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●ワークライフバランス、育児・介護

図書
番号

書　　　名 著　　者 発　　行 出版年

21 成果を上げて、定時に帰る方法 ― ONもOFFも大事にする人の新しい働き方 ファーガス・オコネル 日本能率協会マネジメントセンター 2007

22 ワークライフバランス 坂東眞理子・辰巳渚 朝日新聞出版 2008

23 ワークライフシナジー　生活と仕事の<相互作用>が変える企業社会 大沢真知子 岩波書店 2008

24 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 2008

25 新しい人事戦略　ワークライフバランス　考え方と導入法 小室淑恵 日本能率協会マネジメントセンター 2007

26 ワークライフバランス推進事例集　ゆとりとやりがいを生み出す１４社の取り組み 日本経団連出版 編 日本経団連出版 2008

27 ワーク・ライフ・バランス実践ハンドブック　～組織のイノベーションを起こす風土づくり～ 社会経済生産性本部 編 社会経済生産性本部　 2008

28 あなたが働き方をかえるべき48の理由　小室式ワークライフバランスの極意 小室淑恵 二見書房 2008

29 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 2009

30 こうして手にする仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） ― 取組みのヒントと企業事例 労働調査会出版局 編 全国労働基準関係団体連合会 2009

46 男たちのワークライフバランス ヒューマンルネッサンス研究所 編 幻冬舎ルネッサンス 2008

116 ワーク・ライフ・バランス　仕事と子育ての両立支援 佐藤博樹 ぎょうせい 2008

120 少子化克服への最終処方箋 島田晴雄、渥美由喜 ダイヤモンド社 2007

121 よくわかる子育て支援・家族援助論 大豆生田啓友・太田光洋・森上史朗 ミネルヴァ書房 2008

122 子育て支援の潮流と課題 汐見稔幸 ぎょうせい 2008

123 「家庭教育」の隘路 ― 子育てに強迫される母親たち 本田由紀 勁草書房 2008

137 迷走する両立支援 ― いま、こどもをもって働くということ 萩原久美子 太郎次郎社エディタス 2006



図書
番号

書　　　名 著　　者 発　　行 出版年

158 職場のワーク・ライフ・バランス 佐藤博樹・武石恵美子 日本経済新聞出版社 2010

159 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・武石恵美子 編 東京大学出版会 2014

160 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 編 勁草書房 2008

161 新しい人事労務管理　第４版 佐藤博樹・藤村博之・矢代充史 有斐閣アルマ 2011

162 人を活かす企業が伸びる ― 人事戦略としてのワークライフバランス 佐藤博樹・武石恵美子 勁草書房 2008

138 女性の就業と親子関係　母親たちの階層戦略 本田由紀 勁草書房 2004

31 わかりやすい育児・介護休業法 吉川照芳 経営書院 2006

32 均等法・母性保護・育児介護休業Ｑ＆Ａ 神田遵 労務行政 2008

33
妊娠から育児まで　安心してに日本で出産するために　（英・タイ・西・中・ポ・韓・ベ）
From Pregnanacy to Childcare   How to Prepare for Childcare in Japan

