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職場でのハラスメント
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

弁護士は見た！職場の労働トラブル
藤池尚恵／著,沢田由美
子／特別協力

日本経済新聞出版
社

2016.11 366.1フ

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

判例から読み解く職場のハラスメント実務対応
Ｑ＆Ａ　マタハラ　セクハラ　パワハラ

小笠原六川国際総合法
律事務所／著

清文社 2016.6 366.3オ

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・パワハラは解決できる！
民事調停という選択肢

神坪浩喜／著 労働調査会 2016.11 366.3カ

セクハラ・パワハラ読本　職場のハラスメントを防ぐ
君嶋護男／著,北浦正
行／著

日本生産性本部生産
性労働情報センター

2015.3 366.3キ

セクハラ・パワハラ・マタハラをめぐる法律とトラ
ブル解決方法１３０

加藤知美／監修 三修社 2016.7 366.3ス

職場のハラスメント　適正な対応と実務 中井智子／著 労務行政 2015.12 366.3ナ

こうして解決する！職場のパワーハラスメント
指導のつもりがなぜ？パワハラと言われるのか

野原蓉子／著 経団連出版 2013.7 366.3ノ

ハラスメントの事件対応の手引き
内容証明・訴状・告訴状ほか文例

第二東京弁護士会両性の
平等に関する委員会／編

日本加除出版 2016.11 366.3ハ

そこが知りたい！パワハラ対策の極意
 福岡ジェンダー研究所／
著

西日本新聞社 2013.9 366.3フ

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 2016.7 366.3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

