
分類 書名 著者 出版社 出版年月 No.
介護離職から社員を守る : ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽの新課題 佐藤博樹, 矢島洋子 労働調査会 2014年11月 15-11
ああ面白かったと言って死にたい 佐藤愛子 海竜社 2012年7月 K-20
｢老年症候群｣の診察室 : 超高齢化社会を生きる 大蔵暢 朝日新聞出版 2013年8月 K-21

ｼｽﾃﾑ方法論 : ｼｽﾃﾑ的なものの見方･考え方 岩下基 ｺﾛﾅ社 2014年7月 14-15

国立大学法人と労働法 小嶌典明 ｼﾞｱｰｽ教育新社 2014年2月 15-30
働き方革命 : あなたが今日から日本を変える方法 駒崎弘樹 筑摩書房 2009年5月 15-31
3分でわかるﾗﾃﾗﾙ･ｼﾝｷﾝｸﾞの基本 山下貴史 日本実業出版社 2008年12月 K-01
ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰに必要なたった1つの力 : 最高のﾁｰﾑを作るために 野口吉昭 かんき出版 2010年2月 K-03
｢頭のいい人｣は､ｼﾝﾌﾟﾙに仕事する! : ｢8割捨てる｣発想､そして実行が､あなたの人生を変える 中島隆志 三笠書房 2012年3月 K-04
残念な人の口ぐせ 山崎将志 KKﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 2013年3月 K-05
ﾋﾞｼﾞｮﾅﾘｰｶﾝﾊﾟﾆｰ(特別編) ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･C･ｺﾘﾝｽﾞ著 ; 山岡洋一訳 日経BP社 2006年6月 K-14
頭がよくなる｢ﾏｲﾝﾄﾞﾏｯﾌﾟ｣超仕事術 : 思考のﾚｯｽﾝ必須ｽｷﾙ入門 長田武介 ぱる出版 2009年7月 K-16
社長のﾃｽﾄ 山崎将志 日本経済新聞出版社 2013年10月 K-19
ﾏｲﾝﾄﾞﾏｯﾌﾟ問題解決 : ｢らくがき｣で劇的に身につくﾛｼﾞｶﾙｼﾝｷﾝｸﾞ 高橋政史 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 2009年2月 K-22
国際線ｽﾁｭﾜｰﾃﾞｽが教えるｴﾚｶﾞﾝﾄ･ﾏﾅｰ講座 小栗かよ子, 堀田明美 PHP文庫 1997年12月 K-25
男たちのﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ ﾋｭｰﾏﾝﾙﾈｯｻﾝｽ研究所 幻冬舎ﾙﾈｯｻﾝｽ 2008年3月 5
ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽの焦点 : 女性の労働参加と男性の働き方 労働政策研究研修機構 労働政策研究研修機構 2012年3月 24
改訂版 ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ : 考え方と導入法 小室淑恵 日本能率協会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ 2010年3月 25
国際比較の視点から日本のﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽを考える : 働き方改革の実現と政策課題 武石恵美子 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2012年6月 26
ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ支援の課題 : 人材多様化時代における企業の対応 佐藤博樹, 武石恵美子編 東京大学出版会 2014年2月 14-06
伝え方が9割 佐々木圭一 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 2013年3月 66
｢ぎくしゃくしている相手｣とうまくいく方法 林恭弘 大和出版 2012年6月 77
聞く力 : 心をひらく35のﾋﾝﾄ 阿川佐和子 文藝春秋 2012年1月 15-29
ｷﾞｽｷﾞｽした人間関係をまｰるくする心理学 : ｴﾘｯｸ･ﾊﾞｰﾝのTA 安部朋子 西日本出版社 2008年10月 15-32
ｳﾂになりたいという病 植木理恵 集英社 2010年6月 K-15
人間関係が｢しんどい!｣と思ったら読む本 心屋仁乃助 中経出版 2009年10月 K-24
頂はどこにある? ｽﾍﾟﾝｻｰ･ｼﾞｮﾝｿﾝ著 ; 門田美鈴訳 芙蓉社 2009年9月 K-02
最高の成果を生み出す6つのｽﾃｯﾌﾟ : 仕事で“強み"を発揮する方法 ﾏｰｶｽ･ﾊﾞｯｷﾝｶﾞﾑ著 ; 加賀山卓郎訳 日本経済新聞出版社 2008年6月 K-06
さあ､才能(じぶん)に目覚めよう : あなたの5つの強みを見出し､活かす ﾏｰｶｽ･ﾊﾞｯｷﾝｶﾞﾑ,ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･O･ｸﾘﾌﾄﾝ著 ; 田口俊樹訳 日本経済新聞出版社 2001年11月 K-07
偶然の力 植島啓司 集英社 2007年10月 K-12
ﾈｶﾞﾎﾟ辞典 : ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞな言葉をﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞに変換 蠣崎明香莉 ; 萩野絢子 主婦の友社 2012年10月 K-13
自己ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞとｱｻｰｼｮﾝのすすめ 平木典子 金子書房 2000年3月 K-17
ﾌﾞとﾀのあいだ 小泉吉宏 ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ 2007年2月 K-18
成功するのに目標はいらない! : 人生を劇的に変える｢自分軸｣の見つけ方 平本相武 こう書房 2007年7月 K-23
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ｸﾞ 内田麻理香 技術評論社 2011年8月 48
大学生のためのﾄﾞﾗｯｶｰ1 : 大学生活編 松本健太郎 ﾘｰﾀﾞｰｽﾞﾉｰﾄ 2011年11月 53
理系女子的生き方のｽｽﾒ 美馬のゆり 岩波書店 2012年12月 65
理系のためのｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ戦略的就活術 増沢隆太 丸善出版 2014年4月 14-12
光できらめく理系女性たち : 理想のﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽを目指して 小舘香椎子 ｵﾌﾟﾄﾛﾆｸｽ社 2007年8月 45
時代を拓く女性ﾘｰﾀﾞｰ 有馬真喜子 明石書店 2008年11月 46
女性研究者のｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ 伊藤ｾﾂ ﾄﾞﾒｽ出版 2008年7月 47
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 2001年7月 49
素敵にｻｲｴﾝｽ研究者編 : 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 鳥養映子, 横山広美編著 近代科学社 2008年5月 50
大学教授という仕事 杉原厚吉 水曜社 2010年1月 57
理系のための人生設計ｶﾞｲﾄﾞ : 経済的自立から教授選､会社設立まで 坪田一男 講談社 2008年4月 58
研究資金獲得法 塩満典子, 室伏きみ子 丸善株式会社 2008年11月 14-08
科研費採択に向けた効果的なアプローチ 塩満紀子，北川慶子 学文社 2016年9月 K-26

