
No. キーワード 書名 編著者名 出版社 出版年 ISBN/ISSN 請求記号

1 生き方・しごと
出版女性史 : 出版ジャーナリズムに生きる女性
たち

池田恵美子編著 世界思想社 2001 4790709051 023/Sh99

2 生き方・しごと
ライフスタイル仕事術 : 限界をちょっと広げた私
の方法

川島蓉子著 PHP研究所 2010 9784569774954 159/R12

3 生き方・しごと 世界基準の女になる! : 恋するように仕事をする 桂由美著 PHP研究所 2009 9784569673271 159/Se22

4 生き方・しごと この国で女であるということ 島崎今日子著 教育史料出版会 2001 4876524114 281/Ko78

5 生き方・しごと
結婚と学問は両立する : ある科学者夫妻のラヴ
ストーリー

石坂公成著 黙出版 2002 4900682632 289/Ke29

6 生き方・しごと
市民派政治を実現するための本 : わたしのこと
は、わたしが決める

上野千鶴子, 寺町みどり,
ごとう尚子共編著

コモンズ 2004 4906640753 318/Sh48

7 生き方・しごと キャリア形成にNPO活動をいかした女性たち  国立女性教育会館編 朝陽会 2005 4903059049 335.8/Ky1

8 生き方・しごと
小西ゆかりさんのはたらくココロエ : 会社で自分
の能力をのばすコツ、教えます!

はたらくココロエ編集部編 宙出版 2005 4776791595 336.9/Ko75

9 生き方・しごと 管理される心 : 感情が商品になるとき
A.R.ホックシールド著 ; 石
川准, 室伏亜希訳

世界思想社 2000 4790708039 361.4/Ka58

10 生き方・しごと
共働きで「家を選ぶ」ということ : 妻が仕事を辞
める家、辞めない家

杉山由美子著 WAVE出版 2000 4872900804 365.3/To61

11 生き方・しごと 働くひとのためのキャリア・デザイン 金井壽宏[著] PHP研究所 2003 456961941X 366/H42

12 生き方・しごと 女性リーダーのキャリア形成 篠塚英子編著 勁草書房 2004 4326653019 366/J76

13 生き方・しごと 女子大生・OLの職業意識 : 日中比較 川久保美智子著 かんぽう 2004 4900277487 366/J78

14 生き方・しごと
金城祐子さんのはたらくココロエ : 周囲の期待
に応えるコツ、教えます!

