
【図書館】LINKコラボ展示　「ダイバーシティ」　リスト 2021/11/18更新

テーマ No, 資料番号 書誌情報 請求記号

グローバル 1 1300015156 異文化理解入門 : グローバルな時代を生きるための / 原沢伊都夫著. -- 研究社, 2013.7. -- 233p : 挿図 ; 22cm. 361.45||H||W 258872

32冊 2 1300081787 まるごとインドな男と結婚したら / 鈴木成子著. -- 彩流社, 2013.8. -- 374p ; 19cm. 916||S||W 260751

3 1400108782
「国際人」はじめました。 : コミュニケーションに国境なし!共感&納得コミックエッセイ / 海野凪子, ゆづか正成著. -- 大和書房, 2014.8. -- 133p ;

21cm.
361.45||U||W 264702

4 1500041394 食べる世界地図 / ミーナ・ホランド著 ; 清水由貴子訳. -- エクスナレッジ, 2015.4. -- 431p ; 19cm. 383.8||H||W 268712

5 1500071390 異文化理解力 : 相手と自分の真意がわかるビジネスパーソン必須の教養 / エリン・メイヤー著 ; 樋口武志訳. -- 英治出版, 2015.8. -- 317p ; 20cm. 336.49||M||W 270632

6 1500088013 世界を食べよう! : 東京外国語大学の世界料理 / 沼野恭子編. -- 東京外国語大学出版会, 2015.10. -- 223p : 挿図, 地図 ; 21cm. 383.8||N||W 271680

7 1600003212 ようこそ、日本人の知らない日本へ / 春名久史著. -- 泰文堂, 2016.2. -- 235p ; 19cm. -- (リンダパブリッシャーズの本). 361.5||H||W 272552

8 1600019674 国際コミュニケーション : 地球規模でつながる / 平山修平執筆. -- 実教出版, 2016.4. -- 109p : 挿図 ; 21cm. 361.45||H||W 273658

9 1600053422 ぼくは君たちを憎まないことにした / アントワーヌ・レリス著 ; 土居佳代子訳. -- ポプラ社, 2016.6. -- 149p ; 20cm. 956||L||W 275273

10 1700066648 世界のどこでも、誰とでもうまくいく!「共感」コミュニケーション / 石川幸子著. -- 同文舘出版, 2017.5. -- 198p ; 19cm. -- (Do books). 361.45||I||W 280669

11 1800028088 異文化体験で視野を広める・鍛える / 大崎正瑠著. -- 講談社エディトリアル, 2018.4. -- 269p : 挿図 ; 19cm. 361.45||O||W 282831

12 1800060798 「混血」と「日本人」 : ハーフ・ダブル・ミックスの社会史 / 下地ローレンス吉孝著. -- 青土社, 2018.9. -- 450, xxvip ; 19cm. 361.42||S||W 284727

13 1900023566 外国人と共生するニッポンへ / 後藤裕幸著. -- カナリアコミュニケーションズ, 2019.3. -- 156p : 挿図 ; 19cm. 334.41||G||W 286243

14 1900024228
グローバル社会における異文化コミュニケーション : 身近な「異」から考える / 池田理知子, 塙幸枝編著 ; 青沼智 [ほか] 著. -- 三修社, 2019.4. -- 169p

: 挿図 ; 21cm.
361.45||I||W 286319

15 1900026760 大学4年間の宗教学が10時間でざっと学べる / 島薗進著. -- KADOKAWA, 2019.3. -- 223p : 挿図 ; 19cm. 161||S||W 286391

16 1900063827 ふるさとって呼んでもいいですか : 6歳で「移民」になった私の物語 / ナディ著. -- 大月書店, 2019.6. -- 233p ; 19cm. 334.41||N||W 288693

17 1900067393 となりの難民 : 日本が認めない99%の人たちのSOS / 織田朝日著. -- 旬報社, 2019.11. -- 195p : 挿図, 肖像 ; 19cm. 369.38||O||W 288845

18 1900067423 映画でみる移民/難民/レイシズム / 中村一成著. -- 影書房, 2019.10. -- 318p : 挿図, 肖像 ; 19cm. 778.2||N||W 288848
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グローバル 19 2000055450 「移民時代」の多文化共生論 : 想像力・創造力を育む14のレッスン / 松尾知明著. -- 明石書店, 2020.2. -- 275p ; 19cm. 361.5||M||W 291584

