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タ　イ　ト　ル 著者 出版社 出版年

これからは、生き方が働き方になっていく 鈴木絵里子 大和書房 2018 159.6 ス

実践ワーク・ライフ・ハピネス
働き方が変わる会社が変わる！

阿部重利　榎本恵一 万来舎 2013 335.35 ア

働き方の問題地図
「で、どこから変える？」旧態依然の職場の常識

沢渡あまね　奥山睦 技術評論社 2018 336.3 サ

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

佐藤博樹　矢島洋子 労働調査会 2018 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

佐藤博樹編　武石恵美子編 東京大学出版会 2017 336.4 サ

ワーク・ライフ・バランスと働き方改革
佐藤博樹編著　武石恵美子
編著

勁草書房 2011 336.4 サ

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

平澤克彦編著　中村艶子編
著

ミネルヴァ書房 2017 336.4 ヒ

お金のために働く必要がなくなったら、何をしますか？ エノ・シュミット〔ほか〕 光文社 2018 364 シ

女性も男性も人間らしく
ジェンダー視点の「働き方改革」

真のポジティブアクション法の
実現を目指すネットワーク編

真のポジティブアクショ
ン法の実現を目指す
ネットワーク

2017 366.14 シ

ライフコースからみた女性学・男性学
働くことから考える

乙部由子 ミネルヴァ書房 2013 366.38 オ

なぜ働き続けられない？
社会と自分の力学

鹿嶋敬 岩波書店 2019 366.38 カ

これを知らずに働けますか？
学生と考える、労働問題ソボクな疑問30

竹信三恵子 筑摩書房 2017 366.38 タ

ＷＯＲＫ　ＤＥＳＩＧＮ　ワークデザイン
行動経済学でジェンダー格差を克服する

イリス・ボネット ＮＴＴ出版 2018 366.38 ボ

働き方の男女不平等
理論と実証分析

山口一男 日本経済新聞出版社 2017 366.38 ヤ

「同一労働同一賃金」のすべて 水町勇一郎 有斐閣 2018 366.4 ミ

育児は仕事の役に立つ
「ワンオペ育児」から「チーム育児」へ

浜屋祐子　中原淳 光文社 2017 366.7 ハ

オランダ流ワーク・ライフ・バランス
「人生のラッシュアワー」を生き抜く人々の技法

中谷文美 世界思想社 2015 366.7 ナ

仕事と子育て
男たちのワークライフバランス

中間真一　鷲尾梓 幻冬舎ルネッサンス 2010 366.7 ナ

「働き方改革」で過労死はなくなるか
労働現場の取材から

中部剛 アトリエエム 2018 366.99 ナ

結婚と家族のこれから
共働き社会の限界

筒井淳也 光文社 2016 367.3 ツ

地方に生きる若者たち
インタビューからみえてくる仕事・結婚・暮らしの未来

石井まこと〔ほか〕編 旬報社 2017 367.6 イ

調査報告　学校の部活動と働き方改革
教師の意識と実態から考える

内田良〔ほか〕 岩波書店 2018 374.3 ウ

理系女性のライフプラン
あんな生き方・こんな生き方　研究・結婚・子育てみんなどうしてる？

丸山美帆子編　長濱祐美編
メディカル・サイエンス・
インターナショナル

2018 407 マ

男コピーライター、育休をとる。 魚返洋平 大和書房 2019 599 ウ

子育てしながら建築を仕事にする 成瀬友梨編著 学芸出版社 2018 599 ナ

家族を笑顔にするパパ入門ガイド
プレパパ～３歳児パパ

ファザーリング・ジャパン 池田書店 2018 599 フ

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 デザインエッグ 2018 599 ワ

わたし、定時で帰ります。 朱野帰子 新潮社 2018 913.6 ア

  請求記号

ワーク･ライフ･バランス
「はたらく」と「くらし」を考える

み ん な の

1



タ　イ　ト　ル 著者 出版社 出版年

ぼくのママはうんてんし おおともやすお作 福音館書店 2012 K726.5 オ

おむかえパパ
ナディーヌ・ブランコム作
オレリー・ギュレ絵

主婦の友社 2017 K726.5 ブ

おんぶはこりごり アンソニー・ブラウン作 平凡社 2009 K726.5 ブ

タ　イ　ト　ル 編集・発行 資料種別 出版年

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート２０１７
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！～

仕事と生活の調和連携推進・
評価部会編
仕事と生活の調和関係省庁
連携推進会議編

施策概要・統計・白書 2018 366.3 シ

男女共同参画と男性
男性の家庭・地域参画を進める学習プログラムハンドブック

国立女性教育会館 調査・研究報告書 2013 367.5 コ

雇用平等ガイドブック 平成２９年度
育児・介護休業制度のポイント

東京都産業労働局雇用就業
部労働環境課編

啓発冊子 2018 366.3 ト

男性の新しいライフスタイル
パパッと始める！育児（イクメン）、家事（カジダン）、働き方（イクボス）！

大阪市 啓発冊子 2016 366.3 オ

働き方改革
長時間労働を見直しましょう

舞鶴市市民環境部人権啓発
推進室編

啓発冊子 2018 366.38 マ

父親の仕事と育児両立読本
ワーク・ライフ・バランス　ガイド

厚生労働省編 啓発冊子 2017 366.32 コ

frameをはずして、きっとあした私らしく
もうイクメンとは言わない

新潟県女性財団 啓発冊子 2016 367 ニ

PaPaIku
カジダン・イクメンロールモデル集

青森県男女共同参画センター
〔ほか〕

啓発冊子 2015 599 ア

仕事と生活の調和推進のための働き方に制約のある社員
に対するキャリア支援の取組事例集

内閣府仕事と生活の調和推
進室編

その他 2018 366.3 ナ

男性の働き方改革･意識改革に向けた職場のワーク･ライ
フ･バランス推進のための取組事例集

内閣府仕事と生活の調和推
進室編

その他 2017 366.3 ナ

＜視聴覚資料＞
タ　イ　ト　ル 製作/監督 製作年/時間/製作国

ワーク・ライフ･バランスを知っていますか？
働くオトコたちの声

内閣府男女共同参画局 2008年/27分/日本

介護の時代　DISC1　仕事との両立 ライフケアパートナーズ 2012年/30分/日本

＜ウェブサイト＞

タ イ ト ル／発行

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）推進室／内
閣府

育ＭＥＮプロジェクト／厚生労働省

働き方・休み方改善ポータルサイト

タ　イ　ト　ル 出版社

女も男も 労働教育センター

POSSE　ポッセ POSSE

　◎ライブラリーでは、図書・行政資料・雑誌・DVDの貸出をしています。
　　　一人につき図書・行政資料・雑誌は15冊（3週間）、DVDは3点（2週間）です。

ＵＲＬ

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/index.html

http://ikumen-project.jp/index.html

https://work-holiday.mhlw.go.jp/

＜雑誌＞

教材　DVD　35

教材　DVD　86

＜行政資料＞
請求記号

＜児童書＞
  請求記号

区分

＜連絡・問い合わせ先＞

ドーンセンター情報ライブラリー
（大阪府立男女共同参画・青少年センター）

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-49

ＴＥＬ 06-6910-8616

ＦＡＸ 06-6910-8775
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http://ikumen-project.jp/index.html