ノーベル賞学者バーバラ・マクリントックの生涯 : 動く遺伝子の発見
Ray Spangenburg, Diane Kit Moser著；大坪久子, 田中
順子, 土本卓, 福井希一訳

養賢堂 2016年8月 16-01

ﾅﾒｸｼﾞの言い分 足立則夫 岩波書店 2012年10月 K-08

面白くて眠れなくなる物理 左巻健男 PHPｴﾃﾞｨﾀｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2012年3月 K-09
ｻｲｴﾝｽｼﾞｮｰｸ : 笑えるあなたは理系脳 小谷太郎 亜紀書房 2013年2月 K-10
文系も知って得する理系の法則 佐久協 祥伝社 2013年4月 K-11
女性を活用する国､しない国 竹信三恵子 岩波書店 2010年9月 62
｢男女共同参画｣が問いかけるもの : 現代日本社会とｼﾞｪﾝﾀﾞｰ･ﾎﾟﾘﾃｨｸｽ 伊藤公雄 ｲﾝﾊﾟｸﾄ出版会 2009年2月 78
ｱｼﾞｱにおけるｼﾞｪﾝﾀﾞｰ平等 : 政策と政治参画 (東北大学ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙCOEﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｢ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ時代の男女
共同参画と多文化共生｣)

辻村みよ子 東北大学出版会 2012年4月 79

ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨと女性活躍の推進 : ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化時代の人材戦略 経済産業省 経済産業調査会 2012年6月 80
家族主義福祉ﾚｼﾞｰﾑの再編とｼﾞｪﾝﾀﾞｰ政治 辻由希 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2012年4月 81
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 明石書店 2008年9月 82
世界のﾎﾟｼﾞﾃｨｳﾞ･ｱｸｼｮﾝと男女共同参画 辻村みよ子 東北大学出版会 2004年4月 83
岩波 女性学辞典 岩波書店 37408 97
｢NHKｽﾍﾟｼｬﾙ 女と男~最新科学が読み解く性｣DVD-BOX(全3枚)
第１回 惹(ひ)かれあう二人 すれ違う二人

NHK 2009年 D-01-01

｢NHKｽﾍﾟｼｬﾙ 女と男~最新科学が読み解く性｣DVD-BOX(全3枚)
第２回 何が違う？ なぜ違う？

NHK 2009年 D-01-02

｢NHKｽﾍﾟｼｬﾙ 女と男~最新科学が読み解く性｣DVD-BOX(全3枚)
第３回 男が消える？人類も消える？

NHK 2009年 D-01-03

女性活躍最強の戦略 小室淑恵 日経BP社 2015年12月 15-34
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年3月 15-36
烈女伝　勇気をくれる明治の8人 榊原千鶴 三弥生書店 2014年5月 100
女性リーダー育成のために　グローバル時代のリーダーシップ論 お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所 勁草書房 2019年2月 101

男
女
共
同
参
画
・
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

学
生

研
究
者

サ
イ
エ
ン
ス

介
護

仕
事
・
労
働

ワ
ー

ク
ラ
イ
フ

バ
ラ
ン
ス

人
間
関
係
・

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

自
己
改
革

書籍一覧

2019.2.27更新

山梨大学男女共同参画推進室（B1-２１４号室）では、図書の貸し出しを行って

います。ご希望の方はスタッフまでお気軽にお声かけください。

貸し出しは1度に2冊までです。

【貸出期間：2週間】
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