
〇　過労死・過重労働

書　　　名 副　書　名 編・著者名 出版社名 出版年月 請求記号

過労死・過労自殺の救済Q&A
労災認定と企業賠償への
取り組み　第2版

大阪過労死問題連絡会／編 民事法研究会 2016.11 364.5ｶ

過労死等防止対策白書 厚生労働省／編集 勝美印刷 2019.10 366.3ｶ

過労死・過労自殺の現代史 働きすぎに斃れる人たち 熊沢　誠／著 岩波書店 2018.12 366ｸ

過労死
その仕事、命より大切です
か

牧内　昇平／著 ポプラ社 2019.3 366ﾏ

ブラック職場
過ちはなぜ繰り返されるの
か？

笹山　尚人／著 光文社 2017.11 366ｻ

末和
NHK記者はなぜ過労死し
たのか

尾崎　孝史／著 岩波書店 2019.5 366ｵ

過労死ゼロの社会を
高橋まつりさんはなぜ亡く
なったのか

高橋　幸美／著 連合出版 2017.12 366ﾀ

わけあり記者
過労でウツ、両親のダブル
介護、パーキンソン病に
罹った私

三浦　耕喜／著 高文研 2017.6 916ﾐ

うつ病気休職 中嶋　聡／著 新潮新書 2017.5 498.8ﾅ

〇　労務管理・社会保障

書　　　名 副　書　名 編・著者名 出版社名 出版年月 請求記号

社会保障便利辞典　平成31年度版 週刊社会保障編集部／編 法研 2019.2 364ｼ

社会保険ブック　2019年版 健康と年金出版社 2019.5 364.3ｼ

病気やケガで働けなくなったときに知っておき
たい「制度」と「お金」

脇　美由紀／著
ビジネス教育出版
社

2018.1 364ﾜ

過重労働防止の基本と実務 BASIC&PRACTICE 石嵜　信憲／編著 中央経済社 2018.9 336.4ｲ

求職者支援制度の解説 改訂第2版 労働新聞社／編 労働新聞社 2018.2 366.2ｷ

求人票や雇用契約書に書くことをまとめ直すだ
けで手間なく簡単にできる就業規則のつくり方

1人でも雇用したら作成しよ
う

藤浦　隆英・林　哲也／著 日本法令 2019.3 336.44ﾌ

がん治療と仕事の両立支援
あなたの職場でも始めよう
多様な勤務制度のモデル
就業規則収録

染谷　由美／著 大蔵財務協会 2019.8 366.3ｿ

シングル女性の貧困
非正規職女性の仕事・暮ら
しと社会的支援

小杉　礼子・鈴木　晶子・野依　智子
／編著

明石書店 2017.9 367.2ｺ

女性社労士がこたえる働く女性のための雇用・
年金教室

幸せなビジネスライフをおく
るために

古川　飛祐／著 税務経理協会 2016.5 366.3ﾌ

ちょっと気になる「働き方」の話 権丈　英子／著 勁草書房 2019.12 366ｹ

ブラック企業に負けない！学校で労働法・労働
組合を学ぶ

川村　雅則・角谷　信一・井沼　淳一
郎・笹山　尚人・首藤　広道・中嶌
聡／著

きょういくネット 2014.11 375.6ﾌﾞ

〇　職場環境・ハラスメント

書　　　名 副　書　名 編・著者名 出版社名 出版年月 請求記号

判例から読み解く職場のハラスメント実務対応
Q&A

パワハラ セクハラ マタハラ
…etc　第2版

小笠原六川国際総合法律事務所／
著

清文社 2019.8 366.3ｵ

ハラスメント時代の管理職におくる職場の新常
識

樋口　ユミ／著 朝日新聞出版 2017.8 366.3ﾋ

札幌市中央図書館
令和2年（2020年）6月

「 働 き 方 を 考 え る 」 本

　近年、働き方が多様化するにつれて、様々な労働問題が生じ、大きな社会問題となっています。働き方について考えるための本を、札幌市立
図書館の蔵書から、いくつかご紹介いたします。



