
番
号 書籍名 著者 出版社 出版年.月

1 初めてママの妊娠・出産・育児ブック 池川　明 日東書院 2010.1

2
大丈夫やで　～ばあちゃん助産師のお産と育児のはなし
～

坂本フジヱ 産業編集センター 2011.10

3 キセキ　～今日ママに会いにいくよ～ MINMI 光文社 2011.9

4 赤ちゃんと話そう！生まれる前からの子育て 池上　明 学陽書房 2011.2

5 ママ、生まれる前から大好きだよ！ 池川　明 学研マーケティング 2011.2

6
子どもはあなたに大切なことを伝えるために生まれてき
た。「胎内記憶」からの88のメッセージ

池川　明 青春出版社 2011.11

1 子育て９９（救急）ハンドブック 座光寺　明 さくら社 2018.2

2 子育てハッピーアドバイス 明橋　大二 １万年堂出版 2011.8

3 子育てハッピーアドバイス２ 明橋　大二 １万年堂出版 2010.2

4 子育てハッピーアドバイス３ 明橋　大二 １万年堂出版 2011.2

5 子育てハッピーアドバイス　知っててよかった小児科の巻 吉崎　達郎 ・ 明橋　大二 １万年堂出版 2009.6

6 忙しいパパの子育てハッピーアドバイス 明橋大二 １万年堂出版 2008.3

7 イクメンで行こう！－育児も仕事も充実させる生き方－ 渥美　由喜 日本経済新聞出版社 2010.12

8 経済省の山田課長補佐、ただいま育休中 山田正人 日本経済新聞社 2006.1

9 「パパ権」宣言！ 川端裕人・岸祐司・汐見稔幸 大月書店 2006.7

10 甘えてもいいですか（6人の子どもと2人の親の思い） 関根トミ子 文芸社 2007.12

11 かぜをひいたおつきさま（絵本）
レオニート・チシコフ作・絵
鴻野わか菜　訳

徳間書店 2014.9

NEW
12 ママは身長１００ｃｍ 伊是名　夏子

ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン 2019.5

1 育児サポート2 財団法人女性労働協会 女性労働協会 2007.5

2 子育て支援における保健相談マニュアル 田中哲郎 日本小児医事出版社 2007.6

3 子育て支援を考える―変わる家族の時代に 柏木恵子 (著) 岩波書店 2007.7

4
子育てしやすい社会―保育・家庭・職場をめぐる育児支
援策

前田正子 (著) ミネルヴァ書房 2004.4

5 子どもという価値―少子化時代の女性の心理 柏木恵子 中央公論新社 2005.4

6 社会で子どもを育てる―子育て支援都市トロントの発想 武田信子 (著) 平凡社 2002.11

子育てに役立つ

令和2年1月27日現在

妊娠・出産に備える

＊室内で閲覧可能。
＊教職員には【学内便】利用で貸し出しできます。

千葉大学　男女共同参画推進部門　蔵書一覧(ジャンル別)

子育て支援

1/8



7

世界に学ぼう！子育て支援　―デンマーク・スウェーデン・
フランス・ニュージーランド・カナダ・アメリカに見る子育て
環境―

汐見稔幸 (著) フレーベル館 2007.8

1 「家族」はどこへいくー青弓社ライブラリー　５１ 澤山　他 青弓社 2007.12

2 少子化と日本の経済社会―2つの神話と1つの真実
樋口美雄 ,財務省財務総合
政策研究所 (著)

日本評論社 2006.5

3 少子化をのりこえたデンマーク 湯沢雍彦 (著) 朝日新聞社 2003.3

4
少子高齢社会のみえない格差―ジェンダー・世代・階層
のゆくえ

白波瀬佐和子 (著) 東京大学出版会 2007.5

5
人口減少社会の家族と地域
―ワークライフバランス社会の実現のために―

樋口美雄 日本評論社 2008.3

6 新世紀の家族さがし　おもしろ家族論 増子勝義 学文社 2007.5

7 図説　変わる家族と子ども
財団法人　日本女子社会教
育会 1997.2

8 図説　変わる結婚と家族
財団法人　日本女子社会教
育会 1995.4

9 祖父母業 ゴッドフリー・ハリス メディア・ファクトリー 2007.6

10 日本の家族とライフコース―「家」生成の歴史社会学― 平井晶子 ミネルヴァ書房 2008.1

11 変化する社会の不平等―少子高齢化にひそむ格差 白波瀬佐和子 (編集) 東京大学出版会 2006.2

12 迷走する家族―戦後家族モデルの形成と解体 山田昌弘 (著) 有斐閣 2007.1

13 ライフコースとジェンダーで読む家族　改訂版 岩上真珠 有斐閣 コンパクト 2007.10

1
こうして手にする 仕事と生活の調和[ワーク・ライフ・バラ
ンスへの取組みのヒントと企業事例]

