中部大学附属三浦記念図書館 2009/12/12 (N)

働く女性の現状について調べてみよう
改正男女雇用均等法の制定により、雇用における男女平等を実現しつつあります。しかし、
未婚率の上昇、出産・育児後の再就職等、働く女性の環境は日々変化しています。今回は
働く女性の現状について、調べてみましょう。

キーワード
オンライン目録（OPAC）や各種データベースを検索する際に利用するキーワードの例です。
女性の労働 / 男女雇用機会均等法 / 男女共同参画社会基本法 / 未婚 / 結婚 /
晩婚化 / 出産 / 育児・介護休業制度 / 子育て支援 / 男女平等 / 間接差別 / 女性学 /
女性の（再）チャレンジ支援策 / ジェンダー / ライフ・ワーク・バランス / フェミニズム

用語を調べよう
調べたい内容について、言葉の意味やテーマの意味が不明確な場合は「キーワード」を
手がかりに百科事典、用語事典等を引いてみましょう。
◆ 本学図書館所蔵の事典類（一例）

◆

資料情報

請求記号

配置場所

厚生労働白書 / 厚生労働省[編]. ぎょうせい

498.105/Ko 83

1階参考
白書コーナー

労働経済白書 / 厚生労働省[編]. 日経印刷

366.05/R 59

1階参考
白書コーナー

岩波女性学事典 / 井上輝子 [ほか] 編. 岩波書店,
2002.6.

367.2/I 57

1階参考

女性の暮らしと生活意識データ集 / 食品流通情報
センター編. 食品流通情報センター, 年刊

367.1/Sa 67

1階参考

女性六法 / 高橋 保編. 増補第3版. 法学書院,
1996.5

366.38/Ta 33

1階参考

図書を探そう
■

テーマの棚を探してみよう！
◆ 関連分野の分類記号 日本十進分類法 新訂9版より ◆
分類記号
366.2
366.3

項目
雇用 (労働問題)
女性労働

分類記号
367.2
367.3

Original: Nanzan Univ.
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項目
女性の歴史および各国の女性
家. 家族

Modify: Chubu Univ.
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■

OPAC で調べてみよう!
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する図書 （一例） ◆
資料情報
女性と労働 / 北九州市立男女共同参画センター"
ムーブ"編. 明石書店, 2004.3 (ジェンダー白書. 2)

配置場所

請求記号
367.1/J 36/2

2階和図書

読む事典・女性学 / ヘレナ・ヒラータ [ほか] 編. 藤
原書店, 2002.10

367.1/H 68

2階和図書

女性白書 / 日本婦人団体連合会編. ほるぷ出版,
年刊

367.05/N 77

2階和図書

女性労働と企業社会 / 熊沢誠著. 岩波書店,
2000.10 (岩波新書. 新赤版 694)

366.38/Ku 36

3階文庫

既婚女性の就業とネットワーク / 安河内恵子編著.
ミネルヴァ書房, 2008.2

366.38/Y 64

2階和図書

◆ 本学に所蔵がない場合は、
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵を調べる
◆ CAN加盟館にも所蔵がない場合は、
の所蔵を調べる
NACSIS WebCatで他の図書館

雑誌・雑誌記事を探してみよう
■

雑誌の探しかた
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する主な雑誌 ◆
雑誌名
女性情報 : 切り抜き情報誌 / パド・ウィメンズ・オフィス. パド・
ウィメンズ・オフィス, 月刊 (研究室雑誌)

■

所蔵年
1992-1998

国立女性教育会館研究ジャーナル 国立女性教育会館, 年刊

2006-2008 (継続中)

季刊労働法. 労働開発研究会, 季刊

1971-2009 (継続中)

日本労働研究雑誌. 労働政策研究・研修機構, 月刊

1990-2009 (継続中)

雑誌記事の探しかた
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
データベース
CiNii
MAGAZINEPLUS

内容
ＮＩＩ（国立情報学研究所）が提供する論文情報ナビゲータ
一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙まで収録した日本最大規
模の雑誌・論文見出しデータベース

Original: Nanzan Univ.
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Modify: Chubu Univ.
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◆ データベースから雑誌記事が検索できます（一例） ◆
記事情報
原伸子 「福祉国家と家族政策の「主流」化：「ワーク・ライフ・バランス」の論理とジェンダー平等
（特集「ワーク・ライフ・バランス」論と家族政策の現状）」 『大原社会問題研究所雑誌』 594
p. 1-18 (2008.5) （CiNii）
大沢真知子 「女性就労の現状と日本における課題（特集 女性の働き方と生活変容）」 『生活
共同組合研究』 387 p. 5-15 (2008.4) （CiNii）
植田寿乃, 阿部まさ子. 「女性管理職の登用をめぐる現状と効果的なサポート策を考える（女性
管理職の活用と定着）」 『人事実務』 44(1018) p. 4-11 (2007.7) （CiNii）
杉田あけみ 「企業におけるジェンダー平等を推進していく人材の育成」 『日本経営教育学会全
国研究報告集』 55 p. 29-32 (2007.6) （CiNii）