書　　　名 副　書　名 編・著者名 出版社名 出版年月 請求記号

公務員のカスハラ対応術
窓口業務・クレーム・カスタ
マーハラスメント対策の基
本

吉田　博／編著 学陽書房 2019.10 318.5ﾖ

トランスジェンダーと職場環境ハンドブック
誰もが働きやすい職場づく
り

東　優子・虹色ダイバーシティ・ReBit
／著

日本能率協会マネ
ジメントセンター

2018.4 336.4ﾋ

発達障害のある方と働くための教科書
石井　京子・池嶋　貫二・林　哲也・
大滝　岳光・馬場　実智代／著

日本法令 2018.3 366.2ｲ

会社のやってはいけない！
良い人材が辞めない人事
のしくみ

内海　正人／著
クロスメディア・パブ
リッシング

2018.4 336.4ｳ

「忙しいのは当たり前」への挑戦
こうすれば、学校は変わ
る！学校の働き方改革の
教科書

妹尾　昌俊／著 教育開発研究所 2019.6 374ｾ

学校現場で今すぐできる「働き方改革」 目からウロコのICT活用術 新保　元康／著 明治図書出版 2019.3 374ｼ

情報サービス産業白書2019 ITエンジニアの働き方改革 情報サービス産業協会／編 インプレス 2019.7 007.3ｼﾞ

働き方改革
生産性とモチベーションが
上がる事例20社

小室　淑恵／著 毎日新聞出版 2018.3 336ｺ

働きやすさを本気で考えたら、会社の売り上げ
が5倍になりました。

女性9割・子育てスタッフ6
割で実現する働き方改革

雅樂川　陽子／著 同文舘出版 2019.6 336.4ｳ

〇　働き方

書　　　名 副　書　名 編・著者名 出版社名 出版年月 請求記号

社畜上等！ 会社で楽しく生きるには 常見　陽平／著 晶文社 2018.2 159.4ﾂ

最高の働き方
理想の人生は「脱サラ」の
先にある

金川　顕教／著 総合法令出版 2019.8 159.4ｶ

大丈夫、働けます。 成澤　俊輔／著 ポプラ社 2018.3 366.2ﾅ

キャリアと出産
働く女性のワーク・バース・
バランス

大葉　ナナコ／著 河出書房新社 2016.9 366.3ｵ

アドラー式働き方改革仕事も家庭も充実させた
いパパのための本

熊野　英一／著
小学館クリエイティ
ブ

2018.10 366ｸ

発達障害の子のためのハローワーク
鈴木　慶太・飯島　さなえ／監修
TEENS執筆チーム／編著

合同出版 2017.7 378.8ﾊ

仕事論
「水曜どうでしょう」2人の名
物ディレクターが働き方を
語る

藤村　忠寿・嬉野　雅道／著 総合法令出版 2019.2 699.6ﾌ

札幌人図鑑
「70人が選んだ働き方・生
き方」

福津　京子／著 北海道新聞社 2017.3 281.1ﾌ

10年後の仕事図鑑
新たに始まる世界で、君は
どう生きるか

堀江　貴文・落合　陽一／著 SBクリエイティブ 2018.4 304ﾎ

〇　やめる・休む

書　　　名 副　書　名 編・著者名 出版社名 出版年月 請求記号

図解わかる会社をやめるときの手続きのすべて 中尾　幸村・中尾　孝子／著 新星出版社 2019.5 364.3ﾅ

退職代行
「辞める」を許さない職場の
真実

小澤　亜希子／著 SBクリエイティブ 2019.10 366.2ｵ

「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理
由（ワケ）

汐街　コナ／著
ゆうき　ゆう／監修・執筆協力

あさ出版 2017.4 498.8ｼ

頑張りすぎるあなたのための会社を休む練習 志村　和久／著 イースト・プレス 2019.4 498.8ｼ

働きアリからの脱出 個人で始める働き方改革 越川　慎司／著 集英社 2018.12 159.4ｺ

怠ける権利！
過労死寸前の日本社会を
救う10章

小谷　敏／著 高文研 2018.7 366.2ｺ

会社や仕事につぶされない働き方・休み方
過労死にならないためにで
きること

茅嶋　康太郎／著 すばる舎 2018.1 498.8ｶ

fika
世界一幸せな北欧の休み
方・働き方

芳子ビューエル／著 キラジエンヌ 2019.3 590.4ﾋﾞ


