﾌ3

32 婦選 第6巻第1～5,10号 合冊 ー 婦選獲得同盟 1932 S/367/ﾌ3

33
婦人運動 第3巻第10号,第7巻
第7号,第9巻第2号 合冊

ー 職業婦人社 1925～31 S/367/ﾌ2

No 新聞名 館外貸出

34 読売新聞
（電子資料複製）

35 読売新聞
（電子資料複製）

36 読売新聞
（電子資料複製）

戦争と女性
No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

37 東北の窮乏と身売防止
職業紹介事業協会青
森支部∥編

職業紹介事業協
会青森支部

1935.12
K/611.9/
ｼ1/1

38 女人芸術 第3巻第11号 ー 女人芸術社 1930.11 S/051/ﾆ3

39
婦人戦線 第1巻第1,3,5,6,8～
10号 合冊

ー 婦人戦線社 1930 S/367/ﾌ4

40
初版本による複刻全集小林多喜二
文学館20 働く婦人 3,4月号

ー
ほるぷ出版
日本プロレタリア文化
聯盟

1980.7
昭和8年の復刻

918.6/ｺ1/
2-20

41
週刊国際写真新聞 第67～
69,73～77号 合冊

ー 新聞連合社 1934 S051/ｺ6

42 労働奉仕制の意義及び業績 権田 保之助∥著 栗田書店 1939
366.19/
ｺﾞ1/1

43 ナチス女子勤労奉仕
アン マリー キーファー/エ
ディット ベルガー∥著 アルス 1941 366.19/ｷ1/1

44 靖国の神となりし輝く女性 飯田　豊二∥著 文友堂 1939.5 281.09/ｲ5/1

45 婦人公論 第27巻第3号 ー 中央公論社 1942.3 S/051/ﾌ5

46 勤労と結婚　女性篇 沢井 淳∥著 健文社 1944 367.9/ｻ2/1

47 週報　第351～358号合冊 ー 情報局 1943 S/310/ｼ2

48 週報　第398～414号合冊 ー 情報局 1944 S/310/ｼ2

49
婦人之友 第37巻第1,3,6,7,10
～12号合冊

ー 婦人之友社 1943 S/051/ﾌ3

50
婦人之友 第38巻第1～11号
合冊

ー 婦人之友社 1944 S/051/ﾌ3

51
婦人之友 第39巻第2,5号,
第40巻第3～11号合冊

ー 婦人之友社 1945～46 S/051/ﾌ3

戦後
No 書名 編著者名 出版者 年代・出版年等 請求記号 館外貸出

52 婦人公論 第[31]巻第6号 ー 中央公論社 1946 S/051/ﾌ5

53
婦人朝日 第1巻第10～11号,
第5巻第7号,第6巻第12号合冊

ー 朝日新聞社 1946～51 S/051/ﾌ4

54 女子職業の選び方 田中書店編集部∥編 田中書店 1956 366.2/ﾀ2/1

55 ハイクラス女性の職業
日本有職婦人クラブ
全国連合会∥編

実業之日本社 1963 366.2/ﾆ2/1

56 あなたの適性と適職
吉田裕
神田道子∥編

文理書院 1967 335.95/ﾖ1/1

57 あなたがえらぶ100職種 労働省∥編 労働省 1967.3
366.35/
ﾛ1/10

58 女性社員戦力化の秘訣 石渡満男∥著 誠文堂新光社 1972 335.95/ｲ4/1 〇

59 女子社員読本 坂上　肇∥著 経林書房 1985 336.4/ｻ6/2 〇

内容
大正6年(1917)7月15日4面
「女運転手が続々出来る」

大正11年(1922)12月27日4面
「いま一番忙しい職業婦人は電話交換手」

大正7年(1918)8月28日4面
「増給後の交換手養成」「婦人のタイピスト益々盛になる」
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No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