32冊 20 2000059188
イスラーム/ムスリムをどう教えるか : ステレオタイプからの脱却を目指す異文化理解 / 荒井正剛, 小林春夫編著. -- 明石書店, 2020.8. -- 204p : 挿図 ;

21cm.
375||A||W 291884

21 2000063827 新移民時代 : 外国人労働者と共に生きる社会へ / 西日本新聞社編. -- 増補. -- 明石書店, 2020.8. -- 330p ; 19cm. 334.41||N||W 292150

22 2100025828 日本で働く : 外国人労働者の視点から / 伊藤泰郎, 崔博憲編著. -- 松籟社, 2021.3. -- 443p ; 19cm. 366.89||I||W293168

23 2100036030 人間共生学への招待 / 島田燁子, 小泉博明編著. -- 第3版. -- ミネルヴァ書房, 2021.4. -- ix, 274p ; 21cm. 304||S||W293790

24 9300591505 良心のトランペット / マーチン・ルーサー・キング [著] ; 中島和子訳 ; 新装. -- みすず書房, 1993.6. -- 113p : 図版2枚 ; 20cm. 319.8||Ki43

25 2100047252 レイシズムを考える : anti‐racism / 清原悠編 ; 明戸隆浩 [ほか執筆]. -- 共和国, 2021.5. -- 435p ; 19cm. 316.8||K||W294591

26 2100028550 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー : the real British secondary school days / ブレイディみかこ著. -- 新潮社, 2019.6. -- 252p ; 20cm. 376.333||B||W293310

27 2100044199 命を落とした七つの羽根 : カナダ先住民とレイシズム、死、そして「真実」 / タニヤ・タラガ著 ; 村上佳代訳. -- 青土社, 2021.6. -- 353, ixp ; 19cm. 316.851||T||W294351

28 2100044997 アンチレイシストであるためには / イブラム・X・ケンディ著 ; 児島修訳. -- 辰巳出版, 2021.6. -- 381p ; 19cm. -- (&books). 316.8||K||W294433

29 2100045020
ホワイト・フラジリティ : 私たちはなぜレイシズムに向き合えないのか? / ロビン・ディアンジェロ著 ; 上田勢子訳. -- 明石書店, 2021.6. -- 253p ;

20cm.
316.853||D||W294436

30 2100050830 人類学者は異文化をどう体験したか : 16のフィールドから / 桑山敬己編著. -- ミネルヴァ書房, 2021.5. -- xiv, 333p : 挿図 ; 19cm. 389.04||K||W294684

31 2100054348 他者の靴を履く : アナーキック・エンパシーのすすめ / ブレイディみかこ著. -- 文藝春秋, 2021.6. -- 302p ; 20cm. 304||B||W294887

32 1700048852 娘に語る人種差別 / タハール・ベン・ジェルーン著 ; 松葉祥一訳. -- 新版. -- 青土社, 2017.3. -- 150p ; 19cm. 316.8||B||W 279555

33 1200046833 キッチン / 吉本ばなな著. -- 新潮社, 2002.7. -- 197p ; 16cm. -- (新潮文庫 ; 6926, よ-18-2). 913.6||Yos||文庫

34 1600007188 日本の女性議員 : どうすれば増えるのか / 三浦まり編著. -- 朝日新聞出版, 2016.4. -- 366, 12p : 挿図, 肖像 ; 19cm. -- (朝日選書 ; 943). 314||M||W 272785

35 1600017264 キャロル / P・ハイスミス著 ; 柿沼瑛子訳. -- 河出書房新社, 2015.12. -- 462p ; 15cm. -- (河出文庫 ; [ハ2-12]). 933.7||Hig||文庫

36 1600027243
「LGBT」差別禁止の法制度って何だろう? : 地方自治体から始まる先進的取り組み / LGBT法連合会編. -- かもがわ出版, 2016.5. -- 254p : 挿図, 地図 ;

21cm.
367.9||L||W 274270
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ジェンダー 37 1600038652
LGBTsの法律問題Q&A / 大阪弁護士会人権擁護委員会性的指向と性自認に関するプロジェクトチーム著. -- 弁護士会館ブックセンター出版部LABO. --

xiii, 132p : 挿図 ; 21cm.
367.9||O||W 274663

28冊 38 1700070505
トランスジェンダーってなに? / ロバート・ロディ, ローラ・ロス著 ; 上田勢子訳. -- 大月書店, 2017.3. -- 60p : 挿図, 肖像 ; 22cm. -- (わたしらしく、

