
令和 3 年 2 月 27 日発行 第 58 号 

東中野図書館 第 58 回「個性ある図書館」展示 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

【展示期間】：2021 年 2 月 27 日（土）～2021 年 4 月 29 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 

「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な

働き方を自分で「選択」できるようにするための改革です。※１ 

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、育児や介護との両立

など、働く方々のニーズの多様化といった課題に対応するため、「長

時間労働の是正」、「同一労働同一賃金（公正な待遇の確保）」の

２つの原理・原則を基本として、性別や年齢などにかかわらず、誰も

が意欲と能力を発揮できる労働環境の整備を目指します。 

 

２０１８年６月２９日に成立した「働き方改革関連法※２」は、主に 

８つの労働関係法律の改正法を指し、２０１９年４月１日から順次施

行されています。 

２０２０年初頭から始まった新型コロナウイルスの流行で、時差出勤

制度やテレワークを導入する企業が増えています。わたしたちの働き方

が大きく変わろうとしているこの機会に、改めて「働き方改革」について

調べてみてはいかがでしょうか。 

 
※１ 出典：厚生労働省ホームページ 働き方改革特設サイト （https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/） 
※２ 正式名称は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」です。 

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/


働き方改革について調べる方に  

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。 

  

働き方改革 ／ 働き方改革関連法 ／ 賃金政策 ／ 労働時間 ／ 労務管理 ／ 

労働問題 ／ 労使関係 ／ 労使協定 ／ 就業規則 ／ 有給休暇 ／  

働き方 ／ 労働法 ／ 労働衛生 ／ 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 

労働問題 366 

労働政策・行政・法令 366.1 

労務管理 336.4 

 

 

 

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 年からの日経 4 紙（経済・産業・金融・流通）の新聞全文検索、

企業情報、人事情報の検索が可能です。 

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。 

MAGAZINEPLUS 一般誌・総合誌の雑誌記事検索や学術論文の検索ができます。 

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  

関連機関で働き方改革に関するさまざまな事を調べてみましょう。 

 

『厚生労働省：「働き方改革」の実現に向けて』 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【展示図書ピックアップ】 

「働き方改革」の達成と限界―日本と韓国の

軌跡をみつめて 

横田 伸子，脇田 滋，和田 肇／共編著 

２０２１年 関西学院大学出版会 

366.0 

ハ 

２０１９年に開催され好評を博した日本と韓国の専門家に

よる「日韓『働き方改革』フォーラム」の記録をまとめたもの

で、日韓における「働き方改革」の実態と課題を多角的に、

比較・検討することのできる１冊です。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html


  

 

 

書名 著者名 出版者名 出版年 分類番号 

最新整理 働き方改革関連法と省令・ガイ

ドラインの解説 
岩出 誠／編 

日本加除 

出版 
2019 366.1サ 

働き方改革関連法の解説と実務対応 

〈１〉労働時間編 
労働調査会出版局／編 

全国労働基

準関係団体

連合会 

2019 366.1ハ 

働き方改革関連法の解説と実務対応 

〈２〉同一労働同一賃金編 
労働調査会出版局／編 

全国労働基

準関係団体

連合会 
2020 366.1ハ 

詳解 働き方改革関連法 
第一東京弁護士会労働

法制委員会／編著 

労働開発 

研究会 
2019 366.1シ 

｢働き方改革関連法｣早わかり 布施 直春／著 
ＰＨＰ研究

所 
2019 366.1フ 

働き方改革実現のための企業労務の重要

ポイント 

東京弁護士会弁護士研修

センター運営委員会／編 
ぎょうせい 2020 336.4ハ 

｢労働時間管理｣の基本と実務対応 第３

版 
中井 智子／著 労務行政 2019 336.4ナ 

新しい労働時間・休日・休暇法律実務ハン

ドブック 

大庭 浩一郎，中野 明安

／共著 
日本法令 2021 366.3ア 

適正労働時間管理 第２版 
社会保険労務士法人大野

事務所／編著 
労務行政 2020 336.4テ 

同一労働同一賃金の法律と実務 第２版 
服部 弘，佐藤 純／ほか 

共編著 
中央経済社 2020 366.1ド 

同一労働同一賃金Ｑ＆Ａ 第３版 高仲 幸雄／著 経団連出版 2020 366.1タ 

同一労働同一賃金 最高裁５判決と企業

対応 

大内 伸哉，八代 尚宏，

大庭 浩一郎，岩元 昭

博，吉田 肇／共著 

日本法令 2021 366.5ド 

これならわかるテレワークの導入実務と

労務管理 
川久保 皆実／著 

日本実業出

版社 
2020 336.4カ 

働き方改革関連法 判例解釈でひもとく

改正法解説と企業対応策 
岩出 誠／編著 清文社 2020 366.1イ 

実務のための労働法制度 岡崎 淳一／著 
日経ＢＰ日

本経済新聞

出版本部 
2020 366.1オ 

人事・労務担当者のための労働法のしくみ

と仕事がわかる本 最新版 
向井 蘭／著 

日本実業出

版社 
2019 336.4ム 

決定版 モデル条文でつくる就業規則作

成マニュアル 
野口 啓暁／編著 旬報社 2020 336.4ノ 

 

【展示図書リスト】 


