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 情報ライブラリーで、さまざまな新しい働き方の本をチェックしてみませんか？

　　　　　　　　　■『ワークスタイル変革最前線
　　　　　　　　　　　「２０２０年にテレワーク比率１０％」あなたの会社は大丈夫？』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日経情報ストラテジー∥編/日経BP社/2015.8/L336.4ワ

　　　　　　　　　　ＩＣＴ（情報通信技術）の活用で働き方はここまで変わった！ＳＮＳやタブ
　　　　　　　　　　レット、ウェブ会議…効率が上がり、アイデアが生まれる新しい働き方を、
　　　　　　　　　　４０社以上の事例を通して紹介する。

 ライブラリーＢｏｏｋＣａｆｅにやって来たウィルおじさんとあい子さん。
　　　ウィルおじさん「コーヒーが飲みたいなぁ。どれどれ…わあ、こんなに種類があるんだ。」

　　　あい子さん「一昔前はアメリカンとブレンドの２種類しかなかったのに、時代は変わるのね。

　　　ウィルおじさん 「？？そうなんだ…サードなんとかって、おいしいのかな。」

　　　　　　　　　■『ワーク・デザイン　これからの〈働き方の設計図〉』
　　　　　　　　　　　　　　　　　 長沼博之∥著/阪急コミュニケーションズ/2013.10/304ナ
　
　　　　　　　　　　テクノロジーの進化と人々の価値観の変化によって、これまであり得なかった
　　　　　　　　　　ような働き方が可能となった。数限りない働き方が存在する今、多くの人が実
　　　　　　　　　　現できる、より良い働き方を考える。

　■『潜在（ポテンシャル）ワーカーが日本を豊かにする
      シニア、主婦（夫）、外国人…多様な働き方が救世主となる』
　　　　　　　　　武井繁∥著/ダイヤモンド・ビジネス企画/2015.7/366.2タ
　
　今後ますます進む労働人口の不足。一方で、働きたくても働く機会を得られて
　いない人も多い。この矛盾を解決し、未来を担うのは潜在ワーカーだ。
　シニア、主婦（夫）、外国人などの生き生きした働き方、柔軟な雇用や環境づ
　くりに取り組む企業に注目する。

　　　                　最近はこだわりの豆からの１杯を手で淹れる、サードウェーブコーヒーが先端らしいわよ。」

　　　あい子さん「変わるといえば、最近は働き方もどんどん変わってきているの、知ってた？

　　　                　今までの男性中心の働き方だけじゃなくて…」
　　　ウィルおじさん 「あ、女性活躍推進法ができたよね！知ってるよ。」

　　　あい子さん「そうそう。時間や場所を変えることでいろんな立場の人が働けるようにしたり、休業しても

　　　                　復帰しやすくしたり。いろんな知恵や工夫で、新しい働き方が生まれているみたいよ。」
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 ■日本の働き方、どう変わる？
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 後悔しないこれからの働き方 佐々木 常夫／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.1 159.4/ｻ