LGBTQ ; 3).
367.9||R||W 280993

39 1900033030
見えない性的指向アセクシュアルのすべて : 誰にも性的魅力を感じない私たちについて / ジュリー・ソンドラ・デッカー著 ; 上田勢子訳. -- 明石書店,

2019.4. -- 313p ; 19cm.
367.9||D||W 286749

40 1900046477 はじめて学ぶLGBT : 基礎からトレンドまで / 石田仁著. -- ナツメ社, 2019.2. -- 263p : 挿図 ; 19cm. 367.9||I||W 287523

41 1900047864 LGBTってなんだろう? : 自認する性・からだの性・好きになる性・表現する性 / 藥師実芳 [ほか] 著. -- 改訂新版. -- 合同出版, 2019.5. -- 135p ; 26cm. 367.9||Y||W 287667

42 1900062197
WOMEN女性たちの世界史大図鑑OUR HISTORY / ホーリー・ハールバート [ほか] 監修 ; 戸田早紀, 中島由華, 熊谷玲美訳. -- 河出書房新社, 2019.11. --

320p : 挿図 ; 27cm.
367.2||H||W 288525

43 2000068128
LGBT専門医が教える心・体そして老後大全 : 性同一性障害診療の第一人者が回答! / 針間克己監修. -- わかさ出版, 2020.10. -- 159p : 挿図 ; 21cm. --

(わかさカラダネBooks).
367.9||H||W 292437

44 2100038628
条件なき平等 : 私たちはみな同類だと想像し、同類になる勇気をもとう / レジャーヌ・セナック著 ; 井上たか子訳. -- 勁草書房, 2021.4. -- iii, 141, vp ;

20cm.
367.235||S||W293971

45 1500048410 まずは、ゲイの友だちをつくりなさい : LGBT初級講座 / 松中権 [著]. -- 講談社, 2015.5. -- 206p ; 18cm. -- (講談社+α新書 ; 693-1A). 367.97||M||S 30270

46 1600038105 女の子は本当にピンクが好きなのか : Think PINK / 堀越英美著. -- Pヴァイン. -- 247p ; 19cm. -- (Ele-king books). 367.1||H||W 274605

47 1900046850
ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた : あなたがあなたらしくいられるための29問 / 一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同著. -- 明石書店,

2019.6. -- 203p ; 17cm.
367.1||H||W 287565

48 2000070491 これからの男の子たちへ : 「男らしさ」から自由になるためのレッスン / 太田啓子著. -- 大月書店, 2020.8. -- 262p : 挿図, 肖像 ; 19cm. 367.5||O||W 292566

49 2100025895
イラストで学ぶジェンダーのはなし : みんなと自分を理解するためのガイドブック / アイリス・ゴットリーブイラスト・文 ; 野中モモ訳. -- フィルム

アート社, 2021.3. -- 209p ; 21cm.
367.1||G||W293175

50 2100042129 科学の女性差別とたたかう : 脳科学から人類の進化史まで / アンジェラ・サイニー著 ; 東郷えりか訳. -- 作品社, 2019.5. -- 294, xxxiip ; 19cm. 491.35||S||W294083

51 2100045276
女たちのポリティクス : 台頭する世界の女性政治家たち / ブレイディみかこ著. -- 幻冬舎, 2021.5. -- 262p : 肖像 ; 18cm. -- (幻冬舎新書 ; 621, [ふ-21-

1]).
312.8||B||S40491

52 2100050849 「男らしさ」はつらいよ / ロバート・ウェッブ著 ; 夏目大訳. -- 双葉社, 2021.3. -- 476p ; 19cm. 367.5||W||W294685

53 2100032166 13歳から知っておきたいLGBT+ / アシュリー・マーデル著 ; 須川綾子訳. -- ダイヤモンド社, 2017.11. -- 214p : 挿図 ; 19cm. 367.9||M||W293481

54 1300051144 性について語ろう : 子どもと一緒に考える / 池上千寿子著. -- 岩波書店, 2013.6. -- 63p : 挿図 ; 21cm. -- (岩波ブックレット ; No. 872). 367.99||I||S 26665
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ジェンダー 55 2000035874
LGBTヒストリーブック : 絶対に諦めなかった人々の100年の闘い / ジェローム・ポーレン著 ; 北丸雄二訳. -- サウザンブックス社, 2019.12. -- 191p ;

26cm.
367.97||P||W 290444

28冊 56 2100042447
脱セクシュアル・ハラスメント宣言 : 法制度と社会環境を変えるために / 角田由紀子, 伊藤和子編著 ; 井上久美枝 [ほか] 著. -- かもがわ出版, 2021.4. -

