
図書
書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

アイリーン・グレイ : 建築家・デザイナー Adam Peter みすず書房 2017 289/A25

「女性初」にインタビュー! 孫奈美編 汐文社 2017 366.38/Ka54

活躍する女性研究者の活動紹介 : ダイバーシティ
研究環境実現に向けて

理化学研究所ダイバーシティ推進
室[編] ; 平成29年度

理化学研究所 [2018] 366.38/Ka88

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 朝陽会 2007 366.7/Y97

キラキラ高専ガールになろう! : KOSEN GUIDE
BOOK H29

国立高等専門学校機構 2017 377.3/Ki51

高専女子百科Jr. : The Data Book on Girls of National
Colleges of Technology For Junior High Schoolers ;

2012 377.3/Ko83

高専女子百科 呉工業高等専門学校編
呉工業高等専門学校 : 奈良工業高等専門学
校 : 「全国高専女子学生の連携による高専
女子ブランド発信事業」

2013 377.3/Ko83

キャリアを拓く : 女性研究者のあゆみ 柏木 恵子 ドメス出版 2005 377.7/Ky1

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 名古屋大学男女共同参画室 [20--] 377/N27

acalingo = あかりんご : みんなで広げよう!理系女
子の輪!

名古屋大学理系女子コミュニティ
「あかりんご隊」

名古屋大学理系女子コミュニ
ティ「あかりんご隊」

[2016] 377/N27

ダイバーシティが工学の未来を拓く : 研究者ロー
ルモデル集 2017

名古屋工業大学男女共同参画推進
センター編

名古屋工業大学男女共同参画
推進センター

2016 377/N27

TCU ROLE MODEL : 東京都市大学女性研究者紹
介

東京都市大学女性研究者支援室
東京都市大学女性研究者支援
室

2010 377/To46

技術サロン報告書 : いま、そして、みらいの女性技術者が輝くために
技術サロンからの提言 : 技術者・技術士を目指す女子学生・女性向け
懇話会

日本技術士会男女共同参画推進委員会, 技術
者を目指す女子学生を支援する会(WPETF)編

日本技術士会男女共同参画推
進委員会

2015 407/G43

女性研究者 : 研究の「種」のほん 岐阜大学男女共同参画推進室 2017 407/G43

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

東海大学学長室ワーク・ライ
フ・バランス推進室

2011 407/H27

女子高校生夏の学校報告書 : 科学・技術者のたま
ごたちへ : 平成17年度ヌエック公開シンポジウム

国立女性教育会館女子高校生夏の
学校企画委員会

国立女性教育会館女子高校生
夏の学校企画委員会

2006 407/J78

女子高校生夏の学校 -科学・技術者のたまごたち
へ- : 開催資料

国立女性教育会館 国立女性教育会館 2006・2007 407/J78

女子中高生夏の学校 : 科学・技術者のたまごたち
へ

国立女性教育会館 国立女性教育会館 2008-2017 407/J78

女子中高生夏の学校ロールモデル集 「女子中高生夏の学校」実行委員会 [国立女性教育会館] 2012-2016 407/J78

夏学タイムズ
[国立女性教育会館]夏学実行委員
会

[国立女性教育会館]夏学実行
委員会

2015-2017 407/J78

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 407/Ka16

科学者たちの奇妙な日常 松下祥子著 日本経済新聞出版社 2008 407/Ka16

元気な農と食を支える、女性研究者たち : 農研機
構女性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

農業・食品産業技術総合研究
機構女性研究者支援室

2011 407/N93

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

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

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

「女性のしごと：広がるフィールド：理系、土木、建築、農業、物流」展示リスト
(2018年7月～9月)

理系・土木・建築・農業分野で働く女性やその支援につい

ての資料を紹介します

理系や技術職の仕事では、他職種に比べて女性の割

合が少ないのが現状です。

しかし、近年そのような職場で活躍する女性たちの姿

が目立ってきました。
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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 407/R41

