
                      貸　出　図　書　一　覧　　　  (岐阜大学 男女共同参画推進室） 色つきはDVDです。

タイトル 著者名 出版社 出版年

1 子育て 子育てﾊｯﾋﾟｰｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 明橋　大二 １万年堂出版 2010

2 子育て 子育てﾊｯﾋﾟｰｱﾄﾞﾊﾞｲｽ2 明橋　大二 １万年堂出版 2010

3 子育て 子育てﾊｯﾋﾟｰｱﾄﾞﾊﾞｲｽ3 明橋　大二 １万年堂出版 2009

4 子育て 忙しいパパのための子育てﾊｯﾋﾟｰｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 明橋　大二 １万年堂出版 2010

5 子育て 子育てﾊｯﾋﾟｰｱﾄﾞﾊﾞｲｽ　知っててよかった小児科の巻 明橋　大二/吉崎　達郎 １万年堂出版 2009

6 子育て パパの極意 安藤　哲也 日本放送出版協会 2008

7 子育て 男の子の脳、女の子の脳－こんなに違う見え方、聞こえ方、学び方 ﾚﾅｰﾄﾞ･ｻｯｸｽ（著）/谷川　漣（訳） （株）草思社 2006

8 介護 笑う介護 松本ぷりっつ/岡崎　杏里 成美堂出版 2007

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

10 介護 正々堂々がんばらない介護 野原　すみれ （有）海と月社 2009

11 介護 介護を受ける人の気持ちがわかる本 主婦の友社（編） 主婦の友社 2008

12 WLB 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（編著） 幻冬舎ルネッサンス 2009

13 WLB 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

14 WLB 迷走する両立支援 萩原　久美子 （株）太郎次郎社エディタス 2006

15 ｷｬﾘｱ 迫るアジア　どうする日本の研究者 毎日新聞科学環境部 （株）講談社 2009

16 ｷｬﾘｱ 研究する意味 小森　陽一 東京図書（株） 2005

17 ｷｬﾘｱ 「博士号」の使い方 incu-be編集部 リバネス出版 2010

18 ｷｬﾘｱ 「博士号」の使い方2 incu-be編集部 リバネス出版 2010

19 ｷｬﾘｱ 科学者という仕事 酒井　邦嘉 中央公論新社 2009

20 ｷｬﾘｱ 科学者として生き残る方法 ﾌｪﾃﾞﾘｺ･ﾛｰｼﾞ/ﾁｭｰﾀﾞ･ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ（著）/高橋　さきの（訳） 日経ＢＰ社 2010

21 ｷｬﾘｱ 研究者の仕事術 島岡　要 （株）羊土社 2009

22 ｷｬﾘｱ 科研費獲得の方法とコツ 児島　将康 （株）羊土社 2010

23 ｷｬﾘｱ 博士号を取る時に考えること　取った後できること 三浦　有紀子/仙石　慎太郎 （株）羊土社 2009

24 ｷｬﾘｱ 理系白書 毎日新聞科学環境部 （株）講談社 2006

25 ｷｬﾘｱ 理系白書2　「理系」という生き方 毎日新聞科学環境部 （株）講談社 2007

26 ｷｬﾘｱ 理系志望のための高校生ガイド 鍵本　聡 （株）講談社 2000

27 ｷｬﾘｱ 素敵にサイエンス　先生編 田中　若代（編者） （株）近代科学社 2009

28 ｷｬﾘｱ 素敵にサイエンス　研究者編 鳥養　映子/横山　広美（編者） （株）近代科学社 2008

29 ｷｬﾘｱ 素敵にサイエンス　企業編 中村　立子（編者） （株）近代科学社 2008

30 ｷｬﾘｱ 理系のための人生設計ガイド 坪田　一男 （株）講談社 2008

31 ｷｬﾘｱ 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

32 ｷｬﾘｱ 光できらめく理系女子たち 小舘　香椎子 （株）オプトロニクス社 2007

33 ｷｬﾘｱ 理系の女の生き方ガイド 宇野　賀津子/坂東　昌子 （株）講談社 2008

34 ｷｬﾘｱ 博士漂流時代　「余った博士」はどうなるか？ 榎木　英介 （株）ディスカバー・トゥエンティワン 2010

35 ｷｬﾘｱ 新版　自分でできるカウンセリング　女性のためのメンタル・トレーニング 川喜田　好恵 （株）創元社 2010

36 ｷｬﾘｱ 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 菊池　俊郎 （株）講談社 2010

37 ｷｬﾘｱ 企業研究資金の獲得法 永井　正夫/根本　光弘/田村　元紀 丸善（株） 2010

38 ｷｬﾘｱ 何とかなるさ！　ママは宇宙へ行ってきます 山崎　直子 （株）サンマーク出版 2010

39 介護 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 グループ・けあ＆けあ21 （株）創元社 2010

