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No. 書名 編著者名 出版社 出版年 ISBN 請求記号

1 理系のための恋愛論 : 理系脳v.s.女子脳 酒井冬雪著 毎日コミュニケーションズ 2008 9784839927943 152.1/R41

2 10年後の名刺 : 「なりたい自分」に近づくためのヒント 崎山みゆき著 リヨン社 2007 9784576071091 159/J95

3 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 4532165644 159/Sa69

4 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 4532165725 159/Sa69

5 女たち。まっしぐら! 松島駿二郎著 冨山房インターナショナル 2011 9784905194187 280/O66

6 いまの私が好き
チームいま好き著 ; 広岡守穂

監修 ; 上野いく子編
ユック舎 2006 4843100900 281/I45

7 夢をかなえるために、今できること 阿川佐和子 [ほか著] 日本経済新聞社 2005 453216530X 281/I48

8 女という生き方 : 先輩女性が贈る言葉 木村佳代子著 ピエ・ブックス 2005 4894444593 281/O66

9 ずっと好きなこと : そして女性クリエイター8人は生まれた マカナブックス編
マカナブックス有限会社モンキィ
ボンド

2007 9784880083681 281/Z8

10 チャレンジする女性たち アヴァンティ編集部編著 アヴァンティ 2008 9784901615037 281.91/C34

11 グレイス・スタイル : 環境ビジネスで幸せを見つけた私 安井悦子著 カナリア書房 2006 4778200241 289/G95

12 科学の花嫁 : ロマンス・理性・バイロンの娘
ベンジャミン・ウリー [著] ; 野
島秀勝, 門田守訳

法政大学出版局 2011 9784588009587 289/Ka16

13 環境教育の母 : エレン・スワロウ・リチャーズ物語

エスリー・アン・ヴェア著 ; ジェ

ニファー・ヘイジャーマン挿絵 ;
住田和子, 住田良仁訳

東京書籍 2004 4487757401 289/Ka56

14 マリー・キュリーの挑戦 : 科学・ジェンダー・戦争 川島慶子著 トランスビュー 2010 9784901510899 289/Ma51

15 猿橋勝子という生き方 米沢富美子著 岩波書店 2009 9784000074971 289/Sa69

16 白梅のように : 化学者丹下ウメの軌跡 蟻川芳子, 宮崎あかね共著 化学工業日報社 2011 9784873265940 289/Sh86

17 保井コノ : 日本初の女性博士 香川人権研究所 2006 289/Y64

18 国際公務員のキャリアデザイン : 満足度に基づく実証分
析

横山和子著 白桃書房 2011 9784561265559 329/Ko51

19 「人口減少」で読み解く時代 : 輝く社会と人生のデザイン 土堤内昭雄著 ぎょうせい 2006 4324079056 334.31/J52

20 自己啓発の時代 : 「自己」の文化社会学的探究 牧野智和著 勁草書房 2012 9784326653720 361.5/J51

21 ひと×まちからの創造
大成哲雄, 斉藤ゆか, 神谷明
宏編集

悠雲舎 2010 9784904192214 361.7/H77

22 ライフコースの社会学 嶋崎尚子 [著] 学文社 2008 9784762018022 361/R12

23 現代の貧困ワーキングプア : 雇用と福祉の連携策 五石敬路著 日本経済新聞出版社 2011 9784532491161 364/G34

24 偶キャリ。 : 「偶然」からキャリアをつくった10人 所由紀著 経済界 2005 4766783379 366.2/G92

25 グローバルキャリア : ユニークな自分の見つけ方 石倉洋子著 東洋経済新報社 2011 9784492532843 366.2/G95

26 会社は2年で辞めていい 山崎元著 幻冬舎 2007 9784344980662 366.2/Ka21

27 キャリアデザインへの挑戦 : 58人のキャリアデザイン論
菊地達昭編著 ; 日本キャリア
デザイン学会監修

産労総合研究所出版部経営書
院

2007 9784879139979 366.2/Ky1

28 天職ガールズ
DELUXE CONTINENTAL,
藤原美奈編集

サンワード・コミュニケーションズ 2007 9784396692162 366.2/Te37
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29 働くこととジェンダー 倉地克直, 沢山美果子編 世界思想社 2008 9784790713227 366.3/H42

