
【１】再就職・転職活動 2016年6月作成

書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

はじめての転職ガイド必ず成功する転職　 谷所健一郎 マイナビ出版 2016 B223 ハ

就活転職の役に立つデジタル・ＩＴ業界がよくわかる本 志村一隆 宣伝会議 2016 B222 シ

今がわかる未来がわかる業界地図 成美堂出版編集部[編] 成美堂出版 2016 B222イ

会社四季報　2016年2集・春号 東洋経済新聞社[編] 東洋経済新聞社 2016 ｒＢ２４

世界一わかりやすい業界と職種がわかる＆選ぶ本　’１７ イノウ[編] ソシム 2016 Ｂ２２１セ

就職四季報 女子版２０１７年版 東洋経済新聞社[編] 東洋経済新聞社 2016
Ｂ２２１シ

（*北）

図解ビジネスマナーの基本事典　 池田書店編集部[編] 池田書店編集部 2016 Ｂ２２ズ

日本の給料＆職業図鑑 給料ＢＡＮＫ 宝島社 2016
Ｂ２１１ニ

（*北）

新戦力！働こう年金族　シニアの元気がニッポンを支える
原忠男[編]
中本繁実[監修]

日本地域社会研究所 2016
Ｂ２２３シ

（*南）

女性の職業のすべて　２０１７年版 女性の職業研究会[編] 啓明書房 2015 Ｂ２２２ジ

最強の業界・企業研究ナビ　全１８業界完全対応　２０１７
木之本敬介
あさがくナビ編集部

朝日新聞出版 2015 Ｂ２２１サ

働くことを考えはじめたとき読む本　 有川真由美 ＰＨＰ研究所 2015 Ｂ２２ハ

転職者のための面接回答例　採用獲得のメソッド　’１７ 谷所健一郎 マイナビ出版 2015 Ｂ２２３テ

転職者のための面接突破術　採用獲得のメソッド　’１７ 坂本直文 マイナビ出版 2015 Ｂ２２３テ

女子学生のための最強の就職面接　’１７年版 高嶌悠人[監修] 成美堂出版 2015 Ｂ２２１ジ

既卒、フリーター、第二新卒の就活はじめの一歩 岡本啓毅〔著〕
クロスメディア・パ
ブリッシング

2015
Ｂ２２１キ

（*南）

最新最強の履歴書・職務経歴書　’１７年版 矢島雅己[監修] 成美堂出版 2015
Ｂ２２１サ

（*北）

会ってみたくなる履歴書・職歴書と添付手紙の書き方　’１７年版 福沢恵子 成美堂出版 2015 Ｂ２２３ア

再就職できない中高年にならないための本　 谷所健一郎
シーアンドアール
研究所

2015
Ｂ２２３サ

（*北）
転職のＳＰＩ＆一般常識　最頻出分野のチェックができる！
（２０１７年度版）

高嶌悠人　山本和男 一ツ橋書店 2015 Ｂ２２３テ

仕事のカタログ　「なりたい自分」を見つける！２０１６－１７年版 自由国民社[編] 自由国民社 2015 Ｂ２２２シ

最新保育サービス業界の動向とカラクリがよ～くわかる本　 大嶽広展 秀和システム 2015 Ｂ２２２サ

【２】資格

資格・スキルランキング　２０１６　 日本経済新聞社 日経ＨＲ 2016 Ｂ２２１シ

国家試験カタログ　「とりたい資格」が見つかる！
　２０１７－１８年版

自由国民社 自由国民社 2015 Ｂ２２１コ

最新最強の資格の取り方・選び方全ガイド　’１７年版 成美堂出版編集部[編] 成美堂出版 2015
Ｂ２２１シ

（*南）

まる覚え社労士要点整理　２０１６年版
秋保雅男[監著]
奥田章博

週刊住宅新聞社 2015 Ｂ２２２マ

就職・転職に有利な女性の資格全ガイド　　’１６年版 成美堂出版編集部[編] 成美堂出版 2015 Ｂ２２１ジ

フォーラム　（男女共同参画センター横浜）　情報ライブラリ

女性としごとの情報コーナー　資料リスト

｢女性としごとの情報コーナー｣には、女性が働くとき、また、働きたいと考えるときに役立つ本が、おもなテーマごとに並んでいます。
「こんなとき、どうしたら・・・・・・」といった働く女性ひとり一人の課題を解決する本にきっと出会えると思います。

