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「暮しの手帖」とわたし 大橋鎮子著 暮しの手帖社 2010 050/Ku55 大橋鎭子

大橋鎭子と花森安治『暮しの手帖』二人三脚物語 塩澤実信著 北辰堂出版 2016 051.7/O28 大橋鎭子

大橋鎭子と花森安治 『歴史読本』編集部編 KADOKAWA 2016 289/O28 大橋鎭子

「わたし」を生きる女たち : 伝記で読むその生涯 楠瀬佳子, 三木草子編 世界思想社 2004 281/W47 小篠綾子

綾子とあかい糸 : コシノ三姉妹の母の生涯 さとうひさえ著 文化出版局 2007 289/A98 小篠綾子

コシノ洋装店ものがたり 小篠綾子[著] 講談社 2011 289/Ko86 小篠綾子

花大輪 : ファッション人生、だんじり気質 （対話講座なにわ塾叢書）
小篠綾子講話 ; さかもりかずこコーディネーター

 ; 大阪府「なにわ塾」編
ブレーンセンター 2011 589/H27 小篠綾子

やんちゃくれ : コシノのお母ちゃんと三姉妹の奮闘記 小篠綾子著 講談社 2001 棚町/598 小篠綾子

ファミリア創業者坂野惇子 : 「皇室御用達」をつくった主婦のソーレツ人生 中野明著 中央公論新社 2016 289/F13 坂野惇子

恋は決断力 : 明治生れの13人の女たち 森まゆみ著 講談社 1999 281/Ko37 吉行あぐり

「あぐり」その後 : 吉行あぐり103歳と家族の肖像 阿部和江著 文園社 2010 289/A19 吉行あぐり

吉本せいの生涯 : 吉本興業の女性創業者、せいの波瀾爆笑人生!!（別冊宝島） 宝島社 2017 289.1/Y91 吉本せい

女興行師吉本せい : 浪花演藝史譚 矢野誠一著 筑摩書房 2005 289/O66 吉本せい

吉本せい : お笑い帝国を築いた女 青山誠著 KADOKAWA 2017 289/Y91 吉本せい

アンのゆりかご : 村岡花子の生涯 村岡恵理著 マガジンハウス 2008 289/A49 村岡花子

アンを抱きしめて : 村岡花子物語 わたせせいぞう絵 ; 村岡恵理文 NHK出版 2014 289/A49 村岡花子

伝記ヘレン・ケラー : 村岡花子が伝えるその姿 村岡花子著 偕成社 2014 289/D58 村岡花子

花子とアンへの道 : 本が好き、仕事が好き、ひとが好き 村岡恵理編 新潮社 2014 289/H27 村岡花子

村岡花子の世界 : 赤毛のアンとともに生きて 内田静枝編 河出書房新社 2014 289/Mu55 村岡花子

村岡花子 : 「赤毛のアン」の翻訳家、女性にエールを送りつづけた評論家

 : 総特集（KAWADE夢ムック）
村岡恵理監修 河出書房新社 2014 289/Mu55 村岡花子

戦後女性の出発（時代が求めた「女性像」

 : 大正・戦中・戦後にみる「女の一生」第2巻）
岩見照代監修 ゆまに書房 2010 367.21/J48 村岡花子

女流作家のモダン東京 : 花子と白蓮が歩いた街 生田誠編著 河出書房新社 2015 367.21/J75 村岡花子

わが少女の日（叢書女性論 39） 村岡花子著 大空社 1997 367.21/So84 村岡花子

愛について G.D.シュルツ著 ; 村岡花子訳 あすなろ書房 1968 367.9/Sh99 村岡花子

広岡浅子逆境に負けない言葉 坂本優二著 イースト・プレス 2015 159/H71 広岡浅子

広岡浅子 : 明治日本を切り開いた女性実業家 小前亮著 星海社 2015 289.1/H71 広岡浅子

「超訳」広岡浅子自伝 広岡浅子著 KADOKAWA 2015 289/C57 広岡浅子

広岡浅子という生き方 永井紗耶子著 洋泉社 2015 289/H71 広岡浅子

広岡浅子 : 新時代を拓いた夢と情熱 『歴史読本』編集部編 KADOKAWA 2015 289/H71 広岡浅子

広岡浅子徹底ガイド : おてんば娘の「九転び十起き」の生涯 主婦と生活社 2015 289/H71 広岡浅子

広岡浅子語録 菊地秀一著 宝島社 2015 289/H71 広岡浅子

人を恐れず天を仰いで : 復刊『一週一信』 広岡浅子著 新教出版社 2015 289/H77 広岡浅子

維新経済のヒロイン広岡浅子の「九転十起」

 : 大阪財界を築き上げた男五代友厚との数奇な運命
原口泉著 海竜社 2015 289/I79 広岡浅子

土佐堀川 : 女性実業家・広岡浅子の生涯 : 小説 古川智映子著 潮出版社 1988 913.6/To71 広岡浅子

 わたくしは永遠に失望しない : 平塚らいてう : 写真集平塚らいてう人と生涯 らいてう研究会編 ドメス出版 2011 289/W45 平塚らいてう

 「マッサンの妻」竹鶴リタが大切にしたもの

 : IN LOVING MEMORY OF RITA TAKETSURU
竹鶴孝太郎著 集英社 2015 289/Ma65 竹鶴リタ

マッサンとリタ : ジャパニーズ・ウイスキーの誕生 オリーヴ・チェックランド著 ; 和気洋子訳 NHK出版 2014 289/Ma65 竹鶴リタ

リタと旅する。 : 日本のウイスキーの父「竹鶴政孝」を支えた妻 いのちのことば社 2015 289/R48 竹鶴リタ

リタの鐘が鳴る : 竹鶴政孝を支えたスコットランド女性の生涯 早瀬利之著 朝日新聞出版 2014 289/R48 竹鶴リタ

Business in the real world

 : my own way : profile of a Filipina entrepreneur
Elena Sen Lim [Elena S. Lim] c1996 289/B95 起業

Women's ventures : assistance to the informal sector in Latin America editors, Marguerite Berger, Mayra Buvini Kumarian Press c1989 333/W85 起業

Female entrepreneurship in transition economies : trends and challenges edited by Veland Ramadani, Shqipe Grguri Palgrave Macmillan 2015 335/F18 起業

Female entrepreneurship : implications for education, training and policy edited by Nancy M. Carter ... [et al.] Routledge 2007 335/F18 起業

Gender and entrepreneurship : an ethnographic approach Attila Bruni, Silvia Gherardi and Barbara Poggio Routledge 2005 335/G34 起業

Global women's entrepreneurship research

 : diverse settings, questions, and approaches
edited by Karen D. Hughes, Jennifer E. Jennings Edward Elgar c2012 335/G52 起業

International research handbook on successful women entrepreneurs edited by Sandra L. Fielden, Marilyn J. Davidson Edward Elgar c2010 335/I57 起業

International handbook of women and small business entrepreneurship edited by Sandra L. Fielden and Marilyn J. Davidson E. Elgar c2005 335/I57 起業

Kitchen table entrepreneurs

 : how eleven women escaped poverty and became their own bosses

Martha Shirk, Anna S. Wadia

 ; preface by Marie C. Wilson and Sara K. Gould
Westview Press c2004 335/Ki75 起業

Women entrepreneurs : moving beyond the glass ceiling Dorothy P. Moore, E. Holly Buttner Sage Publications c1997 335/W85 起業

Business as unusual Anita Roddick Thorsons 2000 576/B95 起業