40 ｷｬﾘｱ 大学院生、ポストドクターのための就職活動マニュアル アカリク（ACADEMY＆RECRUITMENT） （株）亜紀書房 2010

41 ｷｬﾘｱ 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 （株）化学同人 2009

42 WLB 仕事も家庭も充実！経営も効率化！　ぎふワーク・ライフ・バランス 岐阜県　環境生活部　少子化対策課 岐阜県　環境生活部　少子化対策課 2011

43 WLB 仕事も家庭も充実！経営も効率化！　ぎふワーク・ライフ・バランス 岐阜県　環境生活部　少子化対策課 岐阜県　環境生活部　少子化対策課 2011

44 WLB 仕事も家庭も充実！経営も効率化！　ぎふワーク・ライフ・バランス 岐阜県　環境生活部　少子化対策課 岐阜県　環境生活部　少子化対策課 2011

45 ｷｬﾘｱ ようこそ、私の研究室へ　世界に誇る日本のサイエンスラボ21 黒田　達明 （株）ディスカバー・トゥエンティワン 2010

46 ｷｬﾘｱ 好きになったら博士　「博士号」の使い方WOMAN incu-be編集部 リバネス出版 2011

47 ｷｬﾘｱ 「働くこと」とジェンダー　ビジネスの変容とキャリアの創造 金谷　千慧子 （株）明石書店 2011

48 ｷｬﾘｱ セルフ・アサーション・トレーニング　はじめの一歩 菅沼　憲治 東京図書（株） 2008

49 ｷｬﾘｱ セルフ・アサーション・トレーニング　改訂版 菅沼　憲治 東京図書（株） 2009

50 ｷｬﾘｱ マンガ版　子どもが伸びる！コーチングブック 菅原裕子（監修）米澤佐知子/畑さち子/中曽根陽子 合同出版（株） 2011

51 ｷｬﾘｱ [上達のコツ教えます！]　PowerPointスライドデザイン 狩野　祐東 （株）技術評論社 2004

52 ｷｬﾘｱ ポスター発表はチャンスの宝庫　一歩進んだ発表のための計画・準備から当日のプレゼンまで　in 医学・理学系学会 今泉　美香 （株）羊土社 2010

53 ｷｬﾘｱ 「図・表・グラフ」で企画・プレゼンを極める！　パワポで簡単伝わるチャートデザイン 渡辺　克之 （株）ソーテック社 2010

54 ｷｬﾘｱ キャリアデザイン入門[Ⅰ]　基礎力編 大久保　幸夫 日本経済新聞社 2011

55 ｷｬﾘｱ メンタリング入門 渡辺　三枝子/平田　史昭 日本経済新聞社 2010

56 ｷｬﾘｱ コーチング入門 本間　正人/松瀬　理保 日本経済新聞社 2009

57 ｷｬﾘｱ 男にナイショの成功術　50人のキャリアの軌跡 日本経済新聞生活情報部（編） 日本経済新聞社 2006

58 子育て 共働き子育て入門 普光院　亜紀 （株）集英社 2009

59 ｷｬﾘｱ 「分かりやすい話し方」の技術　言いたいことを相手に確実に伝える15の方法 吉田　たかよし （株）講談社 2007

60 ｷｬﾘｱ 理系のための研究生活ガイド　第２版　テーマの選び方から留学の手続きまで 坪田　一男 （株）講談社 2010

61 ｷｬﾘｱ 科学者という仕事 酒井　邦嘉 中央公論新社 2007

62 ｷｬﾘｱ 妹たちへ 日経WOMAN（編） 日本経済新聞出版社 2010

63 ｷｬﾘｱ 妹たちへ２　生き方に迷うあなたに、今伝えたいこと 日経ウーマン 日経ＢＰ社 2010

64 ｷｬﾘｱ 科学を選んだ女性たち　おもしろそうでワクワク、探求心ウキウキ W.A.スピンクス/松本　和子 （株）オーム社 2008

65 子育て 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 羽土社 2010

66 子育て 働くママ＆パパの子育て110の知恵　子どもも仕事も愛したいあなたへ 保育園を考える親の会（編） 医学通信社 2006

67 ｷｬﾘｱ 大学ノムコウ 小樽商科大学キャリア教育開発チーム＋キャリアバンク（編） 日本経済評論社 2009

68 ｷｬﾘｱ デキる女には「ウラ」がある 柏木　理佳 （株）あさ出版 2009

69 ｷｬﾘｱ 新・女性の選択　就職 結婚 子育て 転職 昇進 高橋　信子（監修） （株）マガジンハウス 2008

70 ｷｬﾘｱ 新版　女性のキャリアデザイン　働き方・生き方の選択 青島　祐子 （株）学文社 2009

71 ｷｬﾘｱ あたりまえだけどなかなかできない　話し方のルール 高津　和彦 明日香出版社 2010



タイトル 著者名 出版社 出版年

72 ｷｬﾘｱ あたりまえだけどなかなかできない　働く女のルール 有川　真由美 明日香出版社 2008

73 ｷｬﾘｱ あたりまえだけどなかなかできない　聞き方のルール 松橋　良紀 明日香出版社 2011

74 ｷｬﾘｱ 働く女の　心身・急速充電の方法101 はにわ　きみこ 明日香出版社 2009

75 ｷｬﾘｱ 働く女の　伝わる話し方新ルール 市川　浩子 明日香出版社 2009

76 ｷｬﾘｱ 理系思想　分からないから面白い 元村　有希子 毎日新聞社 2007

77 子育て 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/斧出　節子/木脇　奈智子 （株）昭和堂 2009

78 ｷｬﾘｱ 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 2011

79 ｷｬﾘｱ 共感する女脳、システム化する男脳 サイモン・バロン＝コーエン（著）/三宅　真砂子（訳） 日本放送出版協会 2010

80 WLB 自分らしくライフバランスを手に入れる 小倉　美紀 （株）ファーストプレス 2006

81 ｷｬﾘｱ 大学生のための成功する勉強法　タイムマネージメントから論文作成まで 畠山　雄二/秋田　カオリ 丸善（株） 2008

82 ｷｬﾘｱ 完璧！と言われる科学論文の書き方　筋道の通った読みやすい文章作成のコツ John Kirkman（著）/畠山　雄二/秋田　カオリ（訳） 丸善（株） 2007

