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★働き方改革について知る
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ未来への道標
 テクノロジー、人財、働き方で未来を考える

ＪＢＣＣホールディングスＬｉ
ｎｋ編集室／編著

日経ＢＰコンサル
ティング

2017.6 335ト

 働く人改革
 イヤイヤが減って、職場が輝く！ほんとうの「働き方
改革」

沢渡 あまね／著 インプレス 2017.6 336.4サ

 企業が生まれ変わるための「働き方改革」実践
ガイド

山崎 紅／著 日経ＢＰ社 2017.6 336.4ヤ

 なぜ、残業はなくならないのか 常見 陽平／著 祥伝社 2017.4 336.4ツ

 新しい働き方
 幸せと成果を両立する「モダンワークスタイル」のす
すめ

越川 慎司／著 講談社 2016.11 336.4コ

 政治主導で挑む労働の構造改革
川崎 二郎、穴見 陽一／
著

日経ＢＰ社 2016.4 366.1カ

 働きかたＮｅｘｔ選ぶのはあなた 日本経済新聞社／編
日本経済新聞出
版社

2016.4 366.2ハ

 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

 「働き方改革」まるわかり 北岡 大介／著
日本経済新聞出
版社

2017.7 366.3キ

 女性に伝えたい未来が変わる働き方
 新しい生き方のヒントが見つかる、二極化時代の新
提言

野村 浩子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.2 366.3ノ

★正規と非正規の格差を減らす
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 有期労働契約の無期転換がわかる本
 ２０１８年４月から本格発生！

岡田 良則／著 自由国民社 2017.6 336.4オ

 今日からはじめる無期転換ルールの実務対応
 多様な社員の活かし方

牛嶋 勉、藤津 文子、吉永
大樹／著

第一法規 2017.5 336.4キ

 就業機会と報酬格差の社会学
 非正規雇用・社会階層の日韓比較

有田 伸／著 東京大学出版会 2016.3 366.2ア

 人材覚醒経済 鶴 光太郎／著
日本経済新聞出
版社

2016.9 366.2ツ

 衡平の促進
 性中立な職務評価による同一賃金　段階的ガイド
ブック

マリー・テレーズ・チチャ／
著、林 弘子／訳

一灯舎 2014.5 366.3チ

 世界給与・賃金レポート ２０１６／２０１７
 職場における給与・賃金の不平等

ＩＬＯ／著、田村 勝省／訳 一灯舎 2017.6 366.4コ

 同一労働同一賃金の衝撃
 「働き方改革」のカギを握る新ルール

山田 久／著
日本経済新聞出
版社

2017.2 366.4ヤ

　

　

→→　中面に続きます　→→　

働き方改革でどうなる??
がわかる本



書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 非正規社員サバイバルマニュアル
 みんなを守る働くルールを知ろう！

富田 朗／著 労働新聞社 2016.12 366.8ト

 非正規って言うな！
 ブラックバイトからダイバーシティワーカーまで「多様
な働き方」を論じる現代アルバイト学

平賀 充記／著
クロスメディア・
マーケティング

2016.10 366.8ヒ

★柔軟な働き方ができる　ダイバーシティ
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 じぶんサイズで起業しよう！
 未来につながる働き方

