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奥むめおの著作

書名 著者名 出版社 出版年

近代婦人雑誌目次総覧　第１３巻　*1
近代女性文化史研究会
／編集

大空社 1986 R ０２７．５キ

奥むめお 奥むめお／著 日本図書センター 1997 ２８９．１オ
野火あかあかと 奥むめお／著 ドメス出版 1988 ２８９．１オ
主婦連たより　*2 ― 主婦連合会 1992 L ３６５．８シ
叢書女性論　３９　*3 ― 大空社 1997 ３６７．２１ソ
婦人運動　第１～３０巻　*4 ― 不二出版 1990 ３６７．２１フ
*1雑誌『職業婦人』『婦人と労働』『婦人運動』の目次を集録
*２第一号（1948.12）～第一０一号（1957.10）の復刻版
*3村岡花子編『わが少女の日』のうちの一編
*4雑誌『職業婦人』『婦人と労働』『婦人運動」の復刻版

奥むめお、主婦連合会関連資料

書名 著者名 出版社 出版年 請求記号
民衆運動と差別・女性 民衆史研究会／編著 雄山閣 1985 ２１０ミ
奥むめおものがたり 古川奈美子／著 銀の鈴社 2012 K ２８９オ

消費者運動に科学を
高田ユリ写真集編集委員
会／編

ドメス出版 2009 ２８９．１タ

ジェンダーと政治参加 大海篤子／著 世織書房 2005 ３１２．１オ
消費者運動５０年 国民生活センター／編 ドメス出版 1996 ３６５．８シ
戦後消費者運動史 国民生活センター／編 大蔵省印刷局 1997 ３６５．８セ
Ｔｈｅ　ｒｉｓｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｆｅｍｉｎｉｓｔ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ
ｉｎ　Ｊａｐａｎ

Ａｋｉｋｏ・Ｔｏｋｕｚａ／著
Ｋｅｉｏ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
Ｐｒｅｓｓ

1999 Y ３６７．２１Ｔ

フェミニズムと戦争 鈴木裕子／著 マルジュ社 1997 ３６７．２１ス

奥むめお関連雑誌記事　※貸出できません。

記事タイトル 記事執筆者 経済雑誌 掲載頁

奥むめおコレクション
暮らしに根づいた女性運動の軌跡

上村千賀子, 斎藤慶子,
渋谷晴子／著

国立女性教育会館
研究ジャーナル

p38-40

婦人運動家の装い・奥むめおと市川房枝
婦人服洋装化の過程において

青木淳子／著
東横学園女子短期
大学女性文化研究
所紀要

ｐ73-103

奥むめおにみる複合キャリアの形成過程
戦前の活動を中心として

上村千賀子／著 NWEC実践研究 p.51-66

職業婦人による空間の生産
機関誌『婦人運動』にみる働く婦人の家

影山穂波／著 ジェンダー研究 ｐ.41-50

戦前日本における女性の自己決定権論の展
開

志村明子／著 ジェンダー研究 p.32-40

主婦会館創立50周年
中村紀伊さんに聞く

中村紀伊／著 女性展望 p.15-16

誌上近現代女性史セミナー(5)
戦後主婦連を生んだもの
市川房枝と奥むめおの「台所と政治」

山村淑子／著 女性展望 p.15-16

消費者運動のリーダー 奥むめおさん逝く 田中里子／著 婦人展望 ｐ16４８５号

第１２号

第１０号

６５９号

第２号

５８７号

第３号

第６号

掲載号

請求記号

★ 奥むめおに関係するキーワード ★ 
消費者運動 おしゃもじ 主婦連合会 しゅふれん 主婦会館 全国婦人会館協議会 婦人参政権 

新婦人協会 働く婦人の家 婦人セツルメント 中村紀伊 山高しげり 平塚らいてう 市川房枝 

生誕120年 闘う主婦“奥むめお”と消費者運動  
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他の消費者運動

書名 著者名 出版社 出版年

なごや消費者団体連絡会（なごや消団連）
２５年のあゆみ

なごや消費者団体連絡会
２５年のあゆみ編集
グループ／編集

なごや消費者団体
連絡会

1999 D ３６５．８ナ

なごや消団連２０年のあゆみ
なごや消費者団体連絡会
／編集

なごや消費者団体
連絡会

1994 D ３６５．８ナ

なごや消団連の足跡
なごや消費者団体連絡会
／編集

なごや消費者団体
連絡会

1989 D ３６５．８ナ

なごや消団連１０年のあゆみ
なごや消費者団体連絡会
／編集

なごや消費者団体
連絡会

1984 D ３６５．８ナ

わたしの消費者運動 野村かつ子／著 緑風出版 2003 ３６５．８ノ

女性学の視座
阪南大学女性学研究会
／編

ナカニシヤ出版 1996 ３６７．２ジ

戦後日本女性史 伊藤康子／著 大月書店 1976 ３６７．２１イ
生活改善と請井雪子 請井雪子／著 筑波書房 2015 ３６７．２１ウ

愛知県地婦連３０周年記念誌 ―
愛知県地域婦人団
体連絡協議会

1988 D ３６７．２１ア

愛知県地婦連二十年史
愛知県地婦連二十年史
編集委員会／編集

愛知県地域婦人団
体連絡協議会

1978 D ３６７．２１ア

時代を生きる女性たち 北村玲子／著 草の根出版会 2002 L ３６７．２１キ
資料集成現代日本女性の主体形成　４・５ 千野陽一／編集解説 ドメス出版 1996 ３６７．２１シ

地域とともに４０年 ―
愛知県地域婦人団
体連絡協議会

1998 D ３６７．２１チ

日本の女たち　第１巻 ― 日本図書センター 1996 L ３６７．２１ニ
日本女性運動資料集成　第７巻 鈴木裕子／編／解説 不二出版 1995 ３６７．２１ニ
ジェンダーと教育の歴史 橋本紀子／編 川島書店 2003 ３７２．１ジ

消費者運動関連団体の機関誌　※貸出できません。

誌名 所蔵情報 発行者 刊行頻度

主婦連たより ５６０号（１９９６．４）～ 主婦連合会 月刊

婦人あいち №２６（１９７８．９）～
※欠号あり

愛知県地域婦人団
体連絡協議会

年２回

全地婦連 №２３６（１９９６．４）～
※欠号あり

全国地域婦人団体
連絡協議会

月刊

くらしの広場 No.６６（１９８９．８）～
※欠号あり

愛知県消費者協会 年４階刊

なごや消団連ニュース
No.４４（１９８９．５）～
最終号（２０１０．１２）
※欠号あり

なごや消費者団体
連絡会

年３回刊

台所用具で見る明治～昭和の“主婦”　の日常

書名 著者名 出版社 出版年
「家庭の味」の戦後民俗誌 矢野敬一／著 青弓社 2007 ３８３．８ヤ
にっぽん台所文化史 小菅桂子／著 雄山閣出版 1998 ３８３．９コ
昭和台所なつかし図鑑 小泉和子／著 平凡社 1998 ３８３．９コ
台所道具いまむかし 小泉和子／著 平凡社 1994 ３８３．９コ
台所用具の近代史 古島敏雄／著 有斐閣 1996 ３８３．９フ
台所から戦後が見える 朝日新聞学芸部／著 朝日新聞社 1995 ５９０．２ア

 

 

 

 

 

 

 

 

請求記号

新聞

形態

新聞

新聞

新聞

新聞

請求記号
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