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書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

日本と世界のしくみがわかる！よのなかマップ 日能研／編
日本経済新聞出版
社

2014 ３００ニ

政治と経済のしくみがわかるおとな事典 池上彰／監修 講談社 2012 ３１０セ

政治のキホン１００ 吉田文和／著 岩波書店 2014 ３１０ヨ

１４歳からの政治　2 ゴマブックス 2007 ３１２ジ

１４歳からの政治 長谷部尚子／著 ゴマブックス 2006 ３１２ハ

１８歳選挙権で政治はどう変わるか 飯田泰士／著 昭和堂 2016 ３１４．８イ

選挙を盛り上げろ！ 岩上安身／ほか著 影書房 2014 ３１８．２セ

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

シリーズ２１世紀の政治学　6　女性と政治 中野実／責任編集 新評論 1999 ３１０．８シ

ジェンダーと政治参加 大海篤子／著 世織書房 2005 ３１２．１オ

私たちの声を議会へ 三浦まり／著 岩波書店 2015 ３１２．１ミ

がんばれ！女性議員
パドウィメンズオフィス
／編集

パド・ウィメンズ・オ
フィス

2002 ３１４．１ガ

日本の女性議員 三浦まり／編著 朝日新聞出版 2016 ３１４．１ニ

市川房枝政治参画センターで学ぶ４７人の挑
戦

市川房枝記念会出版
部／編集

市川房枝記念会出
版部

2002 ３１８．４イ

議会はあなたを待っている
市川房枝記念会女性と
政治センター出版部／
編集

市川房枝記念会女
性と政治センター出
版部

2014 ３１８．４ギ

住民参加型選挙運動ハンドブック入門編

市川房枝記念会女性と
政治センター「地方選
挙ハンドブック」編集委
員会／編集

市川房枝記念会出
版部

2010 ３１８．４ジ

市民派議員になるための本 寺町みどり／著 ＷＡＶＥ出版 2014 ３１８．４テ

地域社会における女性と政治 大山七穂／著 東海大学出版会 2010 ３１８オ

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

市川房枝 市川 房枝／著 日本図書センター 1999 ２８９．１イ

奥むめお 奥むめお／著 日本図書センター 1997 ２８９．１オ

心の軌跡 加藤シヅエ／著 朝日新聞出版 2013 ２８９．１カ

神近市子 神近市子／著 日本図書センター 1997 ２８９．１カ

へこたれない心 園田天光光／著 学研パブリッシング 2012 ２８９．１ソ

くにこｉｓｍ 猪口邦子／著 西村書店 2007 ３１０．４イ

貧乏議員 川田悦子／著 講談社 2002 ３１０．４カ

７人の母、国会を行く 黒岩秩子／著 築地書館 2002 ３１０．４ク

もったいない日本 小池百合子／著 主婦と生活社 2008 ３１０．４コ

★これまでの日本を担ってきた女性政治家たち

★知っておきたい、政治・社会のなりたち

★これからの社会にもっと「女性のチカラ」を

ミライにVOTE！（投票）—女性と政治の行方—
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辻元清美の「今からでも、変えられる」 辻元清美／著 第三書館 2000 ３１０．４ツ

山の動く日 土井たか子／著 すずさわ書店 1989 ３１０．４ド

憲法を手に格差と戦争をくいとめよう 福島みずほ／著 明石書店 2007 ３１０．４フ

講座臨床政治学　第３巻
日本の女性政治家と政治指導

志学社 2013 ３１１コ３

女性が政治を変えるとき 五十嵐暁郎／著 岩波書店 2012 ３１２．１イ

決断のとき 扇千景／著 世界文化社 2007 ３１２．１オ

女たちの情熱政治
東京新聞・北陸中日新
聞取材班／編

明石書店 2016 ３１２．１オ

もう男だけに政治はまかせられない 田嶋陽子／著 オークラ出版 2003 ３１２．１タ

改革という美名の下で 野田聖子／著 海越出版社 1994 ３１２．１ノ

女と通貨と政治文化 円より子／著 第一法規 2010 ３１２．１マ

永田町エレガンス 山中燁子／著 読売新聞社 1997 ３１２．１ヤ

ヒラリーをさがせ！ 横田由美子／著 文芸春秋 2008 ３１４．１ヨ

市役所（おやくしょ）の女 植木とみ子／著 海鳥社 2009 ３１８．２ウ

お母さん町長奮闘記 太田貴美／著 自治体研究社 2013 ３１８．２オ

首長たちの挑戦 赤松良子／ほか著 世織書房 2016 ３１８．２シ

共感する力 林文子／著 ワニブックス 2013 ３１８．２ハ

母さんが議員になった 山口菊子／著 七つ森書館 2006 ３１８．２ヤ

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

インディラ・ガンディー 筑摩書房編集部／著 筑摩書房 2015 Ｔ２８９．２ガ

世界を動かした女性グエン・ティ・ビン 平松伴子／著 コールサック社 2010 Ｌ２８９．２グ

朴槿恵〈パク・クネ〉の挑戦 李相哲／著 中央公論新社 2012 ２８９．２パ

世界で仕事をするということ グロ･ブルントラント／著 ＰＨＰ研究所 2004 ２８９．３ブ

桃色の権力 三井マリ子／著 三省堂 1992 ３１０．４ミ

アウンサンスーチー演説集 アウンサンスーチー／述 みすず書房 1996 ３１２．２ア

蔡英文　新時代の台湾へ 蔡英文／著 白水社 2016 ３１２．２ツ

世界最強の女帝　メルケルの謎 佐藤伸行／著 文芸春秋 2016 ３１２．３サ

サッチャー回顧録　上:・下
マーガレットサッチャー
／著

日本経済新聞社 1993 ３１２．３サ

困難な選択　上・下
ヒラリー・ロダム・クリン
トン／著

日本経済新聞出版社 2015 ３１９．５ク

現代アメリカの「女性政治家」 藤本一美／編著 学文社 2016 ３１２．５ゲ

ライス回顧録 コンドリーザ・ライス／著 集英社 2013 ３１９．５ラ

 

 

 

 

 

★海外の女性政治家たち
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