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8 書くこと生きること　家庭科と私 半田 たつ子／著 家政教育社 1978.7
19 原点　「戦後」とその問題　「世界」座談会集 吉野 源三郎／編 評論社 1970.11

23
戸籍イラスト版オリジナル　FOR BEGINNERSシ
リーズ 日本オリジナル版

佐藤 文明／文 現代書館 1981.1

29 女性と文化　社会・母性・歴史 人間文化研究会／編 白馬出版 1979.11
34 被差別部落　西日本編　そこに生きる人びと 解放新聞社／編 三一書房 1980
38 女のしごと・女の職場　三一新書 竹中 恵美子／著 三一書房 1962.1
39 女のはたらき　衣生活の歴史 瀬川 清子／著 未来社 1975
41 ジュリスト 増刊 総合特集　No. 14　企業と労働 山本 阿母里／編集 有斐閣 1979.6

43
仕事のなかの婦人たち　社会主義社会の矛盾と
展望

ハルチェフ／著［ほか］ 啓隆閣 1972.4

46 日本のサラリーマン　国際比較でみる　NHKブッ 千石 保／編 日本放送出版協会 1982.1
48 はたらく婦人と政治の革新　新日本新書 山中 いく子／著 新日本出版社 1974.2

52 婦人労働・教育・学童保育
全国学童保育連絡協議会
／編

一声社 1983.1

53 婦人労働の知識　日経文庫 藤井 敏子／著 日本経済新聞社 1972
54 婦人労働の理論　青木現代叢書 嶋津 千利世／著 青木書店 1978.3
55 保護と平等　婦人労働者の自立のために 労働教育センター／編 労働教育センター 1979.3

57
講座 現代の婦人労働　1　婦人労働者の賃金と
雇用

黒川 俊雄／[ほか]編 労働旬報社 1978

58
講座 現代の婦人労働　3　労働者の生活と家事・
育児

黒川 俊雄／[ほか]編 労働旬報社 1978

59 講座 現代の婦人労働　4　労働運動と婦人労働 黒川 俊雄／[ほか]編 労働旬報社 1978.12
60 婦人の働く権利と民主主義　働く婦人の講座　1 柴田 悦子／編 汐文社 1972.3
61 働く婦人の健康と賃金もんだい　働く婦人の講座 歌川 悦子／著 汐文社 1973.8
62 働く婦人の健康と母性保護　働く婦人の講座　3 高木 昌彦／編 汐文社 1974.5
63 共働きのくらしと意識　働く婦人の講座　4 かなぢ 伸子／著 汐文社 1974
64 働く母の保育論　働く婦人の講座　6 諏訪 きぬ／著 汐文社 1973.8
65 働く婦人の人間関係　働く婦人の講座　7 寿岳 章子／著 汐文社 1974
66 婦人論古典紹介　働く婦人の講座　8 佐々木 佳代／[ほか]著 汐文社 1975

67 愛と激動　時代を生きた女たち
女性解放とコミューン「新し
い地平」／編

柘植書房 1976.1

68 愛と性の社会学　世界思想ゼミナール
C.サフィリオス‐ロスシール
ド／著

世界思想社 1981.1

71
あごら　1号　女がはたらくこと／女性は過保護か
／共働きを調査して／母親銀行を

BOC出版部 1972.2

75 あごら　11号　女と教育 BOC出版部 1975.6
81 あごら　15号　職場の中の女性差別 BOC出版部 1976.9
82 あごら　16号　女と結婚 BOC出版部 1977.5
84 世界の女性史　10　アメリカ　2 評論社 1977

87 アメリカ女性史　新潮選書
イーディス・ホシノ・アルト
バック／著

新潮社 1976

89 アメリカン・ウーマン　講談社現代新書 吉川 裕子／著 講談社 1980
100 ウーマン・リブ　女性は何を考え、何を求めるか? ケート・ミレット／[ほか]著 早川書房 1971.6

104 男世界と女の神話
エリザベス・ジェインウェイ
／著

三一書房 1976.2

105 男と女 朝日新聞学芸部／編 朝日新聞社 1973
107 男と女とその関係　新しい共同の創造 山口 圭一／著 啓隆閣 1975.7
108 「男らしさ」の神話　東経選書 佐藤 忠男／著 東洋経済新報社 1980.12
110 女　男の続編 読売新聞大阪社会部／編 読売新聞社 1979

