著者名

書名
科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック

児島 将康

ポスト育児期の女性と働き方 : ワーク・ファミリー・バラン
西村 純子
スとストレス
池内 了
科学者心得帳 : 科学者の三つの責任とは

出版社
羊土社

請求記号
377.7||Ko39

慶應義塾大学出版会 366.38||N84
みすず書房

407||I35

羊土社

377.7||Ko39

学文社

377.7||Sh74

島岡 要

羊土社

407||Sh43

国立教育政策研究所

世界思想社

377.5||Ko49

ポストドクター : 若手研究者養成の現状と課題

北野 秋男

東信堂

377.5||Ki69

科学者として生き残る方法

Rosei Federico

日経BP社

407||R72

科学者という仕事 : 独創性はどのように生まれるか

酒井 邦嘉

中央公論新社

402.8||Sa29

認知症の人の心の中はどうなっているのか?

佐藤 眞一

光文社

493.758||Sa85

親の介護で自滅しない選択

太田 差惠子

日本経済新聞出版社 369.26||O81

日本の介護 : 経済分析に基づく実態把握と政策評価

中村 二朗

有斐閣

男性介護者100万人へのメッセージ : 男性介護体験記

男性介護者と支援者の全国ネットワーク クリエイツかもがわ

科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイントでわかる申請
児島 将康
書の書き方と応募戦略
塩満 典子
科研費採択に向けた効果的なアプローチ
やるべきことが見えてくる研究者の仕事術 : プロフェッ
ショナル根性論
ポストドクター問題 : 科学技術人材のキャリア形成と展
望

育児&介護を乗り切るダイバーシティ・マネジメント : イク
日経BP社
日経BP社
ボスの教科書
育つ・つながる子育て支援 : 具体的な技術・態度を身に
子育て支援者コンピテンシー研究会 チャイルド本社
つける32のリスト
高野 陽
北大路書房
体調のよくない子どもの保育 : 病児・病後児の保育
新しいパパの教科書

ファザーリング・ジャパン

「育休世代」のジレンマ : 女性活用はなぜ失敗するのか? 中野 円佳
資生堂インパクト : 子育てを聖域にしない経営

石塚 由紀夫

働く女性とマタニティ・ハラスメント : 「労働する身体」と
杉浦 浩美
「産む身体」を生きる
少子化論 : なぜまだ結婚、出産しやすい国にならないの
松田 茂樹
か
乙部 由子
不妊治療とキャリア継続
日本の女性政策 : 男女共同参画社会と少子化対策のゆ
くえ
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
女性校長はなぜ増えないのか : 管理職養成システム改
革の課題
なぜ女性管理職は少ないのか : 女性の昇進を妨げる要
因を考える
女性が部下をもったら読む本

364.48||N37
369.261||D38
336.3||N73
369.4||Ko88
376.14||Ta47

学研教育出版

599||F16

光文社

366.38||N39

日本経済新聞出版社 576.7||I84
大月書店

366.38||Su48

勁草書房

334.31||Ma74

勁草書房

366.38||O86

坂東 真理子

ミネルヴァ書房

367.21||B18

お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所

勁草書房

361.43||O15

河野 銀子

勁草書房

373.7||Ka96

大沢 真知子

青弓社

366.38||O74

蓮尾 登美子

同文舘出版

336.3||H39

女性が管理職になったら読む本 : 「キャリア」と「自分らし
Toegel Ginka
さ」を両立させる方法
野見山 玲子
女性管理職1年目の教科書

日本経済新聞出版社 336.3||To19
日本経済新聞出版社 336.3||N94

ワークライフバランス : 考え方と導入法 = Work-life
日本能率協会マネジメントセンター 336.4||Ko69
小室 淑恵
balance
学校をブラックから解放する : 教員の長時間労働の解消
教職員の働き方改革推進プロジェクト 学事出版
374.37||Ky5
とワーク・ライフ・バランスの実現
東洋館出版社
374.35||E96
教師の働き方を変える時短 : 5つの原則+40のアイディア 江澤 隆輔
人事部主導によるパワハラ解決と管理者研修ドリル : 部
産労総合研究所出版部経営書院 336.4||O11
小原 新
下にとって上司は最大の職場環境
こうして解決する!職場のパワーハラスメント : 指導のつも
野原 蓉子
経団連出版
336.4||N93
りがなぜ?パワハラと言われるのか
いじめメンタルヘルス労働者支援センター 合同出版
366.3||I29
パワハラにあったときどうすればいいかわかる本
キャンパス・ハラスメントの情況と対策進化 : 相談員・カ
ウンセラー/防止・調査委員/執行部の責任 : セク・アカ・
よくわかるジェンダー・スタディーズ : 人文社会科学から
自然科学まで
アクティブラーニングで学ぶジェンダー : 現代を生きるた
めの12の実践
職場のLGBT読本 : 「ありのままの自分」で働ける環境を
目指して
はじめよう!SOGIハラのない学校・職場づくり : 性の多様
性に関するいじめ・ハラスメントをなくすために

丹羽 雅代

地域科学研究会

377.1||N89

木村 涼子

ミネルヴァ書房

367.1||Ki39

青野 篤子

ミネルヴァ書房

367.1||A55

柳沢 正和

実務教育出版

336.4||Y53

「なくそう!SOGIハラ」実行委員会

大月書店

367.97||N46

男の子の脳、女の子の脳 : こんなにちがう見え方、聞こ
Sax Leonard
え方、学び方
6時に帰るチーム術 : なぜ、あの部門は「残業なし」で「好成績」なのか?
小室 淑恵
人生もお金もひとつの会社にゆだねている人に取り返し
西村 創一朗
がつかなくなる前に読んでほしい複業の教科書
プレイングマネジャー「残業ゼロ」の仕事術 : チームの
小室淑恵
「生産性」が自然と高まるマネジメントの技術
青野慶久
チームのことだけ、考えた。
リモートチームでうまくいく : マネジメントの"常識"を変え
倉貫義人
る新しいワークスタイル

草思社

371.4||Sa98

日本能率協会マネジメントセンター

336.3||Ko69

ディスカヴァー・トゥエンティワン

366.29||N84

ダイヤモンド社

336.3||Ko69

ダイヤモンド社

007.35||A55

日本実業出版社

336.4||Ku53