83 ｷｬﾘｱ 相手の心を動かす英文手紙とe-mailの効果的な書き方　 Ann M.korner（著）/瀬野　悍二 （株）羊土社 2010

84 ｷｬﾘｱ システム分析・改善のための業務フローチャートの書き方 高原　真（監修・執筆）/栄口　正孝/郷原　正（執筆） 産業能率大学出版部 2010

85 ｷｬﾘｱ 働く女性の24時間　女と仕事のステキな関係 野村　浩子 日本経済新聞出版社 2008

86 子育て パパの極意 安藤　哲也 日本放送出版協会 2008

87 子育て 子どもとキャリアどちらもほしい 円　より子 ミネルヴァ書房 2005

88 子育て フランスの子育てが、日本よりも10倍楽な理由 横田　増生 （株）洋泉社 2009

89 子育て 子供をもつと夫婦に何が起こるか ジョイ・ベルスキー/ジョン・ケリー/安次嶺佳子（訳） (株）草思社 1995

90 介護 目からウロコ！まちがいだらけの認知症ケア 三好　春樹 （株）主婦の友社 2008

91 介護 すぐに役立つ　離れて暮らす親のケア 太田　差惠子 七つ森書館 2006

92 介護 別居介護　成功の秘訣 安岡　厚子（監修） （株）創元社 2003

93 WLB ワークライフバランス　考え方と導入法 小室　淑恵 日本能率協会マネージメントセンター 2010

94 WLB あなたが働き方を変えるべき48の理由　小室式ワークライフバランスの極意 小室　淑恵 （株）二見書房 2008

95 ｷｬﾘｱ 使えるインターンシップ　良い会社・悪い会社の見分け方 黒越　誠治 日経ＢＰ社 2008

96 ｷｬﾘｱ 働くひとのためのキャリア・デザイン 金子　嘉宏 （株）ＰＨＰ研究所 2011

97 ｷｬﾘｱ 話し方入門 D・カーネギー/市野　安雄（訳） （株）創元社 2011

98 WLB 会社人間が会社をつぶす　ワーク・ライフ・バランスの提案 パク・ジョアン・スクッチャ 朝日新聞社 2002

99 子育て ８歳までに経験しておきたい科学 J.D.ハーレン/M.S.リプキン（著）/深田　昭三/隅田　学（監訳） （株）北大路書房 2009

100 ｷｬﾘｱ 科学社になる方法　第一線の研究者が語る 科学技術振興機構プレスルーム（編） 東京書籍（株） 2006

101 ｷｬﾘｱ ７つの要素で整理する業務プロセス 筒井　彰彦 （株）翔泳社 2010

102 ｷｬﾘｱ すべての「見える化」実現ワークブック 本道　純一 （株）実務教育出版 2010

103 ｷｬﾘｱ 見える化コミュニケーション 長尾　一洋/小関　由佳 （株）あさ出版 2010

104 ｷｬﾘｱ 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ほか（編）/小川　正賢（訳） （株）化学同人 2002

105 ｷｬﾘｱ キャリアアップENGLISHダイアリー 秋山　ゆかり（編） （株）ジャパンタイムズ 2007

106 ｷｬﾘｱ 女性と学問と生活　女性研究者のライフサイクル 坂東　昌子/野口　美智子/新山　陽子 （株）勁草書房 1983

107 ｷｬﾘｱ 働く女の人間関係の新ルール 有川　真由美 明日香出版社 2009

108 ｷｬﾘｱ サラリーウーマン幸せ研究所　WORK編 小林由紀子/日経WOMAN（編） 日本経済新聞社 2006

109 ｷｬﾘｱ サラリーウーマン幸せ研究所　LIFE編 小林由紀子/日経WOMAN（編） 日本経済新聞社 2006

110 ｷｬﾘｱ 仕事がデキる人 エイミー・ヘンリー（著）/中西　和美（訳） （株）二見書房 2005

111 ｷｬﾘｱ 働く女性の英語術 光藤　京子 （株）ジャパンタイムズ 2008

112 ｷｬﾘｱ 平成22年版　男女共同参画白書 内閣府　男女共同参画局 中和印刷株式会社 2010

113 子育て 男性の育児休業　社員のニーズ、会社のメリット 佐藤　弘樹/武石　恵美子 中央公論新社 2004

114 子育て 脳の進化学 田中　冨久子 中央公論新社 2004

115 子育て 面白くてよくわかる！　発達心理学 林　洋一 （株）アスペクト 2009

116 ｷｬﾘｱ 科学を志す人びとへ　不正を起こさないために 科学倫理検討委員会（編） （株）化学同人 2007

117 ｷｬﾘｱ なぜ女は昇進を拒むのか　進化心理学が解く性差のパラドクス スーザン・ポンカー（著）/幾島　幸子/古賀　祥子（訳） （株）早川書房 2009

118 ｷｬﾘｱ 2000社で導入　戦略の見える化 長尾　一洋 （株）アスコム 2010

119 介護 やさしい介護　目で見る介護 読売新聞社生活情報部（編） （株）生活書院 2006

120 ｷｬﾘｱ 研究者のための助成金応募ガイド2011 公益財団法人　助成財団センター 公益財団法人　助成財団センター 2011

121 ｷｬﾘｱ ホームレス博士　派遣村・ブラック企業化する大学院 水月　昭道 （株）光文社 2010

122 介護 女の老い・男の老い　性差医学の視点から探る 田中　冨久子 ＮＨＫ出版 2011

123 介護 無縁社会の正体　血縁・地縁・社縁はいかに崩壊したか 橘木　俊詔 （株）ＰＨＰ研究所 2011

124 ｷｬﾘｱ 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・ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/ﾃﾞﾚｯｸ･S･ﾋﾟｭｰ（著）/
大学院教育向上実践会（企画）/角谷　快彦（訳） 出版サポート　大樹者 2010

