
■非正規労働で働くということ

書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号
非正規公務員という問題
問われる公共サービスのあり方

上林陽治／著 岩波書店 2013.5 318.3/ｶ

非正規公務員の現在
深化する格差

上林陽治／著 日本評論社 2015.11 318.3/ｶ

東大卒貧困ワーカー 中沢彰吾／著 新潮社 2017.6 361.8/ﾅ

アンダークラス
新たな下層階級の出現

橋本健二／著 筑摩書房 2018.12 361.8/ﾊ

ルポ中年フリーター
「働けない働き盛り」の貧困

小林美希／著 NHK出版 2018.11 366.2/ｺ

正社員消滅 竹信三恵子／著 朝日新聞出版 2017.3 366.2/ﾀ

ルポ賃金差別 竹信三恵子／著 筑摩書房 2012.4 366.4/ﾀ

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

非正規クライシス 北川慧一／ほか著 朝日新聞出版 2017.11 366/ﾋ

非正規・単身・アラフォー女性
「失われた世代」の絶望と希望

雨宮処凛／著 光文社 2018.5 367.21/ｱ

女性たちの貧困
“新たな連鎖”の衝撃

NHK「女性の貧困」取
材班／著

幻冬舎 2014.12 367.21/ｴ

私たち非正規保育者です
東京の公立保育園非正規職員調査から見えてきたもの

垣内国光／ほか監修 かもがわ出版 2015.8 376.1/ﾜ

どんなムチャぶりにも、いつも笑顔で?!
日雇い派遣のケータイ販売イベントコンパニオンという労働

田中慶子／著 松籟社 2014.9 674.5/ﾀ

メトロレディーブルース　全3巻 ビデオプレス
2014-
2015

DWﾋﾞ/1751

非正規に尊厳を！
メトロレディーブルース総集編

ビデオプレス 2018.4 DWﾋﾞ/1859

■法律関係、労働相談Q&A

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

実例から学ぶパートタイム労働者のトラブル解決
と防止策のすべて     働き方改革関連法対応

小林包美／著 第一法規 2019.10 336.4/ｺ

5年たったら正社員!?
無期転換のためのワークルール

嶋崎量／著 旬報社 2018.4 336.4/ｼ

すぐに役立つ図解とQ&Aでわかるパート・契約社
員・派遣社員の法律問題とトラブル解決法

小島彰／監修 三修社 2016.1 336.4/ｽ

非正規社員をめぐるトラブル相談ハンドブック
全国社会保険労務士会
連合会／監修

新日本法規出版 2015.6 336.4/ﾋ

改正労働者派遣法がわかる本 加藤利昭／著 成美堂出版 2016.2 366.1/ｶ

Q&A同一労働同一賃金のポイント
判例・ガイドラインに基づく実務対応

別城信太郎／編著 新日本法規出版 2019.9 366.1/ｷ

同一労働同一賃金Q&A
ガイドライン・判例から読み解く

高仲幸雄／著 経団連出版 2019.5 366.1/ﾀ

同一労働同一賃金の法律と実務 第2版
Q&Aでわかる均等・均衡待遇の具体例

服部弘／編著 中央経済社 2020.4 366.1/ﾄﾞ

ブラック企業に泣き寝入りしないための労働相談
Q&A   あなたと家族は大丈夫?

前澤檀／著 学習の友社 2014.10 366.1/ﾏ
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非正規労働で生き抜くために



書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号
労働相談全国ガイドブック
職場トラブル110番

労働相談センター／編 同時代社 2017.1 366.1/ﾛ

労働法実務解説６
女性労働・パート労働・派遣労働

宮里邦雄／編 旬報社 2016.7 366.1/ﾛ

雇用は契約
雰囲気に負けない働き方

玄田有史／著 筑摩書房 2018.3 366.5/ｹﾞ

壁を壊す
非正規を仲間に

中村圭介／著 教育文化協会 2018.7 366.6/ﾅ

アルバイト・パートのトラブル相談Q&A
基礎知識から具体的解決策まで

岩出誠／編集代表 民事法研究会 2017.6 366.8/ｱ

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

■転職ノウハウ、小説など

書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号
正社員になる履歴書・職務経歴書の書き方
転職を成功させて幸せをつかむ すぐ役立つ150事例

就活フォーラム21／著 自由国民社 2016.10 366.2/ｼ

資格をお金に換える方法 高村祐規子／著 中経出版 2013.9 366.2/ﾀ

「転職回数が多い」「非正規だった」…それでも書
類選考で落とされない履歴書・職務経歴書の書
き方

中園久美子／著 日本実業出版社 2020.4 366.2/ﾅ

ハローワーク150%トコトン活用術
誰も知らなかった転職成功62の裏ワザ!

日向咲嗣／著 同文舘出版 2017.3 366.2/ﾋ

履歴書・職務経歴書採用される書き方
受かる人はここが違う! 転職

藤井佐和子／著 新星出版社 2016.10 366.2/ﾌ

転職面接採用を勝ち取る技術
受かる人はここが違う! 転職

藤井佐和子／著 新星出版社 2016.10 366.2/ﾌ

履歴書・職歴書と添付手紙の書き方
会ってみたくなる

福沢恵子／著 成美堂出版 2018.6 366.2/ﾌ

「貧困女子」時代をかしこく生きる6つのレッスン
単身女性の3人に1人 手取り-家賃=8万5000円未満

花輪陽子／著 角川書店 2013.1 591/ﾊ

ニサッタ、ニサッタ 乃南アサ／著 講談社 2009.10 913.6/ﾉ

神さまを待っている 畑野智美／著 文藝春秋 2018.1 913.6/ﾊ

派遣ちゃん 宮崎誉子／[著] 新潮社 2009.2 913.6/ﾐ

■非正規労働研究

書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号
正規の世界・非正規の世界
現代日本労働経済学の基本問題

神林龍／著
慶應義塾大学出
版会

2017.11 366.2/ｶ

「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

多様化する日本人の働き方
非正規・女性・高齢者の活躍の場を探る

阿部正浩／ほか編
慶應義塾大学出
版会

2018.1 366.2/ﾀ

なぜ働き続けられない?
社会と自分の力学

鹿嶋敬／著 岩波書店 2019.1 366.3/ｶ

なぜ女性は仕事を辞めるのか
5155人の軌跡から読み解く

岩田正美／ほか編著 青弓社 2015.6 366.3/ﾅ

非正規雇用の待遇差解消に向けて
労働政策研究・研修機
構／編

労働政策研究・
研修機構

2017.7 366.8/ﾋ

非正社員改革
同一労働同一賃金によって格差はなくならない

大内伸哉／著 中央経済社 2019.3 366/ｵ

シングル女性の貧困
非正規職女性の仕事・暮らしと社会的支援

小杉礼子／ほか編著 明石書店 2017.9 367.21/ｼ

    ※新型コロナウィルス感染症対策のため、利用時間等を一部制限している場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
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