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Ⅰ 理論・一般
０．総　記
特集　フランクフルト学派と批判理論の可能性 情況 10-1 99.1/2

ハーバーマスとともに（清水多吉）具体的可能性としてのユートピアは見えるのか（船戸満之）

複製技術時代における脱物象化の可能性（仲正昌樹）二つの時代（清水多吉，仲正昌樹）他

ルービン対宇野弘蔵 永谷 清 情況 10-1 99.1/2

日本の少子化（講演） 小川直宏 人口と開発 66 99.冬

社会主義についての一試論 剣持 悟 統一の理論 46 98.10

現代資本主義分析における統合資本主義視角と帝国主義論的視角

杉本昭七 阪南論集　社会科学編 34-2 98.９

戦後消費者運動史関連文献解題 半澤廣志 国民生活研究 38-3 98.12

岡田裕之教授略歴と主要著作 経営志林（法政大） 35-3 98.12

＊現代英国経営事情 稲上 毅 日本労働研究機構 A5.299 97.８

＊エキサイティング定年 鈴木啓三 学陽書房 B6.221 99.10

＊史的システムとしての民主主義 村田邦夫 晃洋書房 A5.318 99.10

＊大衆動員社会 グレゴリー・カザ著 岡田良之助訳 柏書房 A5.300 99.10

＊女性と政治 御巫由美子 新評論 B6.214 99.10

＊パネルデータからみた現代女性 樋口美雄，岩田正美編著 東洋経済新報社 A5.286 99.10

＊ポスト・ジェンダーの社会理論 土場 学 青弓社 B6.251 99.10

＊女性・婦人問題の本　全情報　95／98 日外アソシエーツ A5.668 99.11

＊女を殴る男たち 梶山寿子 文藝春秋 B6.241 99.７

＊アジアの性 諏訪春雄編 勉誠出版 B6.184 99.９

＊女性の社会的地位再考 網野善彦 御茶の水書房 A5.67 99.９

＊マルクスがわかる。 朝日新聞社 B5.176 99.10

＊レーニンと『資本論』４ 不破哲三 新日本出版社 B6.398 99.10

＊ロシア市民 中村逸郎 岩波書店 B40.214 99.11

＊日本的経営の興亡 徳丸荘也 ダイヤモンド社 A5.478 99.８

＊21世紀のキャリア開発 仙崎 武，池場 望，宮崎冴子 文化書房博文社 A5.244 99.９

＊現代日本生活論 飯田哲也 学文社 A5.215 99.９

＊保育白書　1999年版 全国保育団体連絡会，保育研究所編 草土文化 A5.333 99.８

＊労働科学研究所年報　平成11年版 労働科学研究所 B5.78 99.８

＊向坂逸郎文庫目録　４ 法政大学大原社会問題研究所 B5.154 95.10
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１．労働論
抽象的人間労働と「共産主義の第一段階」 吉田憲夫 情況 10-1 99.1/2

労働価値説か価値法則か 永谷 清 信州大学経済学論集 40 98.12

２．労使（資）関係論
航空パイロットの労使関係 本田一成 大原社会問題研究所雑誌 482 99.１

アフター・フォーディズムの世界（下） アラン・リピエッツ 中原隆幸訳 情況 10-1 99.1/2

レギュラシオン理論からみた韓国経済の課題 鄭 重国 千里山経済学（関西大） 32-1 98.９

３．労働経済論（含　賃金論）
非線形時系列モデルの統計的推測 寺坂崇宏 研究年報経済学（東北大） 60-2 98.９

サービス労働価値形成説批判 原田 実 政経研究 71 98.11

効率的労使交渉モデルとプレイヤーの時間選好について 新垣繁秀　広島経済大学経済研究論集 21-2 98.９

４．経営労務論
「日本的生産方式」の形成と評価 一寸木俊昭 経営志林（法政大） 35-3 98.12

「カイゼン」からＩＴマネジメントへ 中川多喜雄 研究年報経済学（東北大）60-3 98.11

５．社会政策，社会福祉，社会保障論
社会政策の岸本理論における社会政策概念と最小限綱領概念の未分化・混同について（２）

渡部恒夫 鹿児島経大論集 39-2 98.7

The Effects of pay-as-you-go social security under longevity risk Yasuo Kofuji 専修商学論集 66 98.９

