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1
働く人のための探偵 : 米産業医学の祖女性医師アリス・ハミ
ルトンを知っていますか?

McPherson Stephanie Sammartino 産業医学振興財団 2015 9784915947568

2 医者のひみつ 日経メディカルCadetto 日経BP社 2015 9784822200121 *

3 魔女・産婆・看護婦 : 女性医療家の歴史 Ehrenreich Barbara 法政大学出版局 2015 9784588352317 *

4 ルポ看護の質 : 患者の命は守られるのか 小林 美希 岩波書店 2016 9784004316145 *

5 死すべき定め : 死にゆく人に何ができるか Gawande Atul. みすず書房 2016 9784622079828

6 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 9784434223969

7 看護婦の歴史 : 寄り添う専門職の誕生 山下 麻衣 吉川弘文館 2017 9784642038638

8 産み育てと助産の歴史 : 近代化の200年をふり返る 白井 千晶 医学書院 2016 9784260024822

9 看護の基本となるもの Henderson Virginia 日本看護協会出版会 2016 9784818019966 *

10 医者のたまご、世界を転がる。 中島 侑子 ポプラ社 2016 9784591150184 *

11 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 9784260019125 *

12 看護の国際協力 : 46年の記録 国際看護交流協会 国際看護交流協会 2017

13 自分で決める、自分で選ぶ : これからのキャリアデザイン 岡田 康子 東峰書房 2016 9784885921759

14
大学生のキャリアとジェンダー : 大学生調査にみるキャリア
支援への示唆

谷田川 ルミ 学文社 2016 9784762025938

15 キャリア論研究 柏木 仁 文眞堂 2016 9784830948992

16 女性のキャリアアップ38の嘘 Miller Jane すばる舎 2016 9784799105009

17 ハイスペック女子の憂鬱 矢島 新子 洋泉社 2017 9784800311641

18 キャリアカウンセリング実践 : 24の相談事例から学ぶ 渡辺 三枝子 ナカニシヤ出版 2016 9784779510922

19 キャリアのみかた : 図で見る110のポイント 阿部 正浩 有斐閣 2014 9784641164383

20 ライフデザインと希望 佐藤 香 勁草書房 2017 9784326648849

21 教育とキャリア 石田 浩 勁草書房 2017 9784326648825

22 「個人化」される若者のキャリア 労働政策研究・研修機構 労働政策研究・研修機構 2017 9784538520032

23
若者のキャリア形成 : スキルの獲得から就業力の向上、アントレ
プレナーシップの育成へ : OECDスキル・アウトルック2015年版

Organisation for Economic Co-
operation and Development

明石書店 2017 9784750345154

24
キャリアなどに興味はない。それなりに稼げて、ストレスフ
リーなら、それがいいのだ!

DJあおい ワニブックス 2017 9784847095740

25
永遠のピアノ : 毛沢東の収容所からバッハの演奏家へある
女性の壮絶な運命

Zhu Xiao-Mei 芸術新聞社 2015 9784875863939

26 女形の美学 : たおやめぶりの戦略 山本 吉之助 アルファベータブックス 2015 9784865980028

27 最後の恋 : 芸術家たちの晩年を彩る光と影 Grieser Dietmar 1934- 北樹出版 2015 9784779304651

28 データでみるスポーツとジェンダー 日本スポーツとジェンダー学会 八千代出版 2016 9784842916859

29 バレリーナ踊り続ける理由 吉田 都 河出書房新社 2016 9784309277691

30 泣かないで、沙保里 : 負けても克つ子の育て方 吉田 幸代 小学館 2017 9784093885348

31 女子競輪物語 : 青春をバンクにかけて 原田 節子 文芸社 2017 9784286143613

32
破壊しに、と彼女たちは言う : 柔らかに境界を横断する女性アー
ティストたち = D?truire, disent-elles = Destroy, they say : women
artists subtly traversing boundaries

長谷川 祐子 東京藝術大学出版会 2017 9784904049518

33 西洋美術:作家・表象・研究-ジェンダー論の視座から 鈴木 杜幾子 ブリュッケ 2017 9784434234453

34
スポーツからハラスメントを無くそう! : stop暴力セクハラ : トップア
スリート等の相談受付窓口 : 暴力指導にお困りの方はご相談下さ
い

日本スポーツ振興センター第三者相
談・調査委員会

日本スポーツ振興センター第
三者相談・調査委員会

2015
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35 八法亭みややっこの日本を変える憲法噺 飯田 美弥子 花伝社 2016 9784763407764