ＡＭＤＡ国際医療情報センター ＡＭＤＡ国際医療情報センター 2000

34 既婚女性の就業とネットワーク 安河内恵子 ミネルヴァ書房 2008

35 「産まない」時代の女たち　チャイルド・フリーという生き方 ジェーン・バートレット著、遠藤公美恵訳 とびら社 2004

36 40代初産をはじめた女性たち 新井容子 情報センター出版局 2006

37 働く女性が子どもを産むとき読む本　妊娠～休職～出産～復職まで、スケジュールと手続きが全部わかる！ 北條麻木 ロコモーションパブリッシング 2007

38 三訂保育所運営マニュアル　子育て環境の変化と保育所の子育て支援 網野武博・迫田圭子・杤尾勲 編　 中央法規出版 2007

39 保育白書2008 全国保育団体連絡会・保育研究所 編 ちいさいなかま社 2008

40 子育て支援　一時保育　特定保育　運営ヒント集　　一時保育ハンドブック 学習研究社 2006

41 共働き子育て入門 普光院亜紀 集英社 2003

42 働くママに効く心のビタミン 上田理恵子 日経ＢＰ社 2009

43 パパの極意　仕事も育児も楽しむ生き方 安藤哲也 日本放送出版協会 2008

44 男性の育児休業　社員のニーズ、会社のメリット 佐藤博樹・武石恵美子 中央公論新社 2004

45 経産省の山田課長補佐、ただいま育休中 山田正人 日本経済新聞社 2006

47 忙しいパパでもできる！子育て なんとかなるブック 石阪丈一 ナナ・コーポレート・コミュニケーション 2009

48 父子手帖 PartＩＩ　乳幼児　お父さんになったあなたへ 汐見稔幸・田中千穂子・土谷みち子 大月書店 1999



図書
番号

書　　　名 著　　者 発　　行 出版年

178 はじめての保育園：　保活から園生活まですべてがわかる 保育園を考える親の会 主婦と生活社 2014

179 小１の壁に勝つ 保育園を考える親の会 実務教育出版 2015

180 保育新制度　子供を守る自治体の責任 中山 徹、藤井伸生、田川英信、高橋光幸 自治体研究社 2014

181 早わかり　子ども・子育て支援新制度・現場はどう変わるのか 佐藤純子、今井豊彦 ぎょうせい 2015

182 子育てがプラスを生む「逆転」仕事術　産休・復帰・両立、すべてが不安なあなたへ 小室淑江 朝日新聞出版 2014

183 共働きファミリーの仕事と子育て両立バイブル 日経ＤＵＡＬ 日経ＢＰ社 2014

184 共働き子育てを成功させる５つの鉄則 普光院亜紀 集英社 2015

49 働くママとパパのためのはじめての小学校＆学童保育 保育園を考える親の会 編 学陽書房 2000

50 学童保育ハンドブック 全国学童保育連絡協議会 ぎょうせい 2006

51 働くママとパパのためのはじめての保育園　改訂版 保育園を考える親の会 編 主婦と生活社 2006

52
学童保育の実態と課題に関する調査研究　-放課後の子供の生活の場が安心して利用できるた
めに-

国民生活センター 編 国民生活センター 2008

144 わたしたちの海外子育て体験集 母子保健事業団 編 母子保健事業団 2006

124 ああ息子 西原理恵子 毎日新聞社 2005

125 ああ娘 西原理恵子 毎日新聞社 2006

126
-131

毎日かあさん１-６ 西原理恵子 毎日新聞社
2004
-2010

139
-143

おうちがいちばん１-５ 秋月りす 竹書房
2005
-2010

53 平成20年版介護白書　介護老人保健施設経営の現状と課題 全国老人保健施設協会 編 ＴＡＣ出版 2008

54 介護サービスの基礎知識 三浦文夫・竹内孝仁 編 自由国民社 2006

55 【図説】福祉・介護ハンドブック第２版 三菱総合研究所ヒューマン・ケア研究グループ 編 東洋経済新報社 2006

145 ライフ・レッスン エリザベス・キューブラー・ロス 角川文庫 2005

146 介護福祉のための心理学 下垣光・山下雅子 弘文堂 2007

147 統計データでみる高齢者医療 井藤英喜・大島伸一・鳥羽研二 文光堂 2009

148 絵で見てやれる 新しい家庭介護のすべて 西原修造 日本医療企画 2007

163 これならわかる〈スッキリ図解〉 介護保険 高野龍昭 翔泳社 2012



図書
番号

書　　　名 著　　者 発　　行 出版年

164 故郷の親が老いたとき　46の遠距離介護ストーリー 太田差惠子 中央法規出版 2007

165 親が70歳を過ぎたら読む本 村田裕之 ダイヤモンド社 2011

166 70歳すぎた親を支える72の方法 太田差惠子 かんき出版 2012

167 最強の老人介護 三好春樹 講談社 2008

168 老人介護　常識の誤り 三好春樹 新潮文庫 2006

169 目からウロコ！　間違いだらけの認知症ケア 三好春樹 主婦の友社 2008

170 完全図解　新しい認知症ケア　介護編 三好春樹 講談社 2012

171 親の入院・介護が必要になったときに読む本 豊田真弓 日本実業出版社 2010

172 あなたの親を支えるための介護準備ブック 小室淑恵 英治出版 2012

