
第11回国立女性教育会館（NWEC）女性教育センター所蔵　展示図書リスト

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 ISBN

1 医師の過重労働 : 小児科医療の現場から 江原 朗 勁草書房 2009.1 9784326700646

2
ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人に
関する分析報告書

日本看護協会
日本看護協会中央ナースセン

ター
2015.12-

3
看護のワークライフバランスマネジメント実践集 : 3ステップ
で職場がイキイキ!

ナーシングビジネス編集室 メディカ出版 2013.12 9784840444033

4
メアリー・シーコール自伝 : もう一人のナイチンゲールの闘
い

Seacole Mary 1805-1881 彩流社 2017.6 9784779123290

5
看護職のワーク・ライフ・バランス推進ガイドブック : 多様な
勤務形態による働き方の変革を目指して

日本看護協会 日本看護協会 2013.4

6 女性歯科医師29人の診療と横顔 : デンタル小町は語る 日本歯科新聞社 日本歯科新聞社 2015.11 9784931550391

7 身体はだれのものか : 比較史でみる装いとケア 南 直人 昭和堂 2018.3 9784812217122

8 走る五人の医師 : 性同一性障害専門医たちの十年 関西GIDネットワーク パレード 2016.1 9784434223969

9
聴診器を手に絆を生きる : 信原孝子医師のパレスチナ解放
運動と地域医療

信原 孝子 インパクト出版会 2015.11 9784755402630

10 そっと無理して、生きてみる : 百歳先生の人生カルテ 高橋 幸枝 小学館 2017.9 9784093884921

11
ナースのためのシシリー・ソンダース : ターミナルケア 死に
ゆく人に寄り添うということ

Saunders Cicely M. Dame 北大路書房 2017.5 9784762829680

12 離島の保健師 : 狭さとつながりをケアにする 青木 さぎ里 青土社 2017.11 9784791770243

13
キャリア初期看護師の職業的アイデンティティの形成プロセ
ス : 看護実践の経験の意味づけから

中納 美智保 風間書房 2018.1 9784759921984

14 地図でみる日本の健康・医療・福祉 宮澤 仁 明石書店 2017.3 9784750344997

15
ケア専門職養成教育の研究 : 看護・介護・保育・福祉 : 分
断から連携へ

青木 紀 明石書店 2017.3 9784750345000

16
迷ったら必見!ナースキャリア : 事例でわかる看護職の働き
方ガイド

草柳 かほる 東京医学社 2017.4 9784885632785

17
妹は3歳、村にお医者さんがいてくれたなら。 : わたしたちが
900万人の人びとに医療を届けるわけ

国境なき医師団日本 合同出版 2013.8 9784772611138

18 看護師のためのWeb検索・文献検索入門 佐藤 淑子 医学書院 2013.11 9784260019125 *

19 命を救うリケジョブ大特集! 講談社 2014.9

20 キャリア形成 : 個人・企業・教育の視点から 川端 大二 中央経済社 2005.9 4502379905

21 ハッピーキャリアのつくりかた 金沢 悦子 ダイヤモンド社 2006.1 4478733333

22
世界の若者と雇用 : 学校から職業への移行を支援する :
OECD若年者雇用レビュー : 統合報告書

Organisation for Economic Co-
operation and Development

明石書店 2011.12 9784750335148

23 検証・学歴の効用 濱中 淳子 勁草書房 2013.6 9784326653812

24
成人キャリア発達とキャリアガイダンス : 成人キャリア・コン
サルティングの理論的・実践的・政策的基盤

下村 英雄 労働政策研究・研修機構 2013.6 9784538610085

25 若者のキャリア形成を考える 中里 弘穂 晃洋書房 2013.2 9784771024250

26 女性とキャリアデザイン 昭和女子大学女性文化研究所 御茶の水書房 2016.2 9784275020352

27 キャリアと労働の経済学 小崎 敏男 日本評論社 2011.3 9784535556492

28
人生の意匠 (デザイン) : 心理・社会・超越性からのアプロー
チ

日下 菜穂子 ナカニシヤ出版 2016.11 9784779510762

29
自立へのキャリアデザイン : 地域で働く人になりたいみなさ
んへ

旦 まゆみ ナカニシヤ出版 2017.9 9784779512032

30
正規の世界・非正規の世界 : 現代日本労働経済学の基本
問題

神林 龍 慶應義塾大学出版会 2017.11 9784766424829

31
世界で活躍する仕事100 : 10代からの国際協力キャリアナ
ビ

三菱UFJリサーチ&コンサルティン
グ

東洋経済新報社 2018.7 9784492046265

32
大学キャリアセンターのぶっちゃけ話 : 知的現場主義の就
職活動

沢田 健太 ソフトバンククリエイティブ 2011.1 9784797366471

33
働くひとの心理学 : 働くこと、キャリアを発達させること、そし
て生涯発達すること

岡田 昌毅 ナカニシヤ出版 2013.1 9784779505829

34
無意識のバイアス : 女性のキャリア形成にあたえるインパ
クト

笹川平和財団 笹川平和財団 2018.2

35
震災婚 : 震災で生き方を変えた女たちライフスタイル・消
費・働き方

白河 桃子 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2011.1 9784799310687
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36 災害支援に女性の視点を! 竹信 三恵子 岩波書店 2012.1 9784002708522

