
Ⅰ　“どこで”働く？

請求記号 タイトル 著者

R366.05/ﾃﾀ データブック国際労働比較 労働政策研究・研修機構編

R366.059/ｶﾂ 活用労働統計　生産性・賃金・物価関連統計
日本生産性本部生産性労
働情報センター

R366.059/ﾛｳ 労働統計要覧
厚生労働省大臣官房統計情
報部編

R366.059/ﾛｳ 労働統計年報
厚生労働省大臣官房統計情
報部編

R366.7/ﾊﾀ 「働くことの意識」調査報告書
※当館所蔵は平成22年度まで

R366.99/ｶﾛ 過労死等防止対策白書 厚生労働省編

R498.1/ｺｳ 厚生労働白書 厚生労働省

「いい会社」を考える

請求記号 タイトル 著者 出版社 出版年

007.35/ﾊｳ
How Google Works
私たちの働き方とマネジメント

エリック・シュミット著
ジョナサン・ローゼンバーグ著
アラン・イーグル著
土方奈美訳

日本経済新聞出
版社

2014.10

B159/ﾏ 道をひらく 松下幸之助著 PHP研究所 1968.7

日経印刷

日本生産性本部社会労
働部

出版社

蔦友印刷

労務行政

「はたらく」の今を知る　　　　　　　　　　　　※請求記号に「R」がついている資料は貸出できません。館内でご覧ください。

労働政策研究・研修機構

正陽文庫

日本生産性本部生産性
労働情報センター
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請求記号 タイトル 著者 出版社 出版年

