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GENKI BOOKS は、定期的にリニューアルしています。 

 

今回のテーマは『働く』です。 

全て閲覧及び貸出ができますので、この機会に是非ご活用ください。 

 

東京大学では、男女共同参画基本計画に基づき様々な取り組みが進

んでいます。工学・情報理工学図書館は、男女共同参画関連図書の

コーナーを工 2 号館図書室に設けました。 

このコーナーの名前は、2010 年に設置された駒場図書館に同じく

"GENKI BOOKS" で す 。 “ GENKI BOOKS” は 、 “ Gender 

Equality：No-nonsense Knowledge and Information”の頭

文字です。このサービスは、国立女性教育会館と連携して実施して

います。 
 

<<これまでのテーマ>> 

第 1 回 理系女子、日本のジェンダー、女性建築家 

第 2 回 理系女子、日本のジェンダー、女性と政治、地理･地図 

第 3 回 理系女子、日本のジェンダー、LGBT 

第 4 回 男性学、 日本のジェンダー、日本のポップカルチャー 

第５回 女性の起業 

第 6 回 女性の働き方 

第 7 回 事実婚、法律婚、家族法、離婚 

第８回 フィンランド 

 

【設置場所】工 2 号館図書室（工学部 2 号館 5 階 52A） 

【利用期間】2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日 

【利用時間】平日 9:30-19:00（学外者は 17:00 まで） 

【問合せ先】東京大学工学・情報理工学図書館  

情報サービスチーム 

Tel.03-5841-6731(内線 26731) 

kogaku2@lib.u-tokyo.ac.jp 

http://library.t.u-tokyo.ac.jp GENKIBOOKS Flyer No.20180701 

安田講堂 

工学部 2 号館 

正門 赤門 
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書名 編著者名 出版社 請求記号 資料番号

