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〈男女共同参画　・　ワークライフバランス　関連〉

アジアにおけるジェンダー平等 : 政策と政治参画 辻村みよ子 東北大学出版会

アジアの家族とジェンダー 落合恵美子 勁草書房

女って大変。 : 働くことと生きることのワークライフバランス考 澁谷智子　 医学書院

会社のルール 男は「野球」で、女は「ままごと」で仕事のオキテを学んだ バット・ハイム、スーザン・K・ゴラント ディスカヴァー・トゥエンティワン

君たちに伝えたい3つのこと : 仕事と人生について科学者からのメッセージ 中山敬一　 ダイヤモンド社

京都大学 男女共同参画への挑戦 京都大学女性研究者支援センター 明石書店

構築主義を再構築する 赤川学 勁草書房

最貧困女子 鈴木大介 幻冬舎

ジェンダー社会科学の可能性第１巻 大沢真理、辻村みよ子 岩波書店

ジェンダー社会科学の可能性第2巻 大沢真理、辻村みよ子 岩波書店

ジェンダー社会科学の可能性第3巻 大沢真理、辻村みよ子 岩波書店

ジェンダー社会科学の可能性第4巻 大沢真理、辻村みよ子 岩波書店

知っていますか?ジェンダーと人権 一問一答 船橋邦子 解放出版社


知っていますか?ドメスティック・バイオレンス一問一答 日本DV防止情報センター  解放出版社


自分をいかして生きる 西村佳哲  筑摩書房

社会運動の戸惑い : フェミニズムの「失われた時代」と草の根保守運動 山口智美, 斉藤正美, 荻上チキ 勁草書房

社会を結びなおす 本田由紀 岩波書店

弱者の居場所がない社会 阿部彩 講談社

The Japan Times for WOMEN Vol.3 ジャパンタイムズ社

The Japan Times for WOMEN Vol.4 ジャパンタイムズ社

職場のワーク・ライフ・バランス (日経文庫) 佐藤博樹, 武石恵美子 日本経済新聞出版社

女子と就活 白河桃子 中央公論社

女性の主体形成と男女共同参画社会 (論集女性解放における福祉と教育問題) 一番ケ瀬康子 ドメス出版

ジェンダー経済格差 川口章 勁草書房

ジェンダー論をつかむ 千田有紀・中西祐子・青山薫 有斐閣

生活保護のガバナンス 大沢真理 有斐閣

世界のポジティヴ・アクションと男女共同参画 (ジェンダー法・政策研究叢書) 東北大学21世紀COEプログラム ジェンダー法・政策研究叢書

絶望の国の幸福な若者たち 古市憲寿 講談社

全員成果を出して定時で帰る会社の - 毎日楽しく働く秘訣 株式会社ワークライフバランス 中央公論新社

戦後日本女性政策史 : 戦後民主化政策から男女共同参画社会基本法まで 神崎智子　 明石書店

ダイバーシティ : 生きる力を学ぶ物語 山口一男　 東洋経済新報社

ダイバーシティと女性活躍の推進 : グローバル化時代の人材戦略 経済産業省　 経済産業調査会

ダイバーシティ・マネジメントと異文化経営 : グローバル人材を育てるマインドウェアの世紀 馬越恵美子　 新評論

タイム・バインド働く母親のワークライフバランス : 仕事・家庭・子どもをめぐる真実 アーリー・ホックシールド　 明石書店

「男女共同参画」が問いかけるもの : 現代日本社会とジェンダー・ポリティクス 増補新版伊藤公雄 インパクト出版会

男女共同参画社会データ集　２０１３年版 三冬社　 三冬社　 

男女共同参画社会を超えて : 男女平等・ダイバーシティ(多様性)が受容、尊重される
社会の確立に向けて

篠原收　 新水社

男女共同参画統計データブック : 日本の女性と男性 国立女性教育会館 ぎょうせい

