
■スムーズな人間関係を築くために
書　　　　　　名 著　　　者　　　名 出　版　者 出版年 請求記号

女子の人間関係 水島　広子∥著 サンクチュアリ出版 2014.4 143.5ミ

誰と一緒でも疲れない「聴き方・話し方」の
コツ

水島　広子∥著 日本実業出版社 2014.2 146.8ミ

働く女（ひと）のお悩み相談１００ 有川　真由美∥編 広済堂あかつき 2010.1 159.4ア

もっと上手に働きなさい。 内永　ゆか子∥著 ダイヤモンド社 2013.7 159.4ウ

女性社員の心得 古市　今日子∥著 労働調査会 2013.3 159.4フ

職場のＬＧＢＴ読本 柳沢　正和∥［ほか］著 実務教育出版 2015.8 336.4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∥著 秀和システム 2015.7 336.4ハ

部下をもつ人の職場の人間関係 水島　広子∥著 ダイヤモンド社 2015.11 336.4ミ

「なぜか怒っている人」の取り扱い説明書 藤井　雅子∥著 ＰＨＰ研究所 2015.2 361.4フ

心が軽くなる！気持ちのいい伝え方 森田　汐生∥著 主婦の友社 2015.11 361.4モ

働くための「話す・聞く」 上田　晶美∥著 ぺりかん社 2013.9 366.2ナ

イライラ・落ち込みが激しいときの本 対馬　ルリ子∥総監修 小学館 2009.11 493.7イ

大人の発達障害 備瀬　哲弘∥著 マキノ出版 2009.3 493.7ビ

■今日も残業（疲）…効率よく仕事、家事がしたい
書　　　　　　名 著　　　者　　　名 出　版　者 出版年 請求記号

時間に追われないための小さな習慣 榊原　陽子∥著 青志社 2014.7 159サ

結果を出して定時に帰る時間術 小室　淑恵∥著 成美堂出版 2015.10 159.4コ

定時帰宅。 日野　瑛太郎∥著 大和書房 2014.8 159.4ヒ

絶対に残業しない人の時短（しごと）のワザ 伊庭　正康∥著 明日香出版社 2015.2 336.2イ

僕が月300時間の残業を50時間まで減らし
た方法

金山　直志∥著 すばる舎 2015.2 336.2カ

突発的な仕事に先手を打つ残業ゼロのビジ
ネス整理術

芳垣　玲子∥著 税務経理協会 2014.11 336.2ヨ

残業 鴨田　哲郎∥著 中央経済社 2012.6 366.3カ

ウィルあいち情報ライブラリー資料リスト　2016.4

仕事の困った！を解決する本



女性のための睡眠バイブル 渋井　佳代∥［ほか］著 主婦と生活社 2008.4 493.7シ

“お疲れ女子”お助けレシピ 松村　圭子∥［ほか］監修 主婦の友社 2012.9 498.5オ

ミセス・ヨシコ働く女子の手抜きで本気クッ
キング！

浅野　淑子∥著 梧桐書院 2014.11 596ア

時短料理のきほん 田内　しょうこ∥著 草思社 2014.9 596タ

仕事が速い女性がやっている時間のルー
ル

日経ＢＰ社 2014.12 Ｌ336.2シ

１００％マネできるラク家事＆おうち仕事の
時短術

晋遊舎 2014.8 Ｌ590ヒ

子どもと食べたい時短おやつ 菅野　のな∥著 辰巳出版 2016.1 L596.6ス

■リーダーになったあなたへ
書　　　　　　名 著　　　者　　　名 出　版　者 出版年 請求記号

リーダーのための！ファシリテーションスキ
ル

谷　益美∥著 すばる舎 2014.7 336.2タ

好かれる女性リーダーになるための五十
条

有川　真由美∥著 集英社 2014.12 336.3ア

女性のためのリーダーシップ術 猪俣　恭子∥著
幻冬舎メディアコン
サルティング

2014.5 336.3イ

「ついていきたい」と思われるリーダーにな
る５１の考え方

岩田　松雄∥著 サンマーク出版 2012.10 336.3イ

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∥著 明日香出版社 2016.1 336.3オ