111 女・エロス　11　何からの解放か
「女・エロス」編集委員会／
編

社会評論社 1978.1

112 女・エロス　8　つくられる女神像
「女・エロス」編集委員会／
編

社会評論社 1977.3

113 女・エロス　10　幻視の政治をさぐる
「女・エロス」編集委員会／
編

社会評論社 1978.3

114 女・エロス　12　婚姻届の呪縛を解け
「女・エロス」編集委員会／
編

社会評論社 1979.3

117 女・エロス　14　家族考―自存のつながりへ
「女・エロス」編集委員会／
編

社会評論社 1979.3
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121 女たちの近代 近代女性史研究会／著 柏書房 1978
127 女に育児はまかせられない　実日新書 鎮目 恭夫／著 実業之日本社 1978.12
129 あごら　19号　女にとって子どもとは BOC出版部 1978.1

130
女の生きがい　主婦として職業人として　ホーム
ライブラリー

俵 萠子／著 国土社 1971.7

131 女の意識・男の世界 シーラ・ローバトム／著 ドメス出版 1977
136 女の思想　愛と苦悩からの出発　サンポウブック 佐伯 洋子／[ほか]著 産報 1972

138 女の新世紀へ　アメリカ女性運動の記録 ベティ・フリーダン／著
ジャパン・パブリッ
シャーズ

1979.2

139 おんなの戦後史 もろさわ ようこ／著 未来社 1982
141 新おんなゼミ　1　おんなの飛翔学 講談社 1979.6
146 女は男より優秀である　ゴマブックス 池上 千寿子／著 ごま書房 1979.9

147 女はすぐれている
アシュレー・モンタギュー／
著

平凡社 1980

151 家族(フアミリイ)の文化構造　講談社現代新書 川本 彰／著 講談社 1978
152 家庭論 大熊 信行／著 新樹社 1969.6
153 家庭を考える　変わりつつある家庭観 青井 和夫／[ほか]著 講談社 1981.1
154 近代日本史の中の女性 金原 左門／[ほか]著 毎日新聞社 1980.9
159 結婚 家庭　社会　ソビエト社会の家族のあゆみ エヌ・ソロビエフ／著 駿台社 1965.7
160 結婚・家庭・職業 ハルチェフ［ほか］／著 啓隆閣 1971.12
161 結婚愛　鶏鳴双書 マリー・ストープス／著 鶏鳴出版 1976.3
162 結婚が変わる　自立する生と性 吉武 輝子／著 大和書房 1972.1
163 講座 おんな　3　結婚すべきか 筑摩書房 1972
164 結婚の向こう側　その愛にふみ切っていいか 駒尺 喜美／著 主婦と生活社 1981.12
169 現代の結婚　日米の比較 R.O.ブラッド／著 培風館 1978.1

171
現代ヤングレディ考  その実像と国際比較　青少
年シリーズ

菅原 真理子／著 中央法規出版 1979.4

173 高齢化社会　東京大学公開講座 東京大学出版会 1979.1
176 最後の植民地 ブノワット・グルー／著 新潮社 1979
177 しきたりの中の女 瀬川 清子／著 三彩社 1971.6

178 嫉妬
マドレーヌ・シャプサル／イ
ンタビュア

サンリオ 1978.12

182
主婦が就業するとき　お茶の間からの出発のた
めに

藤原 房子／著 転轍社 1979.5

189 女性-その自立　レグルス文庫 青木 やよひ／[ほか]著 第三文明社 1976.6
191 女性解放と現代　三一新書 大原 紀美子／著 三一書房 1972.4

193 女性解放とはなにか　婦人運動の前進のために
活動家集団思想運動婦人
運動対策部／編集

活動家集団思想運
動婦人運動対策部

1977

194
女性解放とはなにか　続　国際婦人年と婦人労
働者

活動家集団思想運動婦人
運動対策部／編集

活動家集団思想運
動婦人運動対策部

1977.5

195
女性解放とはなにか　続々　合理化・差別政策と
の闘い

活動家集団思想運動婦人
運動対策部／編集

活動家集団思想運
動婦人運動対策部

1978

196 女性解放の思想と行動　戦前編 田中 寿美子／編 時事通信社 1975
197 女性解放の思想と行動　戦後編 田中 寿美子／編 時事通信社 1975
198 性の神話　女性解放の諸問題 エブリン・リード／著 柘植書房 1974
199 女性解放の政治学 ジョー・フリーマン／著 未来社 1978

