
書籍一覧

書名 著者 出版社

仕事も家事も育児もうまくいく! 「働くパパ」の時間術 栗田 正行 日本実業出版社

あなたの親を支えるための介護準備ブック
小室 淑恵、㈱ワーク・ラ
イフバランス

英治出版

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 淑恵 朝日新聞出版

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

忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス 明橋 大二、太田知子 1万年堂出版

働くママの仕事と育児―私は両立!保育園探し＆育休明けの働き方から再就職まで たまごクラブほか ベネッセコーポレーション

新しいパパの教科書 ファザーリングジャパン 学研マーケティング

新しいパパの働き方 ファザーリングジャパン 学研マーケティング

パパのトリセツ おおたとしまさ ディスカヴァー･トゥエンティワン

イクメンで行こう！‐育児も仕事も充実させる生き方 渥美由喜 日本経済新聞出版社

子育てハッピーアドバイス 明橋大二 1万年堂出版

子育てハッピーアドバイス２ 明橋大二ほか 1万年堂出版

子育てハッピーアドバイス３ 明橋大二ほか 1万年堂出版

パパ１年生 安藤哲也ほか かんき出版

父親になる、父親をする‐家族心理学の視点から 柏木惠子 岩波書店

男性の育児休業―社員のニーズ、会社のメリット 佐藤博樹ほか 中央公論新社

仕事と両立させるための親の介護Q＆A ミズ総合企画, 望月幸代 ミネルヴァ書房

70歳すぎた親をささえる72の方法 太田差惠子 かんき出版

親が70歳を過ぎたら読む本 村田裕之 ダイヤモンド社

介護を元気にする本 秋定啓文 彩流社

もう限界！！介護で仕事を辞めないために読む本 高室成幸 自由国民社

介護で仕事を辞めないために
親が元気なうちからやるべきこと５２

グル-プ・けあ＆けあ２１ 創元社（大阪）

介護がラクになる「たったひとつ」の方法 小山敬子 サンマーク出版

老人介護の安心百科最新改訂版 主婦と生活社, 柴田博 主婦と生活社

親の介護が必要になったときにやるべきこと 中村寿美子 PHP研究所

働くママに効く心のビタミン 上田理恵子 日経BP社

だれも教えてくれなかったほんとうは楽しい仕事＆子育て両立ガイド 小栗ショウコ, 田中聖華 ディスカヴァー･トゥエンティワン

HAPPY・育児生活ガイドBOOK ひよこクラブ編集部 ベネッセコーポレーション

“キャリア育児”のすすめ 古川絵里 文芸社

幸せ子育てのコツ 大豆生田啓友 赤ちゃんとママ社

ありのまま子育てやわらか母さんでいるために 井桁容子 赤ちゃんとママ社

幸せなワーキングマザーになる方法
キャシー・Ｌ．グリーンバーグ, 
バレット・Ｓ．アヴィグドル

NTT出版

「働くママ」の時間術仕事も子育ても自分もうまくいく！ 馬場じむこ 日本実業出版社

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

共働きファミリーの仕事と子育て両立バイブル 日経DUAL編集部 日経BP社 , 日経BPマーケティン

親が倒れた! 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

ワンオペ育児わかってほしい休めない日常 藤田結子 毎日新聞出版

育児は仕事の役に立つ「ワンオペ育児」から「チーム育児」へ (光文社新書) 浜谷祐子ほか 光文社

育児・介護

☆

☆

☆:印は新着図書



書名 著者 出版社

新訂・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, 矢島 洋子 労働調査会

もし明日、親が倒れても仕事を辞めずにすむ方法 川内 潤 ポプラ社

仕事と介護の両立をサポート! 介護に直面した従業員に人事労務担当者ができる
アドバイス

和氣 美枝 第一法規株式会社

育児・介護

キャリア

書名 著者 出版社

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 近代科学社