労働調査会出版局 労働調査会 2008.2

2
新しい人事戦略 ワークライフバランスー考え方と導入
法ー

小室淑恵
日本能率協会マネジメ
ント 2008.6

3
ワークライフバランス推進事例集―ゆとりとやりがいを生
み出す14社の取り組み (New‐Jinji‐Series)

日本経団連出版 日本経団連出版 2008.9

4 ワーク・ライフ・バランス　仕事と子育ての両立支援 佐藤博樹 ぎょうせい 2008.11

5
出生率の回復とワークライフバランス　少子化社会の子
育て支援策

丸尾直美　他 中央法規出版 2007.12

6
国際比較:仕事と家族生活の両立―日本・オーストリア・ア
イルランド

OECD 明石書店 2005.3

7
効率が10倍アップする新・知的生産術　自分をグーグル
化する方法

勝間和代 ダイヤモンド社 2008.2

8 「残業ゼロ」の仕事力 吉越浩一郎
日本能率協会マネジメ
ントセンター 2008.2

9 定時に帰る仕事術
ローラ・スタック(著)／古川
奈々子(著)

ソニー・マガジンズ 2007.2

10 仕事と生活　体系的両立支援の構築に向けて 労働政策研究・研修機構
労働政策研究・研修機
構 2007.4

11 迷走する両立支援―いま、子どもをもって働くということ 萩原久美子 (著) 太郎次郎社エディタス 2007.9

12 ワークライフバランス社会へ―個人が主役の働き方 大沢 真知子 (著) 岩波書店 2007.12

家族を考える

ワーク・ライフ・バランス

介護に役立つ
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1 親の入院・介護が必要になったときに読む本 豊田　眞弓 日本実業出版社 2010.6

2 老親介護とお金 ― ビジネスマンの介護心得 ― 太田　差惠子
アスキー・メディアワー
クス 2008.9

3 古武術介護塾　日々の介護がラクになる!! 岡田慎一郎 スキージャーナル 2011.3

4 ビッグツリー　私は仕事も家族も決してあきらめない 佐々木常夫 WAVE出版 2008.2

5 男の老後力 鷲田小弥太 海竜社 2008.3

6 おひとりさまの老後 上野千鶴子 法研 2007.10

1
なぜジェンダー教育を大学でおこなうのか　日本と海外の
比較から考える

村田　晶子・弓削　尚子（編
著）

青弓社 2007.6

2 京都大学　男女共同参画への挑戦
京都大学女性研究者支援セ
ンター

明石書店 2008.9

3 詳説男女雇用機会均等法 21世紀職業財団 21世紀職業財団 2007.7

4 男女共同参画と男性・男児の役割 原　ひろ子 明石書店 2007.12

5 男女共同参画のために―政策提言
辻村みよ子・河上正二・水野
紀子

東北大学出版会 2008.1

6
女性技術者と男女共同参画社会　：イキイキ働きキャリア
アップしよう

佐野夕美子 明石書店 2004.6

7
ポジティブ・アクションの可能性 : 男女共同参画社会の制
度デザインのために

田村哲樹・ 金井篤子 ナカニシヤ出版 2007.5

8 よくわかる自治体の男女共同参画政策 広岡守穂・広岡立美 学陽書房 2006.3

9 女を幸せにしない「男女共同参画社会」 山下悦子 洋泉社(新書） 2006.7

10
日本の性差別賃金―同一価値労働同一賃金原則の可能
性

森 ます美 (著) 有斐閣 2007.9

11 科学技術とジェンダー　―EUの女性科学技術者政策
ヘルガ・リュプザーメン＝ヴァ
イクマン他（編著)／小川眞理
子・飯島亜衣(訳)