125 ｷｬﾘｱ 理工＆バイオ系　失敗しない大学院進学ガイド NPO法人ｻｲｴﾝｽ･ｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝ/日本評論社編集部 （株）日本評論社 2006

126 ｷｬﾘｱ 就職四季報　女子版　2012年版 東洋経済新報社（編） 東洋経済新報社 2010

127 子育て びっくり、ふしぎ　写真で科学　⑤　瞬間をとらえる ガリレオ工房（編） （株）大月書店 2004

128 子育て びっくり、ふしぎ　写真で科学　⑥　自然がつくるアート ガリレオ工房（編） （株）大月書店 2004

129 子育て 動く！光る！変化する！　小学生の工作65 ガリレオ工房（編） （株）永岡書店 2008

130 子育て 小学生のキッチンでかんたん実験60 （株）学習研究社 （株）学習研究社 2007

131 子育て 小学生のキッチンでおやつマジック （株）学研教育出版 （株）学研教育出版 2008

132 子育て 小学館の図鑑　NEO　科学の実験 （株）小学館 （株）小学館 2009

133 子育て 小学生のパンとケーキのおやつマジック （株）学研教育出版 （株）学研教育出版 2009

134 子育て 小学生のチョコレートのおやつマジック （株）学研教育出版 （株）学研教育出版 2011

135 ｷｬﾘｱ マリー・キュリーの挑戦 川島　慶子 （株）トランスビュー 2010

136 ｷｬﾘｱ 日経WOMAN別冊　保険の本 日経BP社 日経BP社 2011

137 ｷｬﾘｱ 平成23年度　科学技術白書 文部科学省 文部科学省 2011

138 ｷｬﾘｱ 男女共同参画社会データ集 （株）三冬社 （株）三冬社 2011

139 子育て 育つ・つながる　子育て支援　具体的な技術・態度を身につける32のリスト 子育て支援者コンピテンシー研究会 チャイルド本社

140 子育て 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（編） ミネルヴァ書房

141 子育て 子育て支援シリーズ１　子育て支援の潮流と課題 汐見　稔幸　他 ぎょうせい

142 子育て 子育て支援シリーズ２　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　他 ぎょうせい

143 子育て 少子化克服への最終処方箋 渥美　由喜/島田晴雄 ダイヤモンド社

144 ｷｬﾘｱ ジェンダー・トラック　　青年期女性の進路形成と教育組織の社会学 中西　裕子 東洋館出版社 1998

145 ｷｬﾘｱ 女性のキャリア継続 乙部　由子 勁草書房 2010

146 ｷｬﾘｱ 非正規雇用のキャリア形成 小杉　玲子／原　ひろみ 勁草書房 2011

147 ｷｬﾘｱ 学校文化とジェンダー 木村　涼子 勁草書房 1999



タイトル 著者名 出版社 出版年

149 ｷｬﾘｱ ジェンダーと教育 天野　正子（解説） 岩波書店 2009

150 ｷｬﾘｱ 大学院のすすめ 大槻　義彦 東洋経済新報社 2004

151 ｷｬﾘｱ 理工系＆バイオ系　大学院で成功する方法
パトリシア・ゴスリング/パルト・ノートルダム（箸）
白楽ロックビル（訳）

（株）日本評論社 2010

152 ｷｬﾘｱ 研究者という職業 林　周二 東京図書 2004

153 ｷｬﾘｱ スタディスキルズ　卒研・卒論から修士論まで、研究生活サバイバルガイド 伊藤　俊洋　他 丸善出版 2005

154 ｷｬﾘｱ 理系のための口頭発表術　聴衆を魅了する20の原則
ロバート・R・Hアンホルト（箸）
鈴木　炎　他（訳）

講談社 2008

155 ｷｬﾘｱ 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(箸)
浜口　道哉　他（訳）

（株）メディカル・サイエンス・イン
ターナショナル

2007

156 ｷｬﾘｱ 学会ポスターのデザイン術　ポスター発表を成功に導くプレゼン手法 宮野　公樹 （株）科学同人 2011

157 ｷｬﾘｱ キャリア・ダウンのすすめ 島藤　真澄/乃木　りか ポプラ社 2002

158 ｷｬﾘｱ 女性の知らない7つのルール エイドリアン・メンデル（箸）　坂野　尚子（訳） ダイヤモンド社 1997

159 ｷｬﾘｱ 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　編著 新水社 2004

160 ｷｬﾘｱ 働く女性が35歳の壁を乗り越えるためのヒント 錦戸　かおり 河出書房新社 2009

161 ｷｬﾘｱ 働く女の胸のウチ 香山　リカ だいわ文庫 2010

162 ｷｬﾘｱ ジェンダーは科学を変える!?
ロンダ・シービンガー（箸）
小川　眞里子　他（訳）

工作舎 2002

163 ｷｬﾘｱ ワーキングカップルの人生戦略 小室　淑恵/駒崎　弘樹 英治出版 2011

164 子育て パパルール　あなたの家族を101倍ハッピーにする本 安藤　哲也/小﨑　恭弘 合同出版 2009

165 子育て 働くママの仕事と育児 たまひよクラブ ベネッセ 2008