（*印は所蔵館を表します。　無印・・・フォーラム横浜、南・・・フォーラム横浜南、北・・・フォーラム横浜北）



【３】起業

書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

ママでもできる！生徒さんが途切れないおうち教室をはじめる本 桔梗有香子、　西尾暁子 ソシム 2016 Ｂ２４２マ

輸入総代理をはじめよう　自分でできる新・独占ビジネス 石崎絢一 技術評論社 2016 Ｂ２４２ユ

知識ゼロからの民泊ビジネスがっちり成功術　 鶴岡真緒 ビジネス社 2016 Ｂ２４チ

失敗しない！フリーで個人で力強く独立できる本 中野裕哲 明日香出版社 2016
Ｂ２４１シ

（*北）

ｍｉｎｎｅで売れっ子ハンドメイド作家になる本 たかはしあや ソシム 2016 Ｂ２２２ミ

物を作って生きるには
２３人のＭａｋｅｒ　Ｐｒｏが語る仕事と生活

Ｊｏｈｎ　Ｂａｉｃｈｔａｌ[編]
野中モモ[訳]

オライリー・ジャパン 2015 Ｂ２２モ

専業主婦だから気づいたたおやかな経営 巽尚之 ＰＨＰ研究所 2015 Ｂ２４１セ

女子のひとり起業　マイペースで働く！ 滝岡幸子 同文舘出版 2015 Ｂ２４ジ

田舎・郊外でお店、はじめました。
都心からはなれて人気店をつくった１４人に学ぶお店のはじめ方・続け方

長井史枝 雷鳥社 2015
Ｂ２４イ
(*北）

小さなお菓子屋さんとパン屋さんのはじめかた
「わたしのお店のはじめか
た。」編集部[編]

マイナビ出版 2015 Ｂ２４チ

【４】働き方、キャリアデザイン
ラストキャリア
５０代からの地方創生に貢献する新しい選択肢

谷川史郎 東洋経済新報社 2016
Ｂ２２３ラ
（*北）

「ない仕事」の作り方 みうらじゅん 文藝春秋 2015 Ｂ２４ナ

女性活躍の「１００の道標」　〈実践編〉 芝原脩次 学研プラス 2015 Ｂ２２０ジ

専業主婦で儲ける！
サラリーマン家計を破綻から救う世界一シンプルな方法

井戸美枝 講談社 2015 Ｂ２２セ

Ｅｎｊｏｂ！働くを楽しもう！
若者たちが考えた「働く」ということ

吉田弥生､　永田拓也　向畑美里､
安里優太　シーズアンドグロー（株）

クロスメディア・
マーケティング

2015 Ｂ２２１エ

フリーランスで生きるということ 川井龍介 筑摩書房 2015 Ｂ２２フ

高卒女性の１２年　不安定な労働、ゆるやかなつながり 杉田真衣 大月書店 2015 B２１１コ

そういえば、いつも目の前のことだけやってきた
頑張るあなたが人生を楽しむ５４の方法

平田静子 マガジンハウス 2015 Ｂ２２ソ

「私らしく」働くこと　 一田憲子 マイナビ出版 2015
Ｂ２２ワ
（*北）

一歩先のキャリアへ！
女性リーダーが語る働き方の知恵

２１世紀職業財団[編著] 東京図書出版 2015 Ｂ２２０イ

なぜ、彼女たちの働き方はこんなに美しいのか　 
麓幸子[編]
日経ＢＰヒット総合研究所[編]

