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社会を変えるリーダーになる
 「超・利己主義」的社会参加のすすめ

田中尚輝／著 明石書店 2014.8 309ﾀ

誰でもできるロビイング入門
社会を変える技術

明智カイト／著 光文社 2015.12 312.1ｱ

女たちの情熱政治
女性参政権獲得から７０年の荒野に立つ

東京新聞・北陸中日新聞
取材班／編

明石書店 2016.3 312.1ｵ

社会をちょっと変えてみた
ふつうの人が政治を動かした七つの物語

駒崎弘樹、秋山訓子／著 岩波書店 2016.3 312.1ｺ

闘うフェミニスト政治家 市川房枝 進藤久美子／著 岩波書店 2018.8 312.1ｼ

私たちの声を議会へ
代表制民主主義の再生

三浦まり／著 岩波書店 2015.11 312.1ﾐ

現代アメリカの「女性政治家」
藤本一美、浜賀祐子／編
著

学文社 2016.4 312.5ｹﾞ

ジェンダー・クオータ
世界の女性議員はなぜ増えたのか

三浦まり、衛藤幹子／編
著

明石書店 2014.3 314ｼﾞ

女性議員が増えれば社会が変わる 赤松良子／ほか著
パド・ウィメンズ・オフィ
ス

2016.7 314.1ｼﾞ

日本の女性議員
どうすれば増えるのか

三浦まり／編著 朝日新聞出版 2016.4 314.1ﾆ

サフラジェット
英国女性参政権運動の肖像とシルビア・パ
ンクハースト

中村久司／著 大月書店 2017.10 314.8ﾅ

あなたのまちの政治は案外、あなたの力で
も変えられる

五十嵐立青／著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

2015.12 318ｲ

地域社会における女性と政治 大山七穂、国広陽子／著 東海大学出版会 2010.4 318ｵ

お母さん町長奮闘記
京都・与謝野町　共生と循環のまちづくり

太田貴美、岡田知弘／著 自治体研究社 2013.5 318.2ｵ

首長たちの挑戦
女が政治を変える

赤松良子／ほか著　女政
のえん／編

世織書房 2016.4 318.2ｼ

知事が政治家になるとき 中條美和／著 木鐸社 2017.3 318.2ﾅ

福井モデル
未来は地方から始まる

藤吉雅春／著 文芸春秋 2015.4 318.2ﾌ

女性地方議員と地域社会の変貌
女性の政治参画を進めるために

春日雅司／著 晃洋書房 2016.4 318.4ｶ

議会はあなたを待っている 市川房枝政治
参画フォーラムでの学びと実践から

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

2014.3 318.4ｷﾞ

住民参加型選挙運動ハンドブック入門編
地方議員を志すあなたと、送り出したいあな
たへ 　女性議員からのメッセージ

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／監修

市川房枝記念会出版
部

2010.10 318.4ｼﾞ

市民派議員になるための本
あなたが動けば社会が変わる　最新版

寺町みどり／ほか著 ＷＡＶＥ出版 2014.10 318.4ﾃ

町の未来をこの手でつくる 　紫波町オガー
ルプロジェクト

猪谷千香／著 幻冬舎 2016.9 318.6ｲ
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「地方創生」へのまちづくり・ひとづくり
袖井孝子／編著、佐藤滋
／[ほか]著

ミネルヴァ書房 2016.7 318.6ｿ

地方を変える女性たち
カギは「ビジョン」と「仕組みづくり」!

麓幸子／著 日経BP社 2018.11 318.6ﾌ

縮充する日本
「参加」が創り出す人口減少社会の希望

山崎亮／著 PHP研究所 2016.11 318.8ﾔ

イギリスのママさん議員奮闘記
町議・県議として目指す地域の自立と幸せ

ヒラリー・フランク／著、竹
下譲／監修

イマジン出版 2016.6 318.9ﾌ

世界の女性問題 ３
政治、仕事、ジェンダー

関橋真理／著、井上輝子
／監修

汐文社 2014.2 K367ｾ

男女平等はどこまで進んだか
女性差別撤廃条約から考える

山下泰子、矢澤澄子／監修
、国際女性の地位協会／編

岩波書店 2018.6 T367ﾀﾞ

クオータ制の実現をめざす
ＷＩＮ　ＷＩＮ／編著、赤松
良子／監修

パド・ウィメンズ・オフィ
ス

2013.3 367.1ｸ

女性の自立と政治参加
ある女性参議院議員の歩みとたたかい

吉川春子／著 かもがわ出版 2015.7 367.1ﾖ

フェミニストたちの政治史
参政権,リブ,平等法

大嶽秀夫／著 東京大学出版会 2017.2 367.2ｵ

としまF1会議
「消滅可能性都市」270日の挑戦

萩原なつ子／編著 生産性出版 2016.6 367.2ﾊ

あいち女性面白マップ 2018
あなたの町の女性の力は？

ウィル２１フォーラム／
〔編〕

ウィル２１フォーラム 2018.11 D367.21ｱ

☆参考図書・行政資料（貸出できません。館内でご覧ください。）

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

女性と政治資料集
女性参政70周年記念

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

2018.5 R314.8ｼﾞ

男女共同参画白書
平成30年版

内閣府男女共同参画局／
編集

勝美印刷 2018.6 R367.21ﾀﾞ

第4次男女共同参画基本計画
内閣府男女共同参画局推
進課／編

内閣府男女共同参画
局推進課

2015.12 G00

政治分野における女性の参画拡大のため
のポジティブ・アクションについて
諸外国の事例を中心に

内閣府男女共同参画局／
〔編〕

内閣府男女共同参画
局

[2015.7] G00

女性の政策・方針決定参画状況調べ
平成29年1月

内閣府男女共同参画局推
進課／〔編〕

内閣府男女共同参画
局

2017.1 G00

地方公共団体における男女共同参画社会
の形成又は女性に関する施策の推進状況
平成29年度　概要

内閣府男女共同参画局／
〔編〕

内閣府男女共同参画
局

2017.12 G00

政党をより強くするための女性のエンパ
ワーメント 女性の政治参加促進のための
ガイドブック

国連開発計画（UNDP)／
〔編〕 、内閣府男女共同参
画局／訳

内閣府男女共同参画
局

2013.3 G00

あいち男女共同参画プラン　2020
愛知県県民生活部男女共
同参画推進課／〔編〕

愛知県県民生活部男
女共同参画推進課

2016.3 G23

あいちの男女共同参画　平成30年度版
愛知県県民生活部男女共
同参画推進課／編

愛知県県民生活部男
女共同参画推進課

2018.10 G23
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