判例で理解する職場・学校のセクハラ・パワハラ
実務対策：どんな事案がどう判定されたか

吉川英一郎／編著,大橋
さゆり／ほか著

文真堂 2016.11 366.3ヨ

現場で役立つ！セクハラ・パワハラと言わせな
い部下指導　グレーゾーンのさばき方

鈴木瑞穂／著 日本経済新聞出版社 2016.11 366.4ス

　　心の健康・体の健康
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

ストレス・マネジメント入門　自己診断と対処法を学ぶ 中野敬子／著 金剛出版 2016.3 146.8ナ

チャコ先生のカラダの元気レシピ
浜口ひさ子／共著,浜口
貴行／共著

ルネッサンス・アイ 2014.2 492.7ハ

がん患者の「知りたい」がわかる本
日常生活の安心を支援するＱ＆Ａ集

青儀健二郎／ほか監修,
阿南節子／ほか編著

じほう 2016.2 494.5ガ

更年期をハッピーに生きる幸年期メソッド 宇江佐りえ／著 自由国民社 2016.2 495.1ウ

心と体をすり減らさないためのストレス・マネジメ
ント

加藤諦三／著 大和書房 2016.12 498.3カ

７の女、８の男　節目年齢に負けない３４のトラブル回
避術

福田千晶／監修 新潮社 2013.3 498.3ナ

「高ストレス社員ゼロ」の職場をつくる本 石井香里／著
カナリアコミュニ
ケーションズ

2016.1 498.8イ

うつ病・躁うつ病で「休職」「復職」した人の気持
ちがわかる本

五十嵐良雄／監修 講談社 2014.10 498.8ウ



職場のメンタルヘルス対策　Ｑ＆Ａと相談事例 錦戸典子／編著 新日本法規出版 2015.11 498.8シ

職場のストレスチェック実践ハンドブック
中島明子／著,長谷川崇
／著

創元社 2016.1 498.8ナ

働く人へのキャリア支援
働く人の悩みに応える２７のヒント

宮脇優子／編著 金剛出版 2015.2 498.8ミ

「職場のメンタルヘルス」を強化する
ストレスに強い組織をつくり、競争優位を目指す

吉野聡／著 ダイヤモンド社 2016.1 498.8ヨ

女性の病気、ケアetc…
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

心療内科女医が教える人に言えない不安やスト
レスと向き合う方法

野崎 京子∥著 マガジンハウス 2011.11 493ノ

冷え症・貧血・低血圧
南雲久美子／監修,主婦
の友社／編

主婦の友社 2015.3 493.1ヒ

女性のＡＤＨＤ 宮尾益知／監修 講談社 2015.12 493.7ジ

女性のうつ病　ライフステージからみた理解と対応
松島英介／編集,仙波純
一／編集

メディカル・サイエンス・
インターナショナル

2015.7 493.7ジ

女性のアスペルガー症候群 宮尾益知／監修 講談社 2015.3 493.7ジ

頭痛女子バイブル
痛くなるワケから、治し方までまるごと頭痛のこと。

五十嵐久佳／監修 世界文化社 2016.8 493.7ズ

女性のがん心のケア
乳がん／子宮がん／卵巣がん／大腸がん

大西秀樹／著 滋慶出版／土屋書店 2013.1 494.5オ

女性の漢方　すぐに使えるライフステージ別処方 小川恵子／著 中外医学社 2013.7 495オ

女性ホルモンの教科書　わたしのカラダは、私が守る
黒住紗織／著,佐田節子
／著,日経ヘルス／編

日経ＢＰ社 2016.6 495ク

女子漢方　 つらい症状を改善
矢久保修嗣／著,木下優
子／著,上田ゆき子／著

法研 2013.12 495ジ

女性の体「お悩み」解決ＢＯＯＫ
不調を感じたときに読む

あんしん会四谷メディカ
ルキューブ／編著

幻冬舎メディアコンサ
ルティング

2013.10 495ジ

女性ホルモンで世界一幸せになれる日本女性 対馬ルリ子／著 マガジンハウス 2015.6 495ツ

女３０代からのなんだかわからない体の不調を
治す本

松村圭子／著 東京書店 2016.6 495マ

自分の体にもっとやさしく
なんだか疲れて、悲しく、虚しい女性たちへ

武者稚枝子／著 現代書林 2013.7 495ム

噂の女医がこっそり教える女の不調が消える本 吉木伸子／著 主婦の友社 2016.6 495ヨ

子宮頚がん　検査から治療の選択まで 小田瑞恵／著 主婦の友社 2014.5 495.4オ

女性のがん心のケア　乳がん／子宮がん／卵巣が
ん／大腸がん,がん患者さんの「心の悩み」治療法

大西秀樹／著 滋慶出版 2013.1 495.4オ

患者さんのための乳がん診療ガイドライン
２０１６年版

日本乳癌学会／編 金原出版 2016.6 495.4カ

患者さんとご家族のための子宮頚がん・子宮体
がん・卵巣がん治療ガイドライン　第２版

日本婦人科腫瘍学会／
編集

金原出版 2016.4 495.4カ

最先端治療乳がん
国立がん研究センター中央
病院乳腺外科／ほか編著 法研 2017.1 495.4サ

子宮筋腫　自分に合った治療を選ぶために
佐藤孝道／著,石田友彦
／著

主婦の友社 2015.7 495.4サ

子宮がん・卵巣がん　そのあとに… 加藤友康／監修 保健同人社 2015.6 495.4シ

乳がんと言われたら読む本　治療・生活・食事・ケア 土井卓子／著 蕗書房 2015.11 495.4ド



女性のがんの本当の話
がん専門女医と先輩患者からの本音のアドバイス

仲田洋美／著 ワニブックス 2016.11 495.4ナ

乳がんの人のための日常レシピ
かんたん＆からだがよろこぶ６０品

キャンサーリボンズ／編,
三輪教子／ほか著

ブックエンド 2015.5 495.4ニ

乳がんの人のためのおいしい療養レシピ
毎日安心のとっておき“ごはん”