日経ＢＰ社 2015 Ｂ２２ナ

なぜ女性は仕事を辞めるのか　 岩田正美､大沢真知子[編著]
日本女子大学現代女性キャリア研究所[編]

青弓社 2015 Ｂ２１１ナ

あなたは、今の仕事をするためだけに生まれてきたのですか
４８歳からはじめるセカンドキャリア読本

伊藤真､　野田稔 日本経済新聞出版社 2015
Ｂ２２３ア

（*北）

３年後のあなたを変える働き方　 富永由加里 すばる舎 2015 Ｂ２２サ

働く人へのキャリア支援
働く人の悩みに応える２７のヒント

宮脇優子[編著] 金剛出版 2015 Ｂ２２０ハ

【５】働く女性の相談、メンタルヘルス

職場のメンタルヘルス対策　Ｑ＆Ａと相談事例 錦戸典子[編] 新日本法規出版 2015 Ｂ２１７シ

ちょっとした“気配り”で仕事も人間関係もラクになる！ 林文子 秀和システム 2015 Ｂ２２チ

ハンドブック働くもののメンタルヘルス
働くもののいのちと健康を守る全
国センター[編] 旬報社 2014

Ｂ２１７ハ
（*南）



書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

ワーク・ライフ・セルフの時代 石田裕子
クロスメディア・
マーケティング

2015 Ｂ２１ワ

ワーク・ライフ・バランスとケアの倫理 谷　俊子 静岡新聞社 2015 Ｂ２１ワ

弁護士のワークライフバランス
ジェンダー差から見たキャリア形成と家事・育児分担

中村真由美[編] 明石書店 2015 Ｂ２１ベ

育休復帰ハンドブック 静岡市女性会館 静岡市女性会館 2015 ＧＢ２１５

働きたいママの就活マニュアル　 毛利優子 自由国民社 2015 Ｂ２２３ハ

実践ワーク・ライフ・ハピネス　 
藤原直哉[監修]
阿部重利､　榎本恵一

万来舎 2015 Ｂ２３ワ

仕事と介護両立ハンドブック 新田香織
日本生産性本部生産性
労働情報センター 2015 Ｂ２１５シ

ワーク・ライフ・バランスのすすめ 村上文 法律文化社 2014
Ｂ２１ワ
（*南）

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 2014
Ａ３９２カ
（*南）

保育者のワーク・ライフ・バランス　現状とその課題 佐藤和順 みらい 2014
Ａ３８２ホ
（*北）

【７】仕事術

一生仕事に困らない！「活きた人脈」の作り方・育て方 加納亜季 ぱる出版 2016 Ｂ２２イ

一生使える「敬語の基本」が身につく本　 井上明美 大和出版 2016 Ｂ２２イ

接客の英会話　 菅谷とも子 学研プラス 2016 D２２２セ

「ちゃんと評価される人」がやっている仕事のコツ フラナガン裕美子 同文舘出版 2016
Ｂ２２チ
（*北）

売りたい気持ちと買いたい気持ちをつなぐ技術
魔法のＰＯＰ＆ディスプレイ

西原健太 主婦の友社 2016 Ｂ２２ウ

新社会人の教科書　 日本サービスマナー協会 学研プラス 2016 Ｂ２２シ

夢が叶いつづける手帳術　 安慶名勇子 アイバス出版 2016 Ｂ１１ユ

もう必要以上に仕事しない！時短シンプル仕事術 鈴木真理子 明日香出版社 2016 Ｂ２２ジ

すごいメモ。　仕事のスピード・質が劇的に上がる 小西利行 かんき出版 2016
Ｂ２２０ス

（*北）

世界一清潔な空港の清掃人 新津春子 朝日新聞出版 2015
Ｂ２２セ
（*北）

３％の女性しか知らない幸せな女（ひと）の働き方 大和書房 里岡美津 2015
Ｂ２２サ
（*北）

時間の使い方が上手になる本 宝島社 宝島社 2015
Ｂ２２ジ
（*北）

繊細な女性のための大胆な働き方　 タラ・モア、　谷町真珠[訳] 講談社 2015 Ｂ２２セ

お客様の“気持ち”を読みとく仕事コンシェルジュ　 阿部佳 秀和システム 2015
Ｂ２２２オ

（*北）

ＷＯＲＫ　ＳＩＭＰＬＥ　がんばらずに成果が上がる働き方
カーソン・テイト、
月沢李歌子[訳]