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 近代科学社

科学する心：日本の女性科学者たち 岩男 壽美子、原ひろ子 日刊工業新聞社

光できらめく理系女性たち：理系のワークライフバランスを目指して 小舘 香椎子 オプトロニクス社

しなやかにプロフェッショナル：科学者・技術者をめざすあなたへ
日本女性技術者
フォーラム調査部会

新水社

女子学生のためのキャリア・デザイン 宇田 美江 中央経済社

女性研究者とワークライフバランス: キャリアを積むこと、家族をもつこと 仲 真紀子ほか 新曜社

科学者たちの奇妙な日常 松下祥子 日本経済新聞出版社

科学者という仕事：独創性はどのように生まれるか 酒井邦嘉 中央公論新社

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

理系のための研究生活ガイド―テーマの選び方から留学の手続きまで 坪田一男 講談社

企業の研究者をめざす皆さんへ:Research That Matters 丸山宏 近代科学社

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. コーエンほか
メディカルサイエンスインタ-ナショナ
ル

理系の女の生き方ガイド‐女性研究者に学ぶ自己実現法 宇野賀津子ほか 講談社

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

科学者として生き残る方法 フェデリコ・ロージほか 日経BP社

研究者という職業 林周二 東京図書

大学教員準備講座 夏目達也ほか 玉川大学出版部

一流の研究者に求められる資質 志村史夫 牧野出版

科学者の卵たちに贈る言葉――江上不二夫が伝えたかったこと 笠井献一 岩波書店

博士号のとり方学生と指導教官のための実践ハンドブック
エステール・M・フィ
リップスほか

出版サポート大樹舎

世界を変えた50人の女性科学者たち レイチェル･イグノトフスキー 創元社

世界を変えた100人の女の子の物語
エレナ･ファヴィッリ , フラン
チェスカ･カヴァッロ 河出書房新社

書名 著者 出版社

科研費獲得の方法とコツ改訂第3版〜実例とポイントでわかる
申請書の書き方と応募戦略

児島将康 羊土社

伝わるデザインの基本よい資料を作るためのレイアウトのルール 高橋佑磨ほか 技術評論社

学生・研究者のための使える!PowerPointスライドデザイン
伝わるプレゼン1つの原理と3つの技術

宮野公樹 化学同人

学生・研究者のための伝わる! 学会ポスターのデザイン術 宮野公樹 化学同人

これから学会発表する若者のために -ポスターと口頭のプレゼン技術 酒井聡樹 共立出版

これから論文を書く若者のために大改訂増補版 酒井聡樹 共立出版

研究力向上

☆
☆
☆

☆
☆



書名 著者 出版社

国際学会English―挨拶・口演・発表・質問・座長進行 C.S.ラングハム 医歯薬出版

国際論文English査読・執筆ハンドブック C.S.ラングハム 医歯薬出版

国際学会Englishスピーキング・エクササイズ口演・発表・応答 C.S.ラングハム 医歯薬出版

国際学会Englishポスター発表 C.S.ラングハム 医歯薬出版

アカデミックライティング入門―英語論文作成法 吉田友子 慶應義塾大学出版会

理科系のための入門英語プレゼンテーション 廣岡慶彦 朝倉書店

理科系のための実戦英語プレゼンテーション 廣岡慶彦 朝倉書店

英語科学論文の書き方と国際会議でのプレゼン 廣岡慶彦 研究社

デジタル時代の基礎知識『PR思考』人やメディアが「伝えたくなる」
新しいルール(MareZine Books)

根本陽平・伊澤佑美 翔泳社

理科系のための入門英語プレゼンテーション 廣岡慶彦 朝倉書店

研究力向上

ジェンダー・フェミニズム

書名 著者 出版社

男の育児・女の育児：家族社会学からのアプローチ 大和礼子ほか 昭和堂

変革の鍵としてのジェンダー:歴史・政策・運動
落合恵美子 (著),
橘木 俊詔 (著)