- 221p ; 21cm.
367.93||T||W294115

57 2100046051
国際セクシュアリティ教育ガイダンス : 科学的根拠に基づいたアプローチ / ユネスコ編 ; 浅井春夫 [ほか] 訳. -- 改訂版. -- 明石書店, 2020.8. -- 292p ;

21cm.
367.99||U||W294468

58 2100057339 ジェンダーで見るヒットドラマ : 韓国、アメリカ、欧州、日本 / 治部れんげ著. -- 光文社, 2021.6. -- 327p : 挿図 ; 18cm. -- (光文社新書 ; 1137). 778.8||J||S40770

59 2100057614 マチズモを削り取れ / 武田砂鉄著. -- 集英社, 2021.7. -- 309p ; 19cm. 367.21||T||W294989

60 2100057835 わたしたちが沈黙させられるいくつかの問い / レベッカ・ソルニット著 ; ハーン小路恭子訳. -- 左右社, 2021.1. -- 269p ; 20cm. 367.1||S||W295011

障がい 61 1300011975 無敵のハンディキャップ : 障害者が「プロレスラ-」になった日 / 北島行徳著. -- 文藝春秋, 1999.6. -- 365p ; 16cm. -- (文春文庫). 916||K||S 26843

27冊 62 1300070572
障害者カップルのドタバタ日記 / くらげ著 ; 寺島ヒロ漫画. -- 学研教育出版. -- 160p ; 21cm. -- (学研のヒューマンケアブックス . ボクの彼女は発達障

害 ; [1]).
916||K||W 260296

63 1400115878
まさか発達障害だったなんて : 「困った人」と呼ばれつづけて / 星野仁彦, さかもと未明著. -- PHP研究所, 2014.9. -- 286p ; 18cm. -- (PHP新書 ;

947).
493.76||H||S 28825

64 1500047058 目の見えない人は世界をどう見ているのか / 伊藤亜紗著. -- 光文社, 2015.4. -- 216p ; 18cm. -- (光文社新書 ; 751). 369.275||I||S 30135

65 1500103012 社会人大学人見知り学部卒業見込 / 若林正恭 [著]. -- 完全版. -- KADOKAWA, 2015.12. -- 356p : 挿図 ; 15cm. -- (角川文庫 ; 19501, [わ13-1]). 779.14||W||S 31952

66 1600046841 相方は、統合失調症 / 松本キック, ハウス加賀谷著. -- 幻冬舎, 2016.6. -- 242p ; 19cm. 779.14||M||W 274794

67 1600072869 発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 / 栗原類著. -- KADOKAWA, 2016.10. -- 237p ; 19cm. 779.9||K||W 276606

68 1600089176 転んでも、大丈夫 : ぼくが義足を作る理由 / 臼井二美男著. -- ポプラ社, 2016.8. -- 188p ; 20cm. -- (ポプラ社ノンフィクション ;  26 . 生きかた). 494.72||U||W 277408

69 1700065099 ハンセン病の社会史 : 日本「近代」の解体のために / 田中等著. -- 彩流社, 2017.6. -- 286p ; 19cm. 498.6||T||W 280619

70 1800019500 老年という海をゆく : 看取り医の回想とこれから / 大井玄 [著]. -- みすず書房, 2018.4. -- 278p ; 20cm. 493.185||O||W 282326

71 1800032557
ADHD : 成人期ADHDの特性を理解して、上手にコントロールしていく / 岩波明監修. -- 法研, 2018.4. -- 159p : 挿図 ; 21cm. -- (ウルトラ図解 : オール

カラー家庭の医学).
493.73||I||W 283015
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障がい 72 1800040380 限界を作らない生き方 : KEEP MOVING : 27歳で難病ALSになった僕が挑戦し続ける理由 / 武藤将胤著. -- 誠文堂新光社, 2018.6. -- 225p ; 19cm. 916||M||W 283602

27冊 73 1900044962 いま、絶望している君たちへ : パラアスリートで起業家。2枚の名刺で働く / 初瀬勇輔著. -- 日本経済新聞出版社, 2019.5. -- 233p ; 19cm. 916||H||W 287476

74 1900048380 障害者総合支援法がよ〜くわかる本 / 福祉行政法令研究会著. -- 第5版. -- 秀和システム, 2019.6. -- 295p ; 21cm. -- (How-nual図解入門 . ビジネス). 369.27||F||W 287723

