
展示期間：2018年11月2日~2019年2月9日 

No 書名 編・著者 出版者 出版年月 請求記号 資料ID

1 女性労働に関する基礎的研究 脇坂 明／著 日本評論社  2018.8    /366.3/5710/2018 7110807612 

2 未来への道標2　人生100年時代の健康、教育、働き方を考える JBCCホールディングスLink編集室／編著 日経BP社 2018.6   /335.0/5802/2 7110529515 

3 非典型化する家族と女性のキャリア 労働政策研究・研修機構／編 労働政策研究・研修機構(発売) 2018.3   /366.3/5698/2018 7110557331 

4 多様化する日本人の働き方 阿部 正浩、山本薫／編 慶應義塾大学出版会  2018.1   /366.2/6599/2018 7109972874 

5 女性活躍最強の戦略 小室 淑恵／著 日経BP社  2015.12  　/336.4/7009/2015 7106647666 

Ｂ 働き続けられる環境とは

6 女性の視点で見直す人材育成 中原 淳、イーマツイノベーション／著 ダイヤモンド社 2018.8 /336.4/7332/2018 7110747274 

7 仕事と介護両立ハンドブック  新田 香織／著 日本生産性本部生産性労働情報センター 2017.4 /366.7/5066/2017 7109361180

8 ワーク・スマート 　チームとテクノロジーが「できる」を増やす  岩村 水樹／著 中央公論新社 2017.3 /336.4/7136/2017 7108698851

9 現場の管理職が知っておきたい女性社員の労務管理A to Z  江上 千惠子／著 第一法規 2017.3 /336.4/7145/2017 7108727739

10 東京都女性活躍推進白書 東京都生活文化局都民生活部男女平等参画課／編  東京都生活文化局都民生活部男女平等参画課 2016.3 T/367.2/5079/2016 7109989441 

11 女性が活躍する社会の実現 多様性を活かした日本へ 加藤 久和／編著 中央経済社  2016.1 /366.3/5645/2016 7108124799 

12 日経BP社 2018.5 7110386172

13 なぜあの会社の女性はイキイキ働いているのか 福田尚好[ほか]著 同友館 2018.3 /336.4/7282/2018 7110269013 

14
ずっと働ける会社

 マタハラなんて起きない先進企業はここがちがう!
小酒部 さやか／著 花伝社  2016.11 /366.3/5651/2016  7108348405

15 日経woman企業の女性活用度調査2015報告書 日経BPヒット総合研究所／編 日経BP社 2015.7 D/366.3/5620/2015 7106541676 

16 女性起業はじめの一歩と続け方  ブレインワークス／編著 カナリアコミュニケーションズ 2018.7 /335.1/6159/2018 7110733813 

17 商業界 2018.7 7110495355

18 荒くれ漁師をたばねる力 坪内 知佳／著 朝日新聞出版 2017.9 /661.7/5017/2017 7110523718 

19 マイペースでずっと働く!女子のひとり起業2年目の教科書 滝岡 幸子／著 同文舘出版 2016.9 /335.0/5764/2016 7107967516 

都立中央図書館　２階トピック展示

「女性の働き方」資料リスト

Ｃ 女性が活躍する会社

Ｄ 起業という働き方

日経Woman 425号 (2018年6月)  「私たちのMY働き方改革 発表！女性が活躍する会社ベスト100」p.104～117

商業界 71巻 7号 通巻881号 (2018年7月)   「女性が活躍するお店は繁盛する」 p.73～88

Ａ 女性の活躍はなぜ必要なのか

 http:// www.library.metro.tokyo.jp/　　　　
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Ｅ 女性の就労と男性の関わり

20  妻の就労で夫婦関係はいかに変化するのか  三具 淳子／著 ミネルヴァ書房 2018.5 /367.3/5607/2018 7110658871 

21 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 　井熊 均／監修 産労総合研究所出版部経営書院 2018.4 /366.3/5692/2018 7110262649 

22 新・正社員論 共稼ぎ正社員モデルの提言 久本 憲夫／著 中央経済社 2018.3 /366.2/6612/2018 7110232200 

23 育児は仕事の役に立つ 「ワンオペ育児」から「チーム育児」へ 浜屋 祐子／著 光文社  2017.3 /366.7/5084/2017 7108720059 

24 働く女の腹の底 多様化する生き方・考え方 博報堂キャリジョ研／著 光文社 2018.4 /366.3/5694/2018 7110331862 

25 仕事も私生活もなぜかうまくいく女性の習慣 麓 幸子／著 日経BP社 2017.5 /159.4/5379/2017 7108960636

26 『ワーママ』5年目に読む本  パワーママプロジェクト／編 光文社 2017.4 /379.9/5374/2017 7109246796

27 きらめくチャンスをつかまえて! 小舘 香椎子／著 アドスリー 2017.3 /407.0 5305/2017 7108727550

28 女性に伝えたい未来が変わる働き方 野村 浩子／著 KADOKAWA 2017.2 /366.3/5656/2017 7108570980

29 女子のための「手に職」図鑑 一生困らない 華井 由利奈／著 光文社 2018.8 /366.2/6647/2018 7110807701 

30 啓明書房 2017.12 /366.2/5873/2019 7109971643

31 東洋経済新報社 2017.12 R/377.9/5058/2019 7109724590

32 女性の就業、結婚、出産に関する行動、価値観の国際比較 萩原 里紗／著 三菱経済研究所 2018.3   /367.2/5720/2018 7110292862 

33
諸外国における育児休業制度等、仕事と育児の両立支援にか

かる諸政策
労働政策研究・研修機構／編 労働政策研究・研修機構 2018.3 D/366.3/5702/2018 7110525276 

34 活躍する女性会社役員の国際比較 渡辺 峻／編著 ミネルヴァ書房 2016.7 /336.3/5569/2016 7107698294

35 ビジネスと経営における女性 気運を盛り上げる  国際労働機関／著 一灯舎 2016.1  /366.3/5627/2016  7106869495

36 フランス女性の働き方 仕事と人生を楽しむコツ ミレイユ・ジュリアーノ／著  日本経済新聞出版社  2010.12 /159.4/5200/2010 5019425444

Ｈ 世界から見た働く女性

Ｆ 働く女性の生き方・考え方

女性の職業のすべて  (2019年版) 

就職四季報 女子版  (2019年版) 

Ｇ 女性の職業紹介
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