仕事を任せる新しいルール 小室　淑恵∥［ほか］著 かんき出版 2014.7 336.3コ

女性管理職のＦＡＱ 森本　千賀子∥著 朝日新聞出版 2013.6 336.3モ

一生使える「女性リーダー」の教科書 山本　幸美∥著 大和出版 2015.6 336.3ヤ

あたりまえだけどなかなかできない叱り方
のルール

齋藤　直美∥著 明日香出版社 2011.3 336.4サ

なぜ女性部下から突然辞表を出されるのか竹之内　幸子∥著
幻冬舎メディアコン
サルティング

2014.2 336.4タ

女性を活用できる上司になる 古川　裕倫∥著 扶桑社 2013.5 336.4フ

あの部下が動き出す聞き方・話し方 福田　健∥著
日本経済新聞出版
社

2013.4 336.4フ

ＰＴＡをけっこうラクにたのしくする本 大塚　玲子∥著
太郎次郎社エディタ
ス

2014.6 374.6オ

「愛される店長」がしている８つのルール 柴田　昌孝∥著 同文舘出版 2012.3 673.1シ

■労働トラブルを防ぐ、解決する
書　　　　　　名 著　　　者　　　名 出　版　者 出版年 請求記号

Ｑ＆Ａ部下をもつ人のための労働法改正 浅井　隆∥著
日本経済新聞出版
社

2015.8 336.4ア

タブーの労務管理 服部　英治∥著 労働新聞社 2015.11 336.4ハ



非正規社員をめぐるトラブル相談ハンド
ブック

全国社会保険労務士連合会
∥監修

新日本法規出版 2015.6 336.4ヒ

Q&A＋書式で解説　職場のトラブル防止１
００

山田　亨∥著 労務行政 2015.8 336.4ヤ

どうする！？職場の「困ったさん」 横井　祐∥［ほか］著 中央経済社 2011.8 336.4ヨ

会社でうつになったとき
労働法ができること

所　浩代∥［ほか］著 旬報社 2014.2 366.1カ

ブラック企業に泣き寝入りしないための労
働相談Ｑ＆Ａ

前澤　檀∥著 学習の友社 2014.10 366.1マ

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∥[ほか]著

合同出版 2014.11 366.3イ

マタハラ問題 小酒部　さやか∥著 筑摩書房 2016.1 366.3オ

セクハラ・パワハラ読本 君嶋　護男∥［ほか］著
日本生産性本部生産
性労働情報センター

2015.3 366.3キ

こうして解決する！職場のパワーハラスメ
ント

野原　蓉子∥著 経団連出版 2013.7 366.3ノ

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 2014.1 366.3ミ

マタニティハラスメント 溝上　憲文∥著 宝島社 2013.11 366.3ミ

事業主・人事・法務のための職場における
ＬＧＢＴ対応ワークブック

虹色ダイバーシティ 2015.2 Ｄ336.4ジ

事業主・人事・法務のための職場における
ＬＧＢＴ入門

虹色ダイバーシティ 2014.3 Ｄ336.4ジ

セクハラ対策の新常識　１、２
職場のハラスメント研究所∥
企画

アスパクリエイト（発
売・販売）

［2010］
DWア1426
DWア1427

書　　　　　　名 著　　　者　　　名 出　版　者 出版年 請求記号

一流の男が「育児」から学んでいる5つのビ
ジネススキル

嶋津　良智∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.3 159.4シ

不妊治療とキャリア継続 乙部　由子∥著 勁草書房 2015.11 366.3オ

「働くママ」の仕事術 金澤　悦子∥著 かんき出版 2015.12 366.3カ

子育てがプラスを生む「逆転」仕事術 小室　淑恵∥著 朝日新聞出版 2014.1 366.3コ

