
図書

働き方改革・長時間労働・ワークライフバランス

書名 編著者 出版社 出版年 請求記号
 「イノベーションへの対応状況調査」(企業調査)結果及び「イノベーショ
ンへの対応に向けた働き方のあり方等に関する調査」(労働者調査)結
果

労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・研修機構 2017 336.1/I55

企業が生まれ変わるための「働き方改革」事例集 山崎紅著 日経BP社 2017 336.4/Ki16

結果を出して定時に帰る時間術 小室淑恵著 成美堂出版 [2015] 336.4/Ke29

この1冊でポイントがわかるダイバーシティの教科書 前川孝雄 [ほか] 著 総合法令出版 2015 336.4/Ko78

情報通信機器を利用した多様な働き方の実態に関
する調査結果(企業調査結果・従業員調査結果)

労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・研修機構 2015 336.4/J66

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
産労総合研究所出版部経営書

院
2018 366.38/J76

成功する会社は仕事が楽しい! 阿部重利, 榎本恵一著 万来舎 2015 335.35/H42

組織のイノベーションを起こす風土づくり : マネー
ジャー読本

日本生産性本部次世代のための民間運
動ワーク・ライフ・バランス推進会議編 日本生産性本部 2015 336.4/W35

多様な働き方の進展と人材マネジメントの在り方に関
する調査結果 (企業調査 ・ 労働者調査)

労働政策研究・研修機構編  労働政策研究・研修機構 2018 336.4/Ta98

テレワーク活用の好事例集 : 仕事と育児・介護の両
立のために : テレワークモデル実証事業

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
職業家庭両立課

厚生労働省雇用均等・児童家
庭局職業家庭両立課

[2014] 336.4/Te71

働き方改革で幸せになる8つの方法 : 多様性×ココ
ロスタイル

ダイヤモンド社 ダイヤモンド社 2018 336.4/H42

働くを変える日 : TELEWORKDAY「テレワーク・デイ」
2017年7月24日開催 : 特別協力団体実践事例集

総務省 総務省 : 経済産業省 [2017] 336.4/H42

労働者像の多様化と労働法・社会保障法 村中孝史 [ほか] 編 有斐閣 2015 366.1/R59

ルポ過労社会 : 八時間労働は岩盤規制か 中澤誠著 筑摩書房 2015 366.32/R86

労働時間の経済分析 : 超高齢社会の働き方を展望
する

山本勲, 黒田祥子著 日本経済新聞出版社 2014 366.3/R59

ワーク・ライフ・バランスを実現する職場 : 見過ごされ
てきた上司・同僚の視点

細見正樹著 大阪大学出版会 2017 336.4/W35

ワーク・ライフ・バランス支援の課題 : 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 336.4/W35

女性活躍推進・女性としごと

21世紀の女性と仕事 大沢真知子著 左右社 2018 366.38/N73

JISA女性活躍推進手順書 : 制度導入や推進の入門
編

情報サービス産業協会[編] 情報サービス産業協会 2017 366.38/J54

キャリア・デザインと子育て : 首都圏女性の調査から
石井クンツ昌子監修 ; 「子の発達段階に応
じたキャリア・デザイン」研究会, 坂本有芳

編著
お茶の水学術事業会 2016 366.38/Ky1

キャリアと出産 : 働く女性のワーク・バース・バランス 大葉ナナコ著 河出書房新社 2016 366.38/Ky1

さあ、育休後からはじめよう : 働くママへの応援歌 山口理栄, 新田香織著 労働調査会 2016 366.7/Sa11

仕事と家庭は両立できない? : 「女性が輝く社会」の
ウソとホント

アン=マリー・スローター著 ; 篠田真貴
子解説 ; 関美和訳

NTT出版 2017 366.38/Sh29

「働き方は変わっている？」展示リスト
(2019年1月～3月)

日本の働き方の現状や問題点、変化などにつ

いての資料を展示します。

「働き方改革」は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」

「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの解

決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を

選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展

望を持てるようにすることを目指しています。
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主婦40歳、復職めざしてます 現代洋子著 KADOKAWA 2014 366.3/Sh99

