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タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年

１０代から考える生き方選び 竹信三恵子 岩波書店 2020 K159 タ

時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか？
国会議員に聞いてみた。

和田靜香 左右社 2021 312.1 ワ

この働き方大丈夫？ 中国新聞取材班 集広舎 2021 366.021 チ

脱セクシュアル・ハラスメント宣言
法制度と社会環境を変えるために

角田由紀子, 伊藤和子編著
井上久美枝〔ほか〕

かもがわ出版 2021 366.3 ツ

新しい労働世界とジェンダー平等 浅倉むつ子 かもがわ出版 2022 366.38 ア

失われた賃金を求めて イ・ミンギョン タバブックス 2021 366.38 イ

職務格差
女性の活躍推進を阻む要因はなにか

大槻奈巳 勁草書房 2015 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

ジェンダー労働論 続
労働力の女性化の光と影

川東英子 ドメス出版 2019 366.38 カ

シングル女性の貧困
非正規職女性の仕事・暮らしと社会的支援

小杉礼子〔ほか〕編著　横浜市男
女共同参画推進協会編著

明石書店 2017 366.38 コ

家事労働ハラスメント
生きづらさの根にあるもの

竹信三恵子 岩波書店 2013 366.38 タ

働くこととフェミニズム
竹中恵美子に学ぶ 竹中恵美子卒寿記念

竹中恵美子, フォーラム労働・社
会政策・ジェンダー編

ドメス出版 2020 366.38 タ

なぜ共働きも専業もしんどいのか
主婦がいないと回らない構造

中野円佳 PHP研究所 2019 366.38 ナ

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 ニ

対話の土壌をか・も・すワークブック
働く女性の全国センター（ACW2)
編

働く女性の全国センター
（ACW2)

2015 366.38 ハ

いま、この時代に働くこと　生きること
～ディーセントワーク実現をめざして

フォーラム労働・社会政策・ジェン
ダー編

耕文社 2016 366.38 フ

働く女性のキャリア研究 古武真美 樹村房 2022 366.38 フ

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 日本評論社 2018 366.38 ワ

公務非正規女性全国ネットワーク（はむねっと）
２０２２年調査結果報告

公務非正規女性全国ネットワーク
（はむねっと）

公務非正規女性全国ネット
ワーク（はむねっと）

2022 366.8 コ

官製ワーキングプアの女性たち
あなたを支える人たちのリアル

竹信三恵子 岩波書店 2020 366.8 タ

女性と労働
ジェンダー白書2

北九州市立男女共同参画セン
ター“ムーブ” 編

明石書店 2004 367.2 キ

主婦である私がマルクスの「資本論」を読んだら
１５冊から読み解く家事労働と資本主義の過去・現在・未来

チョン・アウン DU BOOKS 2023 367.2 チ

下層化する女性たち
労働と家庭からの排除と困難

小杉礼子, 宮本みち子編著 勁草書房 2015 367.21 コ

女性白書 ２０２２
コロナ禍を超え、ジェンダー平等社会の実現を

日本婦人団体連合会編 ほるぷ出版 2022 R367.21 ニ

貧困専業主婦 周燕飛 新潮社 2019 367.3 シ

コロナと女性の貧困２０２０-２０２２
サバイブする彼女たちの声を聞いた

樋田敦子 大和書房 2022 368.2 ヒ

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 勁草書房 2021 369.41 ナ

請求記号

女性と労働 これまで と これから



＜行政資料＞
タ イ ト ル 編集・発行 資料種別 出版年

働く女性の実情　令和２年版 厚生労働省雇用環境・均等局編 施策概要・統計・白書 2021 366.38 コ

非正規職シングル女性の社会的支援に向けたニーズ調
査報告書

横浜市男女共同参画推進協会編 調査・研究報告書 2016 366.38 ヨ

非正規職シングル女性の課題・ニーズ別支援モデルプロ
グラムの開発事業報告書

横浜市男女共同参画推進協会編 調査・研究報告書 2017 366.38 ヨ

ないのはお金？
 「女を生きる」ことは、ほぼ「貧困を生きる」こと

西宮市男女共同参画センター
ウェーブ

啓発冊子 2015 368.2 ニ

仕事とダブルケア（介護・子育て）両立支援ガイドブック
ダブルケアをしながら仕事が続けられる暮らしを実現するために

京都府 その他 2019 369 キ

特　集　名 雑　誌　名

ケア労働者の働き方と賃金
「新しい資本主義」の虚実

女性労働研究　第67号

女性の自立を阻むものとは We learn  828号

ジェンダーから労働・貧困を考える
「生理の貧困」と「更年期離職」

POSSE ポッセ No.52

「働く母」の子育て
「お金・時間・責任」のプレッシャー

ちいさい・おおきい・よわい・つよ
い No.130

女性労働とジェンダー平等 経済 No.306

知っていますか？あなたのそばの非正規公務員 女も男も　No.133

＜視聴覚資料＞
タ イ ト ル 監督/制作 製作国/年/時間

メトロレディーブルース ビデオ工房ＡＫＡＭＥ 日本/2013年/26分

続メトロレディーブルース ビデオ工房ＡＫＡＭＥ 日本/2014年/40分

メトロレディーブルース３
非正規だからってあきらめない！

ビデオ工房ＡＫＡＭＥ 日本/2015年/40分

私たちは風の中に立つ
韓国・東紡職労組1972～2006

イ・ヘラン 韓国/2006年/105分

解雇される女性　Part2
セクシュアルハラスメント

ビデオ工房ＡＫＡＭＥ 日本/2006年/13分

サイレント・プア Disc１～３ NHKエンタープライズ 日本/2014年/各巻143分

労働とジェンダー
映像で学ぶジェンダー入門 ４

加藤秀一監修 日本/2021年/35分

近くて遠い、遠くて近い貧困問題
自分とつなげて考えてみました

アジア太平洋資料センター
（PARC）

日本/2010年/36分

やってみよう！職務評価（ペイ・エクイティ）
ペイ・エクイティ・コンサルティン
グ・オフィス（PECO）

日本/2011年/20分

均等社会は夢ではない
わたしたちの力で『格差社会から均等社会へ』の道を開こう！

ビデオ工房ＡＫＡＭＥ 日本/2007年/13分

職場における間接差別は、今
Indirect Sexual Discrimination in Japanese Workplaces

ワーキング・ウィメンズ・ネットワー
ク

日本/2006年/21分

◎ライブラリーカードで図書・行政資料・雑誌・ＤＶＤの貸出をしています。

　　　資料種別　　　　　　　　　　貸出冊数（期間）

　　　図書・行政資料・雑誌　　　　15冊（3週間）

　　　DVD　　　　　　　　　　　 　　3点（2週間）

ドキュメンタリー
DVD 129

請求記号

区分

労働教育センター 2019年6月

ジャパンマシニスト社 2021年10月

ドキュメンタリー
DVD 130

ドキュメンタリー
DVD　147

教材 DVD 77

教材 DVD 62

テレビ番組
DVD　14,15,16

教材 DVD 17

ドキュメンタリー
DVD　15

ドキュメンタリー
DVD　50

教材 DVD 7

＜雑誌＞　※雑誌の最新号は館内閲覧です。

発　行 出版年・月

日本女性学習財団 2022年4月

新日本出版社 2021年3月

POSSE 2022年12月

女性労働問題研究会 2023年

教材 DVD 142

＜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

Ｅ-ｍａｉｌ lib@dawncenter.jp