家族および地域共同体の機能と政府の役割 山重慎二 一橋論叢 120-6 98.12

福祉社会についての一考察 東條隆進 早稲田社会科学研究 57 98.10

＊これからの社会保障 芝田英昭 かもがわ出版 B6.150 99.10

＊社会保障政策論 大野吉輝 勁草書房 B6.245 99.10

＊社会政策のなかの現代 武川正吾 東京大学出版会 A5.338 99.11

＊社会福祉法制要説　第３版 桑原洋子 有斐閣 A5.356 99.12

＊公的扶助論 田畑洋一 学文社 A5.168 99.９

６．産業・労働社会学
看護プロフェッション 田中マキ子 社会分析 25 97.３

７．労働科学，人間工学
職務バーンアウト研究の動向（１） 横山敬子 青山社会科学紀要 27-1 98.９

パーソナルダストモニターの実用性に関する研究

成清雄一，小山博巳，三宅弘子，塚島英明，名古屋俊士 労働科学 74-12 98.12

Ⅱ 労働問題
10．総　記
労働問題この一年を振り返って（鼎談）（鷲尾悦也 成瀬健生 山路憲夫）官公労働 52-12 98.12

労働分野における「規制緩和」を考える 大森真紀 女性と労働21 26 98.10

労働ビッグバンとこれからの雇用 中野麻美 労働運動研究 351 99.１

＊サラリーマンの自殺 川人博，高橋祥友編著 岩波書店 A5.54 99.11

11．雇用・労働市場
90年代の新規大卒労働市場 松尾孝一 大原社会問題研究所雑誌 482 99.１

わが国雇用問題取り組みの視座 福岡道生 経営者 53-1 99.１

大手ゼネコン現場の下請業者・労働者の状態 辻村定次 建設労働のひろば 27 98.７

雇用・失業問題の所在と対策 （高梨昌 聞き手：岩崎 馨） 産業労働 53 99.Winter

雇用慣行のあり方も視野に 山田一郎 情報労連リポート 219 98.12

中国のポスト離脱労働者の生活保障と再就業問題 王振基， 宝山 世界の労働 48-11 98.11

今日の賃金・雇用問題を見る視点 野村正實 全水道 61 98.７

転換期の日本経済と雇用をめぐる諸課題（報告） （仁田道夫） 連合総研レポートDIO 122 98.12

多様な働き方　非正規労働者の増加とその背景 中野麻美 労働かながわ 565 98.12
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12．労働条件
98年度労働条件調査集計（４） 金属機械労働資料 436 98.11

98年度労働条件調査集計（５） 金属機械労働資料 438 99.１

98年度賃金・労働条件調査 金属機械労働組合 金属機械労働資料 437 98.12

13．賃金問題
賃金の理論（Ⅱ） 岡田裕之 経営志林（法政大） 35-3 98.12

1998年度・連合構成組織の賃金・一時金・退職金 れんごう政策資料 113 98.12.22

連合・民間主要組合の賃金・一時金退職金（1998年度） れんごう政策資料 112 98.12.22

＊モデル条件別昇給・配分　2000年版 労務行政研究所 B5.301 99.11

＊賃金統計のしおり　平成11年度版 三和総合研究所 B5.163 99.２

特集　新しい賃金論へのアプローチ　２ 国際経済労働研究 885 98.11/12

モラールサーベイによる賃金研究（村杉　健）

特集　新しい賃金論へのアプローチ　３ 国際経済労働研究 886 99.１

格差をつけるための考課に関する一提言（小林敏男）賃金制度改革の仕事論的アプローチ（石田光男）

14．労働時間
ドイツにおける労働時間弾力化の現状 宮前忠夫 労働法律旬報 1445 98.12.上旬

15．パート・派遣・家内労働
韓国における非正規労働の法制度に関する一考察（一） 朴 宣映 大阪市立大学法学雑誌 45-1 98.11

パートタイム労働者を取り巻く現状と課題 福原宏幸 大阪労働 424 98.初冬号

労働者派遣自由化法案の問題点と課題 中野麻美 交流と資料 23 98.12

特集　非正規雇用 日本労働研究雑誌 462 98.12

先進国における非典型的雇用の拡大（鈴木宏昌）非典型的労働の実態（佐藤博樹）

社会保障・税制と雇用形態（木村陽子）非正規雇用の法政策（島田陽一）他

英国における有期契約fixed-term contractsをめぐる諸問題　野沢 浩　労働科学 74-12 98.12

＊図表労働者派遣事業　平成10年版　労働省職業安定局民間需給調整事業室編

雇用問題研究会 B5.78 99.9

16．女性労働
特集　女性社員の活用と両立支援 企業福祉 484 98.12.15

「男性正社員を中心とする雇用慣行を改めて雇用の機会均等と両立支援を推し進めることが企業にとって

もプラスになるのです」（インタビュー）（北井久美子 インタビュアー：阿部まさ子）他

女性教師の育