明石書店 2004.11

12 ジェンダー・フリー・トラブル　バッシング現象を検証する 木村涼子 白澤社・現代書館 2006.4

13
ジェンダーを科学する
ー男女共同参画社会を実現するためにー

松本伊嵯子・金井篤子 ナカニシヤ出版 2006.4

14 ジェンダー白書5
北九州市立男女共同参画ｾﾝ
ﾀｰﾑｰﾌﾞ

明石書店 2007.5

15 日本女性史事典 コンパクト版 女性史事典編集委員会 新人物往来社 2002.8

1
アサーティブ―「自己主張の技術」　言える、伝わる、仕事
が進む！

大串由美 PHP研究所 2007.8

2 相談の理論化と実践　相談の女性学から女性支援へ
須藤八千代、土井良多江子
他

新水社 2005.2

3 キャリア・カウンセリング－理論と実際、その今日的意義 木村　周 (社)雇用問題研究会 2006.5

4 メンタリング入門 渡辺三枝子 日本経済新聞社 2007.5

5 新版カウンセリング心理学 渡辺三枝子 ナカニシヤ出版 2002.4

6
新版キャリアの心理学　―キャリア支援への発達的アプ
ローチ―

渡辺三枝子 (編) ナカニシヤ出版 2007.10

7 キャリア発達の心理学　―仕事・組織・生涯発達― 宗方比佐子　他 川島書店 2007.3

男女共同参画＆ジェンダー

キャリア支援
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8 自分と向き合う！究極のエンカウンター 國分康孝・國分久子　編著 誠心書房 2004.9

9
女性と仕事の未来館ブックレット3
＜女性のキャリアストレスとカウンセラーの役割＞

財団法人女性労働協会　女
性と仕事の未来館

財団法人女性労働協
会 2004.12

10
女性と仕事の未来館ブックレット4
＜女性のワークライフとキャリア・カウンセリング＞

財団法人女性労働協会　女
性と仕事の未来館

財団法人女性労働協
会 2005.10

11
女性と仕事の未来館ブックレット6
＜女性のキャリア開発とアサーティブネス＞

財団法人女性労働協会　女
性と仕事の未来館

財団法人女性労働協
会 2007.1

12 疑問スッキリ！セクハラ相談の基本と実際
ウィメンズカウンセリング京
都　周藤由美子

新水社 2007.10

13
仕事で燃え尽きないために～対人援助職のためのメンタ
ルヘルスケア

水澤都加佐 大月書店 2007.8

14 ピアヘルパーハンドブック 日本教育カウンセラー協会 図書文化社 2008.2

15 ピアヘルパーワークブック 日本教育カウンセラー協会 図書文化社 2007.11

1 理系のための上手な発表術 諏訪邦夫 講談社 2007.6

2 図解「化学」は図にするだけで面白い 東京理科大学化学ブレイン 青春出版社 2006.6

3 医学・生物学研究者のためのうまい研究発表のコツ 植村研一 メジカルビュー社 2007.9

4
英語抄録・口頭発表・論文作成虎の巻ー忙しい若手ドク
ターのために

上松正朗・南部伸介 南江堂 2007.12

5
流れがわかる学会発表・論文作成　HowTo
＜症例報告、何をどうやって準備する？＞

佐藤雅昭・和田洋巳・中村隆
之

メディカルビュー社 2007.4

6

ポスター発表はチャンスの宝庫！－
一歩進んだ発表のための計画・準備から当日のプレゼン
まで

今泉美佳 羊士社 2006.11

7 科学者のためのポスターセッションガイド
Peter J.Gosling／徳田耕一
（訳）北村房男（訳）

丸善 2007.7

8
科研費ヒストリー －科学政策にみる科研費の制度と運営
の実際－

飯田益雄 科学新聞社 2007.11

9
研究資金獲得法　-研究者・技術者・ベンチャー起業家へ
-

塩満典子・室伏きみ子 丸善 2008.12

New!
10

研究資金獲得法の最前線　－科研費採択とイノベーショ
ン資金活用のフロント-

塩満典子 学分社 2019.9

11 科研費採択に向けた効果的なアプローチ 塩満典子・北川慶子 学文社 2016.9

12 インタビューの社会学ーライフストーリーの聞き方 桜井　厚 せりか書房 2007.10

13 ＳＰＳＳによる統計処理の手順　第5版 石村貞夫 東京図書 2007.12

14 人物で語る物理入門（上） 米沢富美子 岩波書店 2006.6

15 人物で語る物理入門（下） 米沢富美子 岩波書店 2006.6

16 ＜あいまいさ＞を科学する 米沢富美子 岩波書店 2007.9

17 科学技術者のみた日本・経済の夢 北澤宏一 アドスリー 2005.3

1 コーチング入門 本間正人 日本経済新聞出版社 2008.4

2 グループ・コーチング入門 本間 正人 日本経済新聞出版社 2007.7

研究に役立つ

コーチングから学ぶ
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3 セルフ・コーチング入門 本間正人 日本経済新聞出版社 2007.9