166 WLB 少子化時代の多様で柔軟な働き方の創出 下﨑　千代子/小島　敏宏 学文社 2007

167 WLB 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

168 ｷｬﾘｱ おひとりさまの老後 上野　千鶴子 法研 2007

169 ｷｬﾘｱ 男おひとり様道 上野　千鶴子 法研 2009

170 介護 自分の親が認知症？と思ったら・・・ 長瀬　教子 双葉社 2011

171 ｷｬﾘｱ 完全版　ビッグツリー 佐々木　常夫 WAVE出版 2012

172 ｷｬﾘｱ なんとなく就活している君へ 小布施　典孝 大和書房 2007

173 ｷｬﾘｱ 大学院に合格する研究計画書の書き方 工藤　美知尋 ダイヤモンド社 2009

174 ｷｬﾘｱ 企業の研究者をめざす皆さんへ 丸山　宏 近代科学社 2009

175 ｷｬﾘｱ 理科離れしているのは誰か 村松　泰子 日本評論社 2004

176 ｷｬﾘｱ 理系なお姉さんは苦手ですか？ 内田　麻理香 技術評論社 2011

177 ｷｬﾘｱ 大学院留学のすべて 佐藤　庸善 明日香出版社 2011

178 WLB 出生率の回復とワークライフバランス 丸尾　直美　他 中央法規 2007

179 介護 老いる準備　介護することされること 上野　千鶴子 朝日文庫 2008

180 子育て 働くママが日本を救う！ 光畑　由佳 マイコミ新書 2009

181 ｷｬﾘｱ ノーベル賞科学者のアタマの中 青野　由利 築地書館 1999

182 介護 遠距離介護 太田　差惠子 岩波ブックレット 2003

183 ｷｬﾘｱ 科学社をめざす君たちへ 米国科学アカデミー（編）/池内　了（訳） 科学同人 2010

184 WLB 2011年　ライフデザイン白書 加藤　寛 ぎょうせい 2010

185 ｷｬﾘｱ マインドマップ超入門 トニー・ブサン ディスカバー・トゥエンティワン 2008

186 ｷｬﾘｱ マインドマップ超入門 トニー・ブサン ディスカバー・トゥエンティワン 2008

187 ｷｬﾘｱ マインドマップ超入門 トニー・ブサン ディスカバー・トゥエンティワン 2008

188 ｷｬﾘｱ BEYOND　BIAS　AND　BARRIERS
NATIONAL　ACADEMY　OF
SCIENCES

189 ｷｬﾘｱ それぞれの立場　それぞれの気持ち　職場のダイバーシティーと人権 東映株式会社 2011

190 介護 介護の時代　1　仕事との両立 渥美　由喜 ライフケアパートナーズ 2012

191 介護 介護の時代　2　介護保険制度を知る 渥美　由喜 ライフケアパートナーズ 2012

192 ｷｬﾘｱ 「社会を変える」を仕事にする：社会起業家という生き方 駒崎　弘樹 英治出版 2007

193 ｷｬﾘｱ 高校生のための東大授業ライブ　ガクモンの宇宙 東京大学教養学部　編 東京大学出版会 2007

194 ｷｬﾘｱ ネガティブのすすめ　―　プラス思考にうんざりしているあなたへ 最上 悠 著 あさ出版 2007

195 ｷｬﾘｱ 人生の安定成長をうながし夢を収穫しつづける　ハーベスト時間術 長沢　有紀　著 総合法令出版 2009

196 ｷｬﾘｱ 女性リーダーのキャリア形成 篠塚　英子 編著 勁草書房 2004

197 ｷｬﾘｱ 女性の仕事環境とキャリア形成 櫻木　晃裕 編著 税務経理協会 2006

198 ｷｬﾘｱ ハッピーキャリアのつくりかた 金澤　悦子 著 ダイヤモンド社 2006

199 ｷｬﾘｱ キャリア・アンカー：自分の本当の価値を発見しよう エドガーH・シャイン　著 白桃書房 2003

200 ｷｬﾘｱ キャリア・サバイバル：職務と役割の戦略的プランニング エドガーH・シャイン　著 白桃書房 2003

201 ｷｬﾘｱ キャリアショック　―　どうすればアナタは自分でキャリアを切り開けるのか？ 高橋　俊介　著
ソフトバンククリエイティブ株式
会社

2006

202 ｷｬﾘｱ ムダな仕事はもう、やめよう！ 吉越　浩一郎　著 かんき出版 2008

203 ｷｬﾘｱ 部下を好きになってください　―　ＩＢＭの女性活用戦略 内永　ゆか子 著 勁草書房 2007

204 ｷｬﾘｱ 女性の人材開発 川喜多　喬 編 ナカニシヤ出版 2006

205 WLB 愚かな働き者になるな愚かな金持ちになるな：「ワーク・ライフ・バランス」の発想 竹村　健一　著 青萌堂 2007

206 ｷｬﾘｱ 「婚・産・職」女の決めどき 牛窪　恵　編 大和書房 2010

207 子育て 35歳からのはじめての妊娠・出産 笠井　靖代　著 ナツメ社 2009

208 介護 最強の老人介護 三好　春樹　著 講談社 2008

209 介護 介護タブー集 三好　春樹　著 講談社 2006

210 ｷｬﾘｱ おひとりさまの「法律」 中澤　まゆみ，小西　輝子　著 法研 2009

211 ｷｬﾘｱ 波濤を越えて　―　米国女性科学者の偏見・差別・平等 末岡 多美子　著 医療文化社 2001

212 ｷｬﾘｱ 入門の入門　知的財産のしくみ 土生　哲也　著 日本実業出版社 2009