335/Ma88 実践＊経営哲学 松下幸之助著 PHP研究所 1978.6

335.04/ｼﾕ
従業員をやる気にさせる7つのカギ
稲盛和夫の経営問答

稲盛和夫著
日本経済新聞出
版社

2014.2

335.08/ﾄﾗ ドラッカー名著集　2・3　現代の経営　上・下
P．F．ドラッカー著
上田惇生訳

ダイヤモンド社 2006.11

B335.2/ｴ エクセレント・カンパニー　上・下
ピーターズ著
ウォータマン著
大前研一訳

講談社 1986.2

335.2/ﾖ 良い会社　長寿企業の条件 日経ビジネス編 日本経済新聞社 1989.2

335.253/ﾋｼ ビジョナリー・カンパニー　時代を超える生存の原則
ジェームズ・C.コリンズ著
ジェリ-・Ｉ．ポラス著
山岡洋一訳

日経BP社 1995.09

335.253/ﾋｼ ビジョナリー・カンパニー　2
ジェームズ・C.コリンズ著
山岡洋一訳

日経BP社 2001.12

336/ﾆﾎ
日本の優秀企業研究
企業経営の原点-6つの条件

新原浩朗著 日本経済新聞社 2003.9

336.021/ﾂｲ 追及！ブラック企業
しんぶん赤旗日曜版編集
部著

新日本出版社 2014.1

336.3/ﾋﾄ 人を生かす組織　D・カーネギー
D．カーネギー協会編
原一男訳

創元社 2000.10

336.38/ﾐﾂ
ミッション・経営理念
有力企業983社の企業理念・行動指針

社会経済生産性本部編 生産性出版 2004.6

336.83/ｷｷ 企業価値評価　バリュエーションの理論と実践　上・下

マッキンゼー・アンド・カンパニー著

ティム・コラー著
マーク・フーカート著
デイビッド・ウェッセルズ著
本田桂子監訳
柴山和久訳

ダイヤモンド社 2012.8

672/ｵｳ 近江商人ってなーに？ 子どものための近江商人図録
東近江市近江商人
博物館企画・編集

サンライズ出版 2014.5

672.1/ｵｳ 近江商人三方よし経営に学ぶ 末永國紀著 ミネルヴァ書房 2011.6

従業員を大切にする会社

請求記号 タイトル 著者 出版社 出版年

335.04/ﾌｷ
不況に負けない「すごい会社」
本当に大切なことは１行でわかる！

中里良一著 新講社 2009.5

335.35/ｹｲ 経常利益率35％超を37年続ける町工場強さの理由 梅原勝彦著 日本実業出版社 2008.3

336.42/ｲﾖ
意欲のある人、求めます。ただし60歳以上
日本一の高齢者雇用企業・加藤製作所、躍進の秘密

加藤景司著 PHP研究所 2013.4

366.28/ｼﾖ 障害者が輝く組織　いい会社って何だろう 高嶋健夫著
日本経済新聞出
版社

2010.11

366.28/ﾊﾀ 働く幸せ　仕事でいちばん大切なこと 大山泰弘著 WAVE出版 2009.7

366.28/ﾘﾀ
利他のすすめ
チョーク工場で学んだ幸せに生きる18の知恵

大山泰弘著 WAVE出版 2011.4

366.38/ｼﾖ 女性が輝く小企業
日本政策金融公庫
総合研究所編

同友館 2011.9

668.5/ﾘｽ
リストラなしの「年輪経営」
いい会社は「遠きをはかり」ゆっくり成長

塚越寛著 光文社 2009.2

673.78/ｶﾝ
「がんばらない」経営
不況下でも増収増益を続けるケーズデンキの秘密

立石泰則著 草思社 2010.1
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地域・社会貢献を大切にする会社

請求記号 タイトル 著者 出版社 出版年

159.4/ｸﾂ グッドワークとフロー体験

ハワード・ガードナー著
M．チクセントミハイ著
ウィリアム・デイモン著
大森弘監訳
安室賢一訳
梅野巨利訳

世界思想社 2016.2

159.4/ﾌﾛ フロー体験とグッドビジネス　仕事と生きがい
M．チクセントミハイ著
大森弘監訳

世界思想社 2008.8

335.13/ｼﾔ
社会的責任のマーケティング
「事業の成功」と「CSR」を両立する

フィリップ・コトラー〔著〕
ナンシー・リー〔著〕
恩藏直人監訳
早稲田大学大学院恩藏研究室訳

東洋経済新報社 2007.8

335.15/ｶｲ
会社は社会を変えられる
社会問題と事業を〈統合〉するCSR戦略

岩井克人編著
小宮山宏編著

プレジデント社 2014.7

335.15/ｷｷ 企業ブランディングを実現するCSR(企業の社会的責任)
海野みづえ著
細田悦弘著

産業編集センター 2011.3

335.15/ｺﾚ
これからのCSRと中小企業
社会的課題への挑戦

商工総合研究所編 商工総合研究所 2013.2

336.4/ｼｴ
CSR時代のミッションマネジメント
企業の社会的責任

高橋邦名著 泉文堂 2007.11

新たなことにチャレンジする会社

請求記号 タイトル 著者 出版社 出版年

335/ｳ 超優良企業は、革新する。
R．H．ウォータマン著
奥村昭博監訳

講談社 1989.5

335.21/ｼﾆ
老舗企業の研究
一〇〇年企業に学ぶ伝統と革新

横澤利昌編著 生産性出版 2000.3

335.21/ﾁｲ
「小さな神様」をつかまえろ！
日本で一番ほめてあげたい職場

鶴岡弘之著 PHP研究所 2014.6

335.253/ｽﾃ
スティーブ・ジョブズ驚異のイノベーション
人生・仕事・世界を変える7つの法則

カーマイン・ガロ著
井口耕二訳

日経BP社 2011.7

336.1/ﾆﾎ
日本のイノベーションのジレンマ
破壊的イノベーターになるための7つのステップ

玉田俊平太著 翔泳社 2015.9

673.97/ﾀﾀ ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字の理由 小林せかい著 太田出版 2016.12

673.97/ﾐﾗ 未来食堂ができるまで 小林せかい著 小学館 2016.9

顧客を大切にする会社

請求記号 タイトル 著者 出版社 出版年

673/ｺｷ
顧客体験の教科書
収益を生み出すロイヤルカスタマーの作り方

ジョン・グッドマン著
畑中伸介訳

東洋経済新報社 2016.8

673/ｼﾚ 事例でわかる＊ホスピタリティ・サービス
ホスピタリティ・サービス
研究会編著

日本能率協会マネ
ジメントセンター

2007.12

673.868/ｳﾚ
売れ続ける理由
一回のお客を一生の顧客にする非常識な経営法

佐藤啓二著 ダイヤモンド社 2010.9

673.9/ｳﾚ 「売れない時代」の新・集客戦略 内藤耕著 東洋経済新報社 2011.1

673.9/ｶﾝ
「感動」ビジネスの方程式
「おもてなし」を凌駕する驚異の手法

杉元崇将著 東洋経済新報社 2016.2
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Ⅱ“どう”働く？

