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【働き方改革に取り組む】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

人事・労務／著 ソシム 2019.6 /336.44/ｲﾏ/ 1109512689

松原 煕隆／著 第一法規 2019.6 /366.14/ﾏﾂ/ 0112016847

佐藤 広一／著
日本実業出版
社 2019.8 /366.14/ｻﾄ/ 1109609436

松井 一恵／著
ロングセラー
ズ 2019.4 /366.4/ﾏﾂ/ 1109446060

大和総研コンサルティン
グ本部／編 中央経済社 2019.7 /336.4/ｺﾉ/ 0112025501

宮崎 敬／著，
佐貫 総一郎／著

金融財政事情
研究会 2019.3 /366.4/ﾐﾔ/ 0111989809

【労働法をやさしく学び、使いこなす】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

佐々木 力／著他 自由国民社 2019.6 /336.14/ｻｻ/ 1109406080

萩谷 雅和／監修，
菅原 修／監修 幻冬舎 2019.2 /366.14/ﾁｼ/ 0111971357

今野 晴貴／著 イースト・プレス 2018.8 /366.14/ｺﾝ/ 0111905915

所 浩代/著他 旬報社 2014.2 /366.14/ｶｲ/ 0111332826

藤本 勉／著 労働調査会 2017.2 /366.4/ﾌｼ/ 0111688884

加納 明夫／著，
中山 貴子／著

日本経済新聞
出版社 2016.11 /366.14/ﾌｼ/ 0111651980

河野順一／著 清文社 2016.1 /336.4/ｺｳ/ 1108159094
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就業規則・労使協定など労働条件に関することから、採用・
退職など人事に関することまで、会社、社員みんなが知りた
い労働法の実務知識がやさしくわかる解説書。パートタイ
ム・有期雇用労働法、働き方改革関連法等に対応。

同一労働同一賃金、長時間労働の是正、高度プロフェッ
ショナル制度など、働き方改革で行われる主な取り組みに
ついて、Q&Aとともにわかりやすく解説。労働法の基礎知識
もまとめる。

労働トラブルの予防策・解決策を考えるにあたっては、民
法・刑法・憲法の知識と理解と、就業規則の活用が必要。
採用、退職、解雇、ハラスメントなど、50の具体的な事例で
わかりやすく丁寧に解説する。

知識ゼロからの働き方改革で変わる労働法入門

労働基準法では届かない!民法・刑法・憲法と就業規則で解決する
労務トラブル50

弁護士は見た! 職場の労働トラブル 最低限知っておきたい労働法の基本が楽しく学べるコミック
エッセイ。残業代が支給されない、育休明けの異動、派遣
先の社員からセクハラ…。職場で遭遇しがちなトラブル事
例をマンガで紹介し、対処法を解説する。

働き方改革～労使トラブルの防止と解決
オーテピア高知図書館には労働法をやさしく学べたり、紛争解決に役立つ本があります。このブックリストでは、働き方改
革の推進のほか、労使トラブルの防止や解決の一助となるような本をご紹介します。

No．
書名

今から間に合う! 小さな会社の働き方改革対応版
就業規則が自分でできる本

図解働き方改革法らくらく対応マニュアル
パッとつかめる実務のステップ

「働き方改革関連法」企業対応と運用の実務がわかる本

「ブラック企業」とゼッタイ言わせない 松井式超!働き方改革
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この働き方改革が企業と従業員を変える
ぜひ取り組みたくなる成功の3カ条

ブラック企業から身を守る!会社員のための「使える」労働法 諦めるな! 自分を責めるな! 労働法を武器に自分を守れ! 非
常識な上司につける薬とその効用、労働法で年収を増やす
方法、損をしない辞め方&働き方など、労働法で仕事の悩
みを解決する方法を紹介する。
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会社でうつになったとき　労働法ができること

内容紹介（※）

労働法の基本がわかる　やさしく解説[2019]　改訂12版

No．
書名

内容紹介（※）
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現場からはじめる働き方改革
6

長時間労働、過剰なノルマ、ハラスメントでメンタル不調の
状態になったときのために、解雇・退職のルール、休職・復
職のルール、労働時間規制、病気の労働者を支える制度
などについて解説します。

社長!その労務管理はアウトです!　もめない会社の労働法入門 労働法をわかりやすい言葉に“翻訳”し、労務管理の基本を
解説した本。長時間労働問題や定額残業制の矛盾、パート
タイマーの賃金格差など、中小企業にとって関心の高い
テーマについて、法律上の原則を説明する。
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就業規則で定めなければならない最低限のルール、働き方
改革法の概要とメリット&リスク…。短時間で「働き方改革」
に対応するために必要な項目を、最小限かつ具体的にまと
める。サンプル就業規則のダウンロードサービス付き。

「働き方改革法」による各種法改正について、中小企業の
担当者が「何を」「いつまでに」対応すべきかを、図やフロー
チャートなどを用いてわかりやすく解説。主要ひな型のダウ
ンロードサービス付き。

企業の経営者や人事・労務担当者に向け、2019年4月より
順次施行されている「働き方改革関連法」について、企業と
して知っておくべきことや、行っておくべき対応策を、フロー
チャートや規定例を交えて詳しく説明する。

社会保険労務士が、お金も時間もかけないで「満足度9割」
の職場をつくる方法を伝授。採用から賃金、労働時間、福
利厚生、女性とシニアの活用、ハラスメント、欠勤・休職・退
職まで、相談の多かった案件と解決方法を紹介する。