213 ｷｬﾘｱ 女に生まれたら、コレを読め　○活必勝法 勝間　和代　著 扶桑社 2010

214 ｷｬﾘｱ ビジネス・プロフェッショナル：「プロ」として生きるための10話 大久保　幸夫　著 ビジネス社 2006

215 ｷｬﾘｱ 実践リーダーをめざすひとの仕事術
メアリー・ウィリアムズ，キャロリン・エマーソ
ン　著

新水社 2005

216 ｷｬﾘｱ 結局、どんな仕事でも楽しめる人がやりたい仕事に出会える！ 中田　匡紀　著 明日香出版社 2008

217 ｷｬﾘｱ ビジネスマンのためのスピーチ上手になれる本 羽田　徹　著 同文舘 2008

218 子育て シアーズ博士夫妻のマタニティブック ウイリアム・シアーズ　著 主婦の友社 2009

219 子育て 新編　シアーズ博士夫妻のベビーブック ウイリアム・シアーズ　著 主婦の友社 2009

220 子育て シアーズ博士夫妻のチャイルドブック ウイリアム・シアーズ　著 主婦の友社 2009



タイトル 著者名 出版社 出版年

221 子育て おうちでできるシュタイナーの子育て クレヨンハウス編集部　編 クレヨンハウス 2010

222 ｷｬﾘｱ イノベーションの作法　―　リーダーに学ぶ核心の人間学 野中　郁次郎，勝見　明　著 日本経済新聞出版社 2007

223 ｷｬﾘｱ そろそろ産まなきゃ 出産タイムリミット直前調査 三浦　天紗子　著 阪急コミュニケーションズ 2008

224 WLB 結果を出して定時に帰る時間術 小室　淑恵　著 sasaeru文庫 2008

225 子育て 脳の学習力―子育てと教育へのアドバイス サラ‐ジェイン・ブレイクモア，ウタ・フリス 岩波書店 2006

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

227 子育て わたしのお産サポート・ノート 井上　裕美，　長谷川　充子，堀内　勁　監修 ママ・チョイス 2000

228 介護 DVDブック　新しい介護 太田　仁史　監修 講談社DVDブック

229 WLB タイム・バインド　働く母親のワークライフバランス ｱｰﾘｰ･ﾗｯｾﾙ･ﾎｯｸｼｰﾙﾄﾞ　箸 明石書店 2012

230 ｷｬﾘｱ 男女共同参画社会と市民 藤原　千沙 武蔵野大学出版会 2012

231 ｷｬﾘｱ ダイバーシティ 山口　一男 東洋経済新報社 2012

232 ｷｬﾘｱ 労働審判③　女性と労働 藤原　千沙 大月書店 2011

233 ｷｬﾘｱ 科学者ってなんだ？ 梶雅　範編，進藤　典男ほか　著 丸善 2007

234 ｷｬﾘｱ 科学者たちの奇妙な日常 松下　祥子　著 日本経済新聞社 2008

235 子育て たまひよ新・基本シリーズ＋α　働くママの仕事と育児 たまごクラブ，ひよくクラブ　編 ベネッセコーポレーション 2008

236 ｷｬﾘｱ 雇用システムと女性のキャリア　―　双書ジェンダー分析 武石　恵美子　著 勁草書房 2006

237 ｷｬﾘｱ ７つの習慣　―　成功には原則があった
スティーブン・R・コヴィー，ジェームス・スキ
ナー　著

キングベアー出版 1996

238 ｷｬﾘｱ その幸運は偶然ではないんです! J.D.クランボルツ　著，花田 光世　訳 ダイヤモンド社 2005

239 子育て 子供の叱り方　子供の教育と自己教育における《罰》 エーリッヒ・ガーベルト　著 水声社 2006

240 ｷｬﾘｱ 女の敵 遥　洋子　著 日経BP社 2007

241 子育て お産の歴史 杉立　義一 著 集英社新書 2002

242 子育て 卵子story きくち　さかえ，鈴木　賀世子　著 小学館 2004

243 子育て うんこのあかちゃん　おとうちゃんの出産絵日記 長谷川　義史　著 クレヨンハウス 2006

244 子育て 自然にかえる子育て　医者から学ぶ「医者いらず」 真弓　定夫　著 芽ばえ社 2002

245 子育て 35歳からのおめでたスタンバイ 大葉　ナナコ　著 学陽書房 2006

246 子育て 愛育病院の安産レシピ 母子愛育会，愛育病院　編 主婦の友社 2003

247 ｷｬﾘｱ やりたい仕事がある！ 池上　彰　著 小学館 2008

248 介護 介護情報Q&A 小竹 雅子 著 岩波書店 2007

249 ｷｬﾘｱ 男女共同参画の時代 鹿嶋　敬　著 岩波新書 2003

250 ｷｬﾘｱ 「最後の社会主義国」日本の苦闘 レナード・ショッパ　著 毎日新聞社 2007

251 ｷｬﾘｱ 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

252 ｷｬﾘｱ 女性が変える日本経済 小峰　隆夫，日本経済研究センター　編 日本経済新聞出版社 2008

253 ｷｬﾘｱ 弁護士が教えるセクハラ対策ルールブック 山田 秀雄，菅谷　貴子　著 日本経済新聞出版社 2008

254 ｷｬﾘｱ 嘘つき男と泣き虫女
アラン・ピーズ，バーバラ・ピーズ 著，藤井　留
美　訳

主婦の友社 2003

255 ｷｬﾘｱ 女性技術者と男女共同参画社会　―　イキイキ働きキャリアアップしよう 佐野 夕美子　著 明石書店 2004