日経ＢＰ社 2015 Ｂ２２ワ

「ちょっとできる人」がやっている仕事のコツ５０ 井上幸葉 同文舘出版 2015 Ｂ２２チ

はじめての人でも自信が持てる電話応対の基本とマナー 恩田昭子 日本実業出版社 2015
Ｂ２２ハ
（*北）

いつも仕事がうまくいく女（ひと）の４１のリスト 有川真由美 ＰＨＰ研究所 2015 Ｂ２２イ

伸ばそうスキル　広げよう活躍の場 厚生労働省[編]
厚生労働省雇用均
等・児童家庭局 2015 ＧＢ２２４

【６】ワーク・ライフ・バランス、仕事と子育ての両立、仕事と介護の両立、ダブルケア



【８】リーダーシップ

書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

働く女性たちへ　勇気と行動力で人生は変わる 佐々木常夫 ＷＡＶＥ出版 2016 Ｂ２２０ハ

やむなくリーダーになる人が結果を出すために読む本 折戸裕子 明日香出版社 2016
B２２０ヤ
（*北）

リーダーになったら知っておきたい経済の読み方
熊谷亮丸[監修]　大和総研
[編]

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015
Ａ３４リ
（*北）

いつかリーダーになる君たちへ
東大人気講義チームビルディングのレッスン

安部敏樹、坂口菊恵[監
修]

日経ＢＰ社 2015 B2４１イ

一生使える「女性リーダー」の教科書　 山本幸美 大和出版 2015 B２２イ

好かれる女性リーダーになるための五十条 有川真由美 集英社 2014
B２２０ス
（*北）

「だから女はダメなんだ」と言われない女性リーダーの心得 古谷治子
日経ＢＰコンサル
ティング

2014 Ｂ２２０ダ

世界のリーダーに学んだ自分の考えの正しい伝え方 橘、フクシマ、咲江 ＰＨＰ研究所 2014 Ｄ２２０セ

【９】働く女性の法律・制度

雇用平等ガイドブック　男女雇用機会均等法のポイント 東京都産業労働局[編] 東京都産業労働局 2016 ＧＢ２１２

会社を辞めるときの退職手続きのすべて 花本明宏、星野年紀 ぱる出版 2016 Ｂ２２３カ

サラリーマンのための社会保障活用講座 假谷美香 保険毎日新聞社 2015 Ａ３５２サ

ワーキングガイド　知っておきたい！働く人の基礎知識 横浜市経済局雇用労働課[編]
横浜市経済局
雇用労働課[編]

2015 ＧＢ２１

パートタイム労働ガイドブック　働いているみなさんへ 東京都産業労働局 東京都産業労働局 2015 ＧＢ２２４

パートタイム労働法のあらまし
厚生労働省・労基署・
ハローワーク[編]