173 シングル介護 ― ひとりでがんばらない！50のQ&A おちとよこ 日本放送出版協会 2010

174 笑う介護。 松本ぷりっつ 成美堂出版 2007

175 ペコロスの母に会いに行く 岡野雄一 西日本新聞社 2012

176 上野千鶴子が聞く　小笠原先生、ひとりで家で死ねますか？ 上野千鶴子・小笠原文雄 朝日新聞出版社 2013

177 上野先生、勝手に死なれちゃ困ります ― 僕らの介護不安に答えてください 上野千鶴子・古市憲寿 光文社新書 2011

185 よくわかる認知症の教科書 長谷川和夫 朝日新聞出版 2013

186 大逆転の痴呆ケア 和田行男、　宮崎和加子 中央法規出版 2003

187 最強の介護職、最幸の介護術―“燃える闘魂”介護士が教える大介護時代のケアのあり方 山口晃弘 ワニブックス 2014

188 49歳未経験　すっとこ介護はじめました！ 八万介助 小学館 2014

189 マンガ おひとりさまの遠距離介護けもの道: ハハとムスメのバトルあるある たけしまさよ メディカ出版 2014

190 介護離職から社員を守る 佐藤博樹、矢島洋子 労働調査会 2014

191 ダイバーシティマネジメントの実践　豊富な事例で学ぶ、多様な雇用の実際 東京都社会保険労務士会（編集） 労働新聞社 2015

193 70歳をすぎた親が元気なうちに読んでおく本 永峰英太郎 アスペクト 2015

194 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 太田差惠子 翔泳社 2015

195 離れて暮らす親のもしもに備える本 窪田 剛 クロスメディア・パブリッシング 2015



図書
番号

書　　　名 著　　者 発　　行 出版年

196 鳥居りんこの親の介護は知らなきゃバカみることだらけ 鳥居りんこ ダイヤモンド・ビッグ社 2015

197 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 2015

198 これから始める仕事と介護の両立支援 労務行政研究所 労務行政 2015

●男女共同参画、ダイバーシティー、ジェンダー

1 男女共同参画社会をつくる 大沢真理 日本放送出版協会 2002

2 どこまで進んだ男女共同参画 日本学術会議事務局 編　（黒川清 他） 日本学術協力財団 2006

109 男女共同参画社会へ 坂東眞理子 勁草書房 2004

110 男女共同参画白書　平成２１年版 内閣府 編 佐伯印刷株式会社 2009

4 男女共同参画社会を超えて ― 男女平等・ダイバーシティが受容、尊重される社会の確立に向けて 篠原收 新水社 2008

5 男女共同参画のために ― 政策提言 辻村みよ子・河上正二・水野紀子 編 東北大学出版会 2008

6 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　編 ナカニシヤ出版 2007

7 男女共生社会の大学　文科省セクハラ規程から大学評価へ 秦澄美枝 社会評論社 2007

8 男女同権は女性を幸福にしない　「女女格差」「少子化」を助長しているのは誰か 山下悦子 ＰＨＰ研究所 2009

13 ダイバシティ・マネジメント　多様性をいかす組織 谷口真美 白桃書房 2005

14 ダイバーシティ・マネジメントの観点からみた企業におけるジェンダー 杉田あけみ 学文社 2006

15 ダイバーシティ・マネジメントの研究　―在米日系企業と在日米国記号の実態調査を通して― 有村貞則 文眞堂 2007

16 個を活かすダイバーシティ戦略 マーサージャパン　with C-Suite Club ファーストプレス 2008

17 実践ダイバーシティマネジメント　何をめざし、何をすべきか リクルート ＨＣソリューショングループ 英治出版 2008

18 異質な人材を活かせ　ダイバーシティの潮流と現実 （早稲田ビジネススクール・レビュー） 日経BP企画 日経ＢＰ出版センター 2009

9 フェミニズムの困難　どういう社会が平等な社会か 吉澤夏子 勁草書房 1993

108 女を幸せにしない「男女共同参画社会」 山下悦子 洋泉社 2006

111 ジェンダーと教育 天野正子 他 岩波書店 2009

112 ジェンダーを科学する　男女共同参画社会を実現するために 松本伊瑳子・金井篤子 編 ナカニシヤ出版 2004

113 性差の科学 坂東昌子・功刀由紀子 ドメス出版 1997



図書
番号

書　　　名 著　　者 発　　行 出版年

114 女性を弄ぶ博物学 ロンダ・シービンガー 工作舎 1996

115 女性とジェンダーの心理学ハンドブック Ｒ．Ｋ．アンガー 北大路書房 2004

11 ジェンダー白書２　女性と労働 北九州市立男女共同参画センター“ムーブ” 編 明石書店 2004

118 労働とジェンダーの法律学 浅倉むつ子 有斐閣 2000

119 労働法とジェンダー 浅倉むつ子 勁草書房 2004

64 会社でチャンスをつかむ人が実行している本当のルール 福沢恵子・勝間和代 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2007

