
ありがとう! 開設20周年!

神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 兵庫県中央労働センター1F

 T E L　078-367-3895
 F A X　078-367-3896
 MAIL　info@hyogo-roudou.jp
　H P　 https://hyogo-roudou.jp

（公財）兵庫県勤労福祉協会
ひょうご労働図書館

編
集
・
発
行

モバイルサイトに
アクセス！開館日時　■月～金曜日 10：00 ～ 18：00

　　　　　■土曜日 10：00 ～ 17：00
休 館 日　■日曜・祝日　■年末年始　12/29 ～ 1/3
　　　　　■毎月第2月曜日※祝日等と重なった場合翌日
　　　　　■蔵書整理期間10月に１週間程度  

みんなが利用できる 小さな図書館

1 面 特集 開設 20周年事業

2面 新着図書・雑誌 紹介
 ～ 図書館員のおすすめ！
3面 偉人達の名言！

4面 労働問題講演会案内
 貸出ランキング
 開館カレンダー
 関係機関からのお知らせ 等
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【交通】
　● 神戸市営地下鉄
　　「県庁前駅」西へ5分～7分
　● 神戸高速鉄道
　　「花隈駅」北へ5～7分

　● JR西日本「元町駅」・
　　 阪神「元町駅」
　　 西へ15分～16分

ひょうご労働図書館
（中央労働センター1F）

N

　ひょうご労働図書館は、日頃の感謝を込め
て、標記イベントを開催します。
　当館は、どなた様でもご利用いただけます。
　この機会に、ぜひご来館ください。

令和 2年度
4号

日 時

労働関係図書・小説・雑誌等 約700冊
一人 １日最大10冊 まで

11/18日水～20日金 10時～18時

場 所 兵庫県中央労働センター1階　ひょうご労働図書館内

■転売等の営利を目的とした参加は、ご遠慮ください。
■初めてご来館される方は、図書カードをお作り致します。住所、氏名の確認ができるもの
（運転免許証、健康保険証、学生証等）をご提示ください。
■コロナウイルス感染予防対策（Ｐ4に記載）に、ご協力をお願い致します。

古本リサイクル・
フェア開催！
詳しくは、
ホームページを

書見可能な本を“無料”でお譲りします。



労働関係、経営、小説、雑誌  あなたの読みたい本がここにある・・・

■ 法律
・AI時代の法学入門　学際的アプローチ 太田 勝造　ほか

・民事紛争交渉過程論　増補第２版 和田 仁孝

・改正対応！　図解で早わかり 民法のしくみと手続き 森 公任・ 森元 みのり　監修

■ 就労・労務関係
・70歳雇用延長に対応! 入門図解
　高年齢者雇用安定法の知識　 森島 大吾　監修

・Q&Aでわかる テレワークの労務・法務・情報セキュリティ 足立 昌聰　ほか

・新型コロナウイルス影響下の人事労務対応
　Q＆A COVID−１９ 小鍛冶 広道　ほか

・新・仕事力 「テレワーク時代」に差がつく働き方 大前 研一

・「超」働き方改革　四次元の「分ける」戦略 太田 肇

■ 労働事情

・2020年版日本労働年鑑　 第90集 法政大学大原社会
問題研究所

・明るい逆参勤交代が日本を変える
　　働き方改革と地方創生の同時実現 松田 智生　編著

■ 経済
・武器としての「資本論」 白井 聡

・現代経済学の直観的方法 長沼 伸一郎

■ 経営・経営管理
・アフターコロナの経営戦略
　　コロナショックを生き延びる！事業経営の実践ノウハウ 森 泰一郎

・営業力を高めると、人生も楽しくなる!
　売れる女性営業の新ルール 山本 幸美

・税理士が判断に迷う会社税務100例
　　調査現場からの厳選蔵出し事例集 馬場 文明

・コンタクトレス・アプローチ
　　テレワーク時代の営業の強化書 長尾 一洋

■ マーケティング
・売り上げ・集客に繋がる
　動画マーケティングトーク術＆撮影・制作テクニック 久松 慎一　江見 真理子

・巣ごもり消費マーケティング
　　「家から出ない人」に買ってもらう100の販促ワザ 竹内 謙礼

■ 行政・地方行政
・シン・ゴジラが語る我が国の危機管理 大庭 誠司

・まちのファンをつくる 自治体ウェブ発信テキスト 秋田 将人

・そのまま使える! 
　公務員の文書・資料サンプルBOOK 狩野 哲也

■ 伝記・企業研究
・吉本興業の約束　エンタメの未来戦略 大崎 洋　坪田 信貴

■ 雑誌紹介 
　 開業社会保険労務士専門誌SR
　 労政時報

労働法令通信
労働判例

月刊人事マネジメント
月刊ビジネスガイド

企業診断
月刊経団連

労働法律旬報
季刊労働法

著者 / 夏目誠

「職場不適応のサイン」
ベテラン産業医が教える気づきと対応のコツ

社会問題化している「職場不適応」。対応に悩む
職場関係者や家族、本人にも読んで欲しい一冊で
す。職場不適応には、職場要因（配置転換など）と
個人要因（価値観など）が複雑に絡み合っています
が、対応のコツなどが、豊富な事例とイラストを交
えて分かりやすく解説されています。また、本人
だけでなく周りも気付けるストレスサインや「朝
刊シンドローム」などの症候群が紹介されていま
すので、あなたもチェックして早期発見や予防に
役立ててみませんか。 (S) 

