
【働き方改革／ライフ・ワーク・バランス】

書名 著者名 出版社 出版年

働き方改革法、会社法改正に対応!最新会社法務の基本と実務 森 公任∥監修 三修社 2020 335 ﾊ

自分の居場所をつくる働き方 中里 桃子∥著 日本能率協会マネジメントセンター 2020 159 ﾅ

女性マネージャーの働き方改革2.0 高田 朝子∥著 生産性出版 2019 336 ﾀ

中小企業のための働き方改革後の就業規則と労使協定 太田 恒久∥編 税務研究会出版局 2019 336 ﾁ

働き方の哲学 村山　昇／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 2018 159 ﾑ

悩みが武器になる働き方 河田　真誠／著 徳間書店 2019 159 ｶ

産業医が診る働き方改革 産業医科大学／編 西日本新聞社 2019 498.8 ｻ

就業規則の作成・見直し実践マニュアル 小島　彰／監修 三修社 2019 336 ｼ

入門図解会社で使う労働時間・休日・休暇・休職・休業の法律と書式 小島　彰／監修 三修社 2019 366 ﾆ

図解いちばんやさしく丁寧に書いた就業規則の本 佐藤　文子／編著 成美堂出版 2019 336 ｻ

これからの働き方を哲学する 小川　仁志／著 リベラル社 2018 159 ｵ

実践!テレワークで「働き方改革」 日本テレワーク協会／監修 日本経済新聞出版社 2018 336 ｼﾞ

会社や仕事につぶされない働き方・休み方 茅嶋　康太郎／著 すばる舎 2018 498.8 ｶ

働き方の問題地図 沢渡　あまね／著 技術評論社 2018 336 ｻ

完全残業ゼロの働き方改革 米村　歩／著 プチ・レトル 2017 336 ﾖ

働く人改革 沢渡　あまね／著 インプレス 2017 336 ｻ

これからの僕らの働き方 横石　崇／編 早川書房 2017 366 ｺ

未来から選ばれる働き方（PHPビジネス新書） 神田　昌典／著 PHP研究所 2016 159 ｶ

女性活躍最強の戦略 小室　淑恵／著 日経BP社 2015 336 ｺ

家庭と仕事の心理学 尾形　和男／編著 風間書房 2018 143 ｵ

仕事と家庭は両立できない? アン=マリー・スローター／著 NTT出版 2017 366 ｽ

考えよう!女性活躍社会 孫　奈美／編 汐文社 2017 36 ｶ

5時に帰るドイツ人、5時から頑張る日本人（SB新書） 熊谷　徹／著 SBクリエイティブ 2017 336 ｸ

これを知らずに働けますか? 竹信　三恵子／著 筑摩書房 2017 36 ﾀ

請求記号

令和２年４月２７日

八戸市立図書館

「働き方を考える」本
近年、働き方の多様化に伴い、様々な労働問題が生まれ、大きな社会問題となっています。

八戸市立図書館で所蔵する、働き方について考えるための図書を一部紹介します。



【過労死】

書名 著者名 出版社 出版年

過労死110番 森岡 孝二∥編 岩波書店 2019 366 ｶ

未和 尾崎　孝史／著 岩波書店 2019 366 ｵ

過労死 牧内　昇平／著 ポプラ社 2019 366 ﾏ

過労死・過労自殺の現代史（岩波現代文庫） 熊沢　誠／著 岩波書店 2018 366 ｸ

電通事件 北　健一／著 旬報社 2017 366 ｷ

会社や仕事につぶされない働き方・休み方 茅嶋　康太郎／著 すばる舎 2018 498.8 ｶ

過労自殺（岩波新書） 川人　博／著 岩波書店 2014 081
ｲ5
1494

過労死は何を告発しているか（岩波現代文庫） 森岡　孝二／著 岩波書店 2013 366 ﾓ

【ハラスメント】

書名 著者名 出版社 出版年

パワハラ防止法の労務実務 岡田 良則∥著 自由国民社 2020 336 ｵ

管理職のためのハラスメント予防&対応ブック 向井 蘭∥著 ダイヤモンド社 2020 336 ﾑ

最新パワハラ対策完全ガイド 和田 隆∥著 方丈社 2020 336 ﾜ

Q&A発達障害・うつ・ハラスメントの労務対応 布施 直春∥著 中央経済社 2020 336 ﾌ

パワハラ防止の実務対応 帯刀 康一∥著 労務行政 2019 366 ﾀ

入門図解職場のハラスメント<セクハラ・パワハラ・マタハラ>の法律と対策 千葉 博∥監修 三修社 2019 366 ﾆ

現場で役立つ!ハラスメントを許さない現場力と組織力 鈴木 瑞穂∥著 日本経済新聞出版社 2019 366 ｽ

上司が萎縮しないパワハラ対策 加藤　貴之／著 日本法令 2019 336 ｶ

はじめよう!SOGIハラのない学校・職場づくり 「なくそう!SOGIハラ」実行委員会／編 大月書店 2019 367 ﾊ

人事が直面する職場トラブル 樋口　ユミ／編著 第一法規 2019 336 ﾋ

さよなら!ハラスメント 小島　慶子／編著 晶文社 2019 367 ｺ

おさえておきたいパワハラ裁判例85 君嶋　護男／著 労働調査会 2017 366 ｷ

パワハラをなくす教科書 和田　隆／著 方丈社 2018 366 ﾜ

ここからセクハラ! 牟田　和恵／著 集英社 2018 366 ﾑ

予防・解決職場のパワハラセクハラメンタルヘルス 水谷　英夫／著 日本加除出版 2018 366 ﾐ

現場で役立つ!セクハラ・パワハラと言わせない部下指導 鈴木　瑞穂／著 日本経済新聞出版社 2016 336 ｽ

セクハラ・パワハラ読本 君嶋　護男／著 日本生産性本部生産性労働情報センター 2015 366 ｷ

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／著 合同出版 2014 366 ﾊﾟ

パワハラなんでも相談 金子　雅臣／著 日本評論社 2012 366 ｶ

請求記号

請求記号