理系女子 (リケジョ) 的生き方のススメ 美馬のゆり著 岩波書店 2012 407/R41

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

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 企業編

中村立子編著 近代科学社 2008 407/Su83

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 407/Su83

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 407/Su83

あなたのみらいは・・・ : 高専卒女性技術者からのメッ
セージ : 高専卒女性技術者キャリア小冊子集 1

キャリア集作成ワーキンググループ
編集

キャリア集作成ワーキンググ
ループ

2011- 507/A46

あなたのみらいは・・・ : 高専卒女性技術者からのメッ
セージ : 高専卒女性技術者キャリア小冊子集 2

キャリア集作成ワーキンググループ
編集

キャリア集作成ワーキンググ
ループ

2011- 507/A46

あなたのみらいは・・・ : 高専卒女性技術者からのメッ
セージ : 高専卒女性技術者キャリア小冊子集 3

キャリア集作成ワーキンググループ
編集

キャリア集作成ワーキンググ
ループ

2011- 507/A46

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

土木技術者女性の会 土木技術者女性の会 1999 510/C73

土木女子! 清文社編集部 清文社 2014 510/D81

継続は力なり : 女性土木技術者のためのキャリア
ガイド

土木学会教育企画・人材育成委員
会ダイバーシティ推進小委員会

土木学会 2013 510/Ke29

子育てしながら建築を仕事にする 成瀬 友梨 学芸出版社 2018 520.28/Ko88

よくばってここまで想いをカタチにしました。 : 女性
建築技術者の会40周年記念誌(当日の記録編)

女性建築技術者の会 女性建築技術者の会 2017 520.6/Y79

日本設計の考える環境 : かがやく女性・かがやく
組織

建築画報社 2016 520.67/N71

リナ・ボ・バルディ : ブラジルにもっとも愛された建
築家

Bardi Lina Bo 1914-1992 TOTO出版 2017 520.8/R45

海と自然と建築と 長谷川 逸子 彰国社 2012 520/U74

住宅・集合住宅 1972-2014 = Houses & Housing
1972-2014

長谷川逸子著 長谷川逸子・建築計画工房 2014 527/J98

リフォームで活躍する女性たち 西田 恭子 第一プログレス 2007 527/R38

6次産業化に向けて女性起業の志しを活かすために : 地域がか
がやく私がかがやく : 女性起業の高度化に向けた全国セミナー
報告書

農山漁村男女共同参画推進協
議会

2012 611.7/R63

魅力ある地域を興す女性たち 小川 理恵 農山漁村文化協会 2014 611.9/Mi49

農業女子解体新書 農業女子プロジェクト事務局
「農業女子プロジェクト」事務局
(農林水産省経営局就農・女性課)

2014 611.9/N93

社会的企業をめざす農村女性たち : 地域の担い
手としての農村女性起業

澤野 久美 筑波書房 2012 611.9/Sh12

東北発!女性起業家28のストーリー : 女性ならでは
の知恵と工夫で農業ビジネスに新しい風を

ブレインワークス カナリア書房 2012 611.9/To25

わたしがあぐりびとになるまで : ゼロからの手づくり
就農物語

いいだ かなこ 野草社 2011 611.9/W47

ヒメ、農民になる : 農業をしたい女性に贈る初めて
の就農ガイド

農山漁村女性・生活活動支援協会
編

農山漁村女性・生活活動支援
協会

2011 611/H59

山形ガールズ農場! : 女子から始める農業改革 菜穂子 角川書店 2012 611/Y22

農村女性と再生可能エネルギー 榊田 みどり 筑波書房 2015 614/N97

農家かあさんのおいしい365日 塩沢 槙 淡交社 2013 626/N93

Rikejo(リケジョ) : 理系女子応援マガジン

"運ぶ"お仕事、大特集! 講談社 2011 407/R41

"食を届ける"お仕事・"運ぶ"お仕事、大特集! 講談社 2011 407/R41

"建てる"お仕事・"伝える"お仕事、大特集! 講談社 2012 407/R41

研究開発を通じて社会に貢献するリケジョブ大特
集!

