
本のタイトル 著者名 出版者

ワークライフバランスについて

働き方改革で伸びる女性つぶれる女性 東谷 由香∥著 日経BP日本経済新聞出版本部 159 ﾋ

働く女性たちへ 佐々木 常夫∥著 WAVE出版 159 ｻ

女性官僚という生き方 村木 厚子∥編 岩波書店 317 ｼﾞ

私を幸せにする起業 芳子ビューエル∥著 同友館 335 ﾋﾞ

仕事にも人生にも自信がもてる!女性管理職の教科書 小川 由佳∥著 同文舘出版 336 ｵ

女性マネージャー育成講座 高田 朝子∥著 生産性出版 336 ﾀ

なぜ、女性が活躍する組織は強いのか? 麓 幸子∥編 日経BP社 336 ﾅ

女性リーダーを組織で育てるしくみ 牛尾 奈緒美∥著 中央経済社 336 ｳ

「育休世代」のジレンマ 中野 円佳∥著 光文社 S 366 ﾅ

「女性にやさしい」その先へ AERA編集部∥編著 朝日新聞出版 366 ｼﾞ

なぜ共働きも専業もしんどいのか 中野 円佳∥著 PHP研究所 S 366 ﾅ

育児は仕事の役に立つ 浜屋 祐子∥著 光文社 S 366 ﾊ

仕事と家庭は両立できない? アン=マリー　スローター∥著 NTT出版 366 ｽ

男性の育児休業 佐藤 博樹∥著 中央公論新社 S 366 ｻ

男性育休の困難 齋藤 早苗∥著 青弓社 366 ｻ

働く女子のキャリア格差 国保 祥子∥著 筑摩書房 S 366 ｺ

働く女子の運命 濱口 桂一郎∥著 文藝春秋 S 366 ﾊ

「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす 佐光 紀子∥著 光文社 S 367 ｻ

「産む」と「働く」の教科書 齊藤 英和∥著 講談社 367 ｻ

ワンオペ育児 藤田 結子∥著 毎日新聞出版 367 ﾌ

女性の生き方について

「私、ちゃんとしなきゃ」から卒業する本 小田桐 あさぎ∥著 WAVE出版 159 ｵ

気持ちいい毎日を生きるLAスタイル 平野 宏枝∥著 双葉社 159 ﾋ

女は年を重ねるほど自由になる ワタナベ 薫∥著 大和書房 159 ﾜ

定年女子 岸本 裕紀子∥著 集英社 159 ｷ

日本女性の底力 白江 亜古∥[著] 講談社 B 281 ｼ

女性が管理職になったら読む本 ギンカ　トーゲル∥著 日本経済新聞出版社 336 ﾄ

なぜ外国人女性は前髪を作らないのか サンドラ　ヘフェリン∥著 中央公論新社 361 ﾍ

移住女子 伊佐 知美∥著 新潮社 365 ｲ

女ひとり、家を建てる ツレヅレハナコ∥著 河出書房新社 365 ﾂ

なぜ女性は仕事を辞めるのか 岩田 正美∥編著 青弓社 366 ﾅ

ワーキングママの時間管理術 ワクママ∥編 阪急コミュニケーションズ 366 ﾜ

女、一生の働き方 樋口 恵子∥著 海竜社 366 ﾋ

女と仕事 仕事文脈編集部∥著 タバブックス 366 ｵ

女子のための「手に職」図鑑 華井 由利奈∥著 光文社 366 ﾊ

働く女性が子どもを産むとき読む本 北條 麻木∥著 ロコモーションパブリッシング 366 ﾎ

<女子力>革命 萱野 稔人∥編 東京書籍 367 ｼﾞ

「女性活躍」に翻弄される人びと 奥田 祥子∥著 光文社 S 367 ｵ

ノンママという生き方 香山 リカ∥著 幻冬舎 367 ｶ

わたしが子どもをもたない理由(わけ) 下重 暁子∥著 かんき出版 367 ｼ

後悔しない「産む」×「働く」 齊藤 英和∥著 ポプラ社 S 367 ｻ

女子の選択 橘木 俊詔∥著 東洋経済新報社 367 ﾀ

日本の貧困女子 中村 淳彦∥著 SBクリエイティブ S 367 ﾅ

おひとりさまの親と私の「終活」完全ガイド 日経BP 368 ｵ

シニアシングルズ女たちの知恵と縁 大矢 さよ子∥編 大月書店 368 ｼ

女子学生のキャリアデザイン 野村 康則∥著 水曜社 377 ﾉ
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女子学生はなぜ就活で騙されるのか 石渡 嶺司∥著 朝日新聞出版 S 377 ｲ