女性活躍の現状と課題 : 女性活躍推進で見えた2つ
めの壁

アイデム情報企画部編 アイデム人と仕事研究所 2016 366.8/P27

女性と労働 : 貧困を克服し男女ともに人間らしく豊か
に生活するために

日本弁護士連合会第58回人権擁護大会
シンポジウム第1分科会実行委員会編著 旬報社 2017 366.38/J76

女性の再就職・再雇用 : 出産・育児等を機に離職し
ても女性が活躍できる社会に向けて

厚生労働省雇用均等・児童家庭局職
業安定両立課育児・介護休業推進室

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
職業安定両立課育児・介護休業推

進室
2015 336.4/J76

働く女子のキャリア格差 国保祥子著 筑摩書房 2018 366.38/H42

「働くママ」の時間術 : 仕事も子育ても自分もうまくい
く!

馬場じむこ著 日本実業出版社 2012 366.3/H42

保育所の整備と女性の労働力率・出生率 : 保育所の
整備は女性の就業と出産・育児の両立を実現させる
か

宇南山卓, 山本学著 財務省財務総合政策研究所 2015 366.3/H81

ママの時間割。 主婦と生活社 2015 367.3/Ma41

みんなが働きやすい社会って? 孫奈美編 汐文社 2017 366.38/Ka54

仕事と育児・イクメン・イクボス

新しいパパの働き方 : 仕事も家庭も!欲張りガイドブッ
ク

ファザーリング・ジャパン著 学研教育出版 2014 366.7/A94

イクボスインタビュー集 : イクボスアワード受賞者に
聞く : 管理職必見! 2016

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
家庭両立課

厚生労働省雇用均等・児童家
庭局家庭両立課

2016 336.4/I38

イクボスインタビュー集 : イクボスアワード受賞者に
聞く : 管理職必見! 2017

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
家庭両立課

厚生労働省雇用均等・児童家
庭局家庭両立課

2017 336.4/I38

IKUMEN PASSPORT = イクメンパスポート : 男性職員
の育児休業等取得促進ハンドブック 平成29年度版

内閣官房内閣人事局 内閣官房内閣人事局 2017 317/D38

男が育休を取ってわかったこと 池田大志著 セブン&アイ出版 2014 599/O86

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

布施直春著 労働調査会 2014 336.4/Ki46

子育て経営学 : 気鋭のビジネスリーダーたちはわが
子をどう育てているのか

宮本恵理子著 日経BP社 2018 599.04/Ko88

子育て社員を活かすコミュニケーション : イクボスへ
のヒント集

山口理栄,  新田香織著 労働調査会 2015 336.4/Ko88

子育てと仕事の社会学 : 女性の働きかたは変わった
か

西村純子著 弘文堂 2014 366.3/Ko88

主夫業のススメ : 家族のカタチを柔軟にするコラム
55

和田のりあき著 デザインエッグ 2018 599/Sh99

ススメ→共働家 : 働く母が綴る葛藤とシアワセの
日々!

ぽに著 メディアソフト 2018 366.38/Su82

ひめボス図鑑 : HIME BOSS : 愛に、来てください! 愛媛県
愛媛県県民環境部県民生活局

男女参画・県民協働課
[2018] 336.4/83

仕事と○○

会社が支える働きざかりの介護 小山朝子著 旬報社 2015 366.7/W35

ケアメンを生きる : 男性介護者100万人へのエール 津止正敏著 クリエイツかもがわ 2013 369.2/Ke11

仕事と介護の両立 労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・研修機構 2015 366.7/Sh29

働きながら、親をみる : 自分の人生をあきらめない
介護

和田秀樹著 PHP研究所 2015 369.26/H42

不妊治療とキャリア継続 乙部由子著 勁草書房 2015 366.3/F89

不妊白書2018 : 当事者5,526人の声から見えた「仕
事と不妊治療の両立」

松本亜樹子 [ほか] 著
Fine (現在・過去・未来の不妊体

験者を支援する会)
2018 495.4/F89

雇用形態

限定正社員の現状と可能性 アイデム情報企画部編 アイデム人と仕事研究所 2015 366.8/P27

賃金のあり方を考える : 同一価値労働同一賃金と賃
金水準

労務理論学会誌編集委員会編集 労務理論学会 2018 336.4/C46

同一価値労働同一賃金をめざす職務評価 : 官製
ワーキングプアの解消

遠藤公嗣編著 旬報社 2013 318/D83
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同一労働同一賃金で、給料の上がる人・下がる人 :
あなたの収入はどうなるか?