厚生労働省・労基署・ハ
ローワーク[編] 2015 ＧＢ２２４

男女雇用機会均等法のあらまし 厚生労働省都道府県労働局
厚生労働省
都道府県労働局 2015 ＧＢ２１２

育児・介護休業法のあらまし 厚生労働省都道府県労働局
厚生労働省
都道府県労働局 2015 ＧＢ２１２

【1０】セクハラ、パワハラ、マタハラ

マタハラ問題 小酒部さやか 筑摩書房 2016 Ｂ２１５マ

セクハラ・パワハラ読本　職場のハラスメントを防ぐ 君嶋護男、北浦正行　 講談社 2015 Ｃ１６セ

パワハラにあったときどうすればいいかわかる本
いじめ・メンタルヘルス労働者
支援センター、磯村大

合同出版 2014 Ｂ２１７パ

職場のパワーハラスメント対策ハンドブック ２１世紀職業財団　[編] ２１世紀職業財団　 2014 ＧＢ２１７

パワハラ防止のためのアンガーマネジメント入門 小林浩志 東洋経済新報社 2014 Ｂ２１７パ

みんなで考えよう！職場のパワーハラスメント 厚生労働省 厚生労働省 2014 ＧＢ２１７

【1１】障害のある方、発達障がいなど、働きづらさのある方

知的障害者の就労支援　コーディネートの実際 森紗也佳、郷右近歩[監修] ナカニシヤ出版 2016 Ａ３５３１チ

人材紹介のプロがつくった発達障害の人の
内定ハンドブック　『発達障害の人の就活ノート２』完全版

石井京子、池嶋貫二、佐藤智恵 弘文堂 2015 Ａ３５３１ジ

就労支援を問い直す　自治体と地域の取り組み
筒井美紀、櫻井純理、
本田由紀

勁草書房 2014 B２１シ

これでわかる発達障がいのある子の進学と就労
松為信雄[監修]
奥住秀之[監修]

成美堂出版 2014
Ａ３８３コ
（*南）

発達障害の人が活躍するためのヒント
石井京子、池嶋貫二、林哲
也、　村上由美

弘文堂 2014 Ａ３５３１ハ



【１２】職種に関する図書一覧

書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

レストラン・パティシエールの働き方 中村樹里子 誠文堂新光社 2016 Ｂ２２２レ

ローカル仕事図鑑　新天地のハローワーク ＤＥＣＯ[編] 技術評論社 2016 Ｂ２２２ロ

あたらしいこころの国家資格「公認心理師」になるには
’１６～’１７年版

浅井伸彦 秀和システム 2016 Ｂ２２２ア

心理カウンセラーをめざす人の本　’１６年版
新川田譲[監修]
コンデックス情報研究所[編] 成美堂出版 2016 Ｂ２２２シ

カフェオーナー・カフェスタッフ・バリスタになるには 安田理[編] ぺりかん社 2016 Ｂ２２２カ

副業ライターのはじめ方 しげぞう 自由国民社 2016 Ｂ２２２フ

ＢＡＲＩＳＴＡ　ＬＩＦＥ　バリスタという生き方を選んだ２８人
旭屋出版「カフェ＆レストラ
ン」編集部[編]

旭屋出版 2016 Ｂ２２２バ

理系学術研究者になるには 佐藤成美 ぺりかん社 2016 Ｂ２２２リ

通訳ガイドというおしごと 島崎秀定 アルク 2016 Ｂ２２２ツ

ブライダルのお仕事　ＭＹ　ＷＯＲＫ　ＳＴＹＬＥ　ＢＯＯＫ
２０１７

2015 Ｂ２２２ブ

イラスト図解　経理の超基本
宮森俊樹[監修]
葛西安寿[監修]

池田書店 2015 Ｂ２３５ケ

研究者としてうまくやっていくには　組織の力を研究に活かす 長谷川修司 講談社 2015 Ｂ２２２ケ

プロのネイリストになる！　自分らしく輝く！ 日本ネイリスト協会 [監修] 河出書房新社 2015 Ｂ２２２ブ

国家公務員になるには 井上繁[編] ぺりかん社 2015 Ｂ２２２ナ

イラストレーターの仕事がわかる本　 
グラフィック社編集部[編]　竹
永絵里[編]