4 コーチングが組織(ダイバーシティ)を活かす 西澤正昭
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン 2006.10

5 コーチングマネジメント 伊藤　守 （株）ディスカバー２１ 2007.8

6 コーチングが人を活かす 鈴木義幸 （株）ディスカバー２１ 2007.8

7 コーチングの神様が教える「できる人」の法則
マーシャル・ゴールドスミス
（著）、齊藤聖美（訳）

日本経済新聞社 2007.10

8 コーチングのプロが教える質問の技術 斎藤淳子 ダイヤモンド社 2006.10

9 コーチング　人を育てる心理学 武田　建 誠信書房 2006.1

10 駆け出しマネジャーアレックス　コーチングに燃える
マックス・ランズバーグ／村
井章子（訳）

ダイヤモンド社 2004.10

11 カルロス・ゴーン流　リーダーシップ・コーチングのスキル 安部哲也／岸　英光（監修） あさ出版 2006.3

12
チームが絶対うまくいく法　ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ、意思
決定のｺﾂ

デイヴィッド・ストラウス
（著）、齊藤聖美（訳）

日本経済新聞社 2004.3

13
子どもの能力を引き出す親と教師のためのやさしいコー
チング

大石良子 草思社 2006.10

14 教師のほめ方叱り方コーチングー4コマ漫画付き 神谷和宏 学陽書房 2007.10

15 教師のコミュニケーション事典 國分康孝・國分久子　監修 図書文化社 2005.7

1
キャリアを磨く学生のための生活百科　ー入学から就職
まで―

村井雄・神田秀一・為田英一
郎・河野裕

ナカニシヤ出版 2005.4

2 働くひとのためのキャリア・デザイン 金井壽宏 PHP研究所 2007.5

3 キャリアデザイン入門〈Ⅰ〉基礎力編 大久保幸夫 日本経済新聞社 2007.4

4 キャリアデザイン入門〈Ⅱ〉専門力編 大久保幸夫 日本経済新聞社 2008.1

5 キャリア・ダイナミクス エドガー・H. シャイン 白桃書房 2005.12

6
キャリア・アンカー　―自分のほんとうの価値を発見しよう
―

エドガー・H. シャイン 白桃書房 2007.8

7
キャリア・サバイバル　―職務と役割の戦略的プラニング
―

エドガー・H. シャイン 白桃書房 2007.5

8
キャリア・デザイン・ガイド　―自分のキャリアをうまく振り
返り展望するために―

金井壽宏 白桃書房 2006.6

9
キャリア・イノベーション　―仕事生活の問い直しがつくる
個性尊重の組織文化―

L.ベイリン 白桃書房 2007.2

10
キャリア形成叢書　大学のキャリア支援　－実践事例と省
察－

上西充子　編著 経営書院 2007.11

11 キャリアダウンのすすめ－大人の女の新しい選択 島藤真澄・乃木りか ポプラ社 2002.7

12
キャリアデザインへの挑戦　－58人のキャリアデザイン論
－

菊地達昭　編署 経営書院 2007.9

13 最強のキャリア戦略 高橋俊介 ゴマブックス 2007.5

14 実証研究　優れた人材のキャリア形成とその支援 川喜多喬　・　小玉小百合 ナカニシヤ出版 2008.4

15 女性リーダーのキャリア形成 篠塚英子 勁草書房 2004.11

16
「社会を変える」を仕事にする―社会起業家という働き方
―

駒崎弘樹 英治出版 2007.11

キャリアデザイン
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17
女性リーダー育成のために－グローバル時代のリーダー
シップ論－

お茶の水女子大学グローバ
ルリーダーシップ研究所[編]