山口俊一著 中央経済社 2017 366.4/D83

派遣社員のためのキャリアデザインハンドブック : 自
己理解とキャリアデザインのための6つのステップ

加賀博著
日本生産性本部生産性労働情

報センター
2016 366.8/H42

非正規クライシス 北川慧一, 古賀大己, 澤路毅彦著 朝日新聞出版 2017 366/H76

非正規雇用の待遇差解消に向けて 労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・研修機構 2017 366.8/H76

「非正規労働」を考える : 戦後労働史の視角から 小池和男著 名古屋大学出版会 2016 366.8/H76

多様な働き方・キャリア

N女の研究 中村安希著 フィルムアート社 2016 335.8/E64

グローバルな環境でたくましく生きるためのヒント26 田島麻衣子著 アルク 2018 336.49/G95

しあわせを掴む起業のカタチ : フツウの主婦こそ、起
業しよう!

日野佳恵子著 ダイヤモンド社 2014 335/Sh15

時間と場所を選ばないパラレルキャリアを始めよう! :
「2枚目の名刺」があなたの可能性を広げる

石山恒貴著 ダイヤモンド社 2015 369.14/J51

女性起業家の新しい働き方 : 自分らしく、しなやかに
生きるワークライフのヒント

根本登茂子著 カナリアコミュニケーションズ 2018 335.13/J76

女性に伝えたい未来が変わる働き方 : 新しい生き方
のヒントが見つかる、二極化時代の新提言

野村浩子著 KADOKAWA 2017 366.38/J76

とりあえず志向とキャリア形成 中嶌剛著 日本評論社 2015 366.2/To67

ハウスワイフ2.0 エミリー・マッチャー著 ; 森嶋マリ訳 文藝春秋 2014 367.3/H45

「欲張りな女」になろう。 : 経済的に自立する61の方
法

中谷彰宏著 大和出版 2017 159.4/Y79

和雑誌記事

記事名等 / 著者名 雑誌名 出版社
発行年月
（巻号）

ジェンダー視点からみた同一価値労働同一賃金原
則の課題 / 浅倉むつ子

 女性労働研究 女性労働問題研究会
2017.03

(61)

家族・働き方・社会を変える父親への子育て支援 :
少子化対策への切り札

 別冊発達 ミネルヴァ書房
2017.10

(33)

共働き家庭に必要な子ども・子育て支援とは / 久保
桂子

 教育と医学 慶應義塾大学出版会
2018.03
(66-3)

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2017(概要) : 多様
で柔軟な働き方で、みんなが変わる、社会が変わる : はじめの一歩は
男性の家事・育児・介護から!

 共同参画 内閣府
2018.05
(111)

「男性の育児休業取得促進事業(イクメンプロジェク
ト)」の取組について

 共同参画 内閣府
2018.06
(112)

働き方改革とジェンダー・日本的雇用システム : カイ
ゼン・原価低減モデルの失速 / 三山雅子

 経済社会とジェンダー 日本フェミニスト経済学会
2018.06

(3)

凄い生産性アップ : 人を動かす科学と技術 日経ビジネス = Nikkei business 日経マグロウヒル社
2018.09
(1958)

働き方改革 : ｢ノー残業｣より効く40社のルール71  Aera = アエラ 朝日新聞社
2018.09
(31-43)

ワーキング・マザーの「長時間労働」 : 「ワーク・ライ
フ・過労死?」 / 山田陽子

 現代思想 青土社
2018.11
(46-17)

労働分野のジェンダー・ギャップは是正されるのか?
固定化されるのか? / 金井郁

 女たちの21世紀 アジア女性資料センター
2018.12

(96)

