
◆なぜ必要？どうする？女性の活躍
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

活躍する女性会社役員の国際比較
役員登用と活性化する経営

渡辺峻、守屋貴司∥編
著

ミネルヴァ書房 2016.7 336.3カ

女性が働き続ける会社のすごい仕組み
結婚・出産で辞めない制度・組織・雰囲気のつくり方

雨宮健太∥著 現代書林 2016.6 336.4ア

女性はもっと活躍できる！
女性活躍推進の課題とポイント　女性活躍推進法解説
付き

岩田喜美枝、菅原千枝
∥著

２１世紀職業財
団

2015.12 336.4イ

現場の管理職が知っておきたい女性社員の労務
管理Ａ　ｔｏ　Ｚ

江上千惠子∥著 第一法規 2017.3 336.4エ

女性活躍最強の戦略 小室淑恵∥著 日経ＢＰ社 2015.12 336.4コ

女性社員の労務相談ハンドブック
女性活躍推進法・改正育児介護休業法対応

山浦美紀∥ほか共著 新日本法規出版 2017.11 336.4ジ

女性活躍のための労務管理Q&A164
セクハラ・男女差別・産休育休・ポジティブ・アクション

堀下和紀∥ほか著 労働新聞社 2017.7 336.4ジ

女性活躍の教科書
明日からできる「輝く会社の人材戦略」

麓幸子、日経ＢＰヒット
総合研究所∥編

日経ＢＰ社 2016.4 336.4ジ

女性活躍推進－法対応と課題解決Ｑ＆Ａ
従業員規模３０１人以上企業必須！ 行動計画作成か
ら戦力化・登用・育成まで、この１冊で万全！

労務行政研究所∥編 労務行政 2016.3 336.4ジ

なぜ女性部下から突然辞表を出されるのか
女性の活躍推進

竹之内幸子∥著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2014.2 336.4タ

なぜあの会社の女性はイキイキ働いているのか
事例に学ぶ伸びる中小企業の組織の作り方

福田尚好∥ほか著 同友館 2018.3 336.4ナ

社長、業績を上げたいなら女性社員を辞めさせな
いで！

響城れい∥著 パレード 2015.11 336.4ヒ

なぜか女性が辞めない小さな会社の人事評価の
仕組み

山元浩二∥著 日経BP社 2017.10 336.4ヤ

女性活躍の推進
資生堂が実践するダイバーシティ経営と働き方改革

山極清子∥著 経団連出版 2016.6 336.4ヤ

ワーク・ライフ・バランスと経営学
男女共同参画に向けた人間的な働き方改革

平澤克彦∥ほか編著 ミネルヴァ書房 2017.11 336.4ワ

潜在（ポテンシャル）ワーカーが日本を豊かにする
シニア、主婦（夫）、外国人…多様な働き方が救世主と
なる

武井繁∥著
ダイヤモンド・ビ
ジネス企画

2015.7 366.2タ

職務格差
女性の活躍推進を阻む要因はなにか

大槻奈巳∥著 勁草書房 2015.10 366.3オ

女性はなぜ活躍できないのか 大沢真知子∥著 東洋経済新報社 2015.3 366.3オ

ビジネスと経営における女性気運を盛り上げる
グローバルレポート

国際労働機関∥著 一灯舎 2016.1 366.3コ

女性が活躍する社会の実現
多様性を活かした日本へ

加藤久和、財務省財務
総合政策研究所∥編著

中央経済社 2016.10 366.3ジ

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、関 美和∥訳

ＮＴＴ出版 2017.8 366.3ス

女性労働に関する基礎的研究
女性の働き方が示す日本企業の現状と将来

脇坂明∥著 日本評論社 2018.8 366.3ワ
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企業が変わる 社会を変える 女性の活躍！
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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、大沢真知子
∥編著

青弓社 2015.6 366.3ナ

女性の活躍促進マニュアル 
愛知県県民文化部
男女共同参画推進
課

2018.6 GP23

女性が輝く愛知
WORKING WOMAN STYLE BOOK

愛知県県民文化部男女共
同参画推進課∥作成

愛知県県民文化部
男女共同参画推進
課

2018.7 GP23

◆女性リーダーの育成
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

なぜ女は男のように自信をもてないのか
キャティー・ケイ、クレ
ア・シップマン∥著

ＣＣＣメディアハ
ウス

2015.6 143.5ケ

女性マネージャー育成講座 高田朝子∥著 生産性出版 2016.4 336.3タ

女性リーダーを組織で育てるしくみ
先進企業に学ぶ継続就業・能力発揮の有効策

牛尾奈緒美、志村光太
郎∥著

中央経済社 2014.9 336.4ウ

女性の視点で見直す人材育成
だれもが働きやすい「最高の職場」をつくる

中原淳∥ほか著 ダイヤモンド社 2018.8 336.4ジ

なぜ、あの会社は女性管理職が順調に増えて
いるのか
先進２０社が実践する女性人材育成の戦略と施策

麓幸子、日経ＢＰヒット
総合研究所∥編

日経ＢＰ社 2015.4 336.4ナ

管理職のための女性リーダーを育てる本 前田典子∥著
金融財政事情研
究会

2015.12 338.5マ

★ダイ バーシティ ・ マネジメ ント
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

育児＆介護を乗り切るダイバーシティ・マネジメン
ト　イクボスの教科書

日経ＤＵＡＬ∥編 日経ＢＰ社 2017.6 336.4イ

ダイバーシティ・マネジメント入門
経営戦略としての多様性

尾崎俊哉∥著 ナカニシヤ出版 2017.4 336.4オ

ずっと働ける会社
マタハラなんて起きない先進企業はここがちがう！

小酒部さやか∥著 花伝社 2016.11 336.4オ

「介護離職ゼロ」の職場のつくりかた
「仕事と介護の両立支援」を考える人事労務担当者・
管理職必携！

社会保険労務士事務所
あおぞらコンサルティン
グ∥著

翔泳社 2016.12 336.4カ

崖っぷちで差がつく上司のイクボス式チーム戦略
部下が育児＆介護を抱えても結果を出す！

日経ＤＵＡＬ∥編 日経ＢＰ社 2015.4 336.4ガ

介護離職から社員を守る
ワーク・ライフ・バランスの新課題　新訂

佐藤博樹､矢島洋子∥
著

労働調査会 2018.2 336.4サ

ダイバーシティ経営と人材活用
多様な働き方を支援する企業の取り組み

佐藤博樹、武石恵美子
∥編

東京大学出版会 2017.1 336.4ダ

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 2017.2 336.4ホ

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 2016.9 366.3オ

仕事と介護両立ハンドブック
コア社員の退職を防ぐ　改訂増補第２版

新田香織∥著
日本生産性本部生
産性労働情報セン
ター

2017.4 366.7ニ

◆貸出数・貸出期間◆ 図書：10冊 視聴覚資料：3点 15日以内

◆利用時間◆ 火～日曜日 ９:00～19:00 ◆休業日◆ 毎週月曜日、祝日、年末年始等

◆電 話：052-962-2510 ◆Ｆ A Ｘ：052-962-2610
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