鈴木 淑子／著 青山ライフ出版 2017.5 335ス

 知識ゼロからの小さな会社の始め方
アディーレ会計事務所、ア
ディーレ法律事務所／著

幻冬舎 2017.3 335ア

 ひとりから始める
 「市民起業家」という生き方

川口 和正／著 同友館 2017.4 335.8カ

 あなたのいるところが仕事場になる
 「経営」「ワークスタイル」「地域社会」が一変するテレ
ワーク社会の到来

森本 登志男／著 大和書房 2017.7 336.4モ

 育児＆介護を乗り切るダイバーシティ・マネジメ
ント　イクボスの教科書

日経ＤＵＡＬ／編 日経ＢＰ社 2017.6 336.4イ

 週４正社員のススメ
 長時間労働体質の払拭など働き方を変えるために

安中 繁／著
産労総合研究所
出版部経営書院

2017.5 336.4ア

 ダイバーシティ・マネジメント入門
 経営戦略としての多様性

尾崎 俊哉／著 ナカニシヤ出版 2017.4 336.4オ

 限定正社員制度導入ガイドブック
 無期契約への転換対応から戦略的活用術まで

みらいコンサルティンググ
ループ／編

同文舘出版 2017.4 336.4ゲ

 テレワークで生き残る！
 中小企業のためのテレワーク導入・活用術

田沢 由利／著
商工中金経済研
究所

2017.3 336.4タ

 ダイバーシティとマーケティング
 ＬＧＢＴの事例から理解する新しい企業戦略

四元 正弘、千羽 ひとみ
／著

宣伝会議 2017.3 336.4ヨ

 ダイバーシティ経営と人材活用
 多様な働き方を支援する企業の取り組み

佐藤 博樹、武石 恵美子
／編

東京大学出版会 2017.1 336.4ダ

 「介護離職ゼロ」の職場のつくりかた
 「仕事と介護の両立支援」を考える人事労務担当者・
管理職必携！

社会保険労務士事務所あ
おぞらコンサルティング／
著

翔泳社 2016.12 336.4カ

 ダイバーシティ経営戦略 ４
 多様な人材の活躍が、企業の成長力に繋がる

経済産業省経済産業政
策局経済社会政策室／
編集

経済産業調査会 2016.8 L336.4ダ

 女性活躍の推進
 資生堂が実践するダイバーシティ経営と働き方改革

山極 清子／著 経団連出版 2016.6 336.4ヤ

 女性が働き続ける会社のすごい仕組み
 結婚・出産で辞めない制度・組織・雰囲気のつくり方

雨宮 健太／著 現代書林 2016.6 336.4ア

 女性活躍の教科書
 明日からできる「輝く会社の人材戦略」

麓 幸子、日経ＢＰヒット総
合研究所／編

日経ＢＰ社 2016.4 336.4ジ

 ベテラン社員さんがグッとくる“終わった人”にさ
せない会社
 ５０・６０代を輝かせる熟練社員活用指南書

川越 雄一／著 労働調査会 2016.1 336.4カ

 この１冊でポイントがわかるダイバーシティの教
科書

前川 孝雄／ほか著 総合法令出版 2015.12 336.4コ

 ３５歳からの「人生を変える」転職
 カリスマ転職コンサルタントが４０代、５０代で希望の
転職を実現するノウハウを公開

森本 千賀子／著 秀和システム 2016.4 366.2モ

 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

　



書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 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

 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

★よく働きよく休める　ワーク･ライフ･バランス
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 ワーク・ライフ・バランスを実現する職場
 見過ごされてきた上司・同僚の視点

細見 正樹／著 大阪大学出版会 2017.2 336.4ホ

 ワーク・ライフ・バランス実践ハンドブック
 マネージャー読本　改訂２版

日本生産性本部／ほか
編

日本生産性本部 2015.3 336.4ワ

 ワーク・ライフ・バランス実践問答
 ＷＬＢの正しい理解のために　改訂版

日本生産性本部／ほか
編

日本生産性本部
生産性労働情報
センター

2015.2 336.4ワ

 仕事と家庭は両立できない？
 「女性が輝く社会」のウソとホント

アン＝マリー・スローター
／著、関 美和／訳

ＮＴＴ出版 2017.8 366.3ス

 １８時に帰る
 「世界一子どもが幸せな国」オランダの家族から学ぶ
幸せになる働き方

秋山 開／著、１ｍｏｒｅ　Ｂ
ａｂｙ応援団／編

プレジデント社 2017.6 366.7ア

 仕事と介護両立ハンドブック
 コア社員の退職を防ぐ　改訂増補第２版

新田 香織／著
日本生産性本部
生産性労働情報
センター

2017.4 366.7ニ

 スーパーダディ　ビジネスマンの勧め 高橋 一晃／著 双葉社 2017.3 366.7タ

 育児は仕事の役に立つ
 「ワンオペ育児」から「チーム育児」へ

浜屋 祐子、中原 淳／著 光文社 2017.3 366.7ハ

 ルポ父親たちの葛藤
 仕事と家庭の両立は夢なのか

おおた としまさ／著 ＰＨＰ研究所 2016.7 366.7オ

 介護離職しない、させない 和気 美枝／著 毎日新聞出版 2016.5 366.7ワ

 仕事と家族
 日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか

筒井 淳也／著 中央公論新社 2015.5 366.7ツ

★ディーセント･ワーク　働きがいのある人間らしい仕事
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 これからどうする　未来のつくり方 岩波書店編集部／編 岩波書店 2013.6 304コ