256 WLB ワークライフ“アンバランス”の仕事力 田島　弓子　著
ディスカバー・トゥウェンティワ
ン

2008

257 ｷｬﾘｱ MY LIFE　―　Twenty Japanese Women Scientists 古在　由秀　編 内田老鶴圃 2001

258 ｷｬﾘｱ 日本農業の女性学　―　男女共同参画社会とエコロジカル・ライフをめざして 冨士谷　あつ子　著 ドメス出版 2001

259 子育て お産がゆく　―　少産時代のこだわりマタニティー きくち　さかえ　著 健康双書 1992

260 子育て 赤ちゃんを愛せない　マタニティ・ブルーをのりこえる12章
カレン・R・クレイマン，　ヴァレリー・D・ラス
キン著；村本邦子　山口知子訳

創元社 1996

261 子育て 100人の体験の知恵シリーズ 働くママ＆パパの子育て110の知恵 保育園を考える親の会　編 主婦の友社 2006

262 ｷｬﾘｱ 企業を変える女性のキャリア・マネージメント 金谷　千慧子 著 中央大学出版部 2003

263 ｷｬﾘｱ
Play Like a Man Win Like a Woman: What Men Know About Success That Women Need to
Learn

Gail Evans　著 Broadway Books 2000

264 ｷｬﾘｱ
Inside Every Woman: Using the 10 Strengths You Didn't Know You Had to Get the Career
and Life You Want Now

Vickie L. Milazzo　著 John Wiley & Sons, Inc. 2006

265 ｷｬﾘｱ オンナを味方にして仕事をする本 後藤 芳徳　著 成甲書房 2004

266 子育て 完璧な親なんていない：カナダ生まれの子育てテキスト
ジャニス・ウッド・キャタノ 著，三沢　直子　監
修

ひとなる書房 2002

267 ｷｬﾘｱ 女性の看護学　―　母性の健康から女性の健康へ 吉沢　豊予子，鈴木　幸子　著 メヂカルフレンド社 2003

268 ｷｬﾘｱ 宇宙からの贈りもの 毛利 衛 著 岩波書店 2001

269 ｷｬﾘｱ 遺伝子問題とはなにか　―　ヒトゲノム計画から人間を問い直す 青野 由利 著 新曜社 2000

270 ｷｬﾘｱ オニババ化する女たち　女性の身体性を取り戻す 三砂　ちづる　著 光文社新書 2004

271 ｷｬﾘｱ 就職・転職・副収入　女性の仕事全ガイド　'14年版 風早　健史　著 成美堂出版 2009

272 ｷｬﾘｱ シェイクスピア劇とジェンダー・アイデンティティ 伊藤　洋子　著 近代文芸社 2008

273 ｷｬﾘｱ 現代日本女性問題年表　1975-2008 鈴木　尚子　編 ドメス出版 2012

274 WLB ワークライフバランス入門：日本を元気にする処方箋 荒金　雅子，小崎　恭弘，西村　智　編著 ミネルヴァ書房 2007

275 WLB 労働時間管理ハンドブック/ワークライフバランスと労働時間 産労総合研究所　編 経営書院 2006

276 ｷｬﾘｱ WOMEN DON'T ASK NEGOTIATION and the GEENDER DIVIDE Linda Babcock，Sara Laschever　著 Princeton University Press 2003

277 ｷｬﾘｱ 近代日本の女性と大学教育 湯川　次義 不二出版 2003

278 ｷｬﾘｱ 近代日本の女性論の系譜 金子　幸子 不二出版 1999

279 ｷｬﾘｱ 福田英子集 村田　静子、大木　基子　編集 不二出版 1998

280 ｷｬﾘｱ 明治初期の三女性 相馬　黒光 不二出版 1985

281 子育て 新・新・お産本 奥谷　まゆみ　著 からだクリエイトきらくかん 2012

282 子育て 出産で女性は賢くなる 小谷　博子　著 ごま書房 2006

283 介護 赤ちゃんになるの？お母さん 横山　寿美子　絵 文 岐阜文芸社 2012

284 ｷｬﾘｱ 日本一社員がしあわせな会社のヘンなきまり 未来工業（株）創業者　山田昭男 ぱる出版 2011

285 ｷｬﾘｱ ある女性天文学者の生涯　―　私の娘ベアトリス・ティンズリーの手紙 エドワード・ヒル　著 七つ森書館 2004

286 その他 どう進めるか、自治体の男女共同参画政策　その取り組み方・創り方 藤枝澪子・グループみこし著 学陽書房 2001

287 その他 自治体と男女共同参画―政策と課題― 辻村　みよ子　著 イマジン出版 2005

288 その他 叢書　現代の経済・社会とジェンダー　　第２巻 労働とジェンダー
竹中　恵美子　編　　竹中　恵美子・久場　嬉子
監修

明石書店 2001

289 その他 竹中恵美子著作集Ⅵ　家事労働（アンペイド・ワーク）論 竹中　恵美子　著 明石書店 2011

290 その他 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
Ｓ・Ｊ・セシ／Ｗ・Ｍ・ウィリアムス 編
大隅典子　訳

