
◆働き方改革とは…
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

60の先進事例で学ぶ本当の働き方改革
テレワーク、RPA、会議術まで改革実践虎の巻

日経BP社 2017.10 L336ロ

完全残業ゼロの働き方改革
どんな会社でも実践できる

米村歩／著,上原梓／著 プチ・レトル 2017.10 336.2ヨ

「働き方改革」まるわかり 北岡大介／著 日本経済新聞出版社 2017.7 366.3キ

働き方改革　個を活かすマネジメント 大久保幸夫／ほか著 日本経済新聞出版社 2017.11 336.4オ

働く人改革
イヤイヤが減って、職場が輝く！ほんとうの「働き方改革」

沢渡あまね／著 インプレス 2017.6 336.4サ

御社の働き方改革、ここが間違ってます！
残業削減で伸びるすごい会社

白河桃子／著 PHP研究所 2017.7 336.4シ

働き方改革７つのデザイン 土田昭夫／ほか編 日本経済新聞出版社 2017.9 336.4ハ

◆自分の時間を無駄にしない！
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

実践図解成果を上げながら「残業ゼロ」で帰れる
チームのつくり方

小山昇／著 宝島社 2017.7 336.2コ

チームの生産性をあげる。
業務改善士が教える68の具体策

沢渡あまね／著 ダイヤモンド社 2017.7 336.2サ

結果が出る仕事の「仕組み化」 庄司啓太郎／著 日経BP社 2017.9 336.2シ

６時だよ全員退社！　 生産性を上げる黄金ルール 田中健彦／著 日本経済新聞出版社 2017.8 336.2タ

残業ゼロの仕事のルール
捨てる「思考」で生産性が劇的に上がる

鳥原隆志／著
PHPエディターズ・グ
ループ

2017.7 336.2ト

なぜ、残業はなくならないのか 常見陽平／著 祥伝社 2017.4 336.4ツ

◆仕事と◯◯を両立させる
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

復職支援ハンドブック Return‐to‐work assistance
休職を成長につなげよう

中村美奈子／著 金剛出版 2017.11 336.4ナ

仕事と家庭は両立できない？
「女性が輝く社会」のウソとホント

アン=マリー・スローター
／著,関美和／訳

NTT出版 2017.8 366.3ス

ビジネスパーソンが介護離職をしてはいけないこれ
だけの理由

酒井穣／著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

2018.1 366.7サ

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

育児は仕事の役に立つ
「ワンオペ育児」から「チーム育児」へ

浜屋祐子／著,中原淳／
著

光文社 2017.3 366.7ハ

がんばらない介護 橋中今日子／著 ダイヤモンド社 2017.3 369ハ

親の介護で自滅しない選択 太田差惠子／著 日本経済新聞出版社 2017.2 369.2オ

家族に介護が必要な人がいます
親の入院・介護のときに開く本

西岡修／著,吉野槇一／
監修

朝日新聞出版 2017.3 369.2ニ

介護破産　働きながら介護を続ける方法
結城康博／著,村田くみ
／著

KADOKAWA 2017.4 369.2ユ

ＷＯＲＫ　ＬＩＦＥ　ＢＡＬＡＮＣＥ！
多様な生き方を求めて

山本陽子・奥田伸子合同
ゼミ・ワークライフバラン
ス研究会

2017.3 D377ワ

子育てしながら建築を仕事にする
成瀬友梨／編著,アリソン
理恵／ほか著

学芸出版社 2018.2 520.2コ
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Ｗ･Ｌ･Ｂと働き方改革
ワーク・ライフ・バランス



◆Ｗ･Ｌ･Ｂを実現する環境づくり
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

仕事の問題地図　「で、どこから変える?」進捗しない、ム
リ・ムダだらけの働き方

沢渡あまね／著 技術評論社 2017.3 336.2サ

企業ができるがん治療と就労の両立支援実務ガイド 遠藤源樹／著 日本法令 2017.9 336.4エ

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

「介護離職ゼロ」の職場のつくりかた
「大介護時代」に備える！

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

がん治療と就労の両立支援
制度設計・運用・対応の実務

近藤明美／編著,藤田久
子／ほか編著

日本法令 2017.12 336.4ガ

今すぐできる!中小企業の介護離職防止対策と制度
づくり

小林包美／著 第一法規 2017.10 336.4コ

社員の多様なニーズに応える社内規程のつくり方
矢萩大輔／共著,畑中義
雄／ほか共著

日本法令 2017.12 336.4シ

社労士がこたえる社員が病気になったときの労務管
理　すぐに役立つ!治療と仕事の両立支援ハンドブック

古川飛祐／著 税務経理協会 2017.7 336.4フ

ワーク・ライフ・バランスを実現する職場
見過ごされてきた上司・同僚の視点

細見正樹／著 大阪大学出版会 2017.2 336.4ホ

雇用と結婚・出産・子育て支援の経済学
女性のワーク・ライフ・バランス

足立泰美／著 大阪大学出版会 2017.3 366.3ア

家族・働き方・社会を変える父親への子育て支援
少子化対策の切り札

小崎恭弘／編著,田辺昌
吾／ほか編著

ミネルヴァ書房 2017.10 369.4カ

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 L498.8ガ

糖尿病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

中島英太郎／執筆 労働者健康安全機構 2017.3 L498.8ト

脳卒中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

豊田章宏／執筆 労働者健康安全機構 2017.3 L498.8ノ

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 L498.8メ

資生堂インパクト SHISEIDO IMPACT
子育てを聖域にしない経営

石塚由紀夫／著 日本経済新聞出版社 2016.5 576.7イ

職場のワーク・ライフ・バランス推進のための取組事
例集

内閣府仕事と生活の調
和推進室／編

内閣府仕事と生活の
調和推進室

2017.3 Ｇ00

イクボス取組事例集
愛知県産業労働部労政局
労働福祉課仕事と生活の調
和推進グループ／編

愛知県産業労働部労政
局労働福祉課仕事と生
活の調和推進グループ

2017.3 Ｇ23

その他
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

100年働く仕事の哲学　退職なき時代のキャリア進化論 長沼博之／著 ソシム 2017.8 159.4ナ

Transform未来への道標
テクノロジー、人財、働き方で未来を考える

JBCCホールディングス
Link編集室／編著

日経BPコンサルティン
グ

2017.6 335ト

ギグ・エコノミー
人生100年時代を幸せに暮らす最強の働き方

ダイアン・マルケイ／著,
門脇弘典／訳

日経BP社 2017.9 366マ

女性に伝えたい未来が変わる働き方
新しい生き方のヒントが見つかる

野村浩子／著 KADOKAWA 2017.2 366.3ノ

男女平等は進化したか
男女共同参画基本計画の策定、施策の監視から

鹿嶋敬／著 新曜社 2017.7 367.1カ
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