女性研究者とワークライフバランス 仲　真紀子∥［ほか］編 新曜社 2014.9 366.3ジ

共働きファミリーの仕事と子育て両立バイ
ブル

日経ＤＵＡＬ∥編 日経ＢＰ社 2014.12 366.3ト

ワーキングマザーの働き方得ガイド 富樫　晶子∥著 アニモ出版 2014.3 366.3ト

ママの仕事復帰のために
ファザーリング・ジャパンマ
ザーリングプロジェクト∥編

労働調査会 2014.6 366.3マ

これで解決。働くママが必ず悩む３６のこと 毛利　優子∥著 日本実業出版社 2015.5 366.3モ

ワーク介護バランス　１～３ 小山　朝子∥著 旬報社 2015.6 366.7コ

サラリーマン介護 池田　心豪∥著 法研 2014.3 366.7サ

■育児、介護と仕事の両立のために



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

2015.1 366.7ニ

新しいパパの働き方 ファザーリング・ジャパン∥著 学研教育出版 2014.7 366.7フ

介護で会社を辞める前に読む本 山下　哲司∥著 ダイヤモンド社 2015.9 369.2ヤ

働きながら、親をみる 和田　秀樹∥著 ＰＨＰ研究所 2015.6 369.2ワ

男が育休を取ってわかったこと 池田　大志∥著 セブン＆アイ出版 2014.5 599イ

介護の時代　DISC１仕事との両立 荒木　由美子∥出演
ライフケアパート
ナーズ（発売・販売）

［2012］ DWラ1563

書　　　　　　名 著　　　者　　　名 出　版　者 出版年 請求記号

ビジネスファッションルール 大森　ひとみ∥著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2013.5 336.4オ

できる大人のモノの言い方・話し方 杉山　美奈子∥著 高橋書店 2013.5 336.4ス

女性のためのもっと上手な話し方 日野　佳恵子∥著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2015.4 336.4ヒ

誰にでも選ばれる人の「マナー」マネジメン
ト

正門　律子∥著 マガジンハウス 2010.9 336.4マ

働く女性のプレゼン演出（プロデュース）術 村松　かすみ∥[ほか]著 総合法令出版 2010.8 336.4ム

スティーブ・ジョブズのプレゼン資料はなぜ
スゴイのか？

山橋　美穂∥著 ゴマブックス 2015.8 336.4ヤ

幼稚園から中学までお母さんの学校スピー
チ

伊藤　智恵子∥監修 日本文芸社 2009.2 374.4ヨ

絶対に使える英文ｅメール作成術 大島　さくら子∥著
角川ＳＳコミュニ
ケーションズ

2009.1 670.9オ

できる！と言わせるビジネス文書 倉澤　紀久子∥編 小学館 2006.3 670.9デ

サクサク書けるビジネスメール入門 渡辺　由佳∥著 かんき出版 2007.10 670.9ワ

「きちんとしている」と言われる「話し方」の
教科書

矢野　香∥著 プレジデント社 2015.9 809.2ヤ

伝わる！文章力が身につく本 小笠原　信之∥著 高橋書店 2011.2 816オ

働く女性の英語術 光藤　京子∥著 ジャパンタイムズ 2008.7 830.4ミ

働く女性の英語術　2nd season 光藤　京子∥著 ジャパンタイムズ 2009.6 830.4ミ

仕事ができる女性になるビジネスマナーの
法則

日経ＢＰ社 2015.2 Ｌ336.4シ

　　　　　　　　　　　　　　　　

発行：愛知県女性総合センター　情報ライブラリー

■話し方、文書作成、マナーのレベルＵＰ！

◆◇◆ ウィルあいち情報ライブラリー 案内 ◆◇◆
●貸出数・貸出期間 図書：10冊 視聴覚資料：３本 １５日以内
●利用時間：火～日曜 ９：00～19：00 電話：052-962-2510
●休業日：毎週月曜日、国民の祝日（土日は開業）、年末年始、整理期間