ひきこもる女性たち 池上 正樹∥著 ベストセラーズ S 494 ｲ

ジェンダー・フェミニズムについて

北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ　ブーレグレーン∥作 岩崎書店 Y 367 ﾌﾞ

フェミニズムはもういらない、と彼女は言うけれど 高橋 幸∥著 晃洋書房 367 ﾀ

フェミニズム大図鑑 ハンナ　マッケン∥ほか著 三省堂 367 ﾌ

炎上CMでよみとくジェンダー論 瀬地山 角∥著 光文社 S 367 ｾ

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∥著 河出書房新社 367 ｱ

さよなら、俺たち 清田 隆之∥著 スタンド・ブックス 367 ｷ

女ぎらい 上野 千鶴子∥著 紀伊國屋書店 367 ｳ

Xジェンダーって何? Label X∥編著 緑風出版 368 ｴ

カラフルなぼくら スーザン　クークリン∥著 ポプラ社 368 ｸ

ゲイだけど質問ある? 鈴掛 真∥著 講談社 368 ｽ

セクシュアリティをことばにする 上野 千鶴子∥著 青土社 368 ｳ

ぼくが小さなプライド・パレード ソフィア　ヤンベリ∥著 ミツイパブリッシング 368 ﾔ

同性パートナーシップ証明、はじまりました。 エスムラルダ∥著 ポット出版 368 ｴ

ミッドナイトスワン 内田 英治∥著 文藝春秋 B 914 ｳ

その他男女共同参画関連の図書

「断る」ほどチャンスをつかむ女(ひと)のルール 里岡 美津奈∥著 秀和システム 159 ｻ

すべての女子はメンヘラである スイスイ∥著 飛鳥新社 159 ｽ

ディズニーヒロインの生きる道 小宮山 みのり∥文 講談社 159 ｺ

無礼な人にNOと言う44のレッスン チョン ムンジョン∥著 白水社 159 ﾁ

女性のいない民主主義 前田 健太郎∥著 岩波書店 S 312 ﾏ

日本の女性議員 三浦 まり∥編著 朝日新聞出版 314 ﾐ

官製ワーキングプアの女性たち 竹信 三恵子∥編 岩波書店 318 ｶ

女性の話を聴かない上司は仕事をだめにする 前川 由希子∥著 ポプラ社 336 ﾏ

家事労働ハラスメント 竹信 三恵子∥著 岩波書店 S 366 ﾀ

裁判例や通達から読み解くマタニティ・ハラスメント 町田 悠生子∥編著 労働開発研究会 366 ﾏ

女性発の働き方改革で男性も変わる、企業も変わる 小島 明子∥著 産労総合研究所出版部経営書院 366 ｺ

地域連携による女性活躍推進の実践 国立女性教育会館∥編 悠光堂 366 ﾁ

日本の未来は女性が決める! ビル　エモット∥著 日本経済新聞出版社 366 ｴ

女の子はどう生きるか 上野 千鶴子∥著 岩波書店 Y 367 ｳ

さよなら!ハラスメント 小島 慶子∥編著 晶文社 367 ｺ

女たちのテロル ブレイディみかこ∥著 岩波書店 367 ﾌﾞ

女性活躍後進国ニッポン 山田 昌弘∥著 岩波書店 367 ﾔ

少子化社会と妊娠・出産・子育て 由井 秀樹∥編著 北樹出版 367 ﾕ

東京貧困女子。 中村 淳彦∥著 東洋経済新報社 367 ﾅ

これからのヴァギナの話をしよう リン　エンライト∥著 河出書房新社 368 ｴ

少女のための性の話 三砂 ちづる∥著 ミツイパブリッシング Y 368 ﾐ

パパのための娘トリセツ 小野寺 敦子∥監修 講談社 379 ﾊﾟ

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∥著 創元社 Y 402 ｲ

女性のうつ病 野田 順子∥著 主婦の友社 494 ﾉ

働く女性のためのがん入院・治療生活便利帳 岩井 ますみ∥著 講談社 495 ｲ

おんなみち 奥谷 まゆみ∥著 エンターブレイン 495 ｵ

女性ホルモンの教科書 黒住 紗織∥著 日経BP社 495 ｸ

990円のジーンズがつくられるのはなぜ? 長田 華子∥著 合同出版 Y 589 ﾅ

「ふつうのおんなの子」のちから 中村 桂子∥著 集英社クリエイティブ 909 ﾅ

日本のヤバい女の子 はらだ 有彩∥著 柏書房 910 ﾊ