 〈提言〉ディーセントワークの実現へ
 暴走する新自由主義との対抗戦略

労働運動総合研究所／
編

新日本出版社 2013.4 366.1テ

 ディーセント・ワークと新福祉国家構想
 人間らしい労働と生活を実現するために

雇用のあり方研究会／ほ
か編著

旬報社 2011.12 366.1デ

 世界の雇用及び社会の見通し ２０１６
 仕事を変化させて、貧困を終わらせる

ＩＬＯ／著、田村 勝省／訳 一灯舎 2017.3 366.2コ

 人間らしい働き方とジェンダー平等の実現へ
 労働組合の役割ととりくみ

労働総研女性労働研究
部会／編

本の泉社 2014.9 366.3ニ

 人権としてのディーセント・ワーク
 働きがいのある人間らしい仕事

西谷 敏／著 旬報社 2011.1 366.3ニ

 ディーセント・ワークとジェンダー平等
 男女平等社会の実現をめざして

木村 愛子／編著、古橋
エツ子／著

日本ＩＬＯ協会 2009.1 366.3キ

　



★働き方改革の実践ノウハウ
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

 「自分」の生産性をあげる働き方 沢渡 あまね／著
ＰＨＰエディター
ズ・グループ

2017.9 336.2サ

 ６時だよ全員退社！
 生産性を上げる黄金ルール

田中 健彦／著
日本経済新聞出
版社

2017.8 336.2タ

 「時短」と「成果」が両立する劇速スピード仕事術
 今日から働き方が変わる！

― 日経ＢＰ社 2017.8 L336.2ジ

 実践図解成果を上げながら「残業ゼロ」で帰れる
チームのつくり方

小山 昇／著 宝島社 2017.7 336.2コ

 チームの生産性をあげる。
 業務改善士が教える６８の具体策

沢渡 あまね／著 ダイヤモンド社 2017.7 336.2サ

 残業ゼロの仕事のルール
 捨てる「思考」で生産性が劇的に上がる

鳥原 隆志／著
ＰＨＰエディター
ズ・グループ

2017.7 336.2ト

 仕事の問題地図
 「で、どこから変える？」進捗しない、ムリ・ムダだらけ
の働き方

沢渡 あまね／著 技術評論社 2017.3 336.2サ

 早く帰りたい！仕事術
 ３時間分のムダがなくなる３０のコツ

藤井 美保代／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2017.1 336.2フ

 職場の問題地図
 「で、どこから変える？」残業だらけ・休めない働き方

沢渡 あまね／著 技術評論社 2016.10 336.2サ

 労働時間革命
 残業削減で業績向上！その仕組みが分かる

小室 淑恵／著 毎日新聞出版 2016.3 336.2コ

 残業ゼロだからこそ目標達成！！本気でやる
チーム時短術

伊庭 正康／著 明日香出版社 2016.5 336.3イ

 最高の職場をつくる働くルール 坂上 和芳／著 ぱる出版 2017.8 336.4サ

 御社の働き方改革、ここが間違ってます！
 残業削減で伸びるすごい会社

白河 桃子／著 ＰＨＰ研究所 2017.7 336.4シ

 ずっと働ける会社
 マタハラなんて起きない先進企業はここがちがう！

小酒部 さやか／著 花伝社 2016.11 336.4オ

 「多様な働き方」を実現する役割等級人事制度
 制度設計のポイントを中小企業の事例で解説

西村 聡、山岡 美由紀／
著

日本法令 2016.8 336.4ニ

 絶対失敗しないワークスタイル変革
 在宅勤務、フリーアドレス、モバイルワーク…働きや
すさと効率を両立させる

日経情報ストラテジー／
編

日経ＢＰ社 2016.10 L336.5ゼ
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