グラフィック社 2015 Ｂ２２２イ

文系女子のための日商簿記入門 堀川洋 インプレス 2015 Ｂ２３５ブ

経理のお仕事をはじめからわかりやすく 田中耕太郎 中央経済社 2015 Ｂ２２１ケ

校正という仕事　文字の森をゆき言葉の海をわたる ヴェリタ[編] 世界文化社 2015 Ｂ２２２コ

ケーキ屋さん・カフェで働く人たち　 籏智優子 ぺりかん社 2015
Ｂ２２２ケ

（*南）

通訳・翻訳キャリアガイド　「ジャパンタイムズがすすめる通
訳・翻訳会社」各社の特色と求人情報つき！　２０１６

2015
Ｂ２２２ﾂ
（*北）

イベントの仕事で働く 岡星竜美 ぺりかん社 2015 Ｂ２２２イ

農業女子　女性×農業の新しいフィールド 伊藤淳子 洋泉社 2015 Ｂ２２２ノ

最新医療事務のすべてがわかる本　　〔２０１５〕 青地記代子 日本文芸社 2015 Ｂ２２２サ

それゆけ！女性鉄道員　輝く“レールウーマン”に迫る！ 2014 Ｂ２２２ソ

土木女子！ 清文社編集部[編] 清文社 2014 Ｂ２２２ド

あなたが変わる！「医療事務・介護の仕事」 島内晴美 ダイヤモンド社 2014 Ｂ２２２ア

折れない営業女子になる７つのルール 太田彩子 かんき出版 2014
Ｂ２３４オ

（*北）

中澤明子の営業活動日記　不動産営業の玉手箱 中澤明子 にじゅういち出版 2014
B２３４ナ

(北）

保育士になるには 金子恵美 ぺりかん社 2014 Ｂ２２２ホ

保育士まるごとガイド　資格のとり方・しごとのすべて 高橋貴志[監修] ミネルヴァ書房 2014 Ｂ２２２ホ

ウエディングジョブ

ジャパンタイムズ

イカロス出版



【１３】体験記・ロールモデル
書 名 著 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

清掃はやさしさ　世界一清潔な空港を支える職人の生き様 新津春子 ポプラ社 2016 Ｂ ２ ２ セ

ＷＯＲＫ　ＭＯＤＥＬＳ 太田英基 いろは出版 2016 Ｂ ２ ２ ワ

大人のＯＢ訪問 小さい書房[編] 小さい書房 2016 Ｂ ２ ２ オ

「音大卒」の戦い方 大内孝夫
ヤマハミュージッ
クメディア

2016 Ｂ２２０オ

女性官僚という生き方 村木厚子・秋山訓子[編] 岩波書店 2015 Ｂ２２２ジ

午後には陽のあたる場所 菊池桃子 扶桑社 2015 Ｂ １ １ ゴ

未来をつくる起業家　日本発スタートアップの失敗と成功２０ストーリーケイシー・ウォール
クロスメディア・
パブリッシング

2015 Ｂ ２ ４ ミ

“ひとり出版社”という働きかた 西山雅子 河出書房新社 2015 Ｂ ２ ２ ヒ

はじめてのネットショップ開店・運営講座　 
小宮山真吾
リンクアップ

技術評論社 2015 Ｂ２４ネ

女、今日も仕事する 大瀧純子 ミシマ社 2015 Ｂ ２ ２ オ

不屈のワーキングマザー　広告代理店サバイバル 横山めぐみ パレード 2015 Ｂ ２ ２ フ

私、農家になりました。　就農ナビ＆成功事例
三好かやの、高倉なを
斉藤勝司

誠文堂新光社 2014 Ｂ２２２ワ

女の本気　関西女性経営者４６人からの本気のメッセージ！ エメラルド倶楽部関西 オータパブリケイションズ 2014 Ｂ２４１オ

幸せをつくるシゴト
完全オーダーメイドのウェディングビジネスを成功させた私の方法

山川咲 講談社 2014 Ｂ２４１シ

凄母　あのワーキングマザーが「折れない」理由 佐藤留美 東洋経済新報社 2014 Ｂ ２ ２ ス

【１４】コミックエッセイ、まんが

美術館で働くということ　東京都現代美術館学芸員ひみつ日記 オノユウリ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015
Ｂ２２２ビ
（*北）

文系女子だけど新卒でＳＥやってます　 しま子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015
Ｂ２２２ブ
（*北）