勁草書房 2019.2

1
理系志望のための高校生活ガイド　―理系をめざしたら
何をすればいいのか？―

鍵本聡 講談社ブルーバックス 2007.12

2 理系に行こう！―女子中高生のための理系案内― 都河明子 九天社 2006.8

3
理工系学生のためのキャリアガイド－職業選びに失敗し
ないために

米国科学アカデミー 化学同人 2002.3

4
女性のための理系進路選択　素敵にサイエンス
～かがやき続ける女性キャリアを目指して　研究者編～

鳥養映子・横山広美 近代科学社 2008.5

5
女性のための理系進路選択　素敵にサイエンス
～かがやき続ける女性キャリアを目指して　企業編～

中村立子 近代科学社 2008.9

6
女性のための理系進路選択　素敵にサイエンス
～かがやき続ける女性キャリアを目指して　先生編～

田中若代 近代科学社 2009.6

7
がんばれ！女性医師・医学生
―仕事とパーソナルライフの充実をめざして―

日本家庭医療学会 プリメド社 2005.4

8
女性医師からのメッセージ：医系キャリアアップの道しる
べ

津田喬子
真興交易㈱医書出版
部 2005.12

9
女性医師としての生き方－医師としてのキャリアと人生設
計を模索して－

片井みゆき　翻訳・編集代表 株式会社じほう 2006.3

10 次代に残す１００人の言葉
財団法人　日本女子社会教
育会 1996.8

11
しなやかにプロフェッショナル　科学者・技術者をめざすあ
なたへ

日本女性技術者フォーラム
調査部会

新水社 2004.2

1 働く女性のための「こころのサプリメント」
谷地森久美子／渋谷英雄／
三上道代（ピースマインド編）

マガジンハウス 2007.2

2 輝く女性経営者５０人
フジサンケイビジネスアイ
(編)

日本工業新聞社 2008.3

3 実践リーダーをめざすひとの仕事術
メアリー・ウィリアムズ＆キャ
ロリン・エマーソン著／INWES
Japan監修

新水社 2005.9

4 30代は二度とこない　子どもとキャリアどちらもほしい 円より子 ミネルヴァ書房 2005.11

5
三色のキャラメル　不妊と向き合ったからこそわかったこ
と

永森咲希 文芸社 2014.10

1 理系白書－この国を静かに支える人たち 毎日新聞科学研究部 講談社 2005.8

2 研究者人生双六講義 (岩波科学ライブラリー 96) 入来篤史 岩波書店 2006.5

3 研究者という職業 林　周二 東京図書 2007.6

4 大好きなことを「仕事」にしよう 中村修二 ワニブックス 2004.8

5
たのしい講座を開いた科学者たちー科学と科学教育の源
流

永田英治 星の環の会 2004.12

6 検証・なぜ日本の科学者は報われないのか
サミュエル　コールマン（訳）
岩舘葉子

文一総合出版 2002.4

7
さきがけものがたり～未来を拓く研究者たちのドラマとそ
の舞台～

JSTさきがけ担当編 株式会社アドスリー 2006.10

8 癒されて生きる　－女性生命科学者の心の旅路 柳澤桂子 岩波書店 2005.5

理系のキャリアデザインに役立つ

女性のキャリア

研究者の生き方を知る
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9
すべてのいのちが愛おしい―生命科学者から孫へのメッ
セージ

柳澤桂子 集英社 2007.6

10 キャリアを拓く　女性研究者のあゆみ
柏木恵子　国立女性教育会
館女性研究者ネットワーク支
援プロジェクト

ドメス出版 2005.8

11
ある女性天文学者の生涯―私の娘ベアトリス・ティンズ
リーの手紙

エドワード ヒル（著）　／古川
路明／古川信子（翻訳）

七つ森書館 2004.12

12 サメ博士ジニーの冒険　―魚類学者ユージニ・クラーク
エレン･R･バッツ　ジョイス･R･
シュワルツ(著)／笠井逸子
(訳)