先輩に可愛がられ、同僚に疎まれず、後輩に慕われる女子になる : 職場で幸せになる45のコツ 関下昌代著 中央公論新社 159.4/Se72 1001033198

女性(あなた)が職場で損する理由 : 賢くふるまう技術 古川裕倫著 扶桑社 159/A46 1001033206

あたりまえだけどなかなかわからない働く女(ひと)のルール 有川真由美著
まこといちオフィ
ス

159/A94 1001033214

「学歴なし」、「資格なし」、「パトロンなし」でシングルマザーの元黒ギャルが28歳で年収1000万円
を達成した話

金田貴子著 扶桑社 159/G16 1001033222

ハピ★キャリ! : 目ざせ!年収1000万円!!この1冊で、仕事も人生も思いのまま! 主婦の友社 159/H29 1001033230

働く女性が知っておくべきこと : グローバル時代を生きるあなたに贈る知恵 坂東眞理子[著] 角川書店 159/H42 1001033248

女性社員の心得 : 男性社会で生きる女性の処世術 古市今日子著 労働調査会 159/J76 1001033255

キャリアセレブになる36の秘訣 植田寿乃著
PHPエディター
ズ・グループ

159/Ky1 1001033263

ミリオネーゼ : 本当のあなたのままで成功する方法 : 8ケタ稼ぐ女性のバイブル
ロビン・ウォラナー著;桜田直美訳;
ディスカヴァー・クリエイティヴ編

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

159/Mi49 1001033271

もっと上手に働きなさい。 : 誰も教えてくれなかった女性のための仕事のルール 内永ゆか子著 ダイヤモンド社 159/Mo95 1001033289

大人の女はどう働くか? : 絶対に知っておくべき考え方、ふるまい方、装い方 ロイス・P・フランケル著;高山祥子訳 海と月社 159/O86 1001033297

資生堂で学んだまごころの仕事術 関根近子著 朝日新聞出版 159/Sh89 1001033305

職場で“モテる"社会学 : なぜ今、女性は「仕事を楽しむ男」に惹かれるのか 三浦展,菊入みゆき[著] 講談社 159/Sh96 1001033313

私たちが仕事をやめてはいけない57の理由 川崎貴子著 大和書房 159/W45 1001033321

やっぱ、「自分ブランド」でしょ。 蟹瀬令子著 講談社 159/Y59 1001033339

女性国家公務員のワークスタイル事例集  2019年度版.
内閣官房内閣人
事局

317/J76 1001033347

国家公務員女性幹部職員からのメッセージ
内閣官房内閣人
事局

317/Ko43 1001033354

女性のための起業家セミナー : 京大方式!ビジネススクールで学ぶ : しなやかな女性に続け!自己
の可能性に挑戦したいあなたに。

京都大学女性起業家プロジェクト
チーム編著

本の泉社 335/J76 1001033362

なぜ「女性起業」は男の10倍成功するのか : フツーの女子が短期間で儲ける8ステップ 後藤勇人著 ぱる出版 335/N59 1001033370

年収1億円稼ぐ!私が見つけたこの方法 : 誰でも「勝ち女」になれる魔法の起業術 麻生マリ著 アーク出版 335/N64 1001033388

成功する「本気女子」起業5つのSTEP 大和千由紀著 万来舎 335/Se17 1001033396

好きな場所で、好きな時間に、愛される仕事を手に入れる本 : 週休4日で年収1000万円! 大東めぐみ著 ぱる出版 335/Su54 1001033404

部下を定時に帰す「仕事術」 : 「最短距離」で「成果」を出すリーダーの知恵 佐々木常夫著 WAVE出版 336.3/B87 1001033412

あの会社のスゴい働き方 日経産業新聞編
日本経済新聞出
版社

336.4/A49 1001033420

ダイバーシティ・マネジメントの研究 : 在米日系企業と在日米国企業の実態調査を通して 有村貞則著 文眞堂 336.4/D14 1001033438

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,奥山睦著 技術評論社 336.4/H42 1001033446

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,トーマツイノベーション著 ダイヤモンド社 336.4/J76 1001033453

女性部下マネジメントの教科書 : 期待している人が辞めずに育つ 冨山佳代著 同文舘出版 336.4/J76 1001033461

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 麓幸子 336.4/N59 1001033479

なぜ、彼女たちの働き方はこんなに美しいのか : career success secrets of 22 Japanese women
executives

麓幸子,日経BPヒット総合研究所編 麓幸子 336.4/N59 1001033487

トラブルにならない小さな会社の女性社員を雇うルール 井寄奈美著 日本実業出版社 336.4/To66 1001033495

賃金と働き方 : 日本型企業社会の内実 宮坂純一著 晃洋書房 336.45/C46 1001033503

小西ゆかりさんのはたらくココロエ : 会社で自分の能力をのばすコツ、教えます! はたらくココロエ編集部編 宙出版 336.9/Ko75 1001033511

学歴と格差・不平等 : 成熟する日本型学歴社会 吉川徹著 東京大学出版会 361.8/G16 1001033529

年収200万円時代賢い女の「満足生活」 松原惇子著 三笠書房 365/N64 1001033537

The two-income trap : why middle-class parents are going broke ElizabethWarren,AmeliaWarrenTyagi ElizabethWarren 365/Tw 1001033545

地元で広告代理店の営業女子はじめました えりた著 イースト・プレス 366.2/J51 1001033552

What works : gender equality by design IrisBohnet
BelknapPressofH
arvardUniversity
Press

366.2/W65 1001033560



フランス女性の働き方 : 仕事と人生を楽しむコツ
ミレイユ・ジュリアーノ著;羽田詩津子
訳

日本経済新聞出
版社

366.3/F92 1001033578

How men think : the seven essential rules for making it in a man's world AdrienneMendell
FawcettColumbi
ne

366.3/H96 1001033586

女子社員のためのビジネスノート : 女子社員こそボードを目指せ! 吉越浩一郎著 ワック 366.3/J78 1001033594

Working mothers and the welfare state : religion and the politics of work-family policies in
Western Europe and the United States