135 雇用システムと女性のキャリア　 武石恵美子 勁草書房 2008

136 女性のキャリアデザイン-働き方・生き方の選択 青島祐子 学文社 2007

●研究キャリア・女性研究者・裾野拡大

56 理系白書　この国を静かに支える人たち 毎日新聞科学環境部 講談社 2003

57 「理系」という生き方　理系白書２ 毎日新聞科学環境部 講談社 2007

58 迫るアジア　どうする日本の研究者　理系白書３　 毎日新聞科学環境部 講談社 2009

59 キャリアデザイン入門 [Ⅰ]　基礎力編　 大久保幸夫 日本経済新聞出版社 2006

60 キャリアデザイン入門 [Ⅱ]　専門力編　 大久保幸夫 日本経済新聞出版社 2006

61 高学歴ワーキングプア  「フリーター生産工場」としての大学院 水月昭道 光文社 2007

62 科学者たちの奇妙な日常 松下祥子 日本経済新聞出版社 2008

63 理系のための人生設計ガイド　経済的自立から教授選、会社設立まで 坪田一男 講談社 2008

65 研究者という職業 林周二 東京図書 2004

66 世界級キャリアのつくり方 黒川清・石倉洋子 東洋経済新報社 2006

67 検証　なぜ日本の科学者は報われないのか サミュエル・コールマン著　岩舘葉子訳 総合出版 2002

132 研究室マネジメント入門　－人・資金・安全・知財・倫理－ 日本化学会 編 丸善株式会社 2009

19 日本の大学教授市場 山野井敦徳 玉川大学出版部 2007

20 大学院改革の社会学　工学系の教育機能を検証する 濱中淳子 東洋館出版社 2009

68 博士号とる？とらない？徹底大検証！　あなたが選ぶバイオ研究人生 白楽ロックビル 羊土社 2000



図書
番号

書　　　名 著　　者 発　　行 出版年

69 学生・院生のための研究ハンドブック 田代菊雄編著 大学教育出版 1992

70 理工系学生のためのキャリアガイド　職業選びに失敗しないために 米国科学アカデミー他編　小川正賢訳 化学同人 2002

71 スタディスキルズ　卒研・卒論から博士論文まで、研究生活サバイバルガイド 伊藤俊洋監訳 丸善 2005

72 アット・ザ・ヘルム　自分のラボをもつ日のために キャシー・バーカー　浜口道成監訳 メディカル・サイエンス・インターナショナル 2004

73 ラボ・ダイナミクス　理系人間のためのコミュニケーションスキル
カール M. コーエン ・スザンヌ L. コーエン
浜口道成監訳

メディカル・サイエンス・インターナショナル 2007

74 キュリアス・マインド　僕らが科学者になったわけ ジョン・ブロックマン編　ふなとよし子訳 幻冬舎 2008

87 こちら若手国際研究拠点　世界２７の国・地域からやって来た研究者たちの奮闘記 物質・材料研究機構 日経ＢＰ企画 2008

88 研究資金獲得法　-研究者・技術者・ベンチャー起業家へ- 塩満典子・室伏きみ子 丸善 2008

89 切磋琢磨するアメリカの科学者たち　米国アカデミアと競争的資金の申請・審査の全貌 菅裕明 共立出版 2004

75 女性研究者のキャリア形成　-研究環境調査のジェンダー分析から- 原ひろ子 編 勁草書房 1999

76 理系の女の生き方ガイド 宇野賀津子・坂東昌子 講談社 2000

77 光できらめく理系女性たち　-理想のワークライフバランスを目指して- 小舘香椎子監修 オプトロニクス社 2007

78 お母さん、ノーベル賞をもらう
シャロン・バーチュ・マグレイン著
中村桂子監訳

工作舎 1996