新宿書房 2003.4

13 ミミズに魅せられて半世紀 中村方子 新日本出版社 2001.12

14 猿橋勝子　女性として科学者として 猿橋勝子 日本図書センター 1999.2

15 猿橋勝子という生き方 米沢富美子 岩波書店 2009.4

16 生命科学者　中村桂子（こんな生き方がしたい） 大橋由美子 理論社 2004.1

17 ビッグ・リトル・ノブ　ライトの弟子・女性建築家土浦信子 小川信子・田中厚子 ドメス出版 2001.3

18 二人で紡いだ物語 米沢富美子 出窓社 2003.12

19 人生は夢へのチャレンジ　女性科学者として 米沢富美子 新日本出版 2002.10

20 科学する楽しさ 米沢富美子 新日本出版 2001.8

21 女性物理学者が歩んだひとすじの道 望月和子 大学教育出版 2005.4

22 ノーベル・フラウエン―素顔の女性科学者
ウラ フェルシング(著)　田沢
仁／松本友孝

学会出版センター 1996.11

23
光できらめく理系女性たちー理想のワークライフバランス
を目指してー

小舘香椎子 オプトロニクス社 2007.8

24 女性科学者２１世紀のメッセージ 湯浅　彰・猿橋勝子 ドメス出版 1996.5

25 女性研究者の可能性をさぐる
女性科学研究者の環境改善
に関する研究会

ドメス出版 1996.12

26 女性研究者は歩む 女性研究者の会・京都 女性研究者の会・京都 1999.9

27 女性と学問と生活-婦人研究者のライフサイクル－
坂東昌子・野口美智子・新山
陽子　編

勁草書房 1983.10

28 理系の女の生き方ガイド 宇野賀津子・坂東昌子 講談社BLUE BACKS 2007.1

29
女性の理系能力を生かす―専攻分野のジェンダー分析と
提言

松村泰子 日本評論社 1996.11

30 波濤を越えて～米国女性科学者の偏見・差別・平等～ 末岡多美子 医療文化社 2006.3

31 ヴェールをとる科学
L.J.シェパード、小川真理子
訳

誠心書房 1997.5

1 男性の育児休業―社員のニーズ、会社のメリット 佐藤博樹,・武石恵美子 (著) 中央公論新社 2004.3

2 はじめての人的資源マネジメント 佐野陽子 有斐閣 2007.12

3 部下を好きになってください　IBMの女性活用戦略 内永ゆか子 勁草書房 2007.1

4
ポジティブ・アクション実践プログラム　職場における女性
の能力発揮促進マニュアル

東京都産業労働局 2008.1

5
現代女性の労働・結婚・子育て　―少子化時代の女性活
用政策―

橘木俊詔 ミネルヴァ書房 2008.1

女性活躍促進・ダイバーシティ
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6 女性の就業と親子関係―母親たちの階層戦略 本田由紀 (編) 勁草書房 2007.2

7 雇用システムと女性のキャリア 双書 ジェンダー分析 武石恵美子 勁草書房 2006.12

8 企業を変える　女性のキャリア・マネージメント 金谷千慧子 中央大学出版部 2005.10

9 「女性を活かす」会社の法則 植田寿乃 日本経済新聞出版社 2007.6

10 女性の人材開発 川喜多　喬 ナカニシヤ出版 2006.11

11 女性が勝ち取ったTPM特別賞
味の素パッケージング株式
会社

味の素パッケージング
㈱ 2001.6

12 女性の仕事環境とキャリア形成
櫻木晃裕、浜松学院大学「女
性の仕事とキャリア研究グ
ループ

税務経理協会 2006.3

13
女性社員活躍支援事例集　ダイバーシティを推進する11
社の取り組み

日本経団連出版 日本経団連出版 2007.11

14 ダイバシティ・マネジメント―多様性をいかす組織 谷口真美 白桃書房 2005.9

1 新しい経済社会学　日本の経済現象の社会学的分析 渡辺　深 上智大学出版 2008.2

2 現代日本の人間関係　団塊ジュニアからのアプローチ 高橋勇悦 学文社 2007.4

3 人事経済学と成果主義 樋口 美雄, 八代 尚宏 (著), 日本評論社 2006.6.

4 組織行動と人的資源管理
ロンドンビジネススクール
（編）

ダイヤモンド社 1999.5

5
組織行動の考え方　-ひとを活かし組織力を高める9つの
キーコンセプト-

金井寿宏 (著) 東洋経済新報社 2006.8

6 組織行動の社会心理学 田尾雅夫 (編集) 北大路書房 2007.3

7
転換期の雇用・能力開発支援の経済政策～非正規雇用
からプロフェッショナルまで～

樋口美雄 ,財務省財務総合
政策研究所 (著)

日本評論社 2006.12

8 都市化とパートナーシップ 森岡清志 ミネルヴァ書房 2008.2

経済学・社会学　など
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