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東中野図書館 第 57 回「個性ある図書館」展示 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

【展示期間】：2020年１2月 26日（土） ～ 2021年２月２5日（木） 

【展示場所】：東中野図書館 3Ｆ 法務情報コーナー 

【お問合せ】：中野区立東中野図書館 

   中野区東中野 1-35-5  ☎03-3366-9581 

  少子高齢化による日本国内の労働力低下を補う新たな担

い手として注目されている外国人労働者。 

  2019 年 4 月に改正された入国管理法は「外国人労働者

の数を増やし、国内の労働力不足を解消する」という趣旨で施

行されました。 

就労可能な在留資格として、新たに「特定技能」が設けら

れ、国内における人材確保が困難な状況にある 14 の特定産

業分野で外国人の雇用が可能となりました。 

この改正は、労働力保持に困難を生じている多くの企業にと

って、大きな転換となりました。 

 ※入国管理法は「出入国管理及び難民認定法」の略称です 



 

 

 

１．情報検索のキーワード  

様々な「キーワード」を使うことで、効率的な情報の検索が可能になります。 

  

 入国管理法 ／ 特定技能  ／ 入国管理局 ／ 外国人雇用 ／ 技能実習 ／  

 外国人労働者 ／ 出入国管理及び難民認定法 ／ 入国審査 ／ 在留資格 ／ 

移民 ／など                            

 

２．図書資料を調べる  

中野区立図書館のホームページや館内利用者検索機（ＯＰＡＣ）で調べてみましょう。 

                                                 

『中野区立図書館ホームページアドレス』 

                    https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/ 

 

『都内図書館統合検索（東京都立図書館）』・・・東京都内の複数館の資料を横断検索できます。 

                    https://www.library.metro.tokyo.jp/ 

 

『国立国会図書館』・・・国会図書館の蔵書について一括して検索できます。 

                    https://www.ndl.go.jp/ 

 

３．雑誌・新聞で調べる  

新聞 

  朝日新聞 ／ 産経新聞 ／ 東京新聞 ／ 日経新聞 ／ 毎日新聞 ／ 読売新聞 

 

雑誌 『ジュリスト』（有斐閣）・・・日常業務に生かせる法律情報誌 

   『法学セミナー』（日本評論社）・・・リーガルマインド修得のための教養誌 

 

４．図書を調べる  

テーマの棚を調べてみましょう。 

 

分野 分類記号 

労働者 366.8 

国籍法 329.9 

労務管理 336.4 

 

 

 

 改正入国管理法について調べる方に  

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/
https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/
https://www.library.metro.tokyo.jp/
https://www.ndl.go.jp/


５．オンラインデータベースで調べる  

中野区立中央図書館の参考・地域行政資料コーナーでは、以下のオンラインデータベースが 

利用できます。 

 

日経テレコン 
1975 年から当日までの日経 4 紙（経済・産業・金融・流通）の新聞記

事や、企業情報などの検索が可能です。 

聞蔵Ⅱビジュアル 1879 年から当日までの朝日新聞の検索ができます。 

官報情報検索サービス 1947 年 5 月 3 日から当日までの官報記事の検索ができます。 

MAGAZINE PLUS 一般誌・総合誌の雑誌記事検索や学術論文などの検索ができます。 

D1-Law.com 判例情報、法律等の改廃履歴、法律判例文献情報が検索できます。 

 

 

６．関連機関を活用する  

関連機関で会社法に関するさまざまな事を調べてみましょう。 

 

【出入国在留管理庁】 

http://www.immi-moj.go.jp/hourei/ 

【外国人技能実習機構】 

https://www.otit.go.jp/info_seido/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人実習・雇用実戦ガイド 第 2版 

佐野 誠／ほか著 

２０１9年 第一法規 

 

外国人の雇用に必要な手続き・制度を多数の 

事例を取り上げながら解説します。 

336.4 

ガ 

ピックアップ展示図書 

http://www.immi-moj.go.jp/hourei/
https://www.otit.go.jp/info_seido/
https://www.daiichihoki.co.jp/store/upload/save_image/10241638_5db154fe053a7.jpg


 

 

書名 著者名 出版者名 出版年 分類番号 

入管法概説 髙宅 茂/著 有斐閣 2020 329.9 タ 

法務・労務のプロのための外国人雇用実務ポ

イント 
杉田 昌平/著 ぎょうせい 2019 336.4 ス 

サッと使える外国人労働者の賃金制度と労

務管理 
三村 正夫/著 

産労総合研究

所出版部経営

書院 

2020 336.4 ミ 

外国人の法律相談Ｑ＆Ａ 第四次改訂版 

第一東京弁護士会 

人権擁護委員会 

国際人権部会/編 

ぎょうせい 2019 329.9 ガ 

フローチャートでわかる新在留資格にもとづく

外国人材の受入れと活用 

ＰＡＬ総合行政書士法

人/著 
第一法規 2019 329.9 フ 

キャッチアップ外国人労働者の税務 酒井 克彦/編著 ぎょうせい 2019 345.3 サ 

まる分かり 2019年施行入管法 労働新聞社/編 労働新聞社 2019 329.9 マ 

外国人雇用はじめの一歩 矢澤 めぐみ/著 日本法令 2020 336.4 ヤ 

すっきりわかる！技能実習と特定技能の外国

人受け入れ・労務・トラブル対応 第 2版 

藤井 恵・松本 雄二・

軽森 雄二/共著 

税務研究会出

版局 
2020 336.4 ス 

実務家のための 100 の実践事例で分かる入

管手続き 
濵川 恭一/ほか著 労働新聞社 2019 329.9 ハ 

特定技能Ｑ＆Ａ 山中 政法/ほか著 法律情報出版 2020 329.9 ト 

外国人材受入れサポートブック 杉田 昌平/著 ぎょうせい 2020 366.8 ガ 

改正出入国管理法施行に伴うビジネスチャン

スとリスク 
岩永 智之/著 

カナリアコミニ

ュケーションズ 
2019 366.8 イ 

外国人労働者の雇い方完全マニュアル 山田 真由子/著 
シーアンドアー

ル研究所 
2020 336.4 ヤ 

使い捨て外国人 指宿 昭一/著 朝陽会 2020 366.8 イ 

改正入管法のポイント 山中 政法/ほか著 法律情報出版 2019 329.9 カ 

外国人就労のための入管業務 入門編 飯田 哲也/著 税務経理協会 2019 329.9 イ 

採用担当者なら押さえておきたい外国籍人

材雇用の基礎知識 
野村 篤司/著 税務経理協会 2020 336.4 ノ 

外国人の在留資格申請と労務管理 佐藤 正巳/著 とりい書房 2020 336.4 サ 

展示図書リスト 