はたらくココロエ編集部編 宙出版 2005 4776791587 366/Ki44

15 生き方・しごと
しびれるほど仕事を楽しむ女たち : ウーマン・オ
ブ・ザ・イヤー

日経WOMAN編 日本経済新聞社 2005 4532312493 366/Sh19

16 生き方・しごと ソニーな女たち 多賀幹子著 柏書房 2004 4760124926 366/So42

17 生き方・しごと スローな働き方と出会う : 現場発 田中夏子, 杉村和美著 岩波書店 2004 4000010719 366/Su76

18 生き方・しごと ガールズ・トーク : 17人の乙女インタビュー
エムズ・コミニカスイートブ
ルーム編集室編

エムズ・コミニカスイートブ
ルーム編集室

2003 4861130743 366.2/G24

19 生き方・しごと 働く意味とキャリア形成 谷内篤博著 勁草書房 2007 4326653221 366.2/H42

20 生き方・しごと 若者の就労と進路職業選択の教育社会学 山内乾史編著 東信堂 2008 9784887138384 366.2/Ky4

21 生き方・しごと 年齢差別 : 仕事の場でなにが起きているのか 玄幡まみ [著] 岩波書店 2005 4000093495 366.2/N64

22 生き方・しごと わたしたち海外で働いてます 河添恵子編 学研 2002 4054015867 366.2/W47

23 生き方・しごと 働く女性、そのときあなたはどうする 中崎峰子著 悠飛社 2000 4946448845 366.3/H42

24 生き方・しごと 彷徨するワーキング・ウーマン 諸井克英 [ほか] 著 北樹出版 2001 4893848348 366.3/H82

25 生き方・しごと
お仕事してても子は育つ : 働くママの「後ろめた
い症候群」

メアリー・C.ヒッキー, サン
ドラ・サルマンズ [著] ; 柴
門ふみ監訳

新潮社 2004 4105444018 366.3/O76

26 生き方・しごと その仕事、好きですか? : [1] 南ゆかり著 ワニブックス 2002 4847014456 366.7/So48

27 生き方・しごと その仕事、好きですか? : 2 南ゆかり著 ワニブックス 2005 4847016343 366.7/So48

28 生き方・しごと
夢をかたちにした女性たち : 将来のキャリアを
考えたいあなたへ

 国立女性教育会館編 朝陽会 2007 9784903059112 366.7/Y97



29 生き方・しごと フリーターという生き方 小杉礼子著 勁草書房 2003 4326652764 366.8/F92

30 生き方・しごと 働く女は敵ばかり 遥洋子著 朝日新聞社 2001 4022576030 367.2/H42

31 生き方・しごと
自分らしさとわがままの境で : 日本女性の静か
な革命

アンヌ・ガリグ著 ; 後藤淳
一訳

草思社 2002 4794211600 367.2/J46

32 生き方・しごと
この道は丘へと続く : 日米比較ジェンダー、仕
事、家族

アグネス・チャン, マイラ・
ストロバー著 ; 桃井緑美
子訳

共同通信社 2003 4764105276 367.2/Ko78

33 生き方・しごと
もっと違う生き方がしたい! : 「新しい私」へと羽
ばたいた女たち

亀山早苗著 ソニー・マガジンズ 2004 478972395X 367.2/Mo95

34 生き方・しごと 裁かれる男たち : セクハラ告発の行方 金子雅臣著 明石書店 2001 4750314382 367.2/Sa11

35 生き方・しごと
「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 4788508834 367.2/U63