60
男女雇用均等法で実務はこう
変わるQ&A

池田　利子∥著 日本法令 1985.10 336.1/ｲ5/1 〇

61 育児休業法Q&A 奥山 明良∥著 経営書院 1992.4 336.38/ｵ3/1 〇

　　2.岩手の女性先人
淵沢 能恵
No 書名 編著者名 出版者 年代・出版年等 請求記号 館外貸出

62 淵澤能恵の生涯 村上 淑子∥著 原書房 2005.12 K/289.1/ﾌﾁ ○

63
淵沢能恵韓国女子教育の礎を
築いた人

石鳥谷花の会編集委
員会∥著

石鳥谷花の会 2002.7 K/289.1/ﾌﾁ ○

山室 機恵子
No 書名 編著者名 出版者 年代・出版年等 請求記号 館外貸出

64 山室機恵子 山室　軍平∥著
救世軍出版及供
給部

1928.10 K/289/ﾔ5/2

65 山室機恵子 山室　武甫∥著 玉川大学出版部 1965.7 K/289/ﾔ5/3 ○

66 平民之福音 山室 軍平∥著 救世軍日本本営 1907
198.98/
ﾔ1/17

67 救世軍略史 山室 軍平∥著
救世軍出版及供
給部

1926 198.98/ﾔ1/1

68
日本救世軍の父山室軍平の一
瞥

秋元　巳太郎∥著
救世軍出版及供
給部

1940.4
198.98/
ﾔ1/14

69 使徒的宗教 山室 軍平∥著
救世軍出版及供
給部

1916 198.98/ﾔ1/8

70 民衆の聖書マタイ伝福音書 山室 軍平∥著
救世軍出版及供
給部

1926.10 198.98/ﾔ1/9

71 聖書の人物 山室 軍平∥著
救世軍出版及供
給部

1928
198.98/
ﾔ1/10

72 公娼制度の批判 山室 軍平∥述
救世軍出版及供
給部

1929 367.7/ﾔ1/1

No 新聞名 館外貸出

73 東京朝日新聞
（マイクロフィルム複製）

深沢 紅子
No 書名 編著者名 出版者 年代・出版年等 請求記号 館外貸出

75 追憶の詩人たち 深沢　紅子∥著
教育出版セン
ター

1979.11 K/914/ﾌ1/2 ○

76
ねりまの美術'93斎藤長三・深
沢紅子展

斎藤 長三/深沢 紅子
∥[画]

練馬区立美術館 1993 K/720/ﾌ2/9 ○

77 宮沢賢治
森 荘已池∥著
深沢 紅子∥装幀 絵

小学館 1943.1 ｹﾝ/ﾓ1/13

78
名著複刻日本児童文学館
第2集[25]級長の探偵

川端　康成∥著
深沢 省三/深沢 紅子∥
装幀 絵

ほるぷ出版
中央公論社

1974
昭和12年の復刻

909.8/ﾆ1/
2-25

○

79 やまのこどもたち
石井　桃子∥文
深沢　紅子∥絵

1968.7 K/720/ﾌ2/2

80 やまのたけちゃん
石井　桃子∥文
深沢　紅子∥絵

岩波書店 1977
J/908/
ﾃｲ8/20

○

81 ごろうくんとふくろう
はまだ ひろすけ∥ぶん
ふかざわ こうこ∥え

偕成社 1978 ｴﾎﾝ/ﾃｲ1/1-5 ○

82 ゆめみることば
不田　準一∥詩
深沢省三/深沢紅子∥絵

教育出版セン
ター

1980.11 J/911/ｺｳ43 ○

83 山のトムさん
石井　桃子∥作
深沢　紅子∥画

福音館書店 1988.5 K/720/ﾌ2/8

84 どんぐりと山ねこ
宮沢 賢治∥作
深沢 紅子∥画

岩崎書店 1988.10 ｹﾝ/3/164 ○

西塔 幸子
No 書名 編著者名 出版者 年代・出版年等 請求記号 館外貸出

85 西塔幸子遺稿歌集　山峡 西塔　幸子∥著 大村次信 1937.9
K/911.1/
ｻ7/1

86
岩手教育 第10巻第1～12号
合冊

ー 岩手県教育会 1932
KS/37/
ｲ13/10

No 新聞名 館外貸出

87 岩手毎日新聞
（マイクロフィルム複製）

内容
昭和4年(1929)2月20日
「行き暮れし旅人を労る 佐野常世の妻を宛らの 小学女教師の慈心」

内容
明治33年(1900)8月7日5面
「吉原の大挌闘　救世軍と妓夫」
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No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

