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10045261 戦後日本経済の総点検 / 金子貞吉著. -- 学文社, 1996.10. 332.107/Ka53 一般図書

10045618 紅一点論 : アニメ・特撮・伝記のヒロイン像 / 斎藤美奈子著. -- 筑
摩書房, 2001.9. -- (ちくま文庫 ; [さ-13-2]).

367.2/Sa25 一般図書

10065337 日本的雇用慣行 : 全体像構築の試み / 野村正實著. -- ミネルヴァ書
房, 2007.8. -- (Minerva人文・社会科学叢書 ; 131).

366.21/N95 一般図書

10085895 ニュースがわかる / 池上彰著 ; テレビ東京報道局編. -- 日本経済新
聞出版社, 2012.4. -- (池上彰のやさしい経済学 / 池上彰著 ; テレ
ビ東京報道局編 ; 2).

331/I33/2 一般図書

10092163 仕事と家族 : 日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか / 筒井淳也著.
-- 中央公論新社, 2015.5. -- (中公新書 ; 2322).

336.38/Ts93 新書・文庫
コーナー

10093684 「働き方改革」の嘘 : 誰が得をして、誰が苦しむのか / 久原穏著. -
- 集英社, 2018.9. -- (集英社新書 ; 0948A).

366.11/Ku22 トピック
コーナー

10094151 過労死は何を告発しているか : 現代日本の企業と労働 / 森岡孝二著.
-- 岩波書店, 2013.8. -- (岩波現代文庫 ; 社会 ; 262).

366.99/Mo62 一般図書

10094154 バブル経済とは何か / 藤田勉著. -- 平凡社, 2018.9. -- (平凡社新
書 ; 892).

332.06/F67 一般図書

10094166 図説労働の論点 / 高橋祐吉 [ほか] 編. -- 旬報社, 2016.5. 366.021/Ta33 一般図書

10094172 高校生からの経済入門 / 中央大学経済学部編. -- 中央大学出版部,
2017.8.

331/C66 一般図書

10094173 最低賃金1500円がつくる仕事と暮らし : 「雇用崩壊」を乗り越える /
後藤道夫 [ほか] 編. -- 大月書店, 2018.10.

366.44/G72 一般図書

10094174 経済学見るだけノート : 大学4年間の / 木暮太一監修. -- 宝島社,
2018.7.

331/Ko26 一般図書

10094176 経済用語図鑑 / 花岡幸子著 ; 浜畠かのうイラスト. -- WAVE出版,
2016.11.

330/H28 一般図書

10094180 攻略!!日本経済 / 八田幸二, 佐藤拓也, 武田勝著. -- 改訂2版. --
学文社, 2019.1.

332.107/H43 一般図書

10094182 よくわかる社会政策 : 雇用と社会保障 / 石畑良太郎, 牧野富夫, 伍
賀一道編著. -- 第3版. -- ミネルヴァ書房, 2019.5. -- (やわらかア
カデミズム・「わかる」シリーズ).

364.1/I74 一般図書

10095678 戦時期日本の働く女たち : ジェンダー平等な労働環境を目指して /
堀川祐里著. -- 晃洋書房, 2022.2.

366.38/H89 一般図書

11000279 雇用身分社会 / 森岡孝二著. -- 岩波書店, 2015.10. -- (岩波新書 ;
新赤版 1568).

366.21/Mo62 新書・文庫
コーナー

11006232 裁量労働制はなぜ危険か : 「働き方改革」の闇 / 今野晴貴, 島崎量
著. -- 岩波書店, 2018.3. -- (岩波ブックレット ; No.980).

366.32/Ko75 新書・文庫
コーナー

11010045 経済のしくみ / 池上彰著 ; 北田瀧シナリオ ; 松浦まどか作画. --
日本経済新聞出版社, 2018.6. -- (池上彰のマンガでわかる経済学 /
池上彰著 ; 北田瀧シナリオ ; 松浦まどか作画 ; 1).

331/I33/1 一般図書



11010060 日本人はいつから働きすぎになったのか : 「勤勉」の誕生 / 礫川全
次著. -- 平凡社, 2014.8. -- (平凡社新書 ; 744).

366.94/Ko33 一般図書