ミネルヴァ書房

結婚と家族のこれから共働き社会の限界 筒井淳也 光文社

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

「若者の性」白書-第7回青少年の性行動全国調査報告
日本児童教育振興財団
内日本性教育協会

小学館

ジェンダーで学ぶ社会学 伊藤公雄・牟田和恵 世界思想社

NATIONAL GEOGRAPHIC (ナショナルジオグラフィック) 
日本版 2017年 1月号「ジェンダー革命」

日経ナショナルジオグラフィック

女性のデータブック―性・からだから政治参加まで 井上輝子・江原由美子 有斐閣

ジェンダーとセクシュアリティ―現代社会に育つまなざし 大越愛子・倉橋幸平 昭和堂

男性の非暴力宣言――ホワイトリボン・キャンペーン
多賀太・伊藤公雄
・安藤哲也

岩波書房

男がつらいよ絶望の時代の希望の男性学 田中俊之 KADOKAWA

戦争は女の顔をしていない
スヴェトラーナ
・アレクシエーヴィチ

岩波書房

働く女子の運命 濱口圭一郎 岩波書房

WOMEN EMPOWERMENT 100 ベッツィ・トイチュ 英治出版

クローゼットの認識論―セクシュアリティの20世紀 セジウィック 青土社

レズビアン・アイデンティティーズ 堀江有里 洛北出版

女の子は本当にピンクが好きなのか 堀越英美 Pヴァイン

バッド・フェミニスト ロクサーヌ・ゲイ 亜紀書房

下層化する女性たち――労働と家庭からの排除と貧困 小杉礼子 勁草書房

問いからはじめる家族社会学――多様化する家族の包摂に向けて 岩間暁子 有斐閣

よくわかる現代家族 神原文子他 ミネルヴァ書房

性別に違和感がある子どもたち(子どものこころの発達を知るシリーズ 7) 康 純 合同出版

先生と親のための LGBTガイド: もしあなたがカミングアウトされたなら 遠藤 まめた 合同出版

社会心理学講義:〈閉ざされた社会〉と〈開かれた社会〉 小坂井 敏晶 筑摩書房

バッド・フェミニスト ロクサーヌ・ゲイ 亜紀書房

下層化する女性たち――労働と家庭からの排除と貧困 小杉礼子 勁草書房

☆



書名 著者 出版社

問いからはじめる家族社会学――多様化する家族の包摂に向けて 岩間暁子 有斐閣

よくわかる現代家族 神原文子他 ミネルヴァ書房

性別に違和感がある子どもたち(子どものこころの発達を知るシリーズ 7) 康 純 合同出版

先生と親のための LGBTガイド: もしあなたがカミングアウトされたなら 遠藤 まめた 合同出版

社会心理学講義:〈閉ざされた社会〉と〈開かれた社会〉 小坂井 敏晶 筑摩書房

書名 著者 出版社

女性活躍の推進-資生堂が実践するダイバーシティ経営と働き方改革 山極清子 経団連出版

ダイバーシティ 山口一男 東洋経済新報社

セクシュアル・マイノリティQ&A
LGBT支援法律家ネット
ワーク出版プロジェクト

弘文堂

合理的配慮 -- 対話を開く,対話が拓く
川島聡(著)､ 飯野由里子(著)､
西倉実季(著)､星加良司(著)

