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■小説の中の働く女性たち1985～1998年■

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

平成OLお局未満物語
オフィスのたたかう女たち

衿野未矢／著
ベネッセコーポレーショ
ン

1996 913.6ｴ

闘う女 小手鞠るい／著 角川春樹事務所 2016 913.6ｺ

女たちのジハード 篠田節子／著 集英社 2000 913.6ｼ

本当に生きた日 城山三郎／著 新潮社 2007 913.6ｼ

凍える牙 乃南アサ／著 新潮社 1996 913.6ﾉ

キネマトグラフィカ 古内一絵／著 東京創元社 2018 913.6ﾌ

女たちの曠野 山形暁子／著 新日本出版社 2010 913.6ﾔ

絶対泣かない 山本文緒／[著] 角川書店 1998 913.6ﾔ

■小説の中の働く女性たち1999～2006年■

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

辞めない理由 碧野圭／[著]
パルコエンタテインメン
ト事業局

2006 913.6ｱ

沖で待つ 絲山 秋子／著 文芸春秋 2006 913.6ｲ

お仕事小説※から女性の働き方を考える
～男女雇用機会均等法施行から３５年～

●男女雇用機会均等法とは？
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関し

て妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とし、1985年に制定

（1986年4月施行）。

施行当初は、募集・採用、配置・昇進において女性を男性と均等に取り扱う「努力義務」、教育

訓練、福利厚生、定年・退職・解雇における女性に対する差別的取扱いの禁止等が規定されまし

た。

●1997年の法改正（1999年施行）
募集・採用、配置・昇進における努力義務規定の解消、事業主に対するセクシュアルハラスメント

防止措置の義務化等。

あわせて労働基準法等を改正：女性の時間外・休日労働、深夜業の規制の解消等。

※お仕事小説：特定の職業・職種・業態に特に焦点を当てた小説の通称・総称



書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

ガール 奥田英朗 講談社 2006 913.6ｵ

ワーキング・ガール・ウォーズ 柴田よしき／[著] 新潮社 2004 913.6ｼ

くうねるところすむところ 平安寿子／著 文藝春秋 2005 913.6ﾀ

働く女 群ようこ／著 集英社 1999 913.6ﾑ

ひとりの女 群ようこ／著 朝日新聞社 2000 913.6ﾑ

ミサコ、三十八歳 群ようこ／著 角川春樹事務所 2004 913.6ﾑ

かもめ食堂 群ようこ／著 幻冬舎 2006 913.6ﾑ

■小説の中の働く女性たち（2007-2016）■        

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

天使はここに 朝比奈あすか／著 朝日新聞出版 2015 913.6ｱ

スコールの夜 芦崎笙／著 日本経済新聞出版社 2014 913.6ｱ

フリー! 岡部えつ／著 双葉社 2016 913.6ｵ

ハタラクオトメ 桂望実／著 幻冬舎 2011 913.6ｶ

消防女子!!　女性消防士・高柳蘭の誕生 佐藤青南／著 宝島社 2012 913.6ｻ

灰と話す男 消防女子!!高柳蘭の奮闘 佐藤青南／著 宝島社 2013 913.6ｻ

やってられない月曜日 柴田よしき／[著] 新潮社 2007 913.6ｼ

ガイシの女 汐見薫／著 講談社 2007 913.6ｼ

ローカル線で行こう! 真保裕一／著 講談社 2013 913.6ｼ

コーヒーもう一杯 平安寿子／著 新潮社 2011 913.6ﾀ

●2006年の法改正（2007年施行）
男女双方に対する差別の禁止、差別規定の強化、間接差別の禁止の導入、妊娠、出産等を理由とし

た不利益取扱いの禁止等。

あわせて労働基準法を改正：女性の坑内労働規制の緩和等



ポトスライムの舟 津村記久子／著 講談社 2009 913.6ﾂ

この世にたやすい仕事はない 津村記久子／著 日本経済新聞出版社 2015 913.6ﾂ

その名もエスペランサ 徳永圭／[著] 新潮社 2014 913.6ﾄ

走れ!ビスコ 中場利一／著 幻冬舎 2009 913.6ﾅ

風のマジム 原田マハ／著 講談社 2010 913.6ﾊ

派遣ちゃん 宮崎誉子／[著] 新潮社 2009 913.6ﾐ

帝国の女 宮木あや子／著 光文社 2015 913.6ﾐ

コンビニ人間 村田沙耶香／著 文藝春秋 2016 913.6ﾑ

ある日、アヒルバス 山本幸久／著 実業之日本社 2008 913.6ﾔ

寿フォーエバー 山本幸久／著 河出書房新社 2011 913.6ﾔ

GO!GO!アリゲーターズ 山本幸久／著 集英社 2016 913.6ﾔ

エキストラ 吉野万理子／著 PHP研究所 2008 913.6ﾖ

■小説の中の働く女性たち（2017-2021）■        

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

これは経費で落ちません　1-8 青木祐子／著 集英社
2016

～2021
913.6ｱ

書店ガール　1-7 碧野圭／著 PHP研究所
2012

～2018
913.6ｱ

正義のセ 1-4 阿川佐和子／[著] KADOKAWA
2016

～2017
913.6ｱ

わたし、定時で帰ります。　1-3 朱野帰子／[著] 新潮社
2018

～2021
913.6ｱ

駒子さんは出世なんてしたくなかった 碧野圭／著 キノブックス 2018 913.6ｱ

●2016年改正（2017年施行）
妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置義務



書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

きみはだれかのどうでもいい人 伊藤朱里／著 小学館 2019 913.6ｲ

タクジョ! 小野寺史宜／著 実業之日本社 2020 913.6ｵ

仕事は２番 こざわたまこ／著 双葉社 2018 913.6ｺ

あとを継ぐひと 田中兆子／著 光文社 2020 913.6ﾀ

あなたのご希望の条件は 瀧羽麻子／著 祥伝社 2020 913.6ﾀ

働く女子に明日は来る! 中澤日菜子／著 小学館 2020 913.6ﾅ

転職の魔王様 額賀澪／著 PHP研究所 2021 913.6ﾇ

女警 古野まほろ／著 KADOKAWA 2018 913.6ﾌ

世話を焼かない四人の女 麻宮ゆり子／著 光文社 2019 913.6ﾏ

ひよっこ社労士のヒナコ 水生大海／著 文藝春秋 2017 913.6ﾐ

きみの正義は 　社労士のヒナコ 水生大海／著 文藝春秋 2019 913.6ﾐ

ブラックウェルに憧れて 南杏子／著 光文社 2020 913.6ﾐ

さしすせその女たち 椰月美智子／著 KADOKAWA 2021 913.6ﾔ

海蝶 吉川英梨／著 講談社 2020 913.6ﾖ

●貸出数･貸出期間●図書:１０冊 視聴覚資料:３点 いずれも１５⽇以内
●利⽤時間●⽕〜⽇曜⽇ ９:００〜１９:００
●休業⽇●毎週⽉曜、国⺠の祝⽇（⼟⽇は開業）、年末年始（１２/２９〜１/３）、整理期間
●電 話●０５２-９６２-２５１０ ●ＦＡＸ●０５２-９６２-２６１０
●利⽤カードを作成し、メールアドレスを登録すると、マイページから利⽤状況の確認、貸出
期間の延⻑、貸出中の資料の予約ができます。
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