
◆女性の活躍を推進するために
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

現場の管理職が知っておきたい女性社員の労
務管理Ａ　ｔｏ　Ｚ

江上千惠子／著 第一法規 2017.3 336.4/ｴ

儲かりたいならパート社員を武器にしなさい 小山昇／著 ベストセラーズ 2017.6 336.4/ｺ

女性活躍最強の戦略 小室淑恵／著 日経ＢＰ社 2015.12 336.4/ｺ

輝く会社のための女性活躍推進ハンドブック 清水レナ／著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2015.6 336.4/ｼ

女性活躍のための労務管理Ｑ＆Ａ１６４ 堀下和紀／ほか著 労働新聞社 2017.7 336.4/ｼﾞ

女性活躍の教科書 麓幸子／ほか編 日経ＢＰ社 2016.4 336.4/ｼﾞ

女性活躍推進－法対応と課題解決Ｑ＆Ａ 労務行政研究所／編 労務行政 2016.3 336.4/ｼﾞ

「女活」の教科書　  企業編、自治体編
スマートエイジングネット
／編著

マスターリンク
2015.7
2016.1

336.4/ｼﾞ

女性人材の活躍２０１６
日本生産性本部ダイバーシ
ティ推進センター／編集

日本生産性本部生
産性教育センター

2016.10 336.4/ｼﾞ

なぜ、あの会社は女性管理職が順調に増えて
いるのか

日経ＢＰヒット総合研究
所／ほか編

日経ＢＰ社 2015.4 336.4/ﾅ

社長、業績を上げたいなら女性社員を辞めさせ
ないで！

響城れい／著 パレード 2015.11 336.4/ﾋ

女性活躍の推進 山極清子／著 経団連出版 2016.6 336.4/ﾔ

女性の活躍、わが社のチャレンジショートフィル
ム2014～2016

あいち男女共同参画財
団／企画,制作

あいち男女共同参
画財団

2014～
2016

ＤＶＤ

書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

女性が働き続ける会社のすごい仕組み 雨宮健太／著 現代書林 2016.6 336.4/ｱ

育児＆介護を乗り切るダイバーシティ・マネジメ
ント　イクボスの教科書

日経ＤＵＡＬ／編 日経ＢＰ社 2017.6 336.4/ｲ

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

「介護離職ゼロ」の職場のつくりかた
社会保険労務士事務所あおぞ
らコンサルティング／著 翔泳社 2016.12 336.4/ｶ

企業のためのがん就労支援マニュアル 高橋都／ほか編著 労働調査会 2016.3 336.4/ｷ

介護離職から社員を守る 佐藤博樹／ほか著 労働調査会 2014.11 336.4/ｻ

社労士がこたえる社員が病気になったときの労
務管理

古川飛祐／著 税務経理協会 2017.7 336.4/ﾌ

子育て社員を活かすコミュニケーション 山口理栄／ほか著 労働調査会 2015.3 336.4/ﾔ

仕事と介護両立ハンドブック
改訂増補第２版

新田香織／著
日本生産性本部生産
性労働情報センター

2017.4 366.7/ﾆ

介護離職しない、させない 和気美枝／著 毎日新聞出版 2016.5 366.7/ﾜ

がんに罹患した労働者に対する治療と就労の両
立支援マニュアル

労働者健康安全機
構

2017.3
大型本
498.8/ｶﾞ

◆育児・介護・病気の部下を支援する
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男性管理職の職場環境づくり
～女性も男性も働きやすい職場へ～



メンタルヘルス不調を抱えた労働者に対する治
療と就労の両立支援マニュアル

小山文彦／執筆
労働者健康安全機
構

2017.3
大型本
498.8/ﾒ

書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

トラブルにならない小さな会社の女性社員を雇う
ルール

井寄奈美／著 日本実業出版社 2016.8 336.4/ｲ

ずっと働ける会社
マタハラなんて起きない先進企業はここがちがう！

小酒部さやか／著 花伝社 2016.11 336.4/ｵ

職場のＬＧＢＴ読本 柳沢正和／ほか著 実務教育出版 2015.8 336.4/ｼ

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

2016.11 336.4/ｽ

労働法実務解説 １０
ブラック企業・セクハラ・パワハラ対策

宮里邦雄／ほか編 旬報社 2017.5 366.1/ﾛ

判例から読み解く職場のハラスメント実務対応
Ｑ＆Ａ

小笠原六川国際総合法
律事務所／著

清文社 2016.6 366.3/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

パワハラ防止のためのアンガーマネジメント入
門

小林浩志／著 東洋経済新報社 2014.2 366.3/ｺ

社長、その一言がパワハラです！小さな会社の
ハラスメント対策

戸谷一彦／著 セルバ出版 2017.6 366.3/ﾄ

職場のハラスメント 中井智子／著 労務行政 2015.12 366.3/ﾅ

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

判例で理解する職場・学校のセクハラ・パワハラ 吉川英一郎／編著 文真堂 2016.11 366.3/ﾖ

マタニティハラスメント
女性が安心して働ける職場環境に

アトリエエム 2016.4 ＤＶＤ

◆管理職の仕事術
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

できるリーダーはなぜメールが短いのか 安藤哲也／著 青春出版社 2015.3 336.3/ｱ

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

「この人なら」と慕われるリーダーになれる 佐々木順子／著 サンマーク出版 2016.12 336.3/ｻ

女性社員に支持されるできる上司の働き方 藤井佐和子／著 講談社 2015.5 336.3/ﾌ

男性管理職のための女性部下マネジメント 諌山敏明／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

2016.10 336.4/ｲ

たったこれだけ！女性社員からついていきたい
と言われるリーダーになる方法

木野島光美／著 現代書林 2016.3 336.4/ｷ

男性上司の「女性は気がきくね」はなぜ地雷な
のか？

斎藤直美／著 あさ出版 2016.7 336.4/ｻ

一瞬で心をつかむ女性部下マネジメント 西村直哉／ほか著
幻冬舎メディアコン
サルティング

2017.7 336.4/ﾆ

女性の話を聴かない上司は仕事をだめにする 前川由希子／著 ポプラ社 2017.4 336.4/ﾏ

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

◆その行動ハラスメントになっていませんか？
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