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書名(タイトル) 編著者 出版社 出版年月 資料コード

リーダーシップ

課長力 遠藤 功／著 朝日新聞出版 2010.9 1110063321

マネジャー13の大罪 W.スティーヴン・ブラウン／著 日本経済新聞出版社 2010.5 1110004170

プレイングマネジャーの教科書 田島 弓子／著 ダイヤモンド社 2010.4 1109939108

課長のためのビジネス演技力養成講座 吉田 順／著 学研教育出版 2010.3 1109875824

管理職の心得 大島 洋／著 ダイヤモンド社 2010.2 1109832952

課長のキホン 濱田 秀彦／著 河出書房新社 2010.2 1109848157

新しい管理職のルール 高城 幸司／著 ダイヤモンド社 2010.1 1109834572

人事考課をベースとした育成面接の実際 久保 淳志／著 中央経済社 2009.6 1109840121

管理職トラブル対策の実務と法 職場の問題研究会／編  民事法研究会 2009.5 1109686694

昇進者の心得
DIAMONDハーバード・ビ
ジネス・レビュー編集部 ダイヤモンド社 2009.4 1109717440

最新リーダーシップの基本と実践がよ～くわかる本 杉山 浩一／著 秀和システム 2009.4 1109691756

部下を定時に帰す「仕事術」 佐々木 常夫／著  WAVE出版 2009.2 1109745893

上司の教科書  石山 恒貴／著 洋泉社 2009.2 1109597155

即戦力の人心術 マイケル・アブラショフ／著 三笠書房 2008.9 1109517074

管理職のための人事・労務の法律 安西 愈／著 日本経済新聞出版社 2008.7 1109447677

新リーダーへ!「これが会社の数字の読み方です」 横山 悟一／著 実務教育出版 2008.6 1109852679

管理者の基礎テキスト 松田 憲二／著 日本能率協会マネジメントセンター 2008.6 1109507677

一次評価者のための人事評価入門 河合 克彦／著 日本経済新聞出版社 2008.6 1109430876

人事考課ハンドブック 野原 茂／著 産労総合研究所出版部経営書院 2008.5 1109850988

人事評価者の心構えと留意点 平井 謙一／著 生産性出版 2008.4 1109397000

女性が部下をもったら読む本 蓮尾 登美子／著 同文舘出版 2008.12 1109576899

営業マネジャーの教科書 片山 和也／著 ダイヤモンド社 2008.11 1109580710

はじめての管理職100問100答 堤 幸政／著 明日香出版社 2007.8 1109850950

上司の心得 童門 冬二／著 PHP研究所 2007.5 1109404007

上司と部下の上質な関係 藤本 篤志／著 大和書房 2007.5 1109154432

トヨタの上司は現場で何を伝えているのか 若松 義人／著 PHP研究所 2007.3 1109131170

人をつくるリーダー力 稲見 忠行／著 幻冬舎ルネッサンス 2007.10 1109366882

上司につける薬! 高城 幸司 著 講談社 2006.9 1109015359

デキる上司は定時に帰る 小松 俊明／著 あさ出版 2006.7 1109080203

「ものわかりのいい上司」をやめると、部下は育
つ!

守谷 雄司／著 PHPエディターズ・グループ 2006.6 1108914848

こんな管理職はいらない 吉川 武彦／著 関西看護出版 2006.6 1108947197
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上司･先輩になったら
　はじめて部下を持った時、必要なスキルは、　リーダーシップ、部下とのコミュニケーション、

コーチングを含む部下の育成などです。
リスクとしては、メンタルヘルス対策やパワーハラスメントの回避が考えられます。

今回は、管理職の方に役立つ資料を展示しました。

展示資料は雑誌を除き、貸出しもできます。ぜひご利用ください。



書名(タイトル) 編著者 出版社 出版年月 資料コード

人を動かす言葉の戦略 プレジデント編集部／編 プレジデント社 2006.6 1109003957

成功する上司 小宮 一慶／著 講談社 2006.3 1109058098

上司のすごいしかけ 白潟 敏朗／著 中経出版 2006.3 1108895448

すごい上司
松下 信武／ほか
著

プレジデント社 2006.2 1108968992

コミュニケーション

「ゆとり社員」との付き合い術 橋本 尚美／著 PHP研究所 2009.6 1109686710

認め上手 太田 肇／著 東洋経済新報社 2009.6 1109742882

不機嫌な女子社員とのつき合い方 北山 節子／著 ポプラ社 2009.12 1109871389

仕事耳を鍛える 内田 和俊／著 筑摩書房 2009.12 1109798716

なぜあの人は人望を集めるのか 近藤 勝重／著 幻冬舎 2008.9 1109494668

即戦力の人心術 マイケル・アブラショフ／著 三笠書房 2008.9 1109517074

上司と部下の上質な関係  藤本 篤志／著 大和書房 2007.5 1109154432

人を動かす言葉の戦略 レジデント編集部／編 プレジデント社 2006.6 1109003957

「叱り方」入門 梅森 浩一／ほか著 プレジデント社 2005.11 1109003948

部下の育成

あたりまえだけどなかなかできない教え方のルール 田中 省三／著 明日香出版社 2009.9 1109754954

最新コーチングの手法と実践がよ～くわかる本 谷口 祥子／著 秀和システム 2008.9 1109657208

上司の一言コーチング 福島 弘／著 鈴木 義幸／監修 2007.4 1109136238

メンタル・コーチング 白井 一幸／著  PHP研究所 2007.4 1109140203

これだけはおさえておきたい「仕事の教え方」 関根 雅泰／著 日本能率協会マネジメントセンター 2007.3 1109120210

はじめての後輩指導 田中 淳子 著 日本経団連出版 2006.9 1109838212

人を育てる一〇〇の鉄則 畠山 芳雄／著 日本能率協会マネジメントセンター 2006.2 1108969050

組織を強くする技術の伝え方  畑村 洋太郎／著 講談社 2006.12 1109087714

メンタルヘルス

公務員のための部下が「うつ」になったら読む本 松崎 一葉／監修 学陽書房 2010.7 1110015709

プロに聞く「部下を持つ人のための」メンタルヘルス対策 中村 雅和／著 労働調査会 2010.6 1109934881

初任者・職場管理者のためのメンタルヘルス対策の本 山本 晴義／著 労務行政 2010.4 1109896790

人事担当者、管理職のためのメンタルヘルス入門 亀田 高志／著 東洋経済新報社 2009.4 1109650655

上司・リーダーのためのメンタルヘルス  畔柳 修／著 同文舘出版 2008.6 1109835417

部下を持つ人のメンタルヘルスがわかる本 武藤 清栄／著 日本能率協会マネジメントセンター 2007.8 1109238040

あなたのその態度が、部下の心をキズつける 見波 利幸／著 ファーストプレス 2006.7 1108941353

パワー・ハラスメント

管理職トラブル対策の実務と法 職場の問題研究会／編 民事法研究会 2009.5 1109686694

上司と部下の深いみぞ 岡田 康子／編著 紀伊国屋書店 2004.3 1108921172

*展示資料の一部です。
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