
No. 書名：副書名 編著者名 発行者 発行年 請求記号

1 赤松良子：志は高く 赤松 良子 日本図書センター 2001 289/A31

2 「育休世代」のジレンマ：女性活用はなぜ失敗するのか? 中野 円佳 光文社 2014 366.3/I38

3
ウーマノミクス：仕事も家庭もあきらめない新しい「働き方」
のカタチ：womenomics：work less, achieve more, live better

Shipman Claire アルファポリス 2014 366.3/U63

4 女たちのサバイバル作戦 上野 千鶴子 文藝春秋 2013 367.21/O66

5
女って大変。：働くことと生きることのワークライフバランス
考

澁谷 智子 医学書院 2011 367.21/O66

6 家族と職業の両立 本沢 巳代子 信山社 2013 364/Ka99

7
均等法と育児・介護休業法で会社は変わる!：女性社員を活
かす労務管理

布施 直春 労働調査会 2014 336.4/Ki46

8
均等法施行10年目の女子雇用管理の状況：「平成7年度女
子雇用管理基本調査」結果概要

労働省婦人局婦人政
策課

労働省 1996 366.3/Ki46

9
均等法改正にむけてわたしの一言：おんなたちの「異議あ
り!」

変えよう均等法ネット
ワーク

変えよう均等法ネット
ワーク

1996 366/Ki46

10
均等法施行10年を振り返って：均等法・育児休業法施行記
念集会(その2)報告書(改訂版)

日本労働組合総連合
会

日本労働組合総連合
会(連合)

1995 366.6/Ki46

11 均等法・母性保護・育児介護休業Q&A 神田 遵 労務行政 2010 366.3/Ki46

12 均等法をつくる 赤松 良子 勁草書房 2003 366.1/Ki46

13 クオータ制の実現をめざす WIN WIN
パド・ウィメンズ・オ
フィス

2013 367.2/Ku49

14
検証・均等法 知りたい 知らせたい 女たちの3年：シンポジ
ウム報告集

労基法改正と真の男女平
等をめざす大阪連絡会

労基法改正と真の男女
平等をめざす大阪連絡
会

1989 366.1/Ke51

15
現代日本における労働世界の構図：もうひとつの働き方を
展望するために 1-9

高橋 祐吉 旬報社 2013 366/G34

16 権力と労働 天野 正子 岩波書店 2009 367.21/Sh69

17 広告は、社会を揺さぶった：ボーヴォワールの娘たち 脇田 直枝 宣伝会議 2015 674/Ko44

18 公務員赤松良子 杉山 由美子 理論社 2003 289/Ko75

19 志を高く：男女雇用機会均等法の誕生まで 赤松 良子
いきいきフォーラム
2010

2002 366.1/Ko44

20 子育てと仕事の社会学：女性の働きかたは変わったか 西村 純子 弘文堂 2014 366.3/Ko88

テーマ展示リスト「男女雇用機会均等法から30年」(2016年4月～7月)

国立女性教育会館女性教育情報センター

男女雇用機会均等法は、1985年制定、翌86年より施行されました。所蔵展示と連動して、均等法制定に

よる女性労働の変化に関する資料を展示します。
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21 雇用機会均等法・育児介護休業法
ロア・ユナイテッド法律
事務所

中央経済社 2013 366/Ko97

22 雇用均等フォーラム 女性職業財団 女性職業財団 1992 366.3/Ko97

23 雇用差別への法的挑戦：アメリカの経験・日本への示唆 相澤 美智子 創文社 2012 366.1/Ko97

24 雇用・社会保障とジェンダー 嵩 さやか 東北大学出版会 2007 366/Ko97

25 雇用の政策と法 高橋 保 ミネルヴァ書房 2008 366.2/Ko97

26 差別禁止法の新展開：ダイヴァーシティの実現を目指して 森戸 英幸 日本評論社 2008 316/Sa11

27 ジェンダーと雇用の法 水谷 英夫 信山社 2008 366.1/J36

28 仕事と家族：日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか 筒井 淳也 中央公論新社 2015 366.7/Sh29