36 生き方・しごと 専業主婦でなぜ悪い!?
L・バートン, J・ディット
マー, C・ラブレス [著] ; 遠
藤公美恵訳

文藝春秋 2002 4163588604 367.3/Se64

37 生き方・しごと 仕事を持つのは悪い母親?
シルヴィアンヌ・ジャンピノ
著 ; 鳥取絹子訳

紀伊國屋書店 2002 4314009217 367.3/Sh29

38 生き方・しごと 専業主婦はいま : 多様化と個性化の中で 藤井治枝著 ミネルヴァ書房 2002 462303609X 367.3/Sh99

39 生き方・しごと 王子じゃなくておやじでもいい
結婚を考える委員会企画
編集

ネオ書房 2004 4943948677 367.4/O35

40 生き方・しごと おひとりさまの老後 上野千鶴子著 法研 2007 9784879546807 367.7/O29

41 生き方・しごと 老いる準備 : 介護することされること 上野千鶴子著 学陽書房 2005 4313860959 369.2/O32

42 生き方・しごと
女性校長のキャリア形成 : 公立小・中学校校長
554人の声を聞く

女子教育問題研究会編
著

尚学社 2009 9784860310622 374.3/J76

43 生き方・しごと キャリア形成に生涯学習をいかした女性たち  国立女性教育会館編 [国立女性教育会館] 2005 379/Ky1

44 生き方・しごと 看護職の社会学 佐藤典子著 専修大学出版局 2007 9784881251836 498.1/Ka54

45 生き方・しごと
「ナースのお悩み」相談室 : 転職・結婚・子育て・
人間関係

ナースビーンズスマート
ナース編集室編著

メディカ出版 2007 9784840421034 498.1/N56

46 生き方・しごと 女子と出産 : 晩産時代を、どう生きる? 山本貴代著 日本経済新聞出版社 2010 9784532167295 598.2/J78

47 生き方・しごと
仕事もしたい赤ちゃんもほしい : 新聞記者の出
産と育児の日記

井上志津著 草思社 2004 4794213387 599/A28

48 生き方・しごと
「兼業主夫」マニュアル : 「仕事」と「育児」両立
のノウハウと哲学

清水恭一著 大村書店 2004 4756330266 599/Ke43

49 生き方・しごと 買わねぐていいんだ。 茂木久美子著 インフォレスト 2010 9784861908347 686/Ka96

50 生き方・しごと
デブラ・ウィンガーを探して : ハリウッド女優34人
の哲学

ロザンナ・アークエット編
著 ; 中川紀子訳

河出書房新社 2003 4309266584 778/D52

51 キャリア形成支援 まず歩きだそう : 女性物理学者として生きる 米沢富美子著 岩波書店 2009 9784005006168 289/Ma99

52 キャリア形成支援 女性学をつなぐ : 女性学研究会アーカイブ 女性学研究会編著 新水社 2009 9784883851232 367.1/J76

53 キャリア形成支援
千葉大学女性研究者ロールモデル : 先輩研究
者からのメッセージ

千葉大学 2009 377/C42

54 キャリア形成支援
Dr.Campus : 女性研究者のWLBとキャリア形成 :
リサーチノート : 1

慶應義塾大学ワークライフ
バランス研究センター

2010 377/D91

55 キャリア形成支援
医師薬総合研究科 : 学生のキャリア形成に関
する調査報告書

長崎大学男女共同参画
推進センター編

長崎大学男女共同参画推
進センター

2011 377/I23

56 キャリア形成支援
ICT分野で国際的に活躍できる女性人材の育成
を考える : 日欧の事例を中心に

津田塾大学 2010 377/Ts34

57 キャリア形成支援
ポストドクター問題 : 科学技術人材のキャリア形
成と展望

国立教育政策研究所, 日
本物理学会キャリア支援
センター編

世界思想社 2009 9784790714163 377.5/P84



58 キャリア形成支援 科学者ってどんな女性(ひと)?
北海道大学女性研究者
支援室企画・編集

北海道大学女性研究者支
援室

2010 402/Ka16

59 キャリア形成支援 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著 講談社 2003 4062117118 402/R41

60 キャリア形成支援

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 : 平成22年度文部科学省科
学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育
成」事業

岐阜大学男女共同参画
推進室編

岐阜大学男女共同参画推
進室

2011 407/G43

61 キャリア形成支援
花ひらく未来へ : 理系女子のためのキャリア発
見BOOK : 文部科学省科学技術振興調整費「女
性研究者支援モデル育成」事業

東海大学学長室ワーク・ラ
イフ・バランス推進室

2011 407/H27

62 キャリア形成支援
女子こそサイエンス : 女子学生に贈る理工系選
択支援のための女性研究者ロールモデルテキ
スト

日本大学理工学部女性
研究者編

日本大学研究委員会男女
研究者共同参画専門部会

[200-] 407/J78

63 キャリア形成支援
科学の未来は女性が拓く : 輝く人生を目指して :
[1]

九州大学高等研究機構
研究戦略企画室編

九州大学高等研究機構研
究戦略企画室

2007 407/Ka16

64 キャリア形成支援 科学の未来は女性が拓くII : 世界へ羽ばたけ編
九州大学高等研究機構
女性研究者支援室編

九州大学高等研究機構女
性研究者支援室

2008 407/Ka16

65 キャリア形成支援
科学の未来は女性が拓く : 輝く人生を目指して :
3

九州大学高等研究機構
研究戦略企画室編

九州大学高等研究機構研
究戦略企画室

2009 407/Ka16

66 キャリア形成支援 熊本大学女性研究者ロールモデル
熊本大学男女共同参画
推進室編

熊本大学男女共同参画推
進室

2008 407/Ku34

67 キャリア形成支援 理系に行こう! : 女子中高生のための理系案内 都河明子著 九天社 2006 4861671183 407/R41

68 キャリア形成支援
理系女性のワーキングスタイル : 10人10色、生
き方!応援BOOK

名古屋大学男女共同参
画室, [名古屋大学]男女
共同参画推進専門委員
会 [編]

名古屋大学男女共同参画
室 : [名古屋大学]男女共
同参画推進専門委員会

[2006] 407/R41

69 キャリア形成支援

理系・女性・研究者My STUDY My STYLE : 文
部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支
援モデル育成」事業プログラム採択課題 : 神戸
大学「再チャレンジ!女性研究者支援神戸スタイ

神戸大学教員編
神戸大学男女共同参画推
進室

2009 407/R41

70 キャリア形成支援 理系研究者ロールモデル集 : [1]
奈良先端科学技術大学院
大学男女共同参画室

[2010] 407/R41

71 キャリア形成支援 理系研究者ロールモデル集 : 2
奈良先端科学技術大学院
大学男女共同参画室

2011 407/R41

72 キャリア形成支援 長崎大学女性研究者ロールモデル : [1]
長崎大学男女共同参画推
進センター

[2010] 407/R41

73 キャリア形成支援 長崎大学女性研究者ロールモデル : 2
長崎大学男女共同参画推
進センター

[2010] 407/R41

74 キャリア形成支援
理系女性のきらめく未来 : 多分野で活躍する女
性たちロールモデル集

科学技術振興機構男女共
同参画ワーキンググルー
プ

2009 407/R41

75 キャリア形成支援
サイエンスに挑む女性像 : 平成18年度文部科
学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モ
デル育成」事業