講談社 2013 407/R41
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世界を舞台に活動するリケジョブ大特集! 講談社 2013 407/R41

自然に携わるリケジョブ大特集! 講談社 2014 407/R41

運ぶリケジョブ大特集! 講談社 2014 407/R41

特集・リケジョブ大図鑑 : 60人の先輩リケジョに聞
きました!

講談社 [2015] 407/R41

食を届けるリケジョブが挑む!スマート農業最前線! 講談社 [2016] 407/R41

運ぶリケジョブ : 教えて!どうして、"このお仕事"を
選んだの?

講談社 2017 407/R41

20XX年、宇宙の食と農 講談社 [2016] 407/R41

和雑誌記事

記事名等 / 著者名 雑誌名 出版社
発行年月
（巻号）

スペシャル・インタビュー(15) : 研究実績を現場に活かして :
女性土木技術者として現場管理職に / 須田久美子

共同参画 内閣府
2009.12

(19)

スペシャルインタビュー : 「迷ったら理系に!」研究は本
当にやりがいがある仕事ですから / 黒田玲子

共同参画 内閣府
2013.12

(63)

車の魅力を伝える女性整備士の活躍 / 国交省自動
車局

共同参画 内閣府
2015.01

(75)

理系女子の生きやすさ、生きにくさ / 高岡素子 女性学評論
神戸女学院大学女性学インス
ティチュート

2016.03
(30)

研究する人生の魅力を高めながら,女性を増やすこと
が必要

学術の動向 日本学術協力財団
2017.08
(257)

農業の魅力と女性の活躍を発信!“農業女子プロジェク
ト”

共同参画 内閣府
2018.02
(109)

学びのスイッチ男女共同参画A to Z : データをジェンダーの
視点で読み解く : 第1回理系女子 : 女子の才能を活かそう

月刊We learn 日本女性学習財団
2018.04
(773)

地方自治体広報紙

特集名等 誌名 発行
発行年月
（巻号）

ものづくりの現場で活躍する女性たち 花づな : とよはし女性だより 豊橋市教育委員会
2017.01

(40)

"好き"を仕事に輝こう！Part2 : 増える理工系女子(リ
ケジョ)、その魅力は?

アクト21information : 男女共同参画
社会の実現を考える

荒川区立男女平等推進セン
ター(アクト21)

2017.02
(16)

理工系を選んだ私たち
You&Me(ゆめ) : 夢 : 男女共同参画
社会情報誌

さいたま市男女共生推進課
2017.03

(32)

はたらく人がイキイキ輝く事業所が大集合しました! :
輝く人財にFocus｢理工系女子｣

Clover : クローバー : とよた男女共
同参画情報誌

 [豊田女性センター]
2017.03

(33)

和歌山で活躍する理工系女子 りぃぶる : 男女共生社会づくり 和歌山県女性センター
2018.03

(71)

自分らしくいきいきと : 男性職場?女性職場?もう古いで
すよ

そよかぜ=SOYOKAZE : 女と男の共
生情報誌

久喜市総務部人権推進課
2018.03

(8)

女性の活躍推進 ともに ： すてきにさがみはら21 相模原市企画部女性政策課
2018.04

(63)

新聞記事

新聞社 掲載日

朝日新聞 2009.05.11

朝日新聞 2011.01.24

山口新聞社 2015.06.24

読売新聞 2016.08.05

記事タイトル等

スタートライン : 日本郵船 物流グループ内田宏美さん(30) : 任務達成涙あふれた / 畑川剛
毅

凄腕つとめにん : 3年間で削減した物流経費23% : イケア港北店・インストアロジスティックマ
ネジャー齊籐園子(37) : 「数字の人」気配りに調整の妙 / 本田靖明