有斐閣

真のダイバ-シティをめざして-特権に無自覚なマジョリティのため
の社会的公正教育

ダイアン・J. グッドマン 上智大学出版

働き方改革個を活かすマネジメント 大久保幸夫ほか 日本経済新聞

ダイバーシティと女性 (昭和女子大学女性文化研究叢書第11集) 坂東眞理子ほか 御茶の水書房

ダイバーシティ時代の教育の原理:多様性と新たなるつながりの地平へ 藤田 由美子ほか 学文社

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 ほか 東京大学出版会

子どものジェンダ-構築:幼稚園･保育園のエスノグラフィ(質的社会研究シリーズ8) 藤田由美子､江原由美子ほか ハーベスト社

ジェンダー・フェミニズム

ダイバーシティ

男女共同参画

書名 著者 出版社

女性技術者と男女共同参画社会 佐野夕美子ほか 明石書店

男女共同参画の実践 冨士谷あつ子ほか 明石書店

大学における男女共同参画の推進
独立行政法人
国立女性教育会館

悠光堂

男女共同参画白書〈平成28年版〉 内閣府男女共同参画府 勝美印刷

理想 695号(2015) 特集:男女共同参画 理想社

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

輝く会社のための女性活躍推進ハンドブック 清水レナ
ディスカヴァー
・トゥエンティワン

「居場所」のない男、「時間」がない女 水無田 気流 日本経済新聞出版社

男女共同参画統計データブック２０１５日本の女性と男性 男女共同参画統計研究会 ぎょうせい

女たちのサバイバル作戦 上野千鶴子 文藝春秋

新・所得倍増論 デビッド・アトキンソン 東洋経済新報社

女性官僚という生き方 村木厚子 岩波書店

男女平等は進化したか:男女共同参画基本計画の策定、施策の監視から 鹿嶋 敬 新曜社

なぜ女性は仕事を辞めるのか:5155人の軌跡から読み解く
岩田正美、日本女子大学
現代女性キャリア研究所

青弓社

働く女子と罪悪感:｢こうあるべき｣から離れたら､もっと仕事は楽しくなる 浜田恵子 集英社

仕事と家庭は両立できない?:「女性が輝く社会」のウソとホント アン=マリー・スローター NTT出版

LEAN IN(リ-ン･イン) 女性､仕事､リ-ダ-への意欲 (日経ビジネス人文庫) シェリル・サンドバーグ 日経新聞

女性が管理職になったら読む本｢キャリア｣と｢自分らしさ｣を両立させる方法 ギンカ・トーゲル 日本経済新聞出版社

働く女子のキャリア格差 (ちくま新書) 国保 祥子 筑摩書房

☆

☆
☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆



書名 著者 出版社

「育休世代」のジレンマ女性活用はなぜ失敗するのか? 中野 円佳 光文社

働く女性ほんとの格差日経プレミアシリーズ 石塚 由紀夫 日本経済新聞出版社

女性労働の分析2017 21世紀職業財団 2１世紀職業財団

女性リーダー育成のために お茶の水大学ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究所編 勁草書房

リーダーシップ教育のフロンティア【実践編:高校生・大学生・社会人を成
長させる「全員発揮のリーダーシップ」

中原淳ほか 北大路書房

リーダーシップ教育のフロンティア【研究編】:高校生・大学生・社会人を
成長させる「全員発揮のリーダーシップ」

中原淳ほか 北大路書房

女性の視点で見直す人材育成―だれもが働きやすい「最高の職場」をつくる 中原淳 ダイヤモンド社

働く女性のための〈リーダーシップ〉講義 花村 邦昭 三和書籍

ハ-バ-ド･ビジネス･レビュ- リ-ダ-シップ論文ベスト10 リ-ダ-シップの教科書 ハ-バ-ド･ビジネス･レビュ-編集部 ダイヤモンド社

なぜ、あなたがリーダーなのか[新版]―本物は「自分らしさ」を武器にする ロブ ゴーフィー 英治出版

WORK DESIGN(ワークデザイン):行動経済学でジェンダー格差を克服する イリス・ボネット NTT出版

キャンパスにおけるハラスメント防止ハンドブック 2１世紀職業財団 21世紀職業財団

アカデミック・ハラスメントの解決-大学の常識を問い直す 北仲 千里 ほか 寿郎社

アカデミック・ハラスメントの社会学―学生の問題経験と「領域交差」実践 湯川 やよい ハーベスト社

公務員のためのハラスメント防止対策セクハラ･パワハラのない職場づくり 高嶋 直人 ぎょうせい

フェミニスト・ファイト・クラブ ｢職場の女性差別｣サバイバルマニュアル ジェシカ・ベネット 海と月社

第3版 予防・解決 職場のパワハラセクハラ メンタルヘルスマタハラ・
SOGIハラ・LGBT/雇用上の責任と防止措置義務・被害対応と対処法

水谷 英夫 日本加除出版

男女共同参画

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆


