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男女共同参画・ジェンダー平等

第5次おかやまウィズプラン  男女が共に輝くお
かやまづくり

岡山県県民生活部
男女共同参画青少
年課／[編]

岡山県県民生活
部男女共同参画
青少年課

2021.3
KL367/21/2021
-1B

0015770969

女性の参画が政治を変える　候補者均等法の
活かし方

辻村 みよ子／
編著

信山社出版 2020.2 314.8/ﾂｼ20/ 0014678684

女性活躍推進法一般事業主行動計画課題別
策定ガイド  中小企業がイキイキ輝く!

島 麻衣子／著 第一法規 2020.3 336.4/ｼﾏ20/ 0014676472

多様性って何ですか?  SDGs、ESG経営に必
須!

羽生 祥子／著 日経BP 2022.1 336.4/ﾊﾌ22/ 0016004384

改正女性活躍推進法等と各種ハラスメント対
応  2019年法改正対応

布施 直春／著
産労総合研究所出
版部経営書院 2019.10 366.3/ﾌｾ19/ 0015049596

「労働」から学ぶジェンダー論  Society5.0での
ライフスタイルを考える

乙部 由子／著 ミネルヴァ書房 2019.10 366.38/ｵﾄ19/ 0015053564

働くことを通して考える共生社会 村木 厚子／著 日本経済評論社 2021.8 366.38/ﾑﾗ22/ 0015465370

ジェンダー平等の実現めざして 浅倉 むつ子／著 学習の友社 2020.8 367.1/ｱｻ20/ 0015556780

図表でみる男女格差  OECDジェンダー白書 2 OECD／編著 明石書店 2018.12 367.1/ｹｲ19/ 0014806970

イラストで学ぶジェンダーのはなし
アイリス・ゴットリー
ブ／イラスト・文

フィルムアート社 2021.3 367.1/ｺﾂ21/ 0015710064

「男女格差後進国」の衝撃  無意識のジェン
ダー・バイアスを克服する

治部 れんげ／著 小学館 2020.10 367.1/ｼﾌ20/ 0015386295

新たな時代のジェンダー・イシュー  性差と育
児、科学と女性を問う

信田 理奈／編著 三恵社 2020.4 367.1/ﾉﾌ20/ 0015403009

失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック
新聞労連ジェン
ダー表現ガイドブッ
ク編集チーム／著

小学館 2022.3 367.21/ﾆﾎ22/ 0016064081

条件なき平等  私たちはみな同類だと想像し、
同類になる勇気をもとう

レジャーヌ・セ
ナック／著

勁草書房 2021.4 367.235/ｾﾅ21/ 0015806730

フランスに学ぶジェンダー平等の推進と日本の
これから  パリテ法制定20周年をこえて

冨士谷 あつ子
／編著

明石書店 2022.1 367.235/ﾌｼ22/ 0016004723

ジェンダーで読み解く男性の働き方・暮らし方  ワーク・ラ
イフ・バランスと持続可能な社会の発展のために 多賀 太／著

時事通信出
版局

2022.3 367.5/ﾀｶ22/ 0016053217

ジェンダー平等教育実践資料集  多様性を排
除しない社会にむけて

日本教職員組合
ジェンダー平等教
育推進委員会／編

アドバンテー
ジサーバー

2019.11 L375/ﾆﾎ20/ 0015186117

※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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　働き方

働き方の新しいスタイルガイドブック　[2021]
岡山県産業労働部労
働雇用政策課／編集

岡山県産業労働部
労働雇用政策課 2021.11 	K366/84/2021B 0015940455

あなたの会社、その働き方は幸せですか? 出口 治明／著 祥伝社 2021.1 366.021/ﾃｸ21/ 0015703747

なぜ働き続けられない?  社会と自分の力学 鹿嶋 敬／著 岩波書店 2019.1 366.38/ｶｼ19/ 0014823785

女性の仕事と日本の職場  均等法以後の「職
場の雰囲気」と女性の働き方

寺村 絵里子／著 晃洋書房 2022.2 366.38/ﾃﾗ22/ 0016047110

がんばりすぎないお仕事復帰BOOK  産休・育
休中の不安がスーッと解消される

藤井 佐和子／
監修

KADOKAWA 2022.3 366.38/ﾌｼ22/ 0016049058

働くわたし   
本の雑誌編集
部／編

本の雑誌社 2019.8 366.38/ﾎﾝ19/ 0014647663

働きやすさを本気で考えたら、会社の売上が5倍になりま
した。  女性9割・子育てスタッフ6割で実現する働き方改革

雅樂川 陽子／著 同文舘出版 2019.6 336.4/ｳﾀ19/ 0014943039

　家族・育児

ここが変わった!改正育児休業早わかり 岡田 良則／著 自由国民社 2022.6 366.32/ｵｶ22/ 0016109258

男性育休の教科書  男性育休義務化の基礎知識 日経xwoman／編 日経BP 2021.4 366.32/ﾆﾂ21/ 0015448715

パパとママの育児戦略
ファザーリング・
ジャパン／著

repicbook 2018.10 366.32/ﾌｱ18/ 0014719975

仕事と子育てが大変すぎてリアルに泣いている
ママたちへ!

小島 慶子／著 日経BP 2019.11 366.38/ｺｼ19/ 0015101637

ワーク・ファミリー・バランス  これからの家族と
共働き社会を考える

高橋 美恵子／編
慶應義塾大
学出版会

2021.10 366.7/ﾀｶ21/ 0015809007

「孤独な育児」のない社会へ 榊原 智子／著 岩波書店 2019.11 369.42/ｻｶ19/ 0015035793

　男性・女性問題

シングルマザーの貧困はなぜ解消されないの
か  「働いても貧困」の現実と支援の課題

中囿 桐代／著 勁草書房 2021.4 366.38/ﾅｶ21/ 0015806904

ルポコロナ禍で追いつめられる女性たち  深ま
る孤立と貧困

飯島 裕子／著 光文社 2021.9 367.21/ｲｲ21/ 0015914278

女性の生きづらさとジェンダー  「片隅」の言葉
と向き合う心理学

心理科学研究会ジェ
ンダー部会／編 有斐閣 2021.11 367.21/ｼﾝ21/ 0015959950

「男らしさ」はつらいよ
ロバート・ウェッ
ブ／著

双葉社 2021.3 367.5/ｳｴ21/ 0015762933

これからの男の子たちへ  「男らしさ」から自由
になるためのレッスン

太田 啓子／著 大月書店 2020.8 367.5/ｵｵ20/ 0015564081

男性は何をどう悩むのか  男性専用相談窓口
から見る心理と支援

濱田 智崇／編 ミネルヴァ書房 2018.3 367.5/ﾊﾏ18/ 0014384051

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　社会科学班

2 ページ