斉藤光江／監修,金丸絵
里加／料理監修

法研 2012.11 495.4ニ

乳がんと生きる　ステージ４記者の「現場」
毎日新聞生活報道部／
著

毎日新聞出版 2016.10 495.4マ

乳がん　知識を力に、あなたらしい選択を 山内英子／著 主婦の友社 2017.1 495.4ヤ

“お疲れ女子”お助けレシピ
ズボラ養生で免疫力ＵＰ！

松村圭子／監修,清水紀
子／監修

主婦の友社 2012.9 498.5オ

女子のための冷えとりレシピ
野菜でつくる冷えないからだ

庄司いずみ／著 マーブルトロン 2011.12 498.5シ

「はたらく」と「治療」
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

がんと一緒に働こう！　必携ＣＳＲハンドブック ＣＳＲプロジェクト／編 合同出版 2010.5 366.3ガ

がん経験者のための就活ブック
サバイバーズ・ハローワーク

ＨＯＰＥプロジェクト／編,
ＣＳＲプロジェクト／編

合同出版 2015.8 366.3ガ

ダイバーシティ経営と人材活用
多様な働き方を支援する企業の取り組み

佐藤博樹／編,武石恵美
子／編

東京大学出版会 2017.1 366.4ダ

身近な人ががんになったときに役立つ知識７６ 内野三菜子／著 ダイヤモンド社 2016.11 494.5ウ

働く人びとのこころとケア 山口智子／編 遠見書房 2014.9 366.9ハ

はじめての乳がん　働くあなたが聞きたい本音Ｑ＆Ａ
８３

土屋美樹／著,浜岡剛／
監修

亜紀書房 2014.10 495.4ツ

働く女性のためのがん入院・治療生活便利帳
４０代、働き盛りでがんになった私が言えること

岩井ますみ／著 講談社 2015.7 498.3ナ

　　働き方を考えなおす
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

自分の半径５ｍから日本の未来と働き方を考え
てみよう会議

出口治明／著,島沢諭／
著

ＳＢクリエイティブ 2016.2 304デ

実務に役立つ育児・介護規程のつくり方 荻原勝／著
産労総合研究所出版
部経営書院

2016.12 336.4オ

育児・介護休業法、均等法、雇用保険法
小磯優子／著,島中豪／
著,河野文雄／著

労務行政 2016.7 366.3イ

「女性にやさしい」その先へ
“資生堂ショック”から新しい働き方を考える

ＡＥＲＡ編集部／編著,大
沢真知子／編著

朝日新聞出版 2016.6 366.3ジ

ママの仕事復帰のために
パパも会社も知っておきたい４６のアイディア

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
子育てを楽しみながら職場で活躍するためのヒント

毛利優子／著 日本実業出版社 2015.5 366.3モ

ルポ父親たちの葛藤　仕事と家庭の両立は夢なのか おおたとしまさ／著 ＰＨＰ研究所 2016.7 366.7オ

オランダ流ワーク・ライフ・バランス
「人生のラッシュアワー」を生き抜く人々の技法

中谷文美／著 世界思想社 2015.1 366.7ナ

仕事と子育て 男たちのワークライフバランス
中間真一／著,鷲尾梓／
著

幻冬舎ルネッサン
ス

2010.12 366.7ナ

新しいパパの働き方
仕事も家庭も！欲張りガイドブック

ファザーリング・ジャパン
／著

学研教育出版 2014.7 366.7フ

ワーク・ライフ・バランスのすすめ 村上文／著 法律文化社 2014.12 366.7ム



非正規社員サバイバルマニュアル
みんなを守る働くルールを知ろう！

富田朗／著 労働新聞社 2016.12 366.8ト

過労死のない社会を 森岡孝二／編 岩波書店 2012.12 366.9カ

日本人はいつから働きすぎになったのか
〈勤勉〉の誕生

礫川全次／著 平凡社 2014.8 366.9コ

女子のキャリア　〈男社会〉のしくみ、教えます 海老原嗣生／著 筑摩書房 2012.10 T366エ

◇働く環境を快適に！労働環境について参考になるサイト◇

　　　　　　　　　　　　発行：愛知県女性総合センター　情報ライブラリー

☆厚生労働省「あかるい職場応援団」　　（http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/）
パワハラ対策に関する総合サイト。裁判例、オンライン研修講座などあり。

★厚生労働省「こころの耳」　　（http://kokoro.mhlw.go.jp/）
働く人やその家族に向けたメンタルヘルスの総合サイト。セルフチェックやｅ-ラーニングなどもあり。

☆厚生労働省「確かめよう労働条件」　　（http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/）
労働条件に関するＱ＆Ａや相談先を紹介。学生アルバイトでも要チェック！

★厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」　　（http://work-holiday.mhlw.go.jp/）
いろいろな会社の取組みを見ることができる。その会社独自の特別休暇や自宅勤務の利用など参考にできる。

☆厚生労働省「おしごとアドバイザー」　　（http://oshigoto.mhlw.go.jp/）
メールや電話で相談できる若年層向け就職支援サイト。転職にも。

★厚生労働省「両立支援のひろば」　　（http://www.ryouritsu.jp/）
女性の仕事と家庭の両立を支援するサイト。

☆厚生労働省・女性労働協会「女性に優しい職場づくりナビ」　　（http://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/）
働きながら妊娠・出産をする女性のための支援サイト。

★愛知労働局（各種相談窓口案内など）　　（http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/madoguchi_annai.html）
パワハラ、セクハラ、男女差別など働く上でのあらゆる相談先を案内。　「働き方改革」のページでは県の働き方
改善取組事例などが載っている。

☆法テラス（各種相談窓口案内）　　（http://www.houterasu.or.jp/index.html）
労働上だけでなく、さまざまな法的トラブルについての相談に応じている。窓口のほか電話やメールでも相談可。

（2017/3/29確認）

●ウィルあいち情報ライブラリー利用案内●

◯貸出 図書：１０冊 視聴覚資料：３点 （１５日以内）

◯利用時間 火～日 ９時～１９時

◯問い合わせ先 （０５２）９６２－２５１０ （ライブラリー直通）

名古屋市東区上竪杉町１番地

✿資料の貸出には、「利用カード」が必要です。

利用カードを作られる場合は、お名前・ご住所等が確認できる身分証明書をお持ちください。