 世界標準の働き方
 日本式ガラパゴス仕事から脱しよう

吉越 浩一郎／著 日本文芸社 2014.6 159.4/ﾖ

 あたらしい働き方 本田 直之／著 ダイヤモンド社 2013.6 159.4/ﾎ

 自分の半径５ｍから日本の未来と働き方を考えて
みよう会議

出口 治明、島沢 諭／著 ＳＢクリエイティブ 2016.2 304/ﾃﾞ

 フロネシス １４号 働きかたの未来
 シンギュラリティとマネジメント２．０によって組織と
個人の関係はこう変わる

三菱総合研究所／編著 ダイヤモンド社 2015.11 L304/ﾌ

 会社を元気にしたければＦ・Ｅ・Ｄ社員を大切にしな
さい

坂本 光司、坂本光司研究
室／著

ＰＨＰ研究所 2014.7 335.2/ｻ

 時間を取り戻す
 長時間労働を変える人事労務管理

渡部 あさみ／著 旬報社 2016.3 336.4/ﾜ

 いつまでも会社があると思うなよ！ 川島 高之／著 ＰＨＰ研究所 2015.10 336.4/ｶ

 ワークスタイル変革
 価値を生み出し、生産性を高める新しい働き方

鵜沢 慎一郎、田中 公康／
著　労務行政研究所／編

労務行政 2015.5 336.4/ｳ

 仕事のエッセンス　「はたらく」ことで自由になる 西 きょうじ／著 毎日新聞出版 2015.11 366/ﾆ

 私たちはどのように働かされるのか 伊原 亮司／著 こぶし書房 2015.2 366/ｲ

 君の働き方に未来はあるか？
 労働法の限界と、これからの雇用社会

大内 伸哉／著 光文社 2014.1 366/ｵ

 日本人の働き方の９割がヤバい件について 谷本 真由美／著
ＰＨＰエディター
ズ・グループ

2015.10 366/ﾀ

 日本で働くのは本当に損なのか
 日本型キャリアＶＳ欧米型キャリア

海老原 嗣生／著 ＰＨＰ研究所 2013.11 366/ｴ

 未来の働き方を考えよう
 人生は二回、生きられる

ちきりん／著 文芸春秋 2013.6 366/ﾁ

 労働経済学入門
 新しい働き方の実現を目指して

脇坂 明／著 日本評論社 2011.12 366/ﾜ

 グローバル時代の日本の働き方
 経済学から見る労働市場の制度

井出 多加子／著 銀河書籍 2015.9 366.2/ｲ

 雇用改革の真実 大内 伸哉／著
日本経済新聞出
版社

2014.5 366.2/ｵ

 「非正規大国」日本の雇用と労働 伍賀 一道／著 新日本出版社 2014.10 366.2/ｺﾞ

 雇用再生　持続可能な働き方を考える 清家 篤／著 ＮＨＫ出版 2013.11 366.2/ｾ

 ニッポンの規制と雇用　働き方を選べない国 中野 雅至／著 光文社 2014.11 366.2/ﾅ

　　■『日本的雇用慣行を打ち破れ　働き方改革の進め方』
　　　八代尚宏∥著/日本経済新聞出版社/2015.4/366.2ヤ

　　解雇をめぐる規制、年齢差別、労働時間規制や女性・外国人雇用をどう考え
　　る？誰にとっても働きやすい、自由で自立した多様な働き方をどう実現する？
　　少子高齢、グローバル時代に対応した雇用の姿を示す。



 雇用身分社会 森岡 孝二／著 岩波書店 2015.10 366.2/ﾓ

 いっしょうけんめい「働かない」社会をつくる
 残業代ゼロとセットで考える本物の「エグゼンプショ
ン」

海老原 嗣生／著 ＰＨＰ研究所 2014.9 366.3/ｴ

 働き方は「自分」で決める 古市 憲寿／著 講談社 2014.10 366.9/ﾌ

 ■こんな〝働き方”もある
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 本当の仕事　自分に嘘をつかない生き方・働き方 榎本 英剛／著
日本能率協会マ
ネジメントセンター