先輩に聞く

請求記号 タイトル 著者 出版社 出版年

159.4/ｼｺ 仕事は楽しいかね？
デイル・ドーテン著
野津智子訳

きこ書房 2001.12

159.4/ｼｺ 仕事は楽しいかね？　2
デイル・ドーテン著
野津智子訳

きこ書房 2002.7

B336.04/ﾋｼ ビジネスマンの父より息子への30通の手紙
キングスレイ・ウォード〔著〕
城山三郎訳

新潮社 2010.12

336.04/ﾕｳ 憂鬱でなければ、仕事じゃない
見城徹著
藤田晋著

講談社 2011.6

366/ｲﾏ いま、働くということ 橘木俊詔著 ミネルヴァ書房 2011.9

366.04/ﾊﾀ 働く理由　99の名言に学ぶシゴト論。 戸田智弘〔著〕
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2007.7

366.04/ﾊﾀ 働く理由　続 戸田智弘〔著〕
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2008.12

366.29/ｼｺ 仕事力　紅版 朝日新聞社編 朝日新聞出版 2009.3

B366.29/ｼｺ 仕事力　青版 朝日新聞社編著 朝日新聞出版 2009.3

B366.29/ｼｺ 仕事力　白版 朝日新聞社編著 朝日新聞出版 2009.3

B366.29/ｼｺ 仕事力　金版 朝日新聞社編 朝日新聞出版 2010.4

B367.68/ﾎｸ 僕らが働く理由、働かない理由、働けない理由 稲泉連著 文藝春秋 2007.3

スキルアップ

請求記号 タイトル 著者 出版社 出版年

159/ﾅﾅ 7つの習慣
スティーブン・Ｒ.コヴィー著
ジェームス・スキナー著
川西茂訳

キング・ベアー出
版

1996.12

336.3/ｼﾖ 女性のためのリーダーシップ術 猪俣恭子著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2014.5

336.49/ｼｺ 仕事が9割うまくいく伝え方の技術 本郷陽二〔著〕 KADOKAWA 2014.6

336.49/ｽｶ 図解＊ビジネスマナーの教科書 中川美恵子監修 ナツメ社 2008.4

336.5/ｺｸ コクヨ式机まわりの「整え方」 齋藤敦子著 KADOKAWA 2014.5

336.92/ｹﾂ 決算書はここだけ読め！ 前川修満著 講談社 2010.1

361.45/ｲﾗ イライラのしずめ方 加藤諦三著 PHP研究所 2011.5

361.454/ﾂﾀ 伝え方が9割 佐々木圭一著 ダイヤモンド社 2013.2

361.454/ﾂﾀ 伝え方が9割　2 佐々木圭一著 ダイヤモンド社 2015.4

336/ﾄﾘ トリガー　自分を変えるコーチングの極意
マーシャル・ゴールドスミス著

マーク・ライター著
斎藤聖美訳

日本経済新聞出
版社

2016.1
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請求記号 タイトル 著者 出版社 出版年

336.04/ｼﾂ 10分でわかる！ビジネス教養 日経BP社 2016.3

336.04/ｼﾌ 自分を高める仕事改善術 中田崇著
産業能率大学出
版部

2011.7

366.29/ｶｲ 会社が嫌いになったら読む本 楠木新著
日本経済新聞出
版社

2009.8

366.29/ｷﾔ キャリアデザイン入門　1（基礎力編） 大久保幸夫著
日本経済新聞出
版社

2016.3

366.29/ｷﾔ キャリアデザイン入門　2（専門力編） 大久保幸夫著
日本経済新聞出
版社

2016.3

366.29/ﾆﾎ 日本型キャリアデザインの方法 大久保幸夫著 日本経団連出版 2010.4

367.68/ｼﾌ 自分探しが止まらない 速水健朗著
ソフトバンククリ
エイティブ

2008.2

新しいことにチャレンジする

請求記号 タイトル 著者 出版社 出版年

318.6/ｶｿ 家族で地方移住、はじめました。 移住ライフ研究会編 洋泉社 2016.10

335/ｲﾏ
今ある会社をリノベーションして起業する
小商い“実践”のすすめ

奥村聡著 ビジパブ 2014.7

335/ｾﾛ ゼロ・トゥ・ワン　君はゼロから何を生み出せるか
ピーター・ティール著
ブレイク・マスターズ著
関美和訳

NHK出版 2014.9

335.89/ｴﾇ NPOで働く　「社会の課題」を解決する仕事 工藤啓著 東洋経済新報社 2011.7

335.89/ｾﾛ ゼロからはじめる社会起業 炭谷俊樹著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2010.12

