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【外国人スタッフ受入れの手続】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

永井 知子／共著 日本法令 2020.1 336.42/ﾅｶ 1109753408

渡慶次 佳朗／著 秀和システム 2019.7 336.4/ﾄｹ 1109529683

野村 篤司／著 税務経理協会 2020.4 336.42/ﾉﾑ 1109861649

永井 弘行／著 セルバ出版 2019.8 336.42/ﾅｶ 0112049923

【技能実習/特定技能】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

井出 誠／著
ビジネス教育出
版社

2020.2 336.42/ｲﾃ 1109783819

永井 弘行／著 セルバ出版 2019.11 673.97/ﾅｶ 0112088600

藤井 恵／共著
税務研究会出
版局

2020.6 336.4/ｽﾂ 1109799492

湯川 智美／著 第一法規 2019.4
4W/369.17/ﾕ
ｶ

1109421279

建設技能人材研究会
／編著

大成出版社 2019.6 510.96/ｹﾝ 1109523652

【外国人材に活躍してもらうための心構え】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

千葉 祐大／著 ぱる出版 2020.6 336.42/ﾁﾊ 1109878262

林 隆春／著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2019.8 336.42/ﾊﾔ 1109615722

グローバル人材
キャリア支援協会／編

双葉社 2019.6 336.4/ｶｲ 0112025374

11
外国人労働者活用術　超人材難時代を生き残るダイバーシティ戦略 超人材難時代を生き抜くには? 令和は「人材開国元年」。外

国人労働者を雇ううえで必要な在留資格の種類、就労可能
な業種、採用時の注意点、採用後の育成方法などを、事例
を交えながら分かりやすくまとめる。

12
会社成長のカギは外国人材の活躍だ!　すぐに役立つ3つの基本と実例10 外国人材を受け入れる際に注意することとは。外国人材が

いきいきと長く活躍できる職場をつくるための基本を解説。
異文化理解のケーススタディや、外国人材と協働し成果を
挙げる10の企業の実例も紹介する。

外国から来た人と一緒に働く
外国人労働者と呼ばれる人たちと一緒に働くための心構えから手続きまで。

日々グローバル化していく社会であなたが生きるためのヒントに出会えるかもしれません。

No．
書名

内容紹介（※）

内容紹介（※）

1
外国人雇用書式・手続マニュアル 新在留資格「特定技能」外国人の受け入れ、入管手続・在

留資格の取得、労働・社会保険と労務管理…。外国人雇用
の実務を踏まえたうえで、必要となる書式・手続について、
豊富な記載例と記入のポイントとともに解説する。

2
外国人スタッフ雇用のための社会保険・労働法ガイド　日英対訳付き 外国人を雇用するために知っておくべき基本知識を解説。

また、日本で働く外国人に向けて、労働のルールや在留資
格、税・社会保険等のしくみを日本語と英語を併記して説明
する。2019年4月施行「改正出入国管理法」対応。

建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの
ための行政手続のほか、受入企業の立場から成功する受
入れのためのポイントをわかりやすく解説する。

2019年4月に在留資格「特定技能」の制度が始まり、宿泊・
外食業などのサービス業分野で、外国人を雇用することが
可能になった。特定技能外国人を雇用するにあたり、人事
担当が理解すべきポイントを解説する。

「不法就労助長罪」から会社を守り、居心地のいい職場環境
を作るために-。外国籍労働者を雇用する際に必要な知識
について、検討・採用・契約・定着の4つの段階に分けて解
説する。2019年4月施行の改正入管法に対応。

No．
書名

4

外国人介護職員受入れのための3つの制度「EPA」「在留資
格<介護>」「技能実習制度」の概要を、最近の法改正も含め
て解説。技能実習制度や、施設・事業所が整えるべき事項
に関するQ&Aも収録する。

3

Q&A サービス業で「特定技能外国人」を雇う前に読む本
6

9

外国人・留学生を雇い使う前に読む本 大卒外国人の雇い入れや留学生のアルバイト活用などに
あたり経営者・人事責任者が押さえておくべきポイントにつ
いて、日本人採用との違いを明確にしてわかりやすく解説す
る。法改正と在留資格「高度専門職」についても記す。

内容紹介（※）

5

7

8

建設分野の外国人材受入れガイドブック
新たな在留資格による外国人建設労働者の受入れのすべてがわかる　2019

介護施設のための外国人介護職員受入れへの一歩
EPA・技能実習生・在留資格を比較！

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

特定技能外国人の活用を考える事業者や、登録支援機関
に向けて、在留手続の専門家である行政書士と労務管理の
専門家である社労士が、複雑な制度の注意点を小分けにし
て丁寧に解説する。

技能実習生の賃金レベルとは? 入社の際に説明しておくべ
きことは? 外国人の失踪を防ぐためには? 技能実習と特定
技能の在留資格で働く外国人労働者雇用について、採用か
ら退職までをQ&A方式で解説する。

