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◆宗教
しゅうきょう

・政治
 せいじ

・教育
きょういく

タイトル 著者名 出版社 ラベル 出版年

⼤統領を動かした⼥性ルース・ギンズバーグ
男⼥差別とたたかう最⾼裁判事

ジョナ・ウィンター／著,
ステイシー・イナースト／
絵

汐⽂社 E/ｳ 2018

サリバン先⽣とヘレン
ふたりの奇跡の4か⽉

デボラ・ホプキンソン／
⽂,ラウル・コローン／絵

光村教育図書 E/ｺ 2016

マザー・テレサ愛と祈りをこめて
中井俊已／作,おむらまり
こ／絵

PHP研究所 E/ﾅ 2015

リーかあさまのはなし
ハンセン病の⼈たちと⽣きた草津のコンウォー
ル・リー

中村茂／⽂,⼩林豊／絵 ポプラ社 E/ﾅ 2013

図書館に児童室ができた⽇
ジャン・ピンボロー／⽂,
デビー・アトウェル／絵

徳間書店  E/ﾋﾟ 2013

奥むめおものがたり
⼥性解放への厳しい道を歩んだ⼈

古川奈美⼦／著 銀の鈴社 K289/ｵ 2012

闇を照らした⽩い花
斎藤百合の⽣涯とヘレン・ケラー

タケシタナカ/⽂ 桜雲会 K289/ｻ 2018

市川房枝
⼥性解放運動から社会変⾰へ

筑摩書房編集部／著 筑摩書房 T289/ｲ 2015

マーガレット・サッチャー
「鉄の⼥」と⾔われた信念の政治家

筑摩書房編集部／著 筑摩書房 T289/ｻ 2014

危機の現場に⽴つ 中満泉／著 講談社 T329/ﾅ 2017

♥学者
かがくしゃ

、研究者
けんきゅうしゃ

タイトル 著者名 出版社 ラベル 出版年
いつもみていた
ゆめをかなえた⼥の⼦ジェーン・グドール

ジャネット・ウィンター／
作

福⾳館書店 E/ｳ 2012

いのちあふれる海へ
海洋学者シルビア アール

クレア A.ニヴォラ／さく 福⾳館書店 E/ﾆ 2013

化⽯をみつけた少⼥
メアリー・アニング物語

キャサリン・ブライトン／
さく

評論社 E/ﾌﾞ 2001

⽊のすきなケイトさん
砂漠を緑の町にかえたある⼥のひとのおはなし

H.ジョゼフ・ホプキンズ／
⽂,ジル・マケルマリー／
絵

BL出版 E/ﾎ 2015

レイチェル・カーソン
<沈黙の春>で地球の叫びを伝えた科学者

ジンジャー・ワズワース／
著

偕成社 K289/ｶ 1999

マリー・キュリー
科学の流れを変えた⼥性

フィリップ・スティール／
著

BL出版 K289/ｷ 2008

ようこそ！ヒロインの世界へ -仕事で活躍した女の人-

せかい しごと かつやく



環境教育の⺟
エレン・スワロウ・リチャーズ物語

エスリー・アン・ヴェア／
著

東京書籍 K289/ﾘ 2004

世界を変えた50⼈の⼥性科学者たち
レイチェル・イグノトフス
キー／著

創元社 K402/ｲ 2018

研究するって⾯⽩い！
科学者になった11⼈の物語

伊藤由佳理／編著 岩波書店 K402/ｹ 2016

パリに⽣きた科学者湯浅年⼦ ⼭崎美和恵／著 岩波書店 T289/ﾕ 2002

★医者
い し ゃ

・看護師
か ん ご し

・獣医
じ ゅ う い

タイトル 著者名 出版社 ラベル 出版年

夢は⽜のお医者さん
時⽥美昭／作,江頭路⼦／
絵

⼩学館 E/ｴ 2016

フローレンス・ナイチンゲール デミ／作 光村教育図書  E/ﾃﾞ 2016

荻野吟⼦
⽇本で初めての⼥性医師

加藤純⼦／⽂ あかね書房 K289/ｵ 2016

わたしは海獣のお医者さん 勝俣悦⼦／著 岩崎書店 K489/ｶ 2008

医者になりたい
夢をかなえた四⼈の⼥性

島⽥和⼦／作 新⽇本出版社 K490/ｼ 2015

⽊の声が聞こえますか
⽇本初の⼥性樹⽊医・塚本こなみ物語

池⽥まき⼦／著 岩崎書店 K654/ｲ 2010

◆芸術
げいじゅつ

、⾳楽
お ん が く

、スポーツ
タイトル 著者名 出版社 ラベル 出版年

フリーダ・カーロ
リトル・ピープル、ビッグ・ドリーム

イザベル・サンチェス・
ヴェガラ／ぶん,アン・
ジー・ファン／絵

六耀社 E/ｻ 2017

スワン
アンナ・パブロワのゆめ

ローレル・スナイダー／
⽂,ジュリー・モースタッ
ド／絵

BL出版 E/ｽ 2015

ココとリトル・ブラック・ドレス
アンネマリー・ファン・
ハーリンゲン／[作]