「女性研究者マルチキャリ
アパス支援モデル」プロ
ジェクト編

「女性研究者マルチキャリ
アパス支援モデル」プロ
ジェクト推進室

2009 407/Sa17

76 キャリア形成支援 Science angel book

東北大学杜の都女性科
学者ハードリング支援事
業サイエンス・エンジェル
編

東北大学女性研究者育成
支援推進室

2009 407/Sc9

77 キャリア形成支援
がんばれ!女性医師・医学生 : 仕事とパーソナ
ル・ライフの充実をめざして

日本家庭医療学会編 プリメド社 2003 4938866242 498.1/G19

78 セクシュアリティ 霊と女たち 杉浦勉著 インスクリプト 2009 9784900997240 162/R25

79 セクシュアリティ
大日本帝国の「少年」と「男性性」 : 少年少女雑
誌に見る「ウィークネス・フォビア」

内田雅克著 明石書店 2010 9784750332192 210.6/D25

80 セクシュアリティ
ボディ・セルフ・アイデンティティ・セクシュアリ
ティの心理学 : 「私が変わる」「私を変える」「社
会が変わる」

三井宏隆著 ナカニシヤ出版 2003 4888487804 361.4/B61

81 セクシュアリティ
男と女の友人主義宣言 : 恋愛・家族至上主義を
超えて

佐藤和夫著 はるか書房 2004 4434052926 367.4/O86

82 セクシュアリティ
挑発するセクシュアリティ : 法・社会・思想への
アプローチ

関修, 志田哲之編 新泉社 2009 9784787709011 367.9/C53

83 セクシュアリティ 同性婚 : ゲイの権利をめぐるアメリカ現代史
ジョージ・チョーンシー著 ;
上杉富之, 村上隆則訳

明石書店 2006 4750323365 367.9/D88

84 セクシュアリティ ゲイという「経験」 伏見憲明著 ポット出版 2004 4939015602 367.9/G32

85 セクシュアリティ ゲイ・アイデンティティ : 抑圧と解放
デニス・アルトマン著 ; 岡
島克樹, 河口和也, 風間
孝訳

岩波書店 2010 9784000227773 367.9/G32

86 セクシュアリティ
一人ひとりの性を大切にして生きる : インター
セックス、性同一性障害、同性愛、性暴力への
視点

針間克己〔著〕 少年写真新聞社 2003 4879811610 367.9/H77



87 セクシュアリティ
カナダのセクシュアル・マイノリティたち : 人権を
求めつづけて

サンダース宮松敬子著 教育史料出版会 2005 4876524564 367.9/Ka43

88 セクシュアリティ
語り継ぐトランスジェンダー史 : 性同一性障害
の現在・過去・未来

虎井まさ衛編著 十月舎 2003 4434033301 367.9/Ka83

89 セクシュアリティ クイア・スタディーズ 河口和也著 岩波書店 2003 4000270044 367.9/Ku23

90 セクシュアリティ なんで隠すの? : コトバとカラダが伝える性 押川剛著 情報センター出版局 2002 479583802X 367.9/N48

91 セクシュアリティ 女の子の性の本 : こころもからだも私のもの
池田久美子, 尾藤りつ子
著

解放出版社 2003 4759260757 367.9/O66

92 セクシュアリティ
セクシュアルマイノリティ : 同性愛、性同一性障
害、インターセックスの当事者が語る人間の多
様な性

セクシュアルマイノリティ
教職員ネットワーク編著 ;
池田久美子 [ほか] 著

明石書店 2003 4750316954 367.9/Se45

93 セクシュアリティ セクシュアリティ・スタディーズ 宮淑子編 新水社 2010 9784883851300 367.9/Se45

94 セクシュアリティ トランスがわかりません!!
ROS編著 ; 迫共, 今将人
著者代表

アットワークス 2007 9784939042232 367.9/Y99

95 セクシュアリティ 障害学の主張 石川准, 倉本智明編著 明石書店 2002 4750316350 369.2/Sh95

96 セクシュアリティ 障害児(者)のセクシュアリティを育む
“人間と性"教育研究協議
会・障害児サークル編

大月書店 2001 4272411330 378/Sh95

97 セクシュアリティ ラブホテルの力 : 現代日本のセクシュアリティ 鈴木由加里著 廣済堂出版 2002 4331850137 384.7/R11

98 セクシュアリティ 「美少女」の現代史 : 「萌え」とキャラクター ササキバラ・ゴウ著 講談社 2004 4061497189 726/B47

99 セクシュアリティ
男たちの絆、アジア映画 : ホモソーシャルな欲
望

四方田犬彦, 斉藤綾子編 平凡社 2004 4582282504 778/O86

100 セクシュアリティ
クィア物語論 : 近代アメリカ小説のクローゼット
分析

松下千雅子著 人文書院 2009 9784409140635 930.2/Ku23