79 猿橋勝子　女性として科学者として 猿橋勝子 日本図書センター 1999

80 ２０世紀の女性科学者たち
ルイス・ハーバー著
石館三枝子・中野恭子訳

晶文社 1989

81 女性研究者の可能性をさぐる
JAICOWS（女性科学研究者の環境改善に
関する懇談会）編

ドメス出版 1996

82 翔く　-女性研究者の能力発揮- 都河明子 ドメス出版 2004

83 科学する心　日本の女性科学者たち 岩男壽美子・原ひろ子 編 日刊工業新聞社 2007

98 素敵にサイエンス　研究者編　かがやき続ける女性キャリアを目指して 鳥養映子・横山広美 編 近代科学社 2008

99 素敵にサイエンス　企業編　かがやき続ける女性キャリアを目指して 中村立子 編 近代科学社 2008

100 科学を選んだ女性たち　面白そうでワクワク、探究心ウキウキ W.A.スピンクス・松本和子監修 オーム社 2009

84 時代を開く女性リーダー　―行政・大学・企業・団体での人材育成支援 国立女性教育会館・有馬真喜子・原ひろ子 明石書店 2008

85 科学史から消された女性たち
ロンダ・シービンガー著、
小川眞里子・藤岡伸子・家田貴子 訳

工作舎 1992

86 女性の人材開発 川喜多喬編、　小池和男監修 ナカニシヤ出版 2006



図書
番号

書　　　名 著　　者 発　　行 出版年

10 科学技術とジェンダー　ＥＵの女性科学技術者政策
ヘルガ・リュプザーメン＝ヴァイクマン 他、
小川眞里子・飯島亜衣 訳

明石書店 2004

12 大学教育とジェンダー　ジェンダーはアメリカの大学をどう変革したか ホーン川嶋瑤子 東新堂 2004

3 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 編 明石書店 2008

117 女性と学問と生活　婦人研究者のライフサイクル 坂東昌子・野口美智子・新山陽子 勁草書房 1981

133 女性技術者と男女共同参画社会　活き活き働きキャリアアップしよう 佐野夕美子 明石書店 2004

134 女性と科学技術 科学技術社会論学会 編 玉川大学出版部 2009

90 女性のキャリア開発とメンタリング　-行政組織を事例にして- 合谷美江著、斎藤毅憲・ＩＳＳ研究会監修 文眞堂 1998

91 メンタリング 会社の中の発達支援関係 キャシー・クラム著、渡辺直登・伊藤知子訳 白桃書房 2003

92 メンタリング入門 渡辺三枝子・平田史昭 日本経済新聞出版社 2006

93 キャンパスのカウンセリング　-相談事例から見た現代の青年期心性と壮年期心性- 鳥山平三 風間書房 2006

94 キャンパスセクシュアル・ハラスメント対応ガイド　あなたにできること あなたがすべきこと 沼崎一郎 嵯峨野書院 2005

95 １３のケースから学ぶ　職場でのセクシュアルハラスメント問題解決事例集 ２１世紀職業財団 ２１世紀職業財団 2007

96 セクシュアル・ハラスメント防止研修プログラム 東京都労働経済局労政部労働組合課
東京都政策報道室
都民の声部情報公開課

1999

97 職場のセクシュアルハラスメント防止のために　相談対応マニュアル ２１世紀職業財団 ２１世紀職業財団 2007

101 理系に行こう！　―女子中高生のための理系案内― 都河明子 九天社 2006

102 スーパーサイエンスハイスクール講義 堀越正美 培風館 2009

103 理系志望のための高校生活ガイド 鍵本聡 講談社 2000

