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◆女性と戦争
書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

看護婦たちの南方戦線 大谷渡∥著 東方出版 210.7ｵ 2011

教科書に書かれなかった戦争　ＰＡＲＴ59 - 梨の木舎 210.7ｷ 2012

〈戦争の世紀〉を超えて 吉武輝子∥著 春秋社 210.7ﾖ 2010

市川房枝と「大東亜戦争」 進藤久美子∥著 法政大学出版局 289.1ｲ 2014

軍事主義とジェンダー
敬和学園大学戦争とジェン
ダー表象研究会∥編

インパクト出版会 367.2ｸﾞ 2008

女性・戦争・人権　創刊号～第4号
「女性・戦争・人権」学会学
会誌編集委員会∥編

三一書房 367.2ｼﾞ 1998

女たちの戦争責任 岡野幸江∥〔ほか〕共編 東京堂出版 367.21ｵ 2004

軍国の女たち 早川紀代∥編 吉川弘文館 367.21ｸﾞ 2005

植民地と戦争責任 早川紀代∥編 吉川弘文館 367.21ｼ 2005

銃後史ノート　復刊1号、3号～6号 女たちの現在を問う会∥編集 女たちの現在を問う会 367.21ｼﾞ 1982

戦争がつくる女性像 若桑みどり∥著 筑摩書房 367.21ﾜ 1995

アジアの女性身体はいかに描かれたか 北原恵∥編著 青弓社 367.22ｱ 2013

「中国残留婦人」を知っていますか 東志津∥著 岩波書店 T369ｱ 2011

戦争未亡人の世界 千代田明子∥著 刀水書房 369.3ﾁ 2010

動員される母親たち 奥村典子∥著 六花出版 379.9ｵ 2014

女子挺身隊の記録 いのうえせつこ∥著 新評論 393.6ｲ 1998

戦争と女性画家 吉良智子∥著 ブリュッケ 723.1ｷ 2013

抵抗のモダンガール作曲家・吉田隆子 田中伸尚∥著 岩波書店 762.1ﾀ 2014

◆体験記からみる女性・子どもと戦争
書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

戦争の時代の子どもたち 吉村文成∥著 岩波書店 T210ﾖ 2010

戦争を語りつぐ 早乙女勝元∥著 岩波書店 210.7ｻ 1998

置き去り 吉武輝子∥著 海竜社 210.7ﾖ 2005

マサコの戦争 大脇雅子∥著 講談社 289.1ｵ 2004

戦時下の母 島利栄子∥著 展望社 289.1ｵ 2004

「母」たちの戦争と平和 源淳子∥著 三一書房 367.21ﾐ 2008

チンチン電車と女学生 堀川惠子、小笠原信之∥著 講談社 686.9ﾎ 2015

女たちの八月十五日 小学館∥編 小学館 916ｵ 1995

昭和二十年夏、女たちの戦争 梯久美子∥著 角川書店 916ｶ 2010

母さんが中学生だったときに
松操高等女学校八・九回卒
業生∥編

エフエー出版 916ｶ 1994

子供たちに残す戦争体験 新潮社∥編 新潮社 916ｺ 2009

１４歳〈フォーティーン〉 沢地久枝∥著 集英社 916ｻ 2015

従軍看護婦たちの大東亜戦争
『従軍看護婦たちの大東亜
戦争』刊行委員会∥編

祥伝社 916ｼﾞ 2006

吉沢久子、２７歳の空襲日記 吉沢久子∥著 文芸春秋 916ﾖ 2015

わたしの終戦記念日 瀬谷道子∥インタビュアー 新水社 916ﾜ 2010

１３歳の少女が見た沖縄戦 安田未知子∥著 ＷＡＶＥ出版 Ｔ916ﾔ 2015

ダーチャと日本の強制収容所 望月紀子∥著 未来社 970.2ﾓ 2015

◆「慰安婦」の証言者たち
書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

無窮花（ムグンファ）の哀しみ 伊藤孝司∥写真・文 風媒社 210.7ｲ 2014

イアンフとよばれた戦場の少女 川田文子∥著 高文研 210.7ｶ 2005

金学順さんの証言 解放出版社∥編 解放出版社 210.7ｷ 1993

戦場の「慰安婦」 西野瑠美子∥著 明石書店 210.7ﾆ 2003

ガイサンシーとその姉妹たち 班忠義∥著 梨の木舎 210.7ﾊﾞ 2006

請求記号のKは子どもの本、Tはティーンズ、Lは大型本を示しています。

戦後７０年 女性と子ども、戦争を考える 