男女共同参画の実践 : 少子高齢社会への戦略 冨士谷あつ子, 塚本利幸 明石書店

男女共同参画白書　平成25年 内閣府男女共同参画局 ウィザップ

男女共同参画白書　平成26年 内閣府男女共同参画局 ウィザップ

日本のジェンダーを考える 川口章 有斐閣

日本の女性がグローバル社会で戦う方法 谷本真由美 大和書房

日本の女性政策 : 男女共同参画社会と少子化対策のゆくえ 坂東真理子　 ミネルヴァ書房

日本の男女共同参画政策―国と地方公共団体の現状と課題 東北大学21世紀COEプログラム ジェンダー法・政策研究叢書

日本の賃金を歴史から考える 金子良事 旬報社

日本ボランティア・NPO・市民活動年表 大阪ボランティア協会ボランタリズム研究所 明石書店

働き方革命 駒崎弘樹 ちくま新書

フランスのワーク・ライフ・バランス : 男女平等政策入門 : EU、フランスから日本へ 石田久仁子 [ほか] パド・ウィメンズ・オフィス

ポジティブ・アクションの可能性 : 男女共同参画社会の制度デザインのために 田村哲樹, 金井篤子 ナカニシヤ出版

養護教諭の社会学 すぎむらなおみ 名古屋大学出版会

よくわかるジェンダー・スタディーズ 木村涼子・伊田久美子・熊安貴美江　編著 ミネルヴァ書房

論争日本のワーク・ライフ・バランス 山口一男, 樋口美雄 日本経済新聞出版社

ワーク・ライフ・バランス　２０１０年９月号　切り抜き情報誌　別冊女性情報 事例特集：女性の活躍を推進する企業 パド・ウィメンズ・オフィス

ワーク・ライフ・バランス支援の課題 : 人材多様化時代における企業の対応 佐藤　博樹　 東京大学出版会

ワーク・ライフ・バランスと社会政策 (社会政策　１) 久本憲夫　 法律文化社

ワーク・ライフ・バランスと働き方改革 佐藤博樹, 武石恵美子 勁草書房

ワーク・ライフ・バランスの経営学 : 社会化した自己実現人と社会化した人材マネジメント渡辺峻　 中央経済社
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ワーク・ライフ・バランスの焦点 : 女性の労働参加と男性の働き方 (ＪＩＬＰＴ第２期プロ
ジェクト研究シリーズ)

労働政策研究・研修機構　 労働政策研究・研修機構　

〈出産　・　育児　関連〉

新しいパパの教科書 ファザーリングジャパン 学研教育出版

「育メン」現象の社会学 石井クンツ昌子 ミネルヴァ書房

「産む」と「働く」の教科書 斉藤英和 講談社

子どもが減って何が悪いか 赤川学 ちくま新書

少子化時代の「良妻賢母」 スーザン・D・ハロウェイ 新曜社

少子化社会対策白書　平成26年 内閣府編 日経印刷

少子化論ーなぜまだ結婚、出産しやすい国にならないのか 松田茂樹 勁草書房

人口学への招待―少子・高齢化はどこまで解明されたか 河野稠果 中公新書

スウェーデンの少子化対策 : 家族政策の展開と男女共同参画社会への挑戦 谷沢英夫　 日本評論社

〈介護　関連〉

「インクルーシブデザイン」という発想 ジュリア・カセム フィルムアート社

老いてゆくアジア―繁栄の構図が変わるとき 大泉啓一郎 中公新書

驚きの介護民俗学 (シリーズ ケアをひらく) 六車 由実 医学書院

ケアの社会学―当事者主権の福祉社会へ 上野千鶴子 太田出版

ケアの倫理―ネオリベラリズムへの反論 ファビエンヌ・ブルジェール著　原山哲・山下りえ子訳 白水社
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〈キャリア　関連〉