女性きらめく山口へ (29) : 周防大島町に移住しミカン栽培に取り組む斉藤彩乃さん : 山口
での栽培、夢実現 : 地元農家が協力、販路拡大目指す / 長岡武司

最前線 : 広がる「リケジョ」農業や土木も : 環境・食品...親しみやすく / 沢井友宏
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南日本新聞社 2017.06.04

神奈川新聞 2017.08.16

日本海新聞 2017.08.30

毎日新聞 2017.09.13

日本経済新聞 2017.10.16

埼玉新聞 2017.11.15

毎日新聞 2018.01.22

毎日新聞 2018.02.01

産経新聞 2018.02.20

朝日新聞 2018.02.27

読売新聞 2017.03.21

日本経済新聞 2018.03.22

朝日新聞 2018.04.16

朝日新聞 2018.05.23

　＜お問い合わせ先＞
　女性教育情報センター

　（国立女性教育　情報課）

〒355-0292
埼玉県比企郡嵐山町菅谷728

　TEL：0493-62-6195
　FAX：0496-62-6721

「とび」代表に女子高生 : 24日から技能五輪全国大会 : 県立いずみ高3年橋本さん「男性と
対等に」 : 中央区 / 新井護

女性教育情報センターは、男女共同参画および女性・
家庭・家族に関する専門図書館です。

所蔵資料はデータベース化され文献情報データベースから
検索することができます。

●文献情報データベース
　http://winet.nwec.jp/bunken/opac_search/

Women &Work : 素材業界男社会に風穴 : JEEスチール 杉原玲子さん 技術職で唯一の女性部長
「当たり前」を地道に : 太平洋セメント 緑川和代さん 一般事務から総合職へ 実績積んで「待つ」 /
安原和枝

女性活躍へ 乗り出す建設業 : カバー態勢を構築 : 男性上司も研修 : 業界で「行動計画」 /
大和田香織

農地再生中高生が起業 : 熊本の5人「大好きな町、人集まる場所に」 / 円山史

PEOPLE : 大成建設 高橋麻衣さん 26 「新国立」完成へ橋渡し : 建物の安全性計算 : まご
つき焦っても / 佐藤寛之

ひと : 被災地の街づくりを考える建築士 岡野道子さん(39) / 荒木涼子

ポスト平成の未来学 : 第5部少子社会の針路消える男女別職種 : 林業ガール相棒はIT :
「オールド・ボーイズ・ネット」に風穴 / 若狭美緒, 石塚由紀夫

きょうの人加古慈さん (50) : トヨタ生え抜き初の女性役員「お客さまの生活に良い変化を」 /
高橋寛次

凄腕つとめにん 栽培に関わるジャガイモ(ポテチ年4万5千袋分) : カルビーポテト フィールドマン桑原萠さん
(32)土の「処方箋」作り農家を支援 : 凄腕のひみつ 病害虫対策 長靴に袋 自ら開墾事務所に菜園 / 筒井竜
平

リレーおぴにおん : ホンダアクセス開発部 橋富加奈さん : クルマの世紀 (8) : 内装 好みの
マイルームに / 伊藤裕香子

Women's Life : 輝く女性 : 快適な住空間と夢形に 桜や建築設計工房代表取締役社長来田
裕子さん 鳥取市 / 三野夏美

ひと : 国土交通省初の女性局長に就任した 伊藤明子さん(55) / 井出晋平

特報@鹿児島 : 土建業界に女性進出 環境改善が奏功 : 光る”けんせつ小町” : 5年で60人
増 鍵握る優遇策 / 藤崎優祐

生産現場で登用進む 女性管理職 : 工程の不具合 目光らせ 日産追浜工場・品質部門工長 渡辺亜
希子さん : 空調機デザインに新風 富士通ゼネラル・CMF担当課長 稲垣恵理さん / 大槻和久

図書の貸出や複写郵送サービスなどを

行っています。ぜひご活用ください！
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