30 仕事と家庭の両立支援のために 農業環境技術研究所 2011 366.3/Sh29

31 ふむふむ : おしえて、お仕事! 三浦しをん [著] 新潮社 2011 9784104541072 366.7/F87

32 輝く女性ITプロフェッショナルたち : IT人材職種別モデル
キャリア開発計画策定事業より

情報処理推進機構IT人材育成本

部ITスキル標準センター
c2011 366.7/Ka17

33 キャリアアップとプライベートライフ : 両立を目指す6つの
ステップ

D.クィン・ミルズ, S.K.マットゥ,
K.R.ホーンビー共著 ; 田村勝
省訳

シュプリンガー・フェアラーク東京 2005 4431711260 366.7/Ky1

34 キャリア研究を学ぶ : 25冊を読む 上西充子 [ほか] 編 泉文堂 2009 9784793003684 366.7/Ky1

35 仕事と育児の両立支援ガイドブック : 産総研のワークラ
イフバランス

[産業技術総合研究所] 2009 366.7/Sh29

36 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

37 女性のキャリアデザイン : 働き方・生き方の選択 青島祐子著 学文社 2007 9784762016790 366/J76

38 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 4750319368 366/J76

39 輝く女性の生き方100 : 101人目のストーリーはあなた :
[1] 三根早苗編 本の泉社 2005 4880238953 366/Ka17

40 輝く女性の生き方100 : 101人目のストーリーはあなた :
2 三根早苗編 本の泉社 2005 488023933X 366/Ka17

41 プライドワーク : 自分をつくる働き方 今一生著 春秋社 2007 9784393495285 366/P97

42 実践!ワークライフバランス
ダイバーシティ・サポート・オ
フィス(産総研コンソーシアム)
編

ダイバーシティ・サポート・オフィ
ス(産総研コンソーシアム)

2010 366/Se72

43

森林総合研究所における男女共同参画意識調査報告
書 : 「応援します!家族責任を持つ女性研究者」 : 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

森林総合研究所男女共同参画
室

2009 366/Sh69

44 しあわせに働ける社会へ 竹信三恵子著 岩波書店 2012 9784005007158 366.1/Sh15

45 宇宙女子 : こうして私は宇宙をシゴトにした : 宇宙と働く

女性たちの感動エピソードとその仕事内容を紹介!. 蒼竜社 2012 9784883864034 366.2/U25

46 男女共同参画統計データブック : 日本の女性と男性

: 2012
国立女性教育会館, 伊藤陽

一編集
ぎょうせい 2012 9784324094785 367.21/D37

47 フリーターとニート 小杉礼子編 勁草書房 2005 4326653043 367.6/F92

48 いまこの国で大人になるということ
苅谷剛彦編著 ; 内野正幸 [ほ
か著] 紀伊國屋書店 2006 4314010053 367.6/I42

49 学歴格差の経済学 橘木俊詔, 松浦司著 勁草書房 2009 9784326503162 371.3/G16

50 教育と格差 : なぜ人はブランド校を目指すのか 橘木俊詔, 八木匡著 日本評論社 2009 9784535556072 371.3/Ky4

51 仕事と若者 本田由紀, 筒井美紀編著 日本図書センター 2009 9784284302630 372.1/R37

52 キャリア形成・能力開発 : 「生きる力」をはぐくむために 宮崎冴子著 文化書房博文社 2008 9784830111211 375.6/Ky1

53 学ぶはたらくつながる : 格差社会に立ち向かう若者たち
へ

日高教・高校教育研究委員
会, 太田政男, 工藤毅編

かもがわ出版 2008 9784780301502 375.6/Ma43

54 「育児」を契機とするクロスオーバー
JSGS-Net若手研究者と育児
ワーキンググループ編集

お茶の水女子大学21世紀COE
プログラム「ジェンダー研究のフ
ロンティア」(F-GENS)

2008 377.1/I38

55 女性研究者育成の観点から見た大学院教育の問題点
[日本学術会議学術体制常置

委員会編]
日本学術会議学術体制常置委
員会

2005 377.7/J76

56 女子大学生の就職意識と行動 李尚波著 御茶の水書房 2006 427500440X 377.9/J78

57 輝いてはたらきたいアナタへ : 彼女たちの様々なドラマ 石川康宏ゼミナール編 冬弓舎 2009 9784925220248 377.9/Ka17
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58 素顔の愛媛大学女性研究者 : 愛媛大学ロールモデル集 愛媛大学女性未来育成センター 2011 377/E35

59 岩手大学で活躍する女性研究者 : 20人の女性たちが歩
んできたストーリー

岩手大学男女共同参画推進室 2011 377/I97

60
上智大学「グローバル社会に対応する女性研究者支援」
報告書 : 平成21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 : 平成22年度

上智大学女性研究者支援事務
局

2011 377/J57

61 女性研究者のための情報ライブラリー 大山智美編集・構成
[九州大学女性研究者キャリア開

発センター] [2010] 377/J76

62 女性研究者のためのキャリアプランシート 遠藤雅子, 小玉小百合編著 千葉大学 2009 377/J76

63 香川大学ワーク・ライフ・バランス応援ハンドブック : 仕事
も家庭も大切にしたいあなたに

香川大学男女共同参画推進室 2011 377/Ka17

64 女性も男性ももっとHAPPYに学べる働ける大学をめざし
て

関西学院大学男女共同参画推
進支援室

[2011] 377/Ka59

65 研究者になる! : 2006～2009 = I'm going to be a
researcher!