あなたが輝く働き方 小室淑恵 PHP新書

女性(あなた)の知らない7つのルール―男たちのビジネス社会で賢く生きる法 エイドリアン・メンデル ダイヤモンド社

貴女を輝かせるキャリアデザイン 広岡守穂  西山昭彦  木本喜美子  中央大学出版部

妹たちへ2 日経WOMAN  日経WOMAN  

院生・ポスドクのための研究人生サバイバルガイド―「博士余り」時代を生き抜く処方箋菊地 俊郎 講談社

科学者たちの奇妙な日常 (日経プレミアシリーズ) 松下 祥子 日本経済新聞出版社

科学にすがるな！ 佐藤文隆 岩波書店

がんばりが評価される女性の仕事術 杉浦里多 クロスメディア・パブリッシング(インプレス)

キャリアを拓く―女性研究者のあゆみ 柏木 恵子 ドメス出版

継続は力なり : 女性土木技術者のためのキャリアガイド 土木学会 土木学会 , 丸善出版(発売)

研究者という職業 林周二  東京図書

高学歴女子の貧困 女子は学歴で「幸せ」になれるか 大理 奈穂子 光文社新書

CSR企業総覧　2014 東洋経済新報社

自分の仕事をつくる 西村佳哲  筑摩書房

女性研究者とワークライフバランス 仲真紀子 新曜社

女性研究者のエンパワーメント 伊藤セツ　 ドメス出版

女性施設ジャーナル6(2001年版) （財）横浜市女性協会 学陽書房

女性施設ジャーナル7（2002年版） （財）横浜市女性協会 学陽書房

女性施設ジャーナル8（2003年版） （財）横浜市女性協会 学陽書房

女性の人材開発(キャリア研究選書) 川喜多喬 ナカニシヤ出版

女性の働きかた (叢書・働くということ　第７巻) 武石恵美子　 ミネルヴァ書房

女性リーダーのキャリア形成 篠塚英子  勁草書房


なぜ理系に進む女性は少ないのか? : トップ研究者による15の論争 スティーブン・Ｊ．セシ　 西村書店

ビジネス・ゲーム 誰も教えてくれなかった女性の働き方 ベティ・L ・ハラガン 光文社知恵の森文庫

部下を定時に帰す仕事術 ~「最短距離」で「成果」を出すリーダーの知恵~ 佐々木常夫 WAVE出版

フランス女性の働き方 : 仕事と人生を楽しむコツ ミレイユ・ジュリアーノ 日本経済新聞出版社

ホワイト企業「女性が安心して働ける会社」  経済産業省監修

LEAN IN(リーン・イン) 女性、仕事、リーダーへの意欲 シェリル・サンドバーグ  日本経済新聞出版社

理系なお姉さんは苦手ですか?　-理系な女性10人の理系人生カタログ 内田　麻理香、 高世 えり子 技術評論社

理系の女の生き方ガイド―女性研究者に学ぶ自己実現法 (ブルーバックス) 宇野 賀津子 講談社

〈メンタルケア　その他〉

学生相談必携GUIDEBOOK―大学と協働して学生を支援する 下山 晴彦  榎本 眞理子  森田 慎一郎 金剛出版

貴様いつまで女子でいるつもりだ問題 ジェーン・スー 幻冬舎

業界＆職種研究ガイド マイナビ編集部　編著 マイナビ

自分の考えをきちんと伝える技術 岩舩展子, 渋谷武子  中経の文庫

職場のメンタルヘルス相談室―心のケアをささえる実践的Q&A 菅佐和子  播磨俊子  北田雅  住田竹男  相澤直樹  新曜社


セルフ・コーチング入門 本間正人 ,松瀬理保  日経文庫

それ、恋愛じゃなくてDVです 滝田信之 WAVE出版

デートDV 山口のり子 梨の木舎

日本の男を喰い尽くすタガメ女の正体 深尾洋子 講談社プラスアルファ新書

日本の社会を埋め尽くすカエル男の末路 深尾洋子 講談社プラスアルファ新書

働く女性のための「こころのサプリメント」 ピースマインド マガジンハウス

部長、その恋愛はセクハラです！ 牟田和恵 集英社新書

メンタリング入門 渡辺三枝子 ,平田史昭  日本経済新聞社