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

「特定技能」外国人雇用準備講座
特定技能外国人を採用する前にチェックしておきたい50項目

No．
書名

10

小さな会社の外国人活用の教科書　まもなく外国人労働者200万人時代外国人活
用が会社を成長させる！アフターコロナも外国人雇用の必要性は続く！

従業員数300人以下の会社が外国人材を受け入れるメリッ
ト、外国人材の採用方法、国籍ごとの特性の違いや受け入
れ体制づくり、コミュニケーション方法などを、わかりやすく
解説。すぐに使える実践的な情報やノウハウも満載。
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【職場の異文化理解】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

千葉 祐大／著 技術評論社 2019.3 336.4/ﾁﾊ 0111973490

石田 淳／著 かんき出版 2019.5 336.4/ｲｼ 0112014151

平野 広幸／著 第一法規 2017.3 336.49/ﾋﾗ 1108595800

エリン・メイヤー／著 英治出版 2015.8 336.49/ﾒｲ 1107996199

【外国人とのコミュニケーション】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

高嶋 幸太／著 くろしお出版 2018.6 817.8/ﾀｶ 0111885353

武田 聡子／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター 2020.3 336.47/ﾀｹ 1109777795

【グローバル社会で生きる】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

内藤 正典／著 集英社 2019.3 334.4/ﾅｲ 0111984394

佐藤 友則/著 学文社 2014.3 334.41/ｻﾄ 0111351545

移住労働者と連帯する
全国ネットワーク/編

合同出版 2012.3 334.41/ｲｼ 1106904723

河原 俊昭/編 くろしお出版 2007.4 334.41/ｶｲ 0110537092

多文化多言語社会へとまっしぐらに進んでいく中、外国人と
共生するにはどうすればいいのか。いろいろな問題を、子ど
もや高齢者も含めた目線で捉え、シナリオ形式で説明。在
住外国人２００万人時代のＦ・Ａ・Ｑ集。

No．
書名

内容紹介（※）

No．
書名

内容紹介（※）

14
教える技術　外国人と働く編　行動科学を使ってできる人が育つ 大切なのは「教え方」! 外国人スタッフに関わるエピソードな

ども交え、「外国人と働くための教える技術」のポイントを伝
える。「言葉」と「文化・習慣の違い」の問題をクリアするため
の配慮の仕方や具体的なアイデアも掲載。

異文化理解力　相手と自分の真意がわかるビジネスパーソン必須の
教養

世界の動きとは反対に、外国人労働者に門戸を開放した日
本政府。外国人労働者、移民、難民はどう違うのか。彼らと
どう接したらいいのか。国境線を越えて人が動くことの影響
を、わかりやすく解説する。

ビジネス現場で実践できる異文化理解ツール「カルチャー
マップ」。その極意を、「評価」や「リーダーシップ」といった、
文化の違いが生まれやすい「8つのマネジメント領域」に沿っ
て、わかりやすく解説する。

20

19
外国人労働者・移民・難民ってだれのこと?

※内容紹介はTRCマークによる
○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
○請求記号に4Wがついている本は3階健康・安心・防災スペースにあります。
〇保険や給付制度については最新の情報をご確認ください。

13

異文化理解の問題地図
　「で、どこから変える?」グローバル化できない職場のマネジメント

外国人材をどうマネジメントすればいい? 「異文化あるある」
をピックアップし、それらを問題地図として描いた書。外国人
材が変わり、日本人以上に活躍するようになる具体的な方
法を紹介する。折込みの全体マップ付き。

18
留学生・日本で働く人のためのビジネスマナーとルール

21
移住者が暮らしやすい社会に変えていく30の方法 日本社会で生きる移住者の現実や、日本社会のなかで「移

民」はどう変わったかを解説。移住者の悩みと願い、移民社
会をつくるためのしくみも紹介する。どうすればもっと魅力に
あふれた移民社会にできるのかがわかる本。

22

日本語で外国人と話す技術

外国人と一緒に生きる社会がやってきた！多言語・多文化・多民族の時代へ

15

異文化ギャップきれいごとではすまされない?
ビジネスシーンでみるコミュニケーションと行動の在り方-日・英語編-

<多文化共生>8つの質問　子どもたちが豊かに生きる2050年の日本

17

No．
書名

16

内容紹介（※）

日本語を少し学んだ相手と楽しくコミュニケーションするため
のコツを、日本語教師が伝授。25の場面ごとに会話の失敗
例・改善例を示し、日本語で外国人と話す技術を解説する。
外国人の視点を踏まえた日本語の特徴なども綴る。

長野県松本市のお祭り「こいこい松本」で少年が感じた疑問
に答える形で、日本に住んでいる外国の人びとの状況、実
際に松本市で行なわれている多文化共生の活動を紹介し、
これから日本政府がすべきことを示す。

会議、上司との付き合い方、ビジネス・パートナーの決定方
法…。著者がアメリカやイギリスの人と仕事をする上で発生
した衝突を、実話に基づいて紹介。きれいごとではすまされ
ない異文化の衝突を解決するためのヒントが満載。

外国籍の社員・学生が日本の商慣習とビジネスマナー・
ルールを学ぶ教材。事例と解説・ワークの4頁構成。ダウン
ロード特典付き。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
https://otepia.kochi.jp/library