「ライフプラン」「人事制度」「組織運営」「職場環境」「能力開
発」「生産性向上・業務改善」の6つの面から自分たちででき
る「働き方改革」を金融機関の現場を例に探る。

働き方を変え、従業員が達成感を得る仕組みが回りはじめ
れば、企業業績の向上につながる! 人材を取り巻く環境と
課題、今後の人事制度の行方を考察し、事例を紹介。改革
の方向性や具体的な施策を検討する際の指針を示す。
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【トラブルを防ぐ労務管理】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

向井 蘭／著
日本実業出版
社 2019.3 /366.4/ﾑｶ/ 0111986877

内海 正人／著 労働新聞社 2019.3 /366.14/ｳﾂ/ 1109427110

社会保険労務士「高
志会」グループ／著 日本法令 2019.4 /336.4/ｼﾝ/ 1109500197

遠藤元一／著他 第一法規 2018.3 /336.4/ｴﾝ/ 1108976802

【紛争解決・救済手段】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

加納 明夫／著，
中山 貴子／著

日本生産性本部生産
性労働情報センター 2019.4

/366.18/ｶﾉ
/1 1109507325

島田 直行／著 プレジデント社 2018.10 /366.14/ｼﾏ/ 0111930375

君嶋 護男／著 労働調査会 2017.4 /366.3/ｷﾐ/ 0111706599

三好 啓允／著 日本法令 2016.4 /366.4/ﾐﾖ/ 1108261403

労働紛争実務研究
会／編

民事法研究会 2018.1 /366.14/ｼﾖ/ 1108947191

岩本 俊也/著，
青野 覚/監修 中央経済社 2013.6 /366.67/ｲﾜ/ 1107099093
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No．

社労士が選ぶ実務に役立つ労働判例100選
労務トラブル未然防止のために　上巻1-50

社労士による労働判例のガイド。労務トラブルの未然防止
という視点から判例を選び、最高裁判決、地裁判決、高裁
判決を論じる。上巻は、同一労働同一賃金、労働時間規制
などをテーマとした50事例を収録。

人事・労務ビジネスフォーム全書　現場で起こりうるあらゆるシーン
に対応した，採用から日常業務、休職・退職、労使協定書まで

書面作成は有効な労使トラブル防止策! 採用から日常業
務、休職・退職、労使協定書まで、現場のあらゆるシーンに
対応した429書式を掲載。平成31年3月現在の法令に準
拠。Word、Excelで使えるCD-ROM付き。

人事・労務担当者のための労働法のしくみと仕事がわかる本 最新版

ここがポイント!労使トラブルはこれで解消!

内容紹介（※）

書名
内容紹介（※）

※内容紹介はTRCマークによる

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
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ハラスメントの境界線とは? ハラスメント関連の判決から、
85の事例を「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け
た提言」の類型に沿って形態別に分類・整理して紹介する。

労使紛争で重要な7つのテーマについて解説。シナリオと
Q&Aを融合させ、労使紛争の時系列に沿って、労働関係法
令の知識、裁判手続の知識、主張・立証や和解交渉の勘
所等、労使紛争対応の際に必要な情報をまとめる。

労働法の全体像を提示すると共に、採用から解雇、労働時
間、ハラスメントや労働組合対応まで、あらゆる労務トピック
に触れながら、実務上問題になりがちなポイントに絞って解
説する。2019年4月施行の働き方改革法に対応。

労務管理の細かい疑問から、経営の根幹を揺るがす問題
まで、類似の判例等を交えて「なぜ労使トラブルとなってし
まったのか?」「裁判等ではどのように判断されるのか?」を
わかりやすく解説する。

おさえておきたいパワハラ裁判例85

シナリオとQ&Aでわかる!労使紛争対応実務マニュアル　紛争発生か
ら労働審判・裁判・和解まで
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労働紛争あっせん実例集 労働委員会で実際に扱ったあっせん事案について、労使そ
れぞれの主張や解決に至るまでのプロセスなどを具体的に
紹介。関連する判例や、問題となる法的論点も丁寧に解説
する。

社長、辞めた社員から内容証明が届いています
「条文ゼロ」でわかる労働問題解決法

解雇、うつ病、労災、パワハラ…。労働事件のプロが、訴訟
になる前に話し合いでトラブルを解決するための具体的な
アドバイスを提供。中小企業の社長が理解しやすいよう、典
型的な事例をベースに労働問題の解決法を解説する。

人事労務に強くなれる「社員」トラブルを解決に導く行動と考え方が
身につく本３訂版

懲戒の可否をめぐるケース、課題を抱えた社員をめぐる
ケースなど、現役法務部員が実体験をヒントに社員トラブル
をストーリー化。事例の概要や、担当者が押さえておくべき
思考方法と行動のポイントをわかりやすく解説する。
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書式労働事件の実務
本案訴訟・仮処分・労働審判・あっせん手続まで 労使紛争をめぐる事件類型ごとに実体法上の知識と各裁

判手続上の留意点について説明した一冊。訴訟・仮処分・
労働審判手続を中心に、訴状・申立書、答弁書、控訴状、
文書提出命令申立書等の書式例を掲げて解説する。
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No．
書名

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-
9352
https://otepia.kochi.jp/library