横田 チエ
No 新聞名 館外貸出

88 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

その他の先人たち
No 書名 編著者名 出版者 年代・出版年等 請求記号 館外貸出

89
書簡に代へて 妻みさ子の永眠
を語る

木下　尚江∥著 木下尚江 1936.8 K/289/ｷ8/2

90 花と文学・伝説 八重樫　祈美子∥著 野ばら社 1934.10 K/090/ﾔ2/1

91
徳富蘇峰先生と女秘書八重樫
女史との恋(婦人世界 第4巻第
2号)

川田　順∥著 ロマンス社 1950.1 K/289/ﾔ1/1

92 四つ葉の誓ひ 上田　エルザ∥著 東和社 1949.7
K/909.3/
ｳ1/2

93 二つの揺籃 上田　エルザ∥著 東和社 1949.10
K/909.3/
ｳ1/7

No 新聞名 館外貸出

94 新岩手日報

95 新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

岩手の女性先人
No 書名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

1
いしどりや歴史散歩2
郷土の先人たち

菊池  邦雄∥著 モノグラム社 2009.7 K/221.3/ｷｸ/2 ○

2 生きて、耀いて 熊谷 佳枝∥著
杜陵高速印刷株
式会社出版部

1998.10 K/281.22/ｸﾏ ○

3 長岡輝子の四姉妹 鈴木 美代子∥著 草思社 2005.5 K/288.3/ﾅｶﾞ ○

4
山峡の歌人西塔幸子
その作品と生涯

横道 広吉∥編集
西塔幸子記念館
建設委員会

1992 K/289/ｻ27/6 ○

5 祖母．わたしの明治 志賀　かう子∥著 北上書房 1982.12 K/289/ｼ13/1 ○

6 父（パツパ）からの贈りもの 長岡　輝子∥著 草思社 1984.3 K/289/ﾅ18/1 ○

7 ふたりの夫からの贈りもの 長岡　輝子∥著 草思社 1988.4 K/289/ﾅ18/2 ○

8 淵澤能恵顕彰の記録 ー
淵澤能恵を顕彰
する会

2014.8 K/289.1/ﾌﾁ ○

9 淵澤能恵 1 守田 佳子∥著
Neo Perspective
Publishing House

2013.12 K/289.1/ﾌﾁ/1

10
シリーズ福祉に生きる31
山室機恵子

春山 みつ子∥著 大空社 1999.11 K/289.1/ﾔﾏ ○

11 岩手の婦人
岩手県企画調整部青
少年婦人課∥編

岩手県企画調整
部青少年婦人課

1981.4 K/367/ｲ4/1 ○

12 深沢紅子作品集 深沢　紅子∥著 岩手日報社 1980.6 K/720/ﾌ2/3 ○

13 深沢紅子油彩画集 深沢 紅子∥[画]
深沢紅子野の花
美術館盛岡

2006.9 K/723.1/ﾌｶ ○

14 山峡のみち 佐々木　京子∥著 佐々木永吉 2000.12
K/911.162/
ｻｲ

○

15 山峡絶唱 小説・西塔幸子 長尾 宇迦∥著 講談社 1996.10 K/913.6/ﾅｶﾞ ○

内容
昭和34年(1959)4月24日3面
「躍り出た初の女県議 苦闘二十年の横田さん」

内容
昭和21年(1946)4月12日1面
「民主日本建設の輿望になふ 最高点は菅原女史」

昭和21年(1946)4月12日2面
「予想を軽く一蹴して当選圏内へ」
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現代の女性と働き方
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

16
働く女(ひと)!ワーキングマザー
の自分時間のつくり方

草野 亜弓∥著 明日香出版社 2012.8 159.4/ｸｻ ○

17
無理しないほうがうまくいく!ナ
チュラル・キャリア実践術

弓 ちひろ∥著 朝日新聞出版 2009.11 159.4/ﾕﾐ ○

18
しあわせを摑む起業のカタチ　フツ
ウの主婦こそ、起業しよう!

