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ミニ展示チラシ No.１9 

香川県立図書館ビジネス情報・しごと応援コーナー  

ミニ展示「アクティブシニアを目指す働き方」 
 

ビジネス情報・しごと応援コーナーでは、ビジネスやしごとに関連するテーマで、資料のミニ展示

を行っています。第 19 回目は「アクティブシニアを目指す働き方」です。 

「人生 100 年時代」を迎えた今日、定年退職後もやりがいのある仕事で収入を得て、家族や友人

との交流や自分の趣味も楽しむ「アクティブシニア」に関心が集まっています。 

この展示では、「キャリアデザイン」「高齢者雇用」の 2 つのテーマのもとに集めた資料を紹介し、

年齢にとらわれることなく、自らの責任と能力において自由でいきいきとした生活を送るための

働き方や、「アクティブシニア」が活躍できる雇用のあり方を考えるための情報提供を行います。 

 

このチラシには一部の資料を掲載しています。展示資料は全て貸出ができます。 

展示期間：令和 2(２０20)年１２月８日(火)～令和３（２０２１）年２月７日(日) 

 

○ キャリアデザイン 
タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

ビジトレ－  今日から始めるミドルシニアのキャリア開発 

（田中 研之輔／著 -- 金子書房 -- ２０２０．６） 
1110356944 36629/T35/ 

今すぐスタート!「好き」から作る定年後の稼ぎ力    

（宮津 大輔／著 -- 日経 BP -- ２０１９．１２） 
1110278171 36629/M26/ 

50 代からの「稼ぐ力」－ 会社にも年金にも頼らず生きる方法  

（大前 研一／著 -- 小学館 -- ２０１９．１） 
1110051453 1590/O24/5 

定年後の経済学 

（橘木 俊詔／著 -- PHP 研究所 -- ２０１９．１） 
1110045471 36646/T7/ 

定年 3.0－50 代から考えたい「その後の 50 年」のスマートな生き方・稼

ぎ方（大江 英樹／著 -- 日経 BP 社 -- ２０１８．１２） 
1110045620 36770/O27/2 

58 歳からのハローワーク 200%活用術 

（日向 咲嗣／著 -- 朝日新聞出版 -- ２０１８．３） 
1109947786 36629/H1/6-2 

何歳まで働くべきか?    

（藤原 佳典／編著 -- 社会保険出版社 -- ２０１６．１０） 
1109677011 36628/F3/ 

65 歳で月収 4 万円。年金をもらいながらちょこっと稼ぐコツ    

（阿部 絢子／著 -- KADOKAWA -- ２０１６．３） 
1109462463 36628/A4/ 

６０代の生き方・働き方－第二の人生を楽しむ心得帖 

（阿部絢子／著 -- 大和書房 -- ２０１５．７） 
1109209187 36770/A12/3 

特集記事「定年消滅」 

（週刊東洋経済 2020 年 10 月 17 日号） 
1205048505 雑誌のため請求記号なし 

特集記事「定年退職後の多様なキャリアを考える」 

（エルダー 2020 年 6 月号） 
1204912966 雑誌のため請求記号なし 

特集記事「定年消滅―人生１００年をどう働くか」 

（中央公論 2019 年 7 月号） 
1204818825 雑誌のため請求記号なし 
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○ キャリアデザイン 
タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

55 歳から小ビジネスで稼ぐ!教科書－「自分にあった仕事」を見つけて、「不

安な老後」のお金を稼ぐための本  

（片桐 実央／著 -- 辰巳出版 -- ２０２０．３） 

1110291133 33500/K22/4 

初期費用ゼロで始める定年プチ起業－一生稼ぎ続ける賢いやり方    

（田口 智隆／著 -- 水王舎 -- ２０１９．９） 
1110211255 33500/T41/ 

会社をつくれば自由になれる－中年起業という提案     

（竹田 茂／著 -- インプレス -- ２０１８．１） 
1109918928 33500/T34/ 

農業に転職!－就農は「経営計画」で 9 割決まる   

（有坪 民雄／著 -- プレジデント社 -- ２０１９．７） 
1110199559 6117/A10/1-2 

ゼロからはじめる!脱サラ農業の教科書    

（田中 康晃／著 -- 同文舘出版 -- ２０１８．１） 
1109918944 6117/T18/3 

定年就農－小さな農でつかむ生きがいと収入    

（神山 安雄／編著 -- 素朴社 -- ２０１６．７） 
1109555688 6117/K19/3 

農業を仕事にする！－“夢で終らせなかった人たち”による「就農」「転農」

マニュアル （藤井勝彦／著 -- 大和出版 -- ２０１１．３） 
1108115401 6117/F5/ 

 

○ 高齢者雇用 
タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

統計で考える働き方の未来－高齢者が働き続ける国へ 

（坂本 貴志／著 -- 筑摩書房 -- ２０２０．１０） 
1110411434 36602/S13/ 

人手不足を円満解決現状分析から始めるシニア再雇用・定年延長    

（森中 謙介／著 -- 第一法規 -- ２０２０．９） 
1110405865 33642/M23/ 

入門図解高年齢者雇用安定法の知識－事業者必携，70 歳雇用延長に対応!

（森島 大吾／監修 -- 三修社 -- ２０２０．７） 
1110377049 36628/M7/ 

高齢社会日本の働き方改革－生涯を通じたより良い働き方に向けて     

（経済協力開発機構／編著 -- 明石書店 -- ２０２０．３） 
1110302088 36628/K8/2 

60歳以上の社員を雇用する手続きと税金    

（CSHR／著 -- 税務経理協会 -- ２０１９．１２） 
1110256581 33642/C5/ 

シルバー人材センターが拓くシルバーの時代－生きがいのある仕事を

して定年後の豊かな人生と社会を作る仕組みがあった!!    

（久保田 直子／[著] -- 日本橋出版 -- ２０１９．６） 

1110178199 36628/K16/ 

シニア社員の活かし方・処遇の仕方－高年齢者雇用の企業対策とその留意点    

（齋藤 清一／著 -- 中央経済社 -- ２０１９．２） 
1110051560 33642/S29/ 

特集記事「高齢社員のワーク・ライフ・バランス」 

（エルダー 2020年 9月号） 
1204933350 雑誌のため請求記号なし 

特集記事「新任人事担当者のための高齢者雇用入門」 

（エルダー 2020年 8月号） 
1204924896 雑誌のため請求記号なし 

特集記事「高齢社員戦力化へのアプローチ」 

（エルダー 2020年 3月号） 
1204892887 雑誌のため請求記号なし 

令和２年 11月作成 (香川県立図書館ビジネス情報・しごと応援担当 Tel:087-868-0567) 