37 3・11女たちが走った : 女性からはじまる復興への道 日本BPW連合会 ドメス出版 2012.1 9784810707755

38 福島のお母さん、聞かせて、その小さな声を 棚澤 明子 彩流社 2016.3 9784779122217

39 くらしの防災 : いのちを守り「災後」を生きるために 坂本 廣子 メタモル出版 2017.2 9784895959049

40 復興の空間経済学 : 人口減少時代の地域再生 藤田 昌久 日本経済新聞出版社 2018.2 9784532134785

41
被災経験の聴きとりから考える : 東日本大震災後の日常生
活と公的支援

土屋 葉 生活書院 2018.2 9784865000764

42
ジェンダーの視点から防災・災害復興を考える : 男女共同
参画社会の地域防災計画

山地 久美子
関西学院大学災害復興制度研

究所
2009.3

43 「忘れない。」女たちの震災復興
新潟県中越大地震「女たちの震災

復興」を推進する会
新潟県中越大地震「女たちの

震災復興」を推進する会
2010.2

44 災害と女性 : 防災・復興に女性の参画を : 資料集 ウィメンズネット・こうべ ウィメンズネット・こうべ 2005.11

45
女性×男性の視点で総合防災力アップ : あなた自身と家
族、本当に守れますか? : 男女双方の視点を入れた防災活
動を、地域や組織で具体的に進めるために

浅野 幸子 日本防火協会 2011.12

46
東日本大震災「災害・復興時における女性と子どもへの暴
力」に関する調査報告書

東日本大震災女性支援ネットワー
ク調査チーム

東日本大震災女性支援ネット
ワーク

2013.12-
2015.1

47
私たちが手にしたちから、そして未来につなげる「力」 : 中越
大震災から10年を経て見えてきた新たな課題

新潟県中越大震災女たちの震災
復興を推進する会

新潟県中越大震災「女たちの
震災復興」を推進する会

2015.3

48
聞き取り集 : 40人の女性たちが語る東日本大震災 =
Interviews with 40 women about the Tohoku disaster

イコールネット仙台 イコールネット仙台 2014.12

49
聞き取り集「40人の女性たちが語る東日本大震災」 : その
後 : 「今」、そして「これから」

イコールネット仙台 イコールネット仙台 2014.12

50 津波をくつがえす : 岩手おらほのおなごたち 岩手女性史を紡ぐ会 岩手女性史を紡ぐ会 2016.3

51 3.11避難者の声 : 当事者自身がアーカイブ
東日本大震災避難者の会

Thanks&Dream
東日本大震災避難者の会

Thanks&Dream
2017.3

52
フィギュアスケートとジェンダー : ぼくらに寄り添うスポーツ
の力

後藤 太輔 現代書館 2018.4 9784768458310

53 男女平等の社会へ : 世界のいまと日本の女性 広井 暢子 新日本出版社 2013.6 9784406056953

54
ダイバーシティ経営処方箋 : 一からわかるダイバーシティ :
男・女・高齢者・障がい者・外国人?多様性を力に

油井 文江
全国労働基準関係団体連合会

(発売)
2014.1 9784906741052

55 パパの働き方が社会を変える! 吉田 大樹 労働調査会 2014.9 9784863193864

56 無意識の男女差別 : その深淵に迫る 櫛田 真澄 現代図書 2014.12 9784434199615

57
活躍する女性会社役員の国際比較 : 役員登用と活性化す
る経営

渡辺 峻 ミネルヴァ書房 2016.7 9784623075577

58 終わらないフェミニズム : 「働く」女たちの言葉と欲望 日本ヴァージニアウルフ協会 研究社 2016.9 9784327472337

59
ダイバーシティ経営と人材活用 : 多様な働き方を支援する
企業の取り組み

佐藤 博樹 東京大学出版会 2017.1 9784130511407

60 問題だらけの女性たち Fleming Jacky 河出書房新社 2018.3 9784309207391

61 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 Buregren Sassa 岩崎書店 2018.5 9784265860449

62 みらいを、つかめ : 多様なみんなが活躍する時代に 野田 聖子 CCCメディアハウス 2018.8 9784484172255

63 女性の権利宣言 : ビジュアル版 シェーヌ出版社 創元社 2018.8 9784422320267

64 男も女もみんなフェミニストでなきゃ チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ 河出書房新社 2017.4 9784309207278