日野 佳恵子∥著 ダイヤモンド社 2014.11 335/ﾋﾉ ○

19 実践ワークライフバランス 小室 淑恵∥編
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2012.3 336.4/ｼﾞﾂ ○

20 現場女子 遠藤 功∥著
日本経済新聞出版
社

2012.12 366.2/ｴﾝ ○

21
幸せなワーキングマザーになる
方法

C.L.グリーンバーグ∥
[ほか]著

NTT出版 2011.7 366.3/ｸﾞﾘ ○

22 働くこととジェンダー 倉地 克直∥編 世界思想社 2008.4 366.3/ﾊﾀ ○

23 働く女子の夢
日本ドリームプロジェ
クト∥編

いろは出版 2011.10 366.3/ﾊﾀ ○

24 ホワイト企業 経済産業省∥監修 文藝春秋 2013.11 366.3/ﾎﾜ ○

25 わたしのキャリア・デザイン 加藤 容子∥[ほか]著 ナカニシヤ出版 2014.11 366.3/ﾜﾀ ○

26 新しいパパの働き方
ファザーリング　ジャ
パン∥著

学研教育出版 2014.7 366.7/ｱﾀ ○

27 イクメンで行こう! 渥美 由喜∥著
日本経済新聞出版
社

2010.12 366.7/ｱﾂ ○

28
仕事と子育て 男たちのワークラ
イフバランス

中間 真一∥著
幻冬舎ルネッサン
ス

2010.12 366.7/ﾅｶ ○

29
ワーク・ライフ・バランスのす
すめ

村上 文∥著 法律文化社 2014.12 366.7/ﾑﾗ ○

30 新・女性学への招待 井上 輝子∥著 有斐閣 2011.11 367.2/ｲﾉ ○

31
2人が「最高のチーム」になる
ワーキングカップルの人生戦略

小室 淑恵∥著 英治出版 2011.7 367.3/ｺﾑ ○

32 女子のキャリア 海老原 嗣生∥著 筑摩書房 2012.10 Y/366.38/ｴﾋﾞ ○

女性の歴史
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

33 女工哀史 細井　和喜蔵∥著 岩波書店 1982.6 081.6/ｲ3/6 ○

34 新体系日本史9 ジェンダー史 大口 勇次郎∥[ほか]編 山川出版社 2014.7 210.08/ｼﾝ/9 ○

35 大江戸の姫さま 関口 すみ子∥著 角川学芸出版 2005.8 210.5/ｾｷ ○

36 図説 人物日本の女性史10 ー 小学館 1980.8
281.09/
ｽﾞ1/10

○

37 図説 人物日本の女性史11 ー 小学館 1980.6
281.09/
ｽﾞ1/11

○

38 図説 人物日本の女性史12 ー 小学館 1980.9
281.09/
ｽﾞ1/12

○

39 女中がいた昭和 小泉 和子∥編 河出書房新社 2012.2 366.38/ｼﾞｮ ○

40 女たちの昭和史 写真集
「女たちの昭和史」編
集委員会∥編

大月書店 1986.1 367.2/ｵ2/1 ○

41 モダンガール大図鑑 生田 誠∥著 河出書房新社 2012.11 367.21/ｲｸ ○

42
女と男の時空 年表・女と男の日
本史

「女と男の時空」編纂
委員会∥編

藤原書店 1998.10 367.21/ｵ3/7 ○

43 戦後日本女性政策史 神崎 智子∥著 明石書店 2009.6 367.21/ｶﾝ ○

44 <主婦>の誕生 木村 涼子∥著 吉川弘文館 2010.9 367.21/ｷﾑ ○

45 こうして女性は強くなった。 読売新聞生活部∥編 中央公論新社 2014.1 367.21/ｺｳ ○