200 女性解放へ　社会主義婦人運動論 山川 菊栄／著
日本婦人会議中央
本部出版部

1977

210 女性のめざめ 中神 秀子／著 文理書院 1971

212
女性はどれくらい自由か　フランスの婦人の現状
とその解放

マドレーヌ・ヴァンサン／著 新日本出版社 1979.1

214 女性論 J・ミッチェル／著 合同出版 1975
216 シングルズ　脱結婚時代の生き方　Books'80 ヘルマン・シュライバー／ TBSブリタニカ 1980.5
218 新中国の女性たち 西園寺 雪江／著 新塔社 1971.12
219 新戀愛論　角川新書 中河 與一／著 角川書店 1955.5

220
スウェーデンの実験　人間社会はどこへ行くのか
講談社現代新書

竹崎 孜／著 講談社 1981.12

222 性と家族　「伝統と現代」保存版 伝統と現代編集部／編 伝統と現代社 1976.8
226 世界の婦人運動 小林 勇／編訳 大月書店 1975
228 戦後日本女性史 伊藤 康子／著 大月書店 1976
229 共同討議戦後婦人問題史 一番ケ瀬 康子／著 ドメス出版 1978
230 センシャル・ライフ　男も翔ぶ女の生き方 道下 匡子／著 講談社 1980.8
231 講座 おんな　6　そして、おんなは… 筑摩書房 1973
236 たたかう女１００年 金森 トシエ／著 世紀社出版 1975.5
237 たとえ小さな足あとでも　祖母と母の生涯 上原 ますみ／著 芙蓉書房 1970.3



238 多摩のおんな　手づくりの現代史　三省堂ブック 多摩の女を綴る会／著 三省堂 1973
239 男女平等　働く権利と家庭生活の確立めざして 日本婦人会議 1978.8
243 父親の自立と子育て 木村 栄／著 汐文社 1982.11
245 つよい女は美しい 桐島 洋子／著 ゆまにて 1978.1
247 ドキュメント 女の百年　1　女の一生 もろさわ ようこ／編 平凡社 1978
248 ドキュメント 女の百年　2　女と教育 もろさわ ようこ／編 平凡社 1978
249 ドキュメント 女の百年　3　女のはたらき もろさわ ようこ／編 平凡社 1978.9
251 ドキュメント 女の百年　5　女と権力 もろさわ ようこ／編 平凡社 1978
252 ドキュメン ト女の百年　6　女たちの明日 もろさわ ようこ／編 平凡社 1979.4

253
共働きの人間学　仕事も結婚もと願う女性へ
Books'80

三枝 佐枝子／著 TBSブリタニカ 1980.8

254 講座 おんな　1　なぜおんなか 筑摩書房 1979
255 二十世紀をあゆむ　ある女の足あと 山川 菊栄／著 大和書房 1979
256 日本の社会と生活意識 川島 武宜／著 學生社 1955.12
257 日本婦人運動小史 山川 菊栄／著 大和書房 1979.4
262 日本の女性史　3　近世　忍従と美徳と 和歌森 太郎／著 集英社 1966.1
263 日本の女性史　4　近代　新しさを求めて 和歌森 太郎／著 集英社 1966.2
264 日本の婦人問題　岩波新書 黄版 村上 信彦／著 岩波書店 1978.1
267 ハイト・リポート　Part1　新しい女性の愛と性の証 シェアー・ハイト／著 パシフィカ 1980
272 働く婦人の権利 片岡 昇／著 労働教育センター 1976

