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被雇用者・労働者の知識

ここがポイント!労使トラブルはこれで解消! 内海 正人／著 労働新聞社 2019.3 366.14/ｳﾂ19/ 0014819262

ケースでわかる!解雇・雇止めトラブル解決の実務 大村 剛史／著 労務行政 2021.9 366.14/ｵｵ21/ 0015927502

働くときの法律ウソ?ホント? 金井 正元／著 信山社 2017.8 366.14/ｶﾅ18/ 0014210090

労使トラブルを解決するならこの1冊 河野 順一／著 自由国民社 2016.9 366.14/ｺｳ17/ 0013618376

図解でわかる労働者派遣いちばん最初に読む本 佐藤 広一／著 アニモ出版 2020.12 366.14/ｻﾄ20/ 0015674724

知らなきゃトラブる!労働関係法の要点
全国労働基準関係
団体連合会／編

全国労働基準関
係団体連合会

2021.3 366.14/ｾﾝ21/ 0015856685

学生のためのワークルール入門　アルバイト・イン
ターンシップ・就活でトラブルにならないために

道幸 哲也／編著 旬報社 2020.3 366.14/ﾄｳ20/ 0015209794

ワークルールの論点　職場・仕事・私をめぐって 道幸 哲也／著 旬報社 2019.6 366.14/ﾄｳ21/ 0015406846

弁護士は見た!職場の労働トラブル 藤池 尚恵／著
日本経済新聞出
版社

2016.11 366.14/ﾌｼ16/ 0013511464

コロナ危機でみえた雇用の法律問題Q&A 水谷 英夫／著 日本加除出版 2021.2 366.14/ﾐｽ21/ 0015731821

すぐに役立つ泣き寝入り無用!職場のトラブルをめぐ
る法律問題と実践解決書式

森 公任／監修 三修社 2021.7 366.14/ﾓﾘ21/ 0015457104

働く人のための法律ガイドブック　働き方改革対応
版

労働問題研究会
／著

労働教育セン
ター

2020.7 366.14/ﾛｳ20/ 0015309768

図解最新労働基準法と労働条件の基本がわかる事
典　会社の「働き方改革」待ったなし!

小島 彰／監修 三修社 2018.1 366.15/ｺｼ18/ 0014246003

労働基準法がよくわかる本 下山 智恵子／著 成美堂出版 2020.10 366.15/ｼﾓ08/2020 0015383540

知らなきゃトラブる!労働基準関係法の要点
全国労働基準関係
団体連合会／編

全国労働基準関
係団体連合会

2016.4 366.15/ｾﾝ16/ 0013579529

パワハラ不当解雇　尊厳を回復し、解雇を高くつか
せる闘い方

高橋 秀直／著 旬報社 2018.11 366.14/ﾀｶ18/ 0014778708

最新パワハラ防止法対策がよ～くわかる本　「労働
施策総合推進法」が本格施行!

池辺 健太／著 秀和システム 2022.4 366.3/ｲｹ22/ 0016070815

イラストで解説パワハラ防止法・指針 森井 博子／著 労働新聞社 2020.5 366.3/ﾓﾘ20/ 0015216492

Q&Aハラスメントをめぐる諸問題　セクハラ・パワハ
ラ・マタハラ・アカハラ・モラハラ

山梨県弁護士会
／編集

ぎょうせい 2019.9 366.3/ﾔﾏ19/ 0015133176

会社で泣き寝入りしないハラスメント防衛マニュアル
部長、それってパワハラですよ

山田 真由子／著 徳間書店 2021.1 366.3/ﾔﾏ21/ 0015735749

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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雇用者・経営者の知識