編者 / いの まちこ　漫画 / たたら なおき

「デコちゃんが行く　袴田ひで子物語（漫画）」 

「袴田事件（強盗殺人放火事件）」の袴田巌さんの
姉、ひで子さんは現在87歳。54年間もの長きにわたっ
て、巌さんの無実を証明するために闘い続けておられ
ます。事件により、突然奪われた日常。そして、死刑判
決という絶望の中、それでも巌さんを信じ、明るく前向
きに生きるひで子さんと多くの支援者達がこの本に描
かれています。新型コロナウイルス感染症の流行で日
常生活が急転し不安や閉塞感の中にいる今、本書か
ら彼女の強さや人の輪が持つ力に触れることにより「負
けるもんか」というパワーを受け取ってください。 （Ｍ）

図書館員のおすすめ！



労働関係、経営、小説、雑誌  あなたの読みたい本がここにある・・・

■ 小説
・琥珀の夢 　小説 鳥井信治郎　上・下 伊集院 静

・鹿の王 　水底の橋 上橋 菜穂子

・首里の馬 高山 羽根子

・女であるだけで ソル・ケー・モオ

・光秀の選択 鈴木 輝一郎

・幻庵（げんなん）　上・中・下 百田 尚樹

■ 心理学
・あなたの不安を解消する方法がここに書い

てあります。 吉田 尚記

■ 情報科学
・最強 時短ワザ　ショートカットキー辞典
　これだけで仕事がスピードアップ

・ゼロからはじめる ZOOM 基本＆便利技 マイカ

・テレワーク実践ガイド　完全版
　3大ツール対応　Zoom　Slack　Teams 日経パソコン

・5G　大容量・低遅延・多接続のしくみ 岡嶋 裕史

■ 社会学
・コロナショックと昭和おじさん社会 河合 薫

■ 能力開発　その他
・13歳から分かる!  7つの習慣 自分を変えるレッスン 「7つの習慣」編集部　監修

・ファーストクラスCAの心をつかんだ
　マナーを超えた「気くばり」  清水 裕美子

・はじめての発明　アイデアを商品化して収入を得る方法 松本 奈緒美

・いいね! 日本酒 はじめての美味しい1杯 上杉 孝久

・欲がでました ヨシタケシンスケ

・組織力を高める テレワーク時代の新マネジメント
　4つの壁を越え、自律自走するチームを作る 成瀬 岳人

・気がつけば、終着駅 佐藤 愛子

・声に出して読みたい理系用語 : 
　数学 生物 物理 地学 化学 医学 信定 邦洋

・虫とゴリラ 養老 孟司　ほか

・感染症社会 　アフターコロナの生政治 美馬 達哉

・コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ

・はたらくって、なんやろな? イドミィの小学生たち

・孤独の価値 森 博嗣

・これからの会社員の教科書
社内外のあらゆる人から今すぐ評価されるプロの仕事マインド71 田端 信太郎

・中小企業のための 社内研修の効果的な進め方 髙尾 英正

掲載している図書等は、新着の一部です。
詳しくは、ホームページをご覧ください。

ジュリスト
PRESIDENT

週刊東洋経済
週刊エコノミスト

ピーター・Ｆ・ドラッカー（1909 ～ 2005）　経営学者

優先順位決定のための四つの原則
著者 / 内藤誼人

世界最先端の研究が教える「もっとすごい心理学」 

心理学の知識など、雑学程度のもの。と思って
いたら、本書を読んでびっくり！第1章からズバリ！

『プレゼンに使える「3の魔法」』等の心理学に好奇
心がくすぐられ、第2章以降に進むにつれて、『自分
の未来を正しく予想するには』等、自分では気づか
なかった人生に役立つ心理学について書かれてい
ます。もちろん話のネタに役立つことは間違いな
いです。 （Ｍ）
　  ※前作「世界最先端の研究が教えるすごい心理学」も所蔵

偉人達の名言！ ＜テーマ：仕事の成果・やり方＞

週刊ダイヤモンド
日経ビジネス

日経WOMAN
中央公論

週刊新潮
週刊文春

致知

　2003年の発売以来、今もなお読み続けられている名言集です。読
めば、ドラッカーの人生観（哲学）に頷き、またはハッと気づかさられ
ることでしょう。

　優先順位の決定には、いくつか重要な
原則がある。すべて分析ではなく勇気にか
かわるものである。第一に、過去ではなく
未来を選ぶ。第二に、問題ではなく機会
に焦点を合わせる。第三に、横並びでは
なく独自性をもつ。第四に、無難で容易な
ものではなく、変革をもたらすものを選ぶ。
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ひょうごファミリーパック
～福利厚生制度導入をご検討の中小企業経営者の皆様へ～