西村書店 2013

291 その他 女性差別撤廃条約の展開 山下泰子　著 勁草書房 2006

292 その他 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　編 財団法人　経済産業調査会 2012

293 ｷｬﾘｱ 学歴・競争・人生 吉川徹　・　中村高康 日本図書センター 2012

294 WLB 家庭と教育 表　真美　著 ナカニシヤ出版 2013



タイトル 著者名 出版社 出版年

295 その他 社会運動の戸惑い 山口　智美　・　斉藤　正美　・　荻原　チキ 勁草書房 2012

296 その他 主婦論争を読むⅠ 上野　千鶴子　編 勁草書房 1982

297 その他 主婦論争を読むⅡ 上野　千鶴子　編 勁草書房 1982

298 その他 部長、その恋愛はセクハラです！ 牟田　和恵 集英社新書 2013

299 その他 絶望の国の幸福な若者たち 古市　憲寿 講談社 2011

300 その他 ジェンダー論をつかむ 千田有紀・中西祐子・青山薫 有斐閣 2013

301 ｷｬﾘｱ 業界＆職種研究ガイド マイナビ編集部　編著 マイナビ 2013

302 その他 「育メン」現象の社会学 石井クンツ昌子 ミネルヴァ書房 2013

303 その他 アンペイド・ワークとは何か 川崎賢子・中村陽一　編 藤原書店 2000

304 その他 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 2013

305 その他 デートDV 山口のり子 梨の木舎 2003

306 その他 それ、恋愛じゃなくてDVです 瀧田信之 WAVE出版 2009

307 その他 共依存かもしれない ケイ・マリー・ポーターフィールド 大月書店 2006

308 その他 毒になる親 スーザン・フォワード　著　・　玉置悟　訳 講談社 2001

309 その他 不幸にする親 ダン・ニューハース　著　・　玉置悟　訳 講談社 2012

310 その他 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 2014

311 その他 日本の賃金を歴史から考える 金子　良事　著 旬報社 2013

312 子育て 発達の気がかりな子どもの上手なほめ方しかり方 山口　薫　著 学研 2010

313 その他 子どもの貧困 ― 日本の不公平を考える 安部　彩　著 岩波新書 2008

314 その他 子どもの貧困Ⅱ ― 解決策を考える 安部　彩　著 岩波新書 2014

315 ｷｬﾘｱ 理系のための口頭発表術
ロバート・R・Hアンホルト　箸
鈴木　炎　/イイイン・サンディ・リー　訳

講談社 2008

316 ｷｬﾘｱ 院生・ポスドクのための研究人生サバイバルガイド 菊池　俊郎 講談社 2010

317 ｷｬﾘｱ 理科系の作文技術 木下　是雄　著 中公新書 1981

318 ｷｬﾘｱ 新版　論文の教室 戸田山　和久 ＮＨＫ出版 2012

319 ｷｬﾘｱ 統計学が最強の学問である 西内　啓 ダイヤモンド社 2013

320 その他 お母さんは忙しくなるばかり
ルース・シュウォーツ・コーワン　著
高橋　裕造　訳

法政大学出版局 2010

321 ｷｬﾘｱ 大学教員準備講座 夏目達也・近田政博・中井俊樹・齋藤芳子 玉川大学出版部 2010

322 ｷｬﾘｱ レポート・論文の書き方入門　第３版 河野　哲也 慶應義塾大学出版会 1997

323 その他 ジェンダー・クオーター
三浦まり　/　衛藤幹子　編著
スティール若希/石田久仁子/菊池啓一/
申琪榮/福田円/渕元初姫/木村真紀　著

明石書店 2014

324 ｷｬﾘｱ 情報デザインベイシックス　2nd edition
遠藤潤一/奥村和則/寺田勝三/
内藤美千絵/茂登山清文　ほか著

ユニテ 2007

325 その他 「女子」の誕生 米澤　泉 勁草書房 2014

326 ｷｬﾘｱ ライフコースからみた女性学・男性学 乙部　由子 ミネルヴァ書房 2013

327 その他 フェミニズムの社会思想史 安川　悦子 明石書店 2000

328 その他 そして父になる 是枝　裕和　監督・脚本・編集 フジテレビジョン 2013

329 その他 「カタリバ」という授業 上阪　徹 英治出版 2010

330 その他 ジェンダー法学入門 三成美保/笹沼朋子/立石直子/谷田川知恵 法律文化社 2015

331 その他 学生相談から切り拓く大学教育実践
窪内節子 監修
設楽友崇/高橋寛子/田中健夫 編著

学苑社 2015

332 その他 臨床知と兆候知 後藤正英/吉岡剛彦　編 作品社 2012

333 その他 時代を拓く女性たち 国際婦人年連絡会© パド・ウィメンズ・オフィス 2015

334 その他 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 2015

335 その他 学校教育を問い直す学びのヒストリーの研究 佐長健司（佐賀大学） 2016

336 その他 きずなと思いやりが日本をダメにする 長谷川眞理子/山岸俊男 集英社インターナショナル 2016

337 その他 なぜジェンダー教育を大学でおこなうのか 村田晶子/弓削尚子（編著） 青弓社 2017

338 その他 地域連携による女性活躍推進の実践 独立行政法人国立女性教育会館（編集） 悠光堂 2017