29 時代を視る：2004-2012 赤松 良子
パド・ウィメンズ・オ
フィス

2013 304/J48

30 社会政策とジェンダー 明石書店 2011 366/Ta64

31
職場のトラブルで悩んでいませんか?：男女雇用機会均等
法 育児・介護休業法 パートタイム労働法に基づく紛争解
決援助制度のご案内

厚生労働省都道府県
労働局雇用均等室

厚生労働省都道府県
労働局雇用均等室

2015 366.3/Sh96

32 女性をめぐる法と政策：原理・体系・課題 高橋 保 ミネルヴァ書房 2008 367.1/J76

33
女性活躍の「100の道標 (みちしるべ)」：次代を担うハンサ
ムウーマン!あなたに贈る：15才からアラフォー世代のキャリ
アマネジメント(実践編)

芝原 脩次 学研プラス 2015 366.3/J76

34 女性たちはいま：揺れる「均等法」世代 日本経済新聞社 日本経済新聞社 1992 366.3/J76

35 女性と企業の新時代：夫婦で語る男女雇用機会均等法 花見 忠 有斐閣 1986 366.1/J76

36 女性と仕事
昭和女子大学女性文
化研究所

御茶の水書房 2010 366.3/J76

37 女性と法を見る目に確かさを 植野 妙実子 成文堂 2007 320/J76

38 女性のための法律 金井 正元 日本評論社 2010 320/J76

39 女性の働きかた 武石 恵美子 ミネルヴァ書房 2009 366/J76

40 女性労働政策の展開：「正義」「活用」「福祉」の視点から
労働政策研究・研修機
構

労働政策研究・研修
機構

2011 366.8/J76

41 女性労働・非正規雇用 宮里 邦雄 旬報社 2009 366.1/J76

42 セクシュアル・ハラスメント法理の諸展開 山崎 文夫 信山社 2013 366.3/Se45
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43 戦後女子労働史論 竹中 恵美子 明石書店 2012 366/Ta64

44
戦後日本女性政策史：戦後民主化政策から男女共同参画
社会基本法まで

神崎 智子 明石書店 2009 367.21/Se64

45 男女共同参画社会と市民 藤原 千賀 武蔵野大学出版会 2012 367.21/D37

46 男女共同参画のために：政策提言 辻村 みよ子 東北大学出版会 2008 367.1/D37

47
男女均等の人事管理：改正男女雇用機会均等法への対応
一問一答

荻原 勝 中央経済社 2007 366.3/D37

48 男女雇用機会均等法/家族的責任をめぐって 大森 真紀 日本図書センター 2012 366.3/G34

49 男女雇用機会均等法のあらまし
厚生労働省都道府県
労働局雇用均等室

厚生労働省都道府県
労働局雇用均等室

2015 366.1/D37

50
男女雇用機会均等法の5年：男女がいきいき働ける社会を
めざして

佐藤 ギン子 労務行政研究所 1990 366.3/D37

51 つくろう! 男女雇用平等法 連合女性局
日本労働組合総連合
会

1996 366/Ts68

52
届いてますか?あなたの思い!：均等法20年どう変わった放
送と女性：放送関係者・視聴者410人にききました

放送と女性ネットワーク
in関西

放送と女性ネットワー
クin関西

2007 699/To18

53 なぜ女性は仕事を辞めるのか：5155人の軌跡から読み解く 岩田 正美 青弓社 2015 366.3/N59

54
21世紀日本の雇用像を描く：労働の流動化・雇用の多様化
と雇用慣行の変容

居樹 伸雄
日本生産性本部生産
性労働情報センター

2012 366.2/N73

55 21世紀の男女平等法 大脇 雅子 有斐閣 1996 366.3/N73

56 働くこととジェンダー 倉地 克直 世界思想社 2008 366.3/H42
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