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NO 資料コード 書名 著者 請求記号

1 112314976
世界最先端の研究から生まれたすごいメンタル・ハック ストレス

フリーで生きる77の心理術
内藤 誼人 159 ナ

2 112297650
いまはそれアウトです! 社会人のための身近なコンプライアンス

入門
菊間 千乃 320 キ

3 112104955
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 336.2 サ

4 112300207 「グチ活」会議 社員のホンネをお金に変える技術 仁科 雅朋 336.2 ニ

5 112288055 勤勉な国の悲しい生産性 なぜ経営の正義としてまかり通るのか ルディー和子 336.2 ル

6 112314158
できる上司は会話が9割 「困った部下」が戦力に変わる、

コーチングのスゴ技
林 健太郎 336.3 ハ

7 112032529
15分でチームワークを高めるゲーム39 2人から100人でも

できる!

ブライアン　コール

ミラー
336.3 ミ

8 112085816 「良い質問」をする技術 粟津 恭一郎 336.4 ア

9 112317185 職場の「感情」論 相原 孝夫 336.4 ア

10 112287701
職場のざんねんな人図鑑 やっかいなあの人の行動には、理由が

あった!
石川 幹人 336.4 イ

11 111792826 世界でいちばん会社が嫌いな日本人 斎藤 智文 336.4 サ

12 112318746
「うん、そうだね」と女性部下に言ったら、「信頼される上司」に

なれた
玉居子 高敏 336.4 タ

13 112249883
異文化理解の問題地図 「で、どこから変える?」グローバル化

できない職場のマネジメント
千葉 祐大 336.4 チ

14 112333497 「働かないおじさん問題」のトリセツ 難波 猛 336.4 ナ

15 112081195
言いにくいことをハッキリ言っても好かれる人の習慣 嫌われ

たくない…でも、軽く扱われたくない!
能町 光香 336.4 ノ

16 112265822
Think CIVILITY Think CIVILITY 「礼儀正しさ」こそ最強の

生存戦略である

クリスティーン　ポ

ラス
336.4 ポ

17 112309307 もし、部下が適応障害になったら 部下と会社を守る方法 森下 克也 336.4 モ

18 112349311
社会人に最も必要な「頼る」スキルの磨き方 あなたの力を

120%発揮させる「伝え方+考え方」
吉田 穂波 336.4 ヨ

19 112241427
コミュ力ゼロからの「新社会人」入門 仕事の不安がスッキリ

解消!厳選メソッド49
渡瀬 謙 336.4 ワ

20 112269212 離れたくても離れられないあの人からの「攻撃」がなくなる本 Joe 361 ジ

21 112340278 マンガでわかるあなたを傷つけるあの人からの攻撃がなくなる本 Joe 361 ジ

22 112308564 職場六法 働く人を守る! 岩出 誠 366 イ

23 111994638 職場の人間科学 ビッグデータで考える「理想の働き方」 ベン　ウェイバー 366 ウ

24 112284054
会社のきれいなやめ方 退職のプロが教えます! すぐやめたい人

もいつかやめるかもしれない人もこの1冊で円満退社
 弁護士による退職

代行サービス研究会
366 カ

25 112341649 ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論
デヴィッド　グ
レーバー

366 グ

26 112254313 これ一冊でぜんぶわかる!労働基準法 2019～2020年版 今井 慎 366 コ

27 112338348 この働き方大丈夫? カラー図解イラスト付き 中国新聞取材班 366 コ

28 112233960 30代の働く地図 玄田 有史 366 サ

資料リスト

展示「大丈夫ですか？労働環境～職場のハラスメントを許さない～」

期間：2021年4月29日～6月5日



29 112286307 職場のハラスメント防止策と事後対応がわかる本 法改正対応! 大槻 哲也 366 シ

30 111989687
ブラック企業を許さない! 立ち上がった若者たちに学ぶ闘い方

マニュアル
清水 直子 366 シ

31 112285622 図解わかる労働基準法 2020-2021年版 荘司 芳樹 366 シ

32 112305933
無理しない働き方 頑張ってもうまくいかない ひょっとして発達

障害?と思ったら読む
陶 貴行 366 ス

33 112287404 年次有給休暇制度の解説とQ&A 労働調査会出版局 366 ネ

34 112339999 ハラスメント言いかえ事典 トラブル回避のために知っておきたい 山藤 祐子 366 ハ

35 112310040 ハラスメント大全 それ、やってはいけない! 野原 蓉子 366 ハ

36 111974861 あ、「やりがい」とかいらないんで、とりあえず残業代ください。 日野 瑛太郎 366 ヒ

37 112254768 ブラック職場があなたを殺す
ジェフリー　フェ

ファー
366 フ

38 112118682 一生、同じ会社で働きますか? 山崎 元 366 ヤ

39 112273743
働く人のための感情資本論 パワハラ・メンタルヘルス・ライフ

ハックの社会学
山田 陽子 366 ヤ

40 112348107 お仕事六法 法律はあなたの味方 正社員ver. 横山 佳枝 366 ヨ

41 112313937
ストレス社会で「考えなくていいこと」リスト どうしようもなく

仕事が「しんどい」あなたへ
井上 智介 498.8 イ

42 111999207 “職場のいじめ”労働相談 
いじめメンタルヘル

ス労働者支援セン

ター
498.8 シ

43 112288337
会社に行きたくない。さて、どうする? サラリーマン・引きこもり

たくなる深層心理とその対処法
和田 秀樹 498.8 ワ

44 112269121 カスハラ モンスター化する「お客様」たち カスタマーハラスメント
NHK「クローズアッ

プ現代+」取材班
673 カ

45 112340658 なぜ、日本の職場は世界一ギスギスしているのか 沢渡 あまね S336.3 サ

46 112221213 職場のハラスメント なぜ起こり、どう対処すべきか 大和田 敢太 S366 オ

47 112339650 大人のいじめ 坂倉 昇平 S366 サ

48 112280276 フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか 堀内 都喜子 S366 ホ

49 112332648 従順さのどこがいけないのか 将基面 貴巳 Y316 シ

50 112298013 過労死しない働き方 働くリアルを考える 川人 博 Y366 カ

51 111971198 パワハラに負けない! 労働安全衛生法指南 笹山 尚人 Y366 サ

52 111746962 労働法はぼくらの味方! 笹山 尚人 Y366 サ

53 111890984 それ、パワハラです 何がアウトで、何がセーフか 笹山 尚人 Y366 サ

54 111888897 しあわせに働ける社会へ 竹信 三恵子 Y366 タ

55 112120175
これを知らずに働けますか?  学生と考える、労働問題ソボクな疑

問30
竹信 三恵子 Y366 タ
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