75 1900055514 この顔と生きるということ / 岩井建樹著. -- 朝日新聞出版, 2019.7. -- 235p ; 19cm. 916||I||W 288180

76 1900057738 発達障害 : 生きづらさを抱える少数派の「種族」たち / 本田秀夫著. -- SBクリエイティブ, 2018.12. -- 223p : 挿図 ; 18cm. -- (SB新書 ; 454). 493.76||H||S 38499

77 1900057967 この国の不寛容の果てに : 相模原事件と私たちの時代 / 雨宮処凛編著 ; 神戸金史[ほか]談. -- 大月書店, 2019.9. -- 271p ; 19cm. 369.27||A||W 288331

78 2000038695
ユニバーサルファッション : おしゃれは心と身体のビタミン剤 = Universal fashion / 見寺貞子, 笹﨑綾野著. -- 繊研新聞社, 2020.3. -- 164p, 図版 [8] p

: 挿図 ; 24cm.
589.2||M||W 290782

79 1500062782 ユニバーサルデザインの教科書 / 日経デザイン編. -- 第3版. -- 日経BP社. -- 239p : 挿図 ; 21cm. 501.83||N||W 269909

80 1500086614
ズレてる支援! : 知的障害/自閉の人たちの自立生活と重度訪問介護の対象拡大 / 寺本晃久, 岡部耕典, 末永弘, 岩橋誠治著. -- 生活書院, 2015.10. -- 372p

; 19cm.
369.28||T||W 271535

81 2100035297 マイノリティデザイン / 澤田智洋著. -- ライツ社, 2021.1. -- 329p : 挿図 ; 19cm. 369.04||S||W293718

82 1500057282 ぼくの命は言葉とともにある : 9歳で失明18歳で聴力も失ったぼくが東大教授となり、考えてきたこと / 福島智著. -- 致知出版社, 2015.5. -- 267p ; 20cm.369.275||F||W 269630

83 1600058637 障害者のリアル×東大生のリアル / 野澤和弘編著 ; 「障害者のリアルに迫る」東大ゼミ著. -- ぶどう社, 2016.7. -- 215p ; 19cm. 369.27||N||W 275563

84 1600061344 あいむはっぴぃ!と叫びたい : 知的障害者の自立をめざす「パンジー」の挑戦 / 林淑美, クリエイティブハウス「パンジー」のみんな著. -- 合同出版, 2016.9. -- 222p : 挿図 ; 19cm.369.28||H||W 275752

85 1800027456 障害者の経済学 / 中島隆信著. -- 新版. -- 東洋経済新報社, 2018.4. -- 233p : 挿図 ; 19cm. 369.27||N||W 282759

86 2000058181 まともがゆれる : 常識をやめる「スウィング」の実験 / 木ノ戸昌幸著. -- 朝日出版社, 2019.1. -- 223p : 挿図, 肖像 ; 19cm. 369.27||K||W 291781

87 2100058440 障害者家族の老いる権利 / 田中智子著. -- 全国障害者問題研究会出版部, 2021.7. -- 135p : 挿図 ; 21cm. 369.27||T||W295087
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職場環境 88 1300085626 マタニティハラスメント / 溝上憲文著. -- 宝島社, 2013.11. -- 223p ; 18cm. -- (宝島社新書 ; 418). 366.38||M||S 27351

24冊 89 1400044547 会社の未来は女性が拓く! / 植田寿乃著. -- 日本経済新聞出版社, 2014.11. -- 222p ; 19cm. 336.4||U||W 265701

90 1500036978 ダイバーシティマネジメントの実践 : 豊富な事例で学ぶ、多様な雇用の実際 / 東京都社会保険労務士会編. -- 労働新聞社, 2015.3. -- 232p ; 21cm. 336.4||T||W 268385

91 1500082503 この1冊でポイントがわかるダイバーシティの教科書 / 前川孝雄 [ほか] 著. -- 総合法令出版, 2015.12. -- 282p ; 19cm. 336.4||M||W 271466

92 1600014680 男が働かない、いいじゃないか! / 田中俊之 [著]. -- 講談社, 2016.3. -- 188p ; 18cm. -- (講談社+α新書 ; 723-1A). 367.5||T||S 32270

93 1600050423 企業文化 : ダイバーシティと文化の仕組み / E.H.シャイン著 ; 松本美央訳. -- 改訂版. -- 白桃書房, 2016.6. -- xii, 252p : 挿図 ; 22cm. 336.1||S||W 275058