まんがでわかるドラッカーのリーダーシップ論 藤屋伸二[監修] 宝島社 2014 Ｂ２３マ

スーパーの野菜売り場でパートやってます 伊吹かのこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 Ｂ２２４ス

マンガでやさしくわかる起業 中野裕哲、　青木健生
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2014 Ｂ ２ ４ マ

女ひとり海外で働いてます！　 ひうらさとる、ＮＨＫ取材班 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014
Ｂ２２１１

オ

マンガでやさしくわかる仕事の教え方
あべかよこ、
関根雅泰[監修]

日本能率協会マネ
ジメントセンター

2014 Ｂ２３１マ

マンガでやさしくわかる課長の仕事 小倉広
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2014 Ｂ２３１マ

主婦４０歳、復職めざしてます 現代洋子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 Ｂ２２３シ

地方女子の就活は今日もけわしい 百田ちなこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 Ｂ２２１チ

ママ、今日からパートに出ます！ 野原広子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 Ｂ２２３マ



★ミニコミ誌 ＊ミニコミ誌は、ミニコミ誌架でご覧ください

書 名 発 行 元 分 類
ＡＣＷ２Ｎｅｗ’ｓ　働く女性の全国センター
Ａｃｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｗｏｍｅｎ

働く女性の全国センター B20

オフィスタNEWS 日本プランニング株式会社 B20

ダイバーシティ２１ ２１世紀職業財団 B20

ファイト！ 女性ユニオン東京 B20

ワーキング・ウイメンズ・ネットワーク・ニュースレター ワーキング・ウイメンズ・ネットワーク B20

保育園を考える親の会つうしん 保育園を考える親の会 B30

★雑　　　誌 ＊雑誌は、雑誌架でご覧ください

女性労働研究 女性労働問題研究会 5

ＯＬマニュアル 研修出版 17

日経ウーマン 日経ホーム出版社 50

日経パソコン 日経ＢＰ社 51

日経ビジネスアソシエ 日経ＢＰ社 52

女性と仕事ジャ－ナル 女性と仕事研究所 58

アントレ リクルートホールディングス 69

biz･mom（ビズマム） ベネッセコーポレーション 87

★視聴覚資料（ビデオ・DVD）

　　　　　　　　＊ビデオ・DVDは、男女共同参画センター横浜ライブラリ内でご覧いただけます。団体貸出もしています。

作 品 名 監 督 ・ 企 画 ・ 制 作 時 間 ・ 規 格
制作
年

請求番
号

出産・育児への理解がない
〜職場のマタニティ・ハラスメントを防ぐ〜

（株）英学社 ２６分【ＤＶＤ】 2015 2247

DVDブック 最高の自分を引き出す法
~スタンフォードの奇跡の教室 in JAPAN~

大和書房 ６９分【ＤＶＤ】 2013 2245

発達障害者のライフスキル支援・理論編
～社会への扉　ライフスキルの必要性

中島映像教材出版  ３０分【ＤＶＤ】　 2012 1551

発達障害者のライフスキル支援・事例編
～就労の継続に見るライフスキルとは

中島映像教材出版  ３０分【ＤＶＤ】　 2012 1552

パワハラのない職場作り　１．パワハラとは 日本シュビキ １７分【ＤＶＤ】 2011 2243

内 容

働く女性の権利を守る

働く女性の育児と仕事

女性の活躍推進、
セクハラ・パワハラ
解雇､ｾｸﾊﾗ等労働問題
(個人加入の女性のための労働組
合)