KimberlyJ Morgan 366.3/W88 1001033602

Making motherhood work : how women manage careers and caregiving CaitlynCollins
PrincetonUniver
sityPress

366.38/Ma35 1001033610

Women's work : how mothers manage flexible working in careers and family life ZoeYoung
BristolUniversity
Press

366.38/W85 1001033628

新しいパパの働き方 : 仕事も家庭も!欲張りガイドブック ファザーリング・ジャパン著 学研教育出版 366.7/A94 1001033636

お先に失礼します! : 共働きパパが見つけた残業しない働き方 中村一著 KADOKAWA 366.7/O73 1001033644

Work-family balance, gender and policy JaneLewis EdwardElgar 366.7/W88 1001033651

Domestic workers across the world : global and regional statistics and the extent of legal
protection.

InternationalLab
ourOffice

366.8/D85 1001033669

Global women's work : perspectives on gender and work in the global economy editedbyBethEnglish,MaryE
editedbyBethEng
lish

366/G52 1001033677

働く、働かない、働けば 巳年キリン著 三一書房 366/H42 1001033685

Women in business : theory, case studies, and legal challenges MarthaE Routledge 366/W85 1001033693

女がそんなことで喜ぶと思うなよ : 愚男愚女愛憎世間今昔絵巻 鈴木涼美著 集英社 367.2/O66 1001033701

Black working wives : pioneers of the American family revolution BartLandry BartLandry;:cloth 367.3/B52 1001033719

Dividing the domestic : men, women, and household work in cross-national perspective
editedbyJudithTreasandSonjaDrobni
?

StanfordUniversi
tyPress

367.3/D79 1001033727

Re-negotiating gender : household division of labor when she earns more than he does LakeLui Springer 367.3/R21 1001033735

平成男子論 : 僕のエッジと君の自意識。 手条萌著 彩流社 367.5/H51 1001033743

よかれと思ってやったのに : 男たちの「失敗学」入門 清田隆之著 晶文社 367.5/Y74 1001033750

男性漂流 : 男たちは何におびえているか 奥田祥子[著] 講談社 367/D38 1001033768

「特別研究員-RPD制度」10年史 日本学術振興会 377.7/To35 1001033776

「工学系女性研究者比率向上の好循環モデル」の構築を目指して : 事業報告書
お茶の水女子大学,芝浦工業大学,
物質・材料研究機構[編]

お茶の水女子大
学

377/O15 1001033784

腐女医の医者道! = FUJOY'S DOCTOR ROAD! 外科医でオタクで、3人子育て大変だ!編, 私も子ど
もたちも大きくなりました!編

さーたり著 KADOKAWA 498.14/F69 1001033792

家事の捨て方 : 「まかせて」「シェア」して毎日がもっと輝く 大澤和美著
CCCメディアハ
ウス

590/Ka22 1001033800

男の家事力50の格言 : 毎日が10倍優雅で楽しくなる極意
男の家事力を高める会企画・構成:
牧野良幸マンガ

あおば出版 590/O86 1001033818

夫が知らない家事リスト 野々村友紀子著 双葉社 590/O89 1001033826

主夫になろうよ! 佐川光晴著 左右社 590/Sh99 1001033834

ゼロ家事 本間朝子著 大和書房 590/Z3 1001033842

Manly meals and mom's home cooking : cookbooks and gender in modern America JessamynNeuhaus
JohnsHopkinsUni
versityPress

596/Ma44 1001033859

アイドル、やめました。 : AKB48のセカンドキャリア 大木亜希子著 宝島社 767.8/A24 1001033867

一切なりゆき : 樹木希林のことば 樹木希林著 文藝春秋 778.21/I85 1001033875

わたし、定時で帰ります。 朱野帰子著 新潮社 913.6/W47 1001033883

わたし、定時で帰ります。 　ハイパー 朱野帰子[著] 新潮社 913.6/W47 1001033891