46 明治<美人>論 佐伯 順子∥著 NHK出版 2012.11 367.21/ｻｴ ○

* 以下の資料は、展示期間中も館外貸出できます 
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

47 完本昭和史のおんな 沢地 久枝∥著 文芸春秋 2003.7 367.21/ｻﾜ ○

48 ジェンダーで読み解く江戸時代 桜井 由幾∥[ほか]編 三省堂 2001.7 367.21/ｼﾞｪ ○

49
ジェンダーからみた日本女性の
歴史

ねりま24条の会∥編 明石書店 2005.8 367.21/ｼﾞｴ ○

50 近世の女旅日記事典 柴 桂子∥著 東京堂出版 2005.9 367.21/ｼﾊﾞ ○

51 史料にみる日本女性のあゆみ 総合女性史研究会∥編 吉川弘文館 2000.12 367.21/ｼﾘ ○

52 『青鞜』人物事典 らいてう研究会∥編 大修館書店 2001.5 367.21/ｾｲ ○

53 日本女性の歴史 総合女性史研究会∥編 角川書店 1993.3 367.21/ｿ2/2 ○

54 断髪する女たち 高橋 康雄∥著 教育出版 1999.9 367.21/ﾀｶ ○

55 <進歩的主婦>を生きる 中尾 香∥著 作品社 2009.3 367.21/ﾅｶ ○

56 日本女性生活史 第3巻 近世 女性史総合研究会∥編 東京大学出版会 1990.7 367.21/ﾆ3/3 ○

57 日本女性生活史 第4巻 近代 女性史総合研究会∥編 東京大学出版会 1990.8 367.21/ﾆ3/4 ○

58 女の老いと男の老い ひろた まさき∥著 吉川弘文館 2005.7 367.21/ﾋﾛ ○

59 平安朝女の生き方 服藤 早苗∥著 小学館 2004.9 367.21/ﾌｸ ○

60 文学にみる日本女性の歴史 西村 汎子∥[ほか]編 吉川弘文館 2000.2 367.21/ﾌﾞﾝ ○

61
雑誌『女人芸術』におけるジェ
ンダー・言説・メディア

シュリーディーヴィ
レッディ∥著

学術出版会 2010.3 367.21/ﾚﾂ ○

62 武家の女性・村の女性 谷口 啓子∥著 鳥取県 2014.3 367.2172/ﾀﾆ ○

63 図説戦国女性と暮らし ー
学研パブリッシン
グ

2011.2 382.1/ｽﾞｾ ○

64 総力戦と女性兵士 佐々木 陽子∥著 青弓社 2001.10 393.6/ｻｻ ○

65 昭和の家事 小泉 和子∥著 河出書房新社 2010.11 590.21/ｺｲ ○

66 王朝生活の基礎知識 川村 裕子∥著 角川書店 2005.3 910.23/ｶﾜ ○

67 民俗誌・女の一生 野本 寛一∥著 文藝春秋 2006.10 B/384.6/ﾉﾓ ○

68 平安女子の楽しい!生活 川村 裕子∥著 岩波書店 2014.5 Y/910.23/ｶﾜ ○

69 永遠の農婦たち 一条 ふみ∥著 未来社 1978 K/367/ｲ3/1 ○

70
平和を求めて 岩手婦人の昭和時
代

岩手県地域婦人団体協
議会∥編

岩手県地域婦人団
体協議会

1991.2 K/367/ｲ17/1 ○

71 おんなの苦闘史 三上 信夫∥編 彩流社 1990.9 K/367/ｵ3 ○

72 かたくりの花のように
岩手女性史を紡ぐ会∥
編集

岩手女性史を紡ぐ
会

2005.8
K/367.2/ｲﾜ
/1B

○

73 灯をみつめて ー
岩手県地域婦人団
体協議会

2006.3 K/916/ｱｶ ○
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