折られた花 マルゲリート・ハーマー∥著 新教出版社 367.23ﾊ 2013

重重 安世鴻∥写真・文 大月書店 368.4ｱ 2013

インドネシア従軍慰安婦の記録
ブディ・ハルトノ、ダダン・ジュ
リアンタラ∥著

かもがわ出版 929.4ﾌﾞ 2001

日本軍に棄てられた少女たち
プラムディヤ・アナンタ・
トゥール∥著

コモンズ 929.4ﾌﾟ 2013

◆「慰安婦」問題を知る
書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

女子大生と学ぼう「慰安婦」問題
神戸女学院大学石川康宏ゼ
ミナール∥編

日本機関紙出版センター T210ｼﾞ 2008

「慰安婦」バッシングを越えて
「戦争と女性への暴力」リサー
チ・アクションセンター∥編

大月書店 210.7ｲ 2013

「慰安婦」・強制・性奴隷
日本軍「慰安婦」問題ｗｅｂサイ
ト制作委員会∥編

御茶の水書房 210.7ｲ 2014

「慰安婦」問題が問うてきたこと 大森典子、川田文子∥著 岩波書店 210.7ｵ 2010

「慰安婦」問題とは何だったのか 大沼保昭∥著 中央公論新社 210.7ｵ 2007

慰安婦問題 熊谷奈緒子∥著 筑摩書房 210.7ｸ 2014

戦争と性 高柳美知子、岩本 正光∥編著 かもがわ出版 210.7ｾ 2007

まんが「慰安婦」レポート　1 チョン・ギョンア∥著 明石書店 210.7ﾁ 2007

日本軍「慰安婦」問題と「国民基金」 鈴木裕子∥編・解説 現代女性社会史研究所 210.7ﾆ 2013

日本人「慰安婦」
「戦争と女性への暴力」リサー
チ・アクションセンター∥編

現代書館 210.7ﾆ 2015

日本軍「慰安婦」問題すべての疑問に答
えます。

アクティブ・ミュージアム「女たち
の戦争と平和資料館」∥編著

合同出版 L210.7ﾆ 2013

帝国の慰安婦 朴裕河∥著 朝日新聞出版 210.7ﾊﾟ 2014

慰安婦問題の解決のために 和田春樹∥著 平凡社 210.7ﾜ 2015

Ｑ＆Ａ女性国際戦犯法廷 ＶＡＷＷ－ＮＥＴジャパン∥編 明石書店 329.6ｼﾞ 2002

「慰安婦」問題と戦時性暴力 高良沙哉∥著 法律文化社 329.6ﾀ 2015

日本が知らない戦争責任 戸塚悦朗∥著 現代人文社 329.6ﾄ 2008

歴史の事実と向き合って 大森典子∥著 新日本出版社 368.4ｵ 2008

「慰安婦」問題の本質 藤目ゆき∥著 白沢社 368.4ﾌ 2015

ナショナリズムの狭間から 山下英愛∥著 明石書店 368.4ﾔ 2008

◆写真で見る戦争
書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

平和を考える戦争遺物　3 本庄豊∥編 汐文社 K210ﾍ 2013

戦争と子どもたち　全6巻 早乙女勝元∥ほか編集 日本図書センター L210.7ｾ 1994

母と子でみる ひめゆりの乙女たち 朝日新聞企画部∥編 草土文化 219.9ﾊ 1983

写真でみる女性と戦争 ブレンダ・ラルフ・ルイス∥著 原書房 367.2ﾙ 2013

戦時下の女学生たち 小板橋武∥絵・文 随想舎 L726.6ｺ 2009

ひろしま 石内都∥著 集英社 748ｲ 2008

◆戦後のニホン
書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

戦争が遺したもの 鶴見俊輔∥ほか著 新曜社 289.1ﾂ 2004

おんな 日本写真家協会∥編 朝日新聞出版 367.21ｵ 2010

女たちの昭和史
「女たちの昭和史」編集委員
会∥編

大月書店 L367.21ｵ 1986

おんなたちの運動史 吉武輝子∥著 ミネルヴァ書房 367.21ﾖ 2006

ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ半世紀の肖像 大石芳野∥著 角川書店 748ｵ 1995

木村伊兵衛昭和の女たち 木村伊兵衛∥著 筑摩書房 748ｷ 1991

昭和・あの時・あの人 笹本恒子∥著 光村印刷 748ｻ 1998

恒子の昭和 笹本恒子∥写真・文 小学館 748ｻ 2012

１００歳のファインダー 笹本恒子∥写真 東京新聞 748ｻ 2014
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