話すチカラ 齋藤 孝, 
安住 紳一郎

空飛ぶタイヤ　 池井戸 潤

定年をどう生きるか 岸見 一郎

落日 湊 かなえ

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ

思わず考えちゃう ヨシタケシンスケ

寂しい生活 稲垣 えみ子

8「疲れない」が毎日続く!休み方マネジメント 菅原 洋平

8「空腹」こそ最強のクスリ 青木 厚

8 兵庫のトリセツ 地図で読み解く初耳秘話 先崎 仁

 ほか

開設 20周年記念事業
労働問題講演会開催のご案内

貸出ランキング

開館カレンダー

関係機関からのお知らせ

　当図書館では、来館者の皆様に安心してご利用頂けるように、次のと
おり新型コロナウイルス感染拡大防止対策に取り組んでおります。ご協
力をお願い致します。

 【図書館が行う感染防止対策】
　◆ 消毒薬の設置や返却図書等の消毒
　◆ 人的接触距離の確保を行うための座席数等削減や仕切板設置　
　◆ 換気　等
 【来館者がご協力いただく感染防止対策】
　● マスクの着用
　● 手指の消毒
　● 人的接触距離の確保　等

【新型コロナウイルス感染拡大防止対策】

① 新着図書　　　② おかえり！返却図書たち　　③ コロナ禍と働き方
④ 小泉八雲関連　⑤ 史誌　　⑥ もっとWLB!　残業削減のヒント！
⑦ 貸出ランキング ※ワーク・ライフ・バランスコーナー内

コーナー紹介

危機は予想したり、管理したりするのは難しいと言われます。現
在の新型コロナ禍はまさに危機であり、世界中で感染拡大と縮小を
繰り返し、そのたびに感染防止と経済活動の両立への対応に苦慮し
ています。我が国でも政府及び自治体は種々の対策を講じています
が、有効な防止策は確立出来ていません。

民間企業では倒産回避・経営継続方策が、個人
では感染回避・就業維持方策が大きな課題となっ
ています。想定困難なパンデミック事象や自然災
害が頻発する厳しい時代においての労働、雇用の
有効な対応策を講師よりご講演いただきます。

“異常と変化に対応しうる「働き方」へ”
 ～危機の時代における企業継続策と雇用維持策は～

講　　師：玄田 有史氏　（東京大学社会科学研究所教授）
〈略歴〉　88 年東京大学経済学部卒業、ハーバード大、オックスフォード大

客員研究員、学習院大学教授を経て、東京大学社会科学研究所教授。
博士（経済学）。近年は、危機対応学の研究を推進。

〈著書〉　「ジョブ・クリエイション」（単著：04 年・日経新聞）、「人手不足
なのになぜ賃金が上がらないのか」（編著：17 年・慶應義塾大学出
版）、「30 代の働く地図」（編著：18 年・岩波書店）「危機対応の社
会科学（上・下）」（共編著：19 年・東京大学出版会）など多数。

開催日時：2020 年 12月 21日（月）15:00 ～ 17:00
場　　所：兵庫県民会館９階　けんみんホール
　　　　  　神戸市中央区下山手通 4-16-3  ☎ 078-321-2131

※ 当館所蔵

サービス ① 図書・雑誌リクエスト ② 図書・雑誌予約　　
 ③ レファレンス（図書所蔵確認等） ④ 「兵庫県立図書館」図書取寄せ

貸 出 貸出冊数：10冊以内
 貸出期間：基本２週間以内、貸出延長により、最大８週間！
  １回目の貸出延長は、電話１本で手続き完了！
  ２回目以降の貸出延長は、来館による手続きが必要！
  　※予約が入っている場合は、不可。

返 却 開 館 日：当館受付カウンターに持参
 閉 館 時：返却ポスト（赤色）に投函 ポスト

※兵庫県中央労働センター
　玄関入口内に設置

利用案内

古本リサイクル・フェア 労働問題講演会

どなた様も
無 料で

参加できます!
電話（078-367-3895）電話（078-367-3895）
又は、HPから申込み。又は、HPから申込み。

人材の確保 社員の健康 業績の向上

入会金ゼロ
2ヶ月1,000円の会費で
充実の福利厚生制度

経営者の方にも社員さんにも嬉しいメニューが！
● インフルエンザ予防接種補助
● 人間ドック補助
● パート・アルバイトの会費1/2助成

● 勤続報奨金など12種類の給付金支給
● 提携施設で使える利用券24,500円分補助
問合せ先：078‐351‐6786

NEW

NEW