336.42/ｼﾕ 就活って何だ　人事部長から学生へ 森健著 文藝春秋 2009.9

366.28/ﾛｸ 60歳からの仕事
清家篤著
長嶋俊三著

講談社 2009.11

366.29/ｻﾄ
サードジョブ
公務員でも会社員でもない第3の就職ガイド

上田信一郎著 講談社 2011.2

366.29/ｼｺ
仕事を大切に、転職は慎重に。
自分の仕事を見つめ直す42のスタイル

越智通勝著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2008.9

366.29/ｼﾕ
就職しない生き方
ネットで「好き」を仕事にする10人の方法

インプレスジャパン編集部編 インプレスジャパン 2010.4

366.38/ﾜｷ ワーキングママの時間管理術 ワクママ編
阪急コミュニケー
ションズ

2009.1

366.42/ﾌﾗ ブラック企業の見分け方　大学生向けガイド
上西充子著
今野晴貴著

ブラック企業対
策プロジェクト

2013.11

377.9/ﾃｲ
定年進学のすすめ
第二の人生を充実させる大学利用法

花岡正樹著 花伝社 2010.2

673/ﾂｷ
月3万円ビジネス
非電化・ローカル化・分かち合いで愉しく稼ぐ方法

藤村靖之著 晶文社 2011.7

673/ﾄﾂ 独活のススメ　独立・起業・副業を考えはじめたら読む本原正紀著 同友館 2012.10

いざという時のために

請求記号 タイトル 著者 出版社 出版年

316.1/ｽｸ
すぐに役立つ入門図解改正対応！
個人情報保護法とマイナンバー法のしくみ

戸塚美砂監修 三修社 2016.5
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請求記号 タイトル 著者 出版社 出版年

336.4/ﾛｳ 労務管理のツボとコツがゼッタイにわかる本
寺林顕著
米澤章吾監修

秀和システム 2014.5

364.3/ﾀｲ
すぐに役立つ退職者のための医療保険・生活保護・年
金・介護保険のしくみと手続き

林智之監修 三修社 2016.3

366.14/ﾛｳ 労働法実務解説　1　労働契約・有期労働契約
宮里邦雄編
徳住堅治編

旬報社 2016.4

366.14/ﾛｳ 労働法実務解説　2　賃金
宮里邦雄編
徳住堅治編

旬報社 2016.1

366.14/ﾛｳ 労働法実務解説　3　労働時間・休日・休暇
宮里邦雄編
徳住堅治編

旬報社 2016.8

366.14/ﾛｳ 労働法実務解説　4　人事
宮里邦雄編
徳住堅治編

旬報社 2016.4

366.14/ﾛｳ 労働法実務解説　5　解雇・退職
宮里邦雄編
徳住堅治編

旬報社 2016.2

366.14/ﾛｳ 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
徳住堅治編

旬報社 2016.7

366.14/ﾛｳ 労働法実務解説　7　安全衛生・労働災害
宮里邦雄編
徳住堅治編

旬報社 2016.2

366.14/ﾛｳ 労働法実務解説　8　高齢者雇用・競業避止義務・企業年金
宮里邦雄編
徳住堅治編

旬報社 2016.11

366.14/ﾛｳ 労働法実務解説　9　企業組織再編と労働契約
宮里邦雄編
徳住堅治編

旬報社 2016.4

366.14/ﾛｳ 労働法実務解説　11　ユニオンへの加入・結成と活用
宮里邦雄編
徳住堅治編

旬報社 2016.1

366.14/ﾛｳ 労働法実務解説　12　不当労働行為と救済
宮里邦雄編
徳住堅治編

旬報社 2016.4

366.14/ﾛｳ 労働法のことならこの1冊 河野順一著 自由国民社 2012.7

366.32/ｽｸ
すぐに役立つ労働時間・休日・休暇の法律と助成金
申請手続き

戸塚美砂監修 三修社 2011.7

369.12/ｽｶ 図解福祉の法律と手続きがわかる事典 若林美佳監修 三修社 2011.9

673.93/ｷﾕ Q&A労働者派遣の実務　平成24年改正法と企業実務 五三智仁著 民事法研究会 2012.7

673.93/ﾛｳ 労働者派遣と法
和田肇編著
脇田滋編著

日本評論社 2013.6

QRコード
社会科学と歴史・哲学の

埼玉県立熊谷図書館

〒360-0014 埼玉県熊谷市箱田5-6-1

コバトン
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