働く女性の地位向上を目指す

保育園を考えるための情報

女性の労働問題

仕事と自己啓発

仕事と暮らしを楽しむ

パソコン活用

ビジネスパーソンのための情報誌

働く女性の生き方

独立・転職の情報誌

働くママを応援



★インターネット情報

【横浜市周辺のサイト】
機 関 名

フォーラム（横浜市男女共同参画推進協会）　「よこはま女シゴト」

横浜市就職サポート センター

湘南・横浜 若者サポートステーション

横浜しごと支援センター

横浜市シルバー人材センター

シニア・ジョブスタイル・かながわ

【求人情報のサイト】

ハローワーク・インターネットサービス

横浜市介護人材求人情報提供システム

かながわ保育士・保育所支援センター

在宅ワークに関する総合支援サイト

女の転職＠type

ジョブ・ダイレクト

はたらいく

【ひとり親家庭のためのサイト】

全国母子寡婦福祉団体協議会

横浜市母子寡婦福祉会

はぴシェア

【起業に関するサイト】

フォーラム（横浜市男女共同参画推進協会）女性起業UPルーム

横浜市企業経営支援財団

マザーズハローワーク横浜

マザーネット　（病児保育、ベビーシッター、家事代行など）

【若い人のためのサイト】
フォーラム（横浜市男女共同参画推進協会）働きづらさに悩むガール
ズサポート

よこはま若者サポートステーション

横浜新卒応援ハローワーク

横浜わかものハローワーク

かながわ若者就職支援センター

【障がいのある人のためのサイト】

横浜市障害者就労支援センター

神奈川障害者職業センター

神奈川県障害者就労相談センター

【相談機関のサイト】
フォーラム（横浜市男女共同参画推進協会）女性としごと 応援デ
スク

かながわ労働センター

URL

http://www.jyoshigoto.yokohama/

http://wsy.city.yokohama.lg.jp/

http://k2-inter.com/shonan/

http://gibun.jp/sigoto/index.html

http://www.yokohamacity-silvercenter.or.jp/index.html

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f70015/

https://www.hellowork.go.jp/

http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/zinzaikakuho/

http://www.kanagawahoiku.jp/

http://www.homeworkers.jp/

http://woman.type.jp/

http://www.jobdirect.jp/

http://www.hatalike.jp/

http://zenbo.org/

http://www.zaibosi.org/about/

http://www.hapishare.com/

http://www.uproom.info/

http://www.idec.or.jp/index.php

【ワーキングマザーのためのサイト】
http://kanagawa-
hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/hellowork2/mothershellowork_yokohama.html

http://www.carifami.com/index.html

http://girls-support.info/

http://www.youthport.jp/saposute/

http://kanagawa-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/yokohama_shinsotsu.html

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1480/

http://kanagawa-
hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/marumaru/kanrensisetu/_119843.html

http://www.kanagawa-wakamono.jp/

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/shuro/enjo/syur
oshien-center.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/shuro/kanagawa
syogai-center.html

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/shuro/shuro.html

http://www.women.city.yokohama.jp/wwsupport_3center_menu/

http://www.jyoshigoto.yokohama/
http://wsy.city.yokohama.lg.jp/
http://k2-inter.com/shonan/
http://gibun.jp/sigoto/index.html
http://www.yokohamacity-silvercenter.or.jp/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f70015/
https://www.hellowork.go.jp/
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/zinzaikakuho/
http://www.kanagawahoiku.jp/
http://www.homeworkers.jp/
http://woman.type.jp/
http://www.jobdirect.jp/
http://www.hatalike.jp/
http://zenbo.org/
http://www.zaibosi.org/about/
http://www.hapishare.com/
http://www.uproom.info/
http://www.idec.or.jp/index.php
http://kanagawa-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/hellowork2/mothershellowork_yokohama.html
http://kanagawa-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/hellowork2/mothershellowork_yokohama.html
http://www.carifami.com/index.html
http://girls-support.info/
http://www.youthport.jp/saposute/
http://kanagawa-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/yokohama_shinsotsu.html
http://kanagawa-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/marumaru/kanrensisetu/_119843.html
http://kanagawa-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/marumaru/kanrensisetu/_119843.html
http://www.kanagawa-wakamono.jp/
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/shuro/enjo/syuroshien-center.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/shuro/enjo/syuroshien-center.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/shuro/kanagawasyogai-center.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/shuro/kanagawasyogai-center.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/shuro/shuro.html
http://www.women.city.yokohama.jp/wwsupport_3center_menu/