Q&A職場の労務トラブル対処法　会社を守る中小会
社経営者の転ばぬ先の杖

荒木 康之／著 セルバ出版 2020.2 336.4/ｱﾗ20/ 0015204217

新型コロナ労務トラブルケース別相談事例集 岩出 誠／著 日本法令 2020.10 336.4/ｲﾜ21/ 0015391956

働き方改革時代の労務トラブル解決事例　税理士も
知っておきたい

加藤 佑子／編著 ぎょうせい 2019.3 336.4/ｶﾄ19/ 0014823157

実例から学ぶパートタイム労働者のトラブル解決と
防止策のすべて　働き方改革関連法対応

小林 包美／著 第一法規 2019.10 336.4/ｺﾊ20/ 0015073802

危機に備えるための入門図解解雇・退職・休業・助
成金の法律と手続き　事業者必携

森島 大吾／監修 三修社 2020.8 336.4/ﾓﾘ20/ 0015379506

自然災害発生・感染症流行時の労務リスク低減の
ポイント

横山 直樹／著 労働新聞社 2020.12 336.4/ﾖｺ21/ 0015706732

すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる最新入管法と外
国人雇用の法律問題解決マニュアル

服部 真和／監修 三修社 2019.12 336.42/ﾊﾂ20/ 0015224272

外国人労働者の採用・雇用をめぐる実務相談Q&A 若松 絵里／著 清文社 2019.10 336.42/ﾜｶ19/ 0015026495

中小企業の残業代紛争使用者側の実務　請求への
適切な対応で、早期解決を目指す!

狩倉 博之／編著 学陽書房 2021.4 336.44/ｶﾘ21/ 0015708407

発達障害の人の雇用と合理的配慮がわかる本 石井 京子／著 弘文堂 2020.5 366.28/ｲｼ20/ 0015313620

障がい者雇用の教科書　人事が知るべき5つのス
テップ

二見 武志／著 太陽出版 2020.9 366.28/ﾌﾀ20/ 0015570906

パワハラ防止法の労務実務　サクッと早わかり! 岡田 良則／著 自由国民社 2020.3 336.4/ｵｶ20/ 0015254857

上司が萎縮しないパワハラ対策　パワハラ新法への
上手な対応

加藤 貴之／著 日本法令 2019.7 336.4/ｶﾄ19/ 0014632905

働きやすい職場を作る「パワハラ」管理職の行動変
容と再スタート

樋口 ユミ／著 第一法規 2022.3 336.4/ﾋｸ22/ 0016055733

パワハラ問題　アウトの基準から対策まで 井口 博／著 新潮社 2020.10 366.3/ｲｸ20/ 0015628928

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／監修 成美堂出版 2020.5 366.3/ｵｵ20/ 0015357155

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

小笠原六川国際総
合法律事務所／著

清文社 2020.6 366.3/ｵｶ20/ 0015216955

パワハラ・いじめ職場内解決の実践的手法　防止法
施行で対応急務!!

金子 雅臣／著 日本法令 2020.10 366.3/ｶﾈ20/ 0015386279

現場で役立つ!ハラスメントを許さない現場力と組織
力

鈴木 瑞穂／著
日本経済新聞
出版社

2019.10 366.3/ｽｽ19/ 0015050602

パワハラ防止の実務対応　改正法の内容と「パワハ
ラ」と「業務指導」の線引きを徹底解説

帯刀 康一／著 労務行政 2019.11 366.3/ﾀﾃ19/ 0015101405

パワハラ・セクハラ・マタハラ相談はこうして話を聴く
こじらせない!職場ハラスメントの対処法

野原 蓉子／著 経団連出版 2020.7 366.3/ﾉﾊ20/ 0015628795

人事に役立つハラスメント判例集50 坂東 利国／著
全日本情報学習
振興協会

2020.3 366.3/ﾊﾝ20/ 0015203144

Q&A「職場のハラスメント」アウト・セーフと防止策 布施 直春／著 中央経済社 2020.9 366.3/ﾌｾ20/ 0015568413

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 2020.3 366.3/ﾐｽ20/ 0015256068

図解でわかる職場のハラスメント対策いちばん最初
に読む本

山田 芳子／著 アニモ出版 2019.6 366.3/ﾔﾏ19/ 0014947105

職場のいじめとパワハラ防止のヒント 涌井 美和子／著
産労総合研究所
出版部経営書院

2020.8 366.3/ﾜｸ20/ 0015525652

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　社会科学班
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