地方自治体広報紙

特集名等 誌名 発行
発行年月
（巻号）

子育てママのここがつらい アイム : 新しい生活文化を発信 立川市
2017.12

(35)

男性の家事育児のススメ : カジダン・イクメンになろう
Begin : はじめよう : 女と男の情報

紙
入間市企画部企画課

2018.03
(19)
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実録!パパたちの育児休業・子育て : 男性や女性、そ
れぞれの世代の認識

 ぱーとなー : 会津若松市
男女共同参画情報紙

会津若松市企画政策部
企画調整課

2018.03
(2018)

柔軟で現実的!中小企業のライフ・ワーク・バランス OASIS : オアシス
港区政策経営部総務課
人権・男女共同推進係

2018.03
(56)

「ワーク・ライフ・バランス」で社員も、会社も、元気に!
 はぁもにぃ : Harmony :

すてきなあなたにおくる情報紙
熊本市企画広報部婦人生活課

2018.09
(85)

「働き方改革」から見えてくるもの
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)
2018.10

(19)

子育てしながら都心に通勤している女子座談会 たまの女性
多摩市くらしと文化部男女平等・

市民活動推進室
2018.10

(61)

「居場所」のない男、「時間」がない女 : ワークライフ
アンバランスな社会を考える

 SOLE SCOPE＝ソーレ・スコープ
こうち男女共同参画

社会づくり財団
2018.10

(86)

新聞記事
＊･･･ケース脇展示

新聞社 掲載日

毎日新聞社 2018.01.04

日本経済新聞社 2018.01.26

産経新聞社 2018.04.04

読売新聞社 2018.04.24

読売新聞社 2018.04.25

読売新聞社 2018.04.27

日本経済新聞社 2018.06.08

毎日新聞社 2018.06.18

毎日新聞社 2018.08.28

毎日新聞社 2018.08.29

毎日新聞社 2018.08.30

朝日新聞社 2018.09.26

朝日新聞社 2018.10.11

　＜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

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/

記事タイトル等

テレワーク「導入」8割 : 社員の子育て・介護を支援 : 主要企業調査　＊

私の視点 : 学校の長時間労働 : 教員に「調整休暇」導入を

ワークライフバランスって?悩める管理職 : 男だってロールモデルほしい : 成功事例共有 風
土を醸成 : 働き方改革「業務増えた」　＊

始業まで11時間休んで : 「インターバル制度」田辺三菱が来月開始

こんな有休制度作りました : 5営業日以上連続で費用支給 : 時間単位で切り分け : 企業、
社員の休み取得を後押し　＊

平成の記憶 平成女性の進出 働き方、生き方は大きく変わったが、昭和とそれほど違わな
いとも言える : 女性輝く時代 道半ば : 男性 求められる変化 : 「家庭も仕事も」壁と闘い

オピニオン&フォーラム : ニッポンの宿題 転勤って当たり前? : 法政大学教授 武石恵美子さん 広がる共
働き今こそ見直し : リクルートワークス研究所所長 大久保幸夫さん「本人の同意が原則」確立を　＊

世界の働き方 上 : パパも育休8割 スウェーデン 3か月間は父限定制度化 : 「女は家庭」か
ら価値観変化 : 女性トップまだ少なく 「男性と同じ経験必要」

世界の働き方(中) : 「時短」先進国に明暗 : 独 生活にゆとり効率アップ : 仏 賃金負担増 工
場は国外へ

世界の働き方 下 : 脱・定時で質上げる : ノルウェー過疎の町で柔軟勤務 スウェーデン6時
間労働 効率向上 : 北欧やオランダ 時間・場所自由広がる

育児と企業 改革の現場から 上 : 人手不足 女性採用の「切り札」 : 職場の保育所広がる :
基準緩く「質」不安も

育児と企業 改革の現場から 中 : 男性ためらう育休 : 仕事の穴埋め職場で模索

育児と企業 改革の現場から(下) : 制約ある働き方 体験し理解 : 意識変えた「試み」　＊

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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