新聞記事を探してみよう
■

新聞記事の探し方 (→パスファインダー「新聞記事の調べかた」も参考にしてください)
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
新聞

データベース

収録期間

聞蔵II ビジュアル for Libraries

朝日新聞

1984年8月～当日朝刊

日経テレコン21

日本経済新聞ほか

1975年～最新記事情報

中日新聞・東京新聞記事データベース

中日新聞・東京新聞 1987年4月1日～当日朝刊

◆ データベースから新聞記事が検索できます（一例） ◆
記事情報
（竹信三恵子）「男女の賃金格差に国際機関「待った」 ILO・OECD 是正促す報告相次ぐ」 朝日
新聞. 全国版朝刊. 生活１. 2008年4月23日. p. 29 （聞蔵II ビジュアル for Libraries）
「出生率1.34に上昇、昨年、2年連続情報、出生数は再び減少」 日本経済新聞. 朝刊. 2008年6
月5日. p. 1 （日経テレコン21）
「労働力人口 2050年までに2400万人減 少子化白書『経済成長に打撃』」 中日新聞. 夕刊. 3面
2008年4月22日. p. 3 (中日新聞・東京新聞記事データベース)

AV資料
◆ 本学図書館所蔵のビデオ・DVD （一例） ◆
資料情報

請求記号

性別役割分業をこえて Vol. 1～2. ジェムコ出版
(VHS)

Original: Nanzan Univ.
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367/Se 17/1～2

Modify: Chubu Univ.

配置場所
1階視聴覚
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テーマに関連するWebサイト
関連サイトの紹介

■
◆

官公庁リンク集
http://www.kantei.go.jp/jp/link/server_j.html
各官公庁のWebページにアクセスする際に便利です。
http://www.gender.go.jp/
＜内閣府 男女共同参画局＞
内閣府 男女共同参画局の公式サイト。「男女共同参画白書」や調査統計等がWeb上
で閲覧できます。チャレンジする女性を支援する「チャレンジ・サイト」では、テーマ毎の
支援機関や チャレンジ事例を紹介しています。
★内閣府が運営している女性の再チャレンジ支援ポータルサイト“女性いきいき応援ナビ”
http://www.gender.go.jp/re-challenge/
には再チャレンジを支援する情報が掲載されています。
＜厚生労働省＞
http://www.mhlw.go.jp/
厚生労働省の公式Webページ。雇用や子育て支援などの政策を掲載しているほか、
白書や統計も閲覧できます。

◆

女性労働協会
http://www.jaaww.or.jp/
（財）女性労働協会のWebページ。働く女性の地位向上や女性労働者の福祉増進を
目的とした事業を展開しています。働く女性の子育てをサポートする「サポートセンター」
の検索が行えます。また、母性健康管理について、 法律や制度を詳細に紹介しています。

◆

女性と仕事の未来館
http://www.miraikan.go.jp/index.html
（財）女性労働協会の事業で、働く女性のサポートを目的としたセミナーなどを開催して
います。女性の労働についての資料を収集している図書館も運営しています。

◆

国立女性教育会館(エヌック)
http://www.nwec.jp/
独立行政法人国立女性教育会館（エヌック）の公式サイト。女性のキャリア形成を支援する
ための研修などを実施しています。女性情報ポータル等、様々な情報を提供しています。

◆

女性労働問題研究会
http://ssww.sakura.ne.jp/
雑誌「女性労働問題」を発行している研究会のWebページ。男女平等と均等待遇の実現、
女性の解放をめざし、労働と生活に関わる問題をジェンダーの視点から研究しています。
「女性労働問題」の目次をPDFで閲覧することができます。

◆

ウィルあいち 愛知県女性総合センター
http://www.will.pref.aichi.jp/
財団法人あいち男女共同参画財団の公式Webページ。セミナーなどの開催や、センター内
の会議室の貸出も行っています。センター内に設置されている「情報ライブラリー」では
女性に関するさまざまな資料を所蔵し、一部資料は貸出も行っています。
◆中部大学図書館にない資料を入手するには？
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵資料を借りる
を申込んで文献または資料を取り寄せる
文献複写/相互貸借
→ レファレンスカウンターまでご相談ください
Original: Nanzan Univ.
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Modify: Chubu Univ.