94 1700044687
ダイバーシティとマーケティング : LGBTの事例から理解する新しい企業戦略 / 四元正弘, 千羽ひとみ著. -- 宣伝会議, 2017.3. -- 232p : 挿図, 肖像 ;

19cm. -- (実践と応用シリーズ).
675||Y||W 279102

95 1700046248 ダイバーシティ・マネジメント入門 : 経営戦略としての多様性 / 尾崎俊哉著. -- ナカニシヤ出版, 2017.4. -- iii, 167p : 挿図 ; 21cm. 336.4||O||W 279457

96 1700051284
異文化ギャップきれいごとではすまされない? : ビジネスシーンでみるコミュニケーションと行動の在り方 / 平野広幸著 ; 日・英語編. -- 第一法規,

2017.3. -- viii, 176p ; 21cm.
336.49||H||W 279263

97 1800043559 働く女性ほんとの格差 / 石塚由紀夫著. -- 日本経済新聞出版社, 2018.8. -- 253p ; 18cm. -- (日経プレミアシリーズ ; 382). 366.38||I||S 36644

98 1900024678
ダイバーシティと女性 : 新しいリーダーシップを創る / 昭和女子大学女性文化研究所編. -- 御茶の水書房, 2019.2. -- viii, 194p : 挿図 ; 22cm. -- (昭和女

子大学女性文化研究叢書 ; 第11集).
366.38||S||W 286365

99 1900032794 職場における性別ダイバーシティの心理的影響 / 正木郁太郎著. -- 東京大学出版会, 2019.1. -- vi, 208p : 挿図 ; 22cm. 336.4||M||W 286725

100 1900046957
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 / 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, 2019.3. --

207p ; 19cm. -- (青弓社ライブラリー ; 96).
366.38||O||W 287575

101 2100025500 多様性との対話 : ダイバーシティ推進が見えなくするもの / 岩渕功一編著. -- 青弓社, 2021.3. -- 235p ; 19cm. -- (青弓社ライブラリー ; 100). 361.8||I||W293136

102 1900058149 多様性で人材格差を乗り越える : 時代をリードする小企業の働き方改革 / 日本政策金融公庫総合研究所編. -- 同友館, 2019.7. -- xi, 250p : 挿図, 肖像 ; 19cm.336.4||N||W 288349

103 2000062359
成果・イノベーションを創出するダイバーシティマネジメント大全 / 西村直哉[著]. -- クロスメディア・パブリッシング, 2020.11. -- 254p : 挿図 ;

22cm.
336.4||N||W 292079

104 1900008443 職場に外国人がやってきたら読む本 : カルチュラル・インテリジェンスのすすめ / 涌井美和子著. -- 近代セールス社, 2019.12. -- 151p : 挿図 ; 21cm. 336.49||W||W 289364
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職場環境 105 1900041947 介護施設のための外国人介護職員受入れへの一歩 : EPA・技能実習生・在留資格を比較! / 湯川智美著. -- 第一法規, 2019.4. -- 119p ; 21cm. 369.17||Y||W 287294

24冊 106 1500068950 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 / 柳沢正和, 村木真紀, 後藤純一著. -- 実務教育出版, 2015.8. -- 263p : 挿図 ; 21cm. 336.4||Y||W 270404

107 1900067806 LGBTIの雇用と労働 : 当事者の困難とその解決方法を考える / 三成美保編著. -- 晃洋書房, 2019.7. -- 203, 14p : 挿図 ; 19cm. 366.38||M||W 288889

108 2100047120 女性活躍の推進 : 資生堂が実践するダイバーシティ経営と働き方改革 / 山極清子著. -- 第3刷. -- 経団連出版, 2020.7. -- 213p : 挿図 ; 19cm. 336.4||Y||W294578

109 1500040398 私たちのしごと : 障害者雇用の現場から / 小山博孝著. -- 岩波書店, 2015.5. -- x, 212p, 図版 [8] p : 挿図 ; 19cm. 366.28||K||W 268853

110 1800040274 障がい者の能力を戦力にする : 新しいカタチの「特例子会社」 / 川島薫著. -- 中央公論新社, 2018.6. -- 197p : 挿図, 肖像 ; 19cm. 366.28||K||W 283591

111 1600068837 これならわかるスッキリ図解障害者差別解消法 / 二本柳覚編著. -- 翔泳社, 2016.9. -- 175p : 挿図 ; 21cm. 369.27||N||W 276355
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