65 ちちしるべ = Way to be a Dad 川崎市男女共同参画センター
川崎市男女共同参画センター

(すくらむ21)
2018.3

66 社会主義的近代とイスラーム・ジェンダー・家族 帯谷 知可
京都大学東南アジア地域研究

研究所
2017-2018

67
なぜ女性は労働力として求められる場に"不在"なのか:
様々な面からの考察

笹川平和財団 笹川平和財団 2018.3

68
SDGsと環境教育 : 地球資源制約の視座と持続可能な開発
目標のための学び

佐藤 真久 学文社 2017.1 9784762027383

69 よくわかる生涯学習 香川 正弘 ミネルヴァ書房 2016.5 9784623076314
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70
世界初市民性教育の国家規模カリキュラム : 20世紀初期ア
メリカNEA社会科委員会報告書の事例から

渡部 竜也 春風社 2016.2 9784861104909

71
大学はコミュニティの知の拠点となれるか : 少子化・人口減
少時代の生涯学習

上杉 孝実 ミネルヴァ書房 2016.9 9784623077779

72 世界の生涯学習 : 現状と課題 新海 英行 大学教育出版 2016.1 9784864294034

73 学習社会学の構想 赤尾 勝己 晃洋書房 2017.4 9784771028609

74
「つながり」の社会教育・生涯学習 : 持続可能な社会を支え
る学び

手打 明敏 東洋館出版社 2017.3 9784491033495

75 想像力のスイッチを入れよう 下村 健一 講談社 2017.1 9784062870238

76
「教育」という過ち : 生きるため・働くための「学習する権利」
へ

田中 万年 批評社 2017.7 9784826506663

77
わたしは10歳、本を知らずに育ったの。 : アジアの子どもた
ちに届けられた27万冊の本

シャンティ国際ボランティア会 合同出版 2017.12 9784772613385

78 教師の歴史 : ヴィジュアル版 Raftery Deirdre 1962- 国書刊行会 2018.5 9784336062550

79
社会づくりとしての学び : 信頼を贈りあい、当事者性を復活
する運動

牧野 篤 東京大学出版会 2018.3 9784130513388

80
アフガニスタンの女子教育支援 : ノンフォーマル教育の視
点から : 第4回アフガニスタン復興支援国際シンポジウム

お茶の水女子大学グローバル協
力センター

お茶の水女子大学グローバル
協力センター

2012.11 9784990574116

81 特集アクティブラーニングはこれでいいのか 主体的学び研究所 主体的学び研究所 2016.5 9784798913650

82
人生で大切なことはすべて家庭科で学べる : ふくしまの男
性教員による授業

末松 孝治 文芸社 2014.11 9784286155197

83 諸外国の教育動向 文部科学省 [文部科学省] [2009]-

84
ワーク・ライフ・バランス推進マニュアル : どんな会社でも実
現できる理想的な働き方

学習院大学経済経営研究所 第一法規 2010.5 9784474025776

85 ワーク・ライフ・バランスと働き方改革 佐藤 博樹 勁草書房 2011.3 9784326653607

86 「元・リクルート最強の母」の仕事も家庭も100%の働き方 堂薗 稚子 KADOKAWA 2014.6 9784041107355

87
介護離職から社員を守る : ワーク・ライフ・バランスの新課
題

佐藤 博樹 労働調査会 2014.11 9784863193758

88
ほとんどの社員が17時に帰る売上10年連続右肩上がりの
会社

岩崎 裕美子 クロスメディア・パブリッシング 2016.1 9784844374169

89 近代家族のゆらぎと新しい家族のかたち 松信 ひろみ 八千代出版 2016.4 9784842916798

90 働くママのための定時に帰る仕事術 Stack Laura ヴィレッジブックス 2007.1 9784863329225

91
女子の働き方 : 男性社会を自由に歩く「自分中心」の仕事
術

永田 潤子 文響社 2017.4 9784905073918

92
絶対失敗しないワークスタイル変革 : 在宅勤務、フリーアド
レス、モバイルワーク…働きやすさと効率を両立させる

日経BP社 日経BP社 2016.1 9784822237974

93 働き方改革の経済学 : 少子高齢化社会の人事管理 八代 尚宏 日本評論社 2017.9 9784535558878

94 雇用社会の25の疑問 : 労働法再入門 大内 伸哉 弘文堂 2017.11 9784335357138

95
仕事と暮らし10年の変化 : 連合総研・勤労者短観でみる
2007～2016年

佐藤 厚 [連合総合生活開発研究所] 2017.11 9784906697342

96
アクセンチュア流生産性を高める「働き方改革」 : 自社のカ
ルチャーを変革し続けるリーダーシップ×フレームワーク

江川 昌史 日本実業出版社 2017.9 9784534055200

97 これからは、生き方が働き方になっていく 鈴木 絵里子 大和書房 2018.4 9784479796480

98
女性労働に関する基礎的研究 : 女性の働き方が示す日本
企業の現状と将来

脇坂 明 日本評論社 2018.8 9784535558885

99 ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査報告書 内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同参画局仕事と

生活の調和推進室
2014.5

100 父親の仕事と育児両立読本 : ワーク・ライフ・バランスガイド 厚生労働省 厚生労働省 2015.11-

＊No.18 の資料は、図書館で雑誌『JJNスペシャル』として所蔵しています。
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