京都大学女性研究者支援セ
ンター編

京都大学女性研究者支援セン
ター

2010 377/Ke45

66 理系女性のワークライフバランス
三重大学女性研究者支援室
編

三重大学女性研究者支援室 2009 377/Mi15

67 ROLE MODEL BOOK : 理系に生きる女性たち! 名古屋大学男女共同参画室 [20--] 377/N27

68 日本大学のキャリアウェイモデルたち : 多分野で活躍す

る女性教員とOG・ロールモデル集 : 2010

日本大学研究委員会男女研究
者共同参画専門部会女性研究
者支援推進ユニット

2010 377/N71

69 ワーク・ライフ・バランスを目指して : 女性研究者支援モ
デルの構築

お茶の水女子大学編集 お茶の水女子大学 2007 377/O15

70 静岡大学理系女性研究者たち : ロールモデル集 静岡大学男女共同参画推進室 2011 377/Sh94

71 東邦大学「生命 (いのち) の科学で未来をつなぐ女性研

究者への継続的支援モデル」活動報告書 : 平成23年度
東邦大学男女共同参画推進
室編

東邦大学男女共同参画推進室 2010 377/To24

72 Science angel book : 2010
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

2010 377/To25

73 徳島大学女性研究者 : 徳島大学女性研究者ロールモデ

ル集 : [1]
徳島大学AWAサポートセンター

(AWA Support Center) [2011-] 377/To43

74 テクノロジー分野で働く女性のためのネットワーキング 津田塾大学 2011 377/Ts34

75 テクノロジー分野で働く女性研究者支援を考える : 日米
の事例を中心に

津田塾大学 2009 377/Ts34

76 Woman of YAMAGATA : [2011.3] 山形大学男女共同参画推進室 2011 377/Y22

77 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 9784526059681 402/Ka16

78 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 4883850587 404/Sh59

79 日本女性科学者の会創立50年記念誌
日本女性科学者の会創立50
年記念誌編集委員会編

日本女性科学者の会 2008 406/N71

80 女性研究者と科学技術の未来 伊藤厚子研究代表 国際高等研究所 2011 9784906671793 407/J76

81 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, 松本和子監
修

オーム社 2008 9784274206085 407/Ka16

82 科学との正しい付き合い方 : 疑うことからはじめよう 内田麻理香著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2010 9784887597938 407/Ka16

83 行動する女性技術士たち : 理系は楽しい・おもしろい 女性技術士の会編 女性技術士の会 2009 407/Ko21

84 求めます、あなたの視点 : 農業環境女性研究者ロール
モデル集

[農業環境技術研究所]企画戦

略室(男女共同参画推進委員

会事務局)編

[農業環境技術研究所]企画戦略

室(男女共同参画推進委員会事

務局)
2012 407/N93

85 私とワーク・ライフ・バランス : 農研機構研究者インタ
ビュー集

農業・食品産業技術総合研究機
構女性研究者支援室

2012 407/N93

86 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

2011 407/R41
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87 理系なお姉さんは苦手ですか? : 理系な女性10人の理
系人生カタログ

内田麻理香著 ; 高世えり子絵 技術評論社 2011 9784774147536 407/R41

88 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

89 素敵にサイエンス : かがやき続ける女性キャリアを目指

して : 女性のための理系進路選択 :  先生編
田中若代編著 近代科学社 2009 9784764950153 407/Su83

90 素敵にサイエンス : かがやき続ける女性キャリアを目指

して : 女性のための理系進路選択 : 研究者編
鳥養映子, 横山広美編著 近代科学社 2008 9784764950030 407/Su83

91 海のプロフェッショナル : 海洋学への招待状
窪川かおる編 ; 女性海洋研究
者チーム著

東海大学出版会 2010 9784486018810 452/U74

92 第2回バイオ系専門職における男女共同参画実態の大
規模調査の分析結果

日本分子生物学会 2009 464/D25

93 人がヒトをデザインする : 遺伝子改良は許されるか 小坂洋右著 ナカニシヤ出版 2011 9784779505683 490/H77

94 完全な人間を目指さなくてもよい理由 : 遺伝子操作とエ
ンハンスメントの倫理

マイケル・J・サンデル著 ; 林
芳紀, 伊吹友秀訳

ナカニシヤ出版 2010 9784779504761 490/Ka59

95 女性技術者 : 就労環境とキャリア形成
日本女性技術者フォーラム調
査部会編

日本女性技術者フォーラム 2005 507/J76

96 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懇
話会編

日本女性技術者フォーラム 2008 507/R41

97 Civil engineerへの扉 : 土木技術者を目指すあなたに贈

るメッセージ : 2006年版
土木技術者女性の会編 土木技術者女性の会 2006 510/C73

98 環境ビジネスウィメン : 11人成功の原点と輝く生き方
環境ビジネスウィメン懇談会
編著

日経BP社 2005 4822208575 519/Ka56

99 私のとなりのロボットなヒト : 理系女子がロボット系男子
に聞く

瀬戸文美, 千葉工業大学未来
ロボット技術研究センター
「furo」編著

近代科学社 2012 9784764950191 548/W45

100 カソウケンへようこそ : おうちの中の非実用?サイエンス 内田麻理香著 講談社 2005 4061542796 592/Ka78
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