2014.12 159.4/ｴ

 ハードワーク！グッドライフ！
 新しい働き方に挑戦するための６つの対話

山崎 亮、駒崎 弘樹、古田
秘馬、ほか／著

学芸出版社 2014.10 159.4/ﾊ

 ウーマノミクス
 仕事も家庭もあきらめない新しい「働き方」のカタチ

クレア・シップマン、キャ
ティー・ケイ／著、林 久実／訳

アルファポリス 2014.8 159.4/ｼ

 ふるさとを元気にする仕事 山崎 亮／著 筑摩書房 2015.11 K318/ﾔ 

 マイペースで働く！女子のひとり起業 滝岡 幸子／著 同文舘出版 2015.11 335/ﾀ

 ひとりビジネスの教科書　自宅起業のススメ 佐藤 伝／著
学研パブリッシン
グ

2015.10 335/ｻ

 月３万円ビジネス１００の実例
 ワイワイガヤガヤ愉しみながら仕事を創る

藤村 靖之／著 晶文社 2015.7 335/ﾌ

 しあわせを掴む起業のカタチ
 フツウの主婦こそ、起業しよう！

日野 佳恵子／著 ダイヤモンド社 2014.11 335/ﾋ

 片桐実央の実践！ゆる起業
 シニア起業の成功書

片桐 実央／著 同友館 2014.5 335/ｶ

 協同で仕事をおこす
 社会を変える生き方・働き方

広井 良典／編著 コモンズ 2011.11 335.6/ｷ

 小さな起業で楽しく生きる
 仲間と始める地域協働ビジネス

ワーカーズ・コレクティブ
ネットワークジャパン／著

ほんの木 2014.2 335.6/ﾜ

 社会を変えたい人のためのソーシャルビジネス入
門

駒崎 弘樹／著 ＰＨＰ研究所 2016.1 335.8/ｺ

 ソーシャル・ビジネス・ケース
 少子高齢化時代のソーシャル・イノベーション

谷本 寛治／編著 中央経済社 2015.7 335.8/ｿ

 クラウド版デッドライン仕事術
吉越 浩一郎、立花 岳志／
著

東洋経済新報社 2014.12 336.2/ﾖ

 崖っぷちで差がつく上司のイクボス式チーム戦略
 部下が育児＆介護を抱えても結果を出す！

日経ＤＵＡＬ／編 日経ＢＰ社 2015.4 336.4/ｶﾞ

 フリーランスで生きるということ 川井 竜介／著 筑摩書房 2015.8 T366/ｶ

 ９０日間で世界のどこでも働ける人になる！ 白藤 香／著 総合法令出版 2015.9 366.2/ｼ

 ６０代の生き方・働き方　第二の人生を楽しむ心得
帖

阿部 絢子／著 大和書房 2015.7 366.2/ｱ

 あなたは、今の仕事をするためだけに生まれてき
たのですか　４８歳からはじめるセカンドキャリア読
本

伊藤 真、野田 稔／著
日本経済新聞出
版社

2015.6 366.2/ｲ

 定年後年金プラス、ひとの役に立つ働き方 杉山 由美子／著 朝日新聞出版 2014.7 366.2/ｽ

 自分で決める、自分で選ぶ
 これからのキャリアデザイン

岡田 康子／著 東峰書房 2016.1 366.3/ｵ

 「働くママ」の仕事術
 自分らしいキャリアも幸せも手に入れる！

金沢 悦子／著 かんき出版 2015.12 366.3/ｶ



書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 ワーク・ライフ・セルフの時代 石田 裕子／著
クロスメディア・
マーケティング

2015.8 366.3/ｲ

 新しいママの働き方 奥田 絵美／著
アチーブメント出
版

2015.6 366.3/ｵ

 子育てがプラスを生む「逆転」仕事術
 産休・復帰・両立、すべてが不安なあなたへ

小室 淑恵／著 朝日新聞出版 2014.1 366.3/ｺ

 「コマギレ勤務」が社会を変える
 多様な働き方を目指して

高橋 美紀／著 労働調査会 2013.2 366.3/ﾀ

 パパの働き方が社会を変える！ 吉田 大樹／著 労働調査会 2014.9 366.7/ﾖ

 新しいパパの働き方
 仕事も家庭も！欲張りガイドブック

ファザーリング・ジャパン／
著

学研教育出版 2014.7 366.7/ﾌ

 ■働くときに大事なこと
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 思い通りの人生に変わる女子のための仕事術
 会社では教えてくれない女性のためのビジネス作
法とルール３６

竹之内 幸子／著 ダイヤモンド社 2016.1 159.4/ﾀ

 働くことを考えはじめたとき読む本 有川 真由美／著 ＰＨＰ研究所 2015.10 159.4/ｱ

 繊細な女性のための大胆な働き方
 男社会でのびやかに成功する１０のヒント

タラ・モア／著、谷町 真珠
／訳

講談社 2015.9 159.4/ﾓ

 女、今日も仕事する 大滝 純子／著 ミシマ社 2015.7 159.4/ｵ

 ３年後のあなたを変える働き方
 仕事を“任される人”になりなさい！

富永 由加里／著 すばる舎 2015.2 159.4/ﾄ

 大人の女はどう働くか？
 絶対に知っておくべき考え方、ふるまい方、装い方

ロイス・Ｐ．フランケル／著、
高山 祥子／訳

海と月社 2014.8 159.4/ﾌ

 仕事ができる女性になるビジネスマナーの法則 ― 日経ＢＰ社 2015.2 L336.4/ｼ

 世界のリーダーに学んだ自分の考えの正しい伝え
方

橘・フクシマ・咲江／著 ＰＨＰ研究所 2014.9 336.4/ﾌ

 ビジネスファッションルール　武器としての服装術 大森 ひとみ／著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2013.5 336.4/ｵ

 働く女性の資格＆スキル勉強術
 一生仕事で困らない★

― 日経ＢＰ社 2014.11 L366.2/ﾊ

 これで解決。働くママが必ず悩む３６のこと
 子育てを楽しみながら職場で活躍するためのヒント

毛利 優子／著 日本実業出版社 2015.5 366.3/ﾓ

 共働きファミリーの仕事と子育て両立バイブル
 マンガでわかる！仕事も、子どもも、愛している頑
張る共働きママ・パパのための決定版

日経ＤＵＡＬ／編 日経ＢＰ社 2014.12 366.3/ﾄ

 働くママを支援する最新制度とお金まるわかりガイ
ド　正社員　契約社員　派遣　パート

森 優美栄／著 秀和システム 2014.9 366.3/ﾓ

 働きママンのためのママスキルＵＰ術！　決定版
働きママン応援団／編、お
ぐら なおみ／イラスト

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.1 599/ﾊ
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