104 家族で楽しむおもしろ科学実験　キッチンで作って・食べて・科学する 尾嶋好美 ソフトバンク　クリエイティブ 2008

105 よくわかる、おもしろ理科実験　身近な現象の探求から環境問題へのアプローチまで 川村康文 オーム社 2009

106
-107

おもしろ理科実験集　１・２
工学院大学企画部監修
（後藤道夫・盛口襄・米村傳治郎作）

シー エム シー出版 1996

192 娘に「リケジョになりたい！」といわれたら 秋田直美 ダイヤモンド社 2014



●女性研究者ロールモデル集　（大学・研究機関・学会）

No. 書　　　名 発行

R1 科学者ってどんな女性？ 北海道大学

R2 岩手大学で活躍する女性研究者　20人の女性研究者たちが歩んできたストーリー　他 岩手大学

R3 研究者の横顔　他 東京工業大学

R4 東北大学女性研究者ファイル　 東北大学

R5 Woman of YAMAGATA 山形大学

R6 「持続可能な女性研究者支援、筑波大スタイル」筑波大学ロールモデル集 筑波大学

R7 千葉大学女性研究者ロールモデル 千葉大学

R8 若手研究者キャリアデザイン　ガイドブック 東京医科歯科大学

R29 未来を拓く　首都大学東京の女性研究者たち 首都大学東京

R9 輝くSophia女性研究者 上智大学

R10 日本大学のキャリアウェイモデルたち 日本大学

R11 花ひらく未来へ　理系女子のためのキャリア発見BOOK 東海大学

R12 TCU ROLE MODEL 東京都市大学　女性研究者紹介 東京都市大学

R13 岐阜大学女性研究者ロールモデル集 -輝く先輩からのメッセージ- 岐阜大学

R14 静岡大学理系女性研究者たち ロールモデル集 静岡大学

R15 理系に生きる女性たち！ROLE　MODEL　BOOK 名古屋大学

R37 COURAGE　挑戦する女性研究者たち　 名古屋市立大学

R16 三重の輝く理系女性集 ～事業連携を通じて広がったネットワーク～ 三重大学

R17 研究者になる！ 京都大学

R18 元気！活き行き　大阪府立大学ロールモデル集 大阪府立大学

R19 理系・女性・研究者　My　STUDY　 My　STYLE 神戸大学

R20 理系研究者　ロールモデル集 奈良先端科学技術大学院大学

R21 徳島大学女性研究者ロールモデル集 徳島大学



No. 書　　　名 発行

R22 女性研究者・卒業生ロールモデル集（工学部・農学部） 香川大学

R23 素顔の愛媛大学女性研究者 愛媛大学

R24 科学の未来は女性が築く 九州大学

R25 研究者への道　佐賀大学研究者／ロールモデルBOOK 佐賀大学

R26 長崎大学　女性研究者　ロールモデル 長崎大学

R27 熊本大学女性研究者ロールモデル 熊本大学

R28 大分大学の輝く女性研究者 他 大分大学

R30 理系女性のきらめく未来 科学技術振興機構

R31 先輩研究者からのメッセージ Vols.1-4 （独）産業技術総合研究所

R32 元気な農と食を支える、女性研究者たち （独）農業・食品産業技術総合研究機構

R33 環境環境女性研究者ロールモデル集　求めます、あなたの視点 (独)農業環境技術研究所

R34 応用物理分野のキャリアデザイン 応用物理学会

R35 先輩からのメッセージ　-仕事と私事- 高分子学会

R36 理系女性のキャリア軌跡 ～私のロールモデルを探して～ 日本女性技術者フォーラム

男女共同参画部門　内線: 7617　   Email: mandw@jim.titech.ac.jp

2020.4