⽂化学園⽂
化出版局

E/ﾊ 2016

炎をきりさく⾵になって
ボストンマラソンをはじめて⾛った⼥性ランナー

フランシス・ポレッティ／
ほか作,スザンナ・チャッ
プマン／絵

汐⽂社 E/ﾎﾟ 2018

マリアンは歌う
パム・ムニョス・ライアン
／⽂,ブライアン・セルズ
ニック／絵

光村教育図
書

E/ﾗ 2013

松井須磨⼦
⽇本で初めての近代劇⼥優

⼩沢さとし／⽂ 郷⼟出版社 K775/ｵ 1989

とぶ!夢に向かって
ロンドンパラリンピック陸上⽇本代表・佐藤真海
物語

佐藤真海／⽂
学研教育出
版

  K782/ｻ 2012



いわさきちひろ
⼦どもの幸せと平和を絵にこめて

松本由理⼦／⽂ あかね書房 K726/ﾏ 2016

わたしが仕事について語るなら ワダエミ／著 ポプラ社 K771/ﾜ 2010

奇跡のランナー ウィルマ
歩けなかった⾦メダリスト

ジョー・ハーパー／著 汐⽂社 K782/ﾊ 2014

⼥性画家10の叫び 堀尾真紀⼦／著 岩波書店 T720/ﾎ 2013

♥⽂学
ぶ ん が く

タイトル 著者名 出版社 ラベル 出版年

ビアトリクス・ポターのおはなし
ジャネット・ウィンター／
絵と⽂

晶⽂社 E/ｳ 2006

『⾚⽑のアン』と花⼦
翻訳家・村岡花⼦の物語

村岡恵理／⽂
学研教育出
版

K910/ﾑ 2014

みんなを好きに
⾦⼦みすゞ物語

⽮崎節夫／著 JULA出版局 K911/ﾔ 2009

「エルマーのぼうけん」をかいた⼥性ルー
ス・S・ガネット

前沢明枝／著 福⾳館書店 K930/ﾏ 2015

⽯井桃⼦
児童⽂学の発展に貢献した⽂学者

筑摩書房編集部／著 筑摩書房 Ｔ910/ﾁ 2016

★ものづくり、技術者
ぎ じ ゅ つ し ゃ

、ほか
タイトル 著者名 出版社 ラベル 出版年

キルトでつづるものがたり
奴隷ハリエット・パワーズの⼼の旅

バーバラ・ハーカート／
⽂,ヴァネッサ・ブラント
リー＝ニュートン／絵

さ・え・ら
書房

E/ﾊ 2016

発明家になった⼥の⼦マッティ
エミリー・アーノルド・
マッカリー／作

光村教育図書 E/ﾏ 2017

⽉とアポロとマーガレット
⽉着陸をささえたプログラマー

ディーン・ロビンズ／ぶ
ん,ルーシー・ナイズリー
／え

評論社 E/ﾛ 2018

アメリア・イヤハート
それでも空を⾶びたかった⼥性

リチャード・テームズ／著 国⼟社 K289/ｲ 1999

はばたく上州娘
タイ王宮で⽣⽷づくり

古⽥節⼦／著
上⽑新聞社
事業局出版

K289/ｺ 2014

なおこ、宇宙⾶⾏⼠になる ⼭崎直⼦／作 ⾓川書店 K538/ﾔ 2010

◆いろいろな⼈物
じ ん ぶ つ

を調
し ら

べる
タイトル 著者名 出版社 ラベル 出版年

世界にひかりをともした13⼈の⼥の⼦の物語
チェルシー・クリントン／
作,アレグザンドラ・ボイ
ガー／絵

潮出版社 K280/ｸ 2018

⼈⽣を切りひらいた⼥性たち 1〜3 教育画劇  K280/ｼﾞ 2016



世界の⼥性名⾔事典
未来を切りひらく希望のことば

PHP研究所／編 PHP研究所 K280/ｾ 2004

20世紀のすてきな⼥性たち1〜10 岩崎書店 K280/ﾆ 2000

世界を変えた100⼈の⼥の⼦の物語
エレナ・ファヴィッリ／ほ
か⽂

河出書房新社 K280/ﾌ 2018

歴史を⽣きた⼥性たち 第1巻〜第3巻 歴史教育者協議会／編 汐⽂社 K280/ﾚ 2009

夢をあきらめなかった13⼈の⼥の⼦の物語
チェルシー・クリントン／
作,アレグザンドラ・ボイ
ガー／絵

潮出版社 K289/ｸ 2018

考えよう!⼥性活躍社会2
「⼥性初」にインタビュー!

孫奈美／編 汐⽂社 T366/ｶ 2017

♥なりたい職業
しょくぎょう

めざして
タイトル 著者名 出版社 ラベル 出版年

仕事の絵本１〜６ ⼤⽉書店 K366/ｼ
2006-
2007

地球を救う仕事１〜６
14歳になったら考える

くさばよしみ／編著 汐⽂社 T333/ｸ
2008-
2009

15歳から、社⻑になれる。
ぼくらの時代の起業⼊⾨

家⼊⼀真／著
イースト・
プレス

T335/ｲ 2013

⼥の⼦のための仕事ガイド1〜8 しごと応援団／編著 理論社 T366/ｵ
2006-
2008

みえない未来相談室。 k.m.p.／著
河出書房新
社

T366/ｹ 2008

14歳からの仕事道 ⽞⽥有史／著 理論社   T366/ｹﾞ 2005

新13歳のハローワーク 村上⿓／著 幻冬舎 T366/ﾑ 2010

なるにはBOOKSシリーズ ぺりかん社 T366.2/ﾅ
1996-
2018

看護師の仕事につきたい！
命を救う看護のプロフェッショナル

坂本すが／著 中経出版 T498.1/ｻ 2011

宇宙を仕事にしよう 村沢譲／著
河出書房新
社

T538/ﾑ 2016

映画の仕事はやめられない！ 附⽥⻫⼦／著 岩波書店 T778/ﾂ 2005

◆◇◆ ウィルあいち情報ライブラリー 案内 ◆◇◆
●貸出数・貸出期間 図書：10冊 視聴覚資料：３点 １５日以内

●利用時間：火～日曜 ９：00～19：00 電話：052-962-2510

●休業日：毎週月曜日、国民の祝日（土日は開業）、年末年始、整理期間


