
◆テレワーク・在宅ワークで働く
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

60の先進事例で学ぶ本当の働き方改革
テレワーク、RPA、会議術まで改革実践虎の巻

日経BP社 2017.10 L336ロ

現場の管理職が知っておきたい女性社員の労務管
理A to Z

江上千惠子／著 第一法規 2017.3 336.4エ

実践!テレワークで「働き方改革」
日本テレワーク協会／監修,
日本経済新聞出版社／編

日本経済新聞出版社 2018.1 336.4ジ

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

田澤由利／著 商工中金経済研究所 2017.3 336.4タ

地域とヒトを活かすテレワーク
古賀広志／編著,柳原佐智
子／ほか編著

同友館 2018.2 336.4チ

新しいママの働き方 New Mama's way of Working 奥田絵美／著 アチーブメント出版 2015.6 366.3オ

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 2017.7 366.4モ

◆起業する・フリーランスで働く
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

やりがいから考える自分らしい働き方 矢島里佳／著 キノブックス 2017.5 159.4ヤ

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／ほ
か著

幻冬舎 2017.3 335ア

「私らしさ」のつくりかた 猪熊真理子／著 サンクチュアリ出版 2016.12 335イ

ママ起業家これだけ知っておけば十分 税金+社会
保険&経営の便利ブック

岡京子／著 セルバ出版 2017.1 335オ

時間と場所にとらわれない新しい働き方
フリーランス27万人等身大のライフスタイル

ランサーズ株式会社／企
画・編集

ランサーズ 2014.4 335ジ

じぶんサイズで起業しよう!  未来につながる働き方,プチ起
業のリアルが見えるエピソード満載!

鈴木淑子／著 青山ライフ出版 2017.5 335ス

会社に雇われずにフリーで働く!と決めたら読む本
苦労や苦境を乗り越えて、したたかに生き残っていく!

立野井一恵／著 明日香出版社 2018.2 335タ

個人事業のはじめ方がすぐわかる本　 '17～'18年版 ヒューマン・プライム／著 成美堂出版 2017.7 335ヒ

前田さん、主婦の私もフリーランスになれますか? 前田めぐる／著 日本経済新聞出版社 2017.2 335マ

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

ミレニアル起業家の新モノづくり論  仲暁子／著 光文社 2017.9 336.1ナ

シェアリングスタイル　Vol.1、2 枻出版社
L 336.5

シ
家族で地方移住、はじめました。
働き方・生き方を変えた、いまどきの子育て世代の選択

移住ライフ研究会／編 洋泉社 2016.10 365.3カ

フリーエージェント社会の到来
組織に雇われない新しい働き方　     　新装版

ダニエル・ピンク／著,池村
千秋／訳

ダイヤモンド社 2014.8 366.2ピ

農業女子　女性×農業の新しいフィールド 伊藤淳子／著 洋泉社 2015.4 611.7イ

図解&事例で学ぶ起業・開店の教科書
小さな会社とお店の始め方

シェルパ／著 マイナビ出版 2017.6 673シ

未来食堂ができるまで 小林せかい／著 小学館 2016.9 673.9コ

家族ではじめる、小さなカフェ
夫婦・親子で開業した18のカフェ

渡部和泉／著 旭屋出版 2017.9 673.9ワ

無理せず楽に楽しく、好きな仕事で自立する方法
“あなたらしさ”を出せば、自然と行列ができる!

中尾亜由美／著 つた書房 2017.4 675ナ

フリーランスで生きるということ  川井龍介／著 筑摩書房 2015.8 T366カ
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今とは違う働き方
～よりよい未来をめざして～



◆海外で働く
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

アジアで花咲け!なでしこたち　１・２
たかぎなおこが海外の働き女子に出会う旅

たかぎなおこ／著,NHK取材
班／著

メディアファクトリー 334.4タ

女ひとり海外で働いてます
ひうらさとるのアジアで花咲け!なでしこたち

 ひうらさとる／著,NHK取材
班／著

KADOKAWA 2014.5 334.4ヒ

ヤマザキマリのアジアで花咲け!なでしこたち　１・２
ヤマザキマリ／著,NHK取材
班／著

メディアファクトリー 334.4ヤ

女も男もフィールドへ
椎野若菜／編,的場澄人／
編

古今書院 2016.6 361.9オ

セカ就!　世界で就職するという選択肢 森山たつを／著 朝日出版社 2013.7 366.2モ

◆再就職・高齢者の就職
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

専業主婦が就職するまでにやっておくべき8つのこと 薄井シンシア／著 KADOKAWA 2017.7 159.4ウ

おかげさまで、注文の多い笹餅屋です 桑田ミサオ／著 小学館 2018.1 289.1ク

65歳で月収4万円。年金をもらいながらちょこっと稼
ぐコツ

阿部絢子／著 KADOKAWA 2016.3 366.2ア

60代の得する「働き方」ガイド
“もらえるお金”をとりこぼさない!,年金・給与・給付金どうもらう?

酒井富士子／著,池田直子
／監修

近代セールス社 2016.9 366.2サ

超高齢社会2.0　クラウド時代の働き方革命 檜山敦／著 平凡社 2017.7 366.2ヒ

58歳からのハローワーク200%活用術 日向咲嗣／著 朝日新聞出版 2018.3 366.2ヒ

「サードエイジ」をどう生きるか
シニアと拓く高齢先端社会

片桐恵子／著 東京大学出版会 2017.8 367.7カ

85歳、おばあちゃんでも年商5億円 和田京子／著 WAVE出版 2016.3 673.9ワ

◇働き方を変えるヒントに
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

N女の研究 中村安希／著 フィルムアート社 2016.11 335.8ナ

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

社員の多様なニーズに応える社内規程のつくり方
矢萩大輔／共著,畑中義雄
／ほか共著

日本法令 2017.12 336.4シ

仕事のエッセンス THE ESSENCE OF WORK
「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

これからの僕らの働き方
次世代のスタンダードを創る10人に聞く

横石崇／編,真鍋大度／ほ
か著

早川書房 2017.1 366.2コ

女と仕事　「仕事文脈」セレクション 仕事文脈編集部／著 タバブックス 2018.2 366.3タ

派遣社員のためのキャリアデザインハンドブック
自己理解とキャリアデザインのための6つのステップ

加賀博／著
日本生産性本部生産性
労働情報センター

2016.12 366.8カ

ぼくと仕事、ぼくと子ども 影山大祐／著 トランスビュー 2018.2 367.3カ

農業からあらゆる産業をIoTでつなぎまくる

NTTドコモアグリガールの突破力
NTTドコモIoTデザインプロ
ジェクトチーム／編著

日経BP社 2017.12 614.8ノ

荒くれ漁師をたばねる力
ド素人だった24歳の専業主婦が業界に革命を起こした話

坪内知佳／著 朝日新聞出版 2017.9 661.7ツ

ふるさとを元気にする仕事 山崎亮／著 筑摩書房 2015.11 T318ヤ

●ウィルあいち情報ライブラリー利用案内●

◯貸出 図書：１０冊 視聴覚資料：３点 （１５日以内）

◯利用時間 火～日 ９時～１９時

◯問い合わせ先 （０５２）９６２－２５１０ （名古屋市東区上竪杉町１番地）