36
1945年のクリスマス : 日本国憲法に「男女平等」を書いた女
性の自伝

Gordon Beate Sirota 1923- 朝日新聞出版 2016 9784022618573

37 概説ジェンダーと法 : 人権論の視点から学ぶ 辻村 みよ子 信山社 2016 9784797286199

38 目で見る憲法 初宿 正典 有斐閣 2011 9784641131040

39 みつけて人権 人権教育啓発推進センター 人権教育啓発推進センター 2016

40
ヘイト・スピーチ規制の憲法学的考察 : 表現の自由のジレン
マ

桧垣 伸次 法律文化社 2017 9784589038227

41 人権入門 : 憲法/人権/マイノリティ 横藤田 誠 法律文化社 2017 9784589038258

42 女性・人権・生きること : 過去を知り未来をひらく 天童 睦子 学文社 2017 9784762027123

43 いちばん身近な憲法・人権の話 池上 彰 学研プラス 2017 9784055012294

44
まんが 女子の集まる憲法おしゃべりカフェ : この一冊でわか
る憲法の問題

百地 章 明成社 2015 9784905410355

45
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 9784799310687

46 地震と独身 酒井 順子 新潮社 2014 9784103985082

47
助産師が行う災害時支援マニュアル : すべての妊産婦と母
子および女性の安全のために

日本助産師会災害対策委員会 日本助産師会出版 2017 9784905023241

48
災害時における女性のニーズ調査 : なぜ防災・災害復興対
策に女性の視点が必要か

イコールネット仙台 イコールネット仙台 2009

49
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

50
現場に学ぶ、女性と多様なニーズに配慮した災害支援事例集 :
災害支援にジェンダーの視点を! : こんな支援が欲しかった!

東日本大震災女性支援ネットワーク
東日本大震災女性支援ネット

ワーク
2012

51 復興に女性たちの声を : 「3・11」とジェンダー 村田 晶子 早稲田大学出版部 2012 9784657123169

52
災害におけるジェンダー課題 : その対策・対応を考える研修
の手引き : イラスト教材

東日本大震災女性支援ネットワーク
東日本大震災女性支援ネット

ワーク
2013

53 防災力強化のためのトレーニング計画
男女共同参画と災害・復興ネット

ワーク
男女共同参画と災害・復興

ネットワーク
2015

54
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

55 仕事の人類学 : 労働中心主義の向こうへ 中谷 文美 世界思想社 2016 9784790716754

56 働くことの哲学 Svendsen Lars Fr. H. 1970- 紀伊國屋書店 2016 9784314011365

57
同一労働同一賃金の衝撃 : 「働き方改革」のカギを握る新
ルール

山田 久 日本経済新聞出版社 2017 9784532321291

58 AI時代の働き方と法 : 2035年の労働法を考える 大内 伸哉 弘文堂 2017 9784335356872

59 歴史のなかの大卒労働市場 : 就職・採用の経済社会学 福井 康貴 勁草書房 2016 9784326602902

60 お仕事のコツ事典 : 明日、会社に行くのが楽しみになる 文響社編集部 文響社 2016 9784905073543

61 女子の給料&職業図鑑 給料BANK 宝島社 2017 9784800264374

62 仕事と就活の教養講座 : 生きのびるための働き方 細谷 実 白澤社 2016 9784768479612

63 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 9784905073918

64
女性と労働 : 貧困を克服し男女ともに人間らしく豊かに生活
するために

日本弁護士連合会第58回人権擁護
大会シンポジウム第1分科会実行委

員会
旬報社 2017 9784845114771

65 同性愛をめぐる歴史と法 : 尊厳としてのセクシュアリティ 三成 美保 明石書店 2015 9784750342399

66
ヒューマン・セクシュアリティ論ノート : 看護・保育・教職課程
のために

益田 早苗 大空社 2015 9784283013193

67 自分らしく生きる : 性別違和を乗り越えて 清水 展人 インスパイア 2016 9784434228650
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68
みんなが自分らしく性の多様性を考える : 性的指向・性自
認・性別表現