274 母たちの昭和史
全国地域婦人団体連絡協
議会／編

読売新聞社 1977

276 販女　女性と商業 瀬川 清子／著 未来社 1975
277 反結婚論 岡田 秀子／著 亜紀書房 1972
278 ひき裂かれて　母の戦争体験 鶴見 和子／編著 筑摩書房 1959.6
280 ファミリーズ　欧米の家庭・日本の家庭　Books'80 杉田 弘子／著 TBSブリタニカ 1981.1
287 婦人の権利　現代の人権双書 坂本 福子／著 法律文化社 1973
289 婦人論　青年のための社会科学　7 嶋津 千利世／著 日本青年出版社 1970.8
293 変革期の女性　世界大学選書 E.シュルロ／著 平凡社 1972
294 崩壊する女らしさの神話 牧神社 1978
295 母権と父権　婚姻にみる女性の地位 江守 五夫／著 弘文堂 1973
296 ほんとうの女らしさとは　男のためのウーメンズ・ ジーン・マリン／著 朝日新聞社 1980
298 未来の女性　彼女は母性を放棄するか エヴリーヌ・スュルロ／著 朝日新聞社 1966.1
302 明治女性史　3　女の職業　講談社文庫 村上 信彦／著 講談社 1977.7
303 明治女性史　4　愛と解放の胎動　講談社文庫 村上 信彦／著 講談社 1977.8
306 やさしく紡ぐ女の年輪 吉武 輝子／著 海竜社 1981.11
307 山川菊栄の航跡　「私の運動史」と著作目録 外崎 光広／編 ドメス出版 1979.2

308
離婚を考える　自立する女性の生き方　有斐閣
新書

野田 愛子／編 有斐閣 1980.8

310 歴史をさわがせた女たち　庶民篇 永井 路子／著 文芸春秋 1977

320
月刊 家庭科教育　7月増刊51巻9号　性別役割
分業思想と家庭科教育

家政教育社 1977.7

322 現代家庭科の基礎理論 村田 泰彦／編集 法規文化出版社 1977.1

325 季刊女子教育　創刊号　自立と平等のために
季刊女子教育編集委員会
／編集

かりばね書房 1977.12

326 季刊女子教育　No.2　自立と平等のために
季刊女子教育編集委員会
／編集

かりばね書房 1978.7

327 季刊女子教育　No.3　自立と平等のために
季刊女子教育編集委員会
／編集

かりばね書房 1979.2

333 講座 おんな　5　おんなと仕事 筑摩書房 1973

335
日本の女子高等教育　共学大学女子卒業生の
追跡調査報告

藤井 治枝／編著 ドメス出版 1973

338 現代子育て考　その1
「現代子育て考」編集委員
会／編

現代書館 1978

343 食の生活と文化　生活学論集 日本生活学会／編 ドメス出版 1979.7
345 虚構の世界における 男と攻撃性 原 忠彦／著 思索社 1975
350 技術と人間  技術革新の虚像と実像　中公新書 星野 芳郎／著 中央公論社 1969.11
353 食糧問題の基本視覚 井野 隆一／編著 新評論 1976.2
356 愛のむこう側 朝吹 登水子／著 新潮社 1979
364 孤独のとなり 三浦 綾子／著 角川書店 1980
369 死の棘 島尾 敏雄／著 新潮社 1979
374 Wの悲劇　カッパ・ノベルス 夏樹 静子／著 光文社 1982.2
375 妻たち　上巻　新潮文庫 瀬戸内 晴美／著 新潮社 1978.7
376 妻たち　下巻　新潮文庫 瀬戸内 晴美／著 新潮社 1978.7
379 比叡 瀬戸内 晴美／著 新潮社 1979.9



381 不毛地帯　1 山崎 豊子／著 新潮社 1979
382 不毛地帯　2 山崎 豊子／著 新潮社 1979
385 余白の春 瀬戸内 晴美／著 中央公論社 1972.6
388 談談談 瀬戸内 晴美／著 大和書房 1974
394 バラの花など唇に　狭間組見聞録 中山 千夏／著 話の特集 1978
404 流氷の海に女工節が聴える 合田 一道／著 新潮社 1980.8
405 アメリカのありふれた朝 ジュディス・ゲスト／著 集英社 1977
406 彼女たちの栄光 A・T・ウォーラック／著 集英社 1983.2
407 結婚しない女 キャロル・ヒル／著 サンリオ 1978.7
408 あなた自身の生を救うには エリカ・ジョング／著 新潮社 1978
409 引き裂かれた空　集英社文庫 クリスタ・ヴォルフ／著 集英社 1977.1
410 愛と同じくらい孤独 フランソワーズ・サガン／ 新潮社 1976
411 私生児 ヴィオレット・ルデュック／ 二見書房 1975.1
412 歌う女 歌わない女　ワニの本海外ベストセラーズ アニエス・ヴァルダ／著 ベストセラーズ 1978.12
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