人権教育啓発推進センター 人権教育啓発推進センター 2017

69
国際セクシュアリティ教育ガイダンス : 教育・福祉・医療・保
健現場で活かすために

Unesco 明石書店 2017 9784750344751

70
性のあり方の多様性 : 一人ひとりのセクシュアリティが大切
にされる社会を目指して

二宮 周平 日本評論社 2017 9784535522237

71 相談の力 : 男女共同参画社会と相談員の仕事 須藤 八千代 明石書店 2016 9784750342993

72 特集男女共同参画（理想:695号） 理想社 2015 9784650006957

73 未来をひらく男女共同参画 : ジェンダーの視点から 西岡 正子 ミネルヴァ書房 2016 9784623075645

74 はじめてのジェンダーと開発 : 現場の実体験から 田中 由美子 新水社 2017 9784883851904

75
育児は仕事の役に立つ : 「ワンオペ育児」から「チーム育児」
へ

浜屋 祐子 光文社 2017 9784334039776

76 データでみる女性活躍社会 孫 奈美 汐文社 2017 9784811323374

77 働き方の男女不平等 理論と実証分析 山口 一男 日本経済新聞出版社 2017 9784532134716

78 ダイバーシティ・マネジメント入門 : 経営戦略としての多様性 尾崎 俊哉 ナカニシヤ出版 2017 9784779511509

79
女性活躍の推進 : 資生堂が実践するダイバーシティー経営
と働き方改革

山極清子 経団連出版 2016 9784818516045

80 ダイバーシティ(多様性)社会の構築 : 総合調査報告書
国立国会図書館調査及び立法考査

局
国立国会図書館 2017 9784875827955

81
別れる?それともやり直す?カップル関係に悩む女性のため
のガイド : うまくいかない関係に潜む「支配の罠」を見抜く

Bancroft Lundy 明石書店 2016 9784750343211

82
女ごころの発達臨床心理学 : オトコは知らない、オンナは気
づかない人間関係のホンネを探る女性学

長尾 博 福村出版 2016 9784571240591

83
「ハイブリッドな親子」の社会学 : 血縁・家族へのこだわりを
解きほぐす

野辺 陽子 青弓社 2016 9784787234070

84 老後ひとりぼっち 松原 惇子 SBクリエイティブ 2016 9784797388206

85 社会的ネットワークと幸福感 : 計量社会学でみる人間関係 原田 謙 勁草書房 2017 9784326602957

86 現代若者の幸福 : 不安感社会を生きる 藤村 正之 恒星社厚生閣 2016 9784769915775

87 母娘問題 : オトナの親子 おぐら なおみ 中央公論新社 2017 9784120049385

88 友達以上、不倫未満 秋山 謙一郎 朝日新聞出版 2017 9784022737120

89 入門家族社会学 永田 夏来 新泉社 2017 9784787717047

90 女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原 理恵子 KADOKAWA 2017 9784041049785

91 ワークライフバランス : 今日から変われる入門講座 坂東 真理子 朝日新聞出版 2008 9784022732354

92 仕事と介護両立ハンドブック : コア社員の退職を防ぐ 新田 香織
日本生産性本部生産性労働

情報センター
2013 9784883724680

93 ワーク・ライフ・バランスとケアの倫理 : イクボスの研究 谷 俊子 静岡新聞社 2015 9784783899112

94
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 9784844374169

95 「仕事」も「育児」も大切なパパに贈る本 小林 聖司 文芸社 2017 9784286179780

96
サキドリ : じぶん時間ゼロ、ダメ主婦、ダメ社員だった私が人
生を取り戻した小さな習慣

田内 しょうこ 草思社 2016 9784794221797

97 ビジネスマンが家族を守るとき 佐々木 常夫 WAVE出版 2016 9784872907902

98 働くお母さんの楽しみ方 : 仕事、子育て、そして家事。 西郷 美穂子 朝日新聞出版 2016 9784023330832

99 学校や会社では教えてくれない幸せな女性の選択 さいとう あや
幻冬舎メディアコンサルティン

グ
2016 9784344910324

100
仕事も恋愛もキレイもすべてを手に入れる女性のワーク
ルールズ50 : 年収1000万円以上のNYキャリアが教える

Stanny Barbara
ディスカヴァー・トゥエンティワ

ン
2016 9784799318751

※No.2,3,4,9,10,11　の図書は附属図書館でも所蔵しています。

（No.10 は旧版を、No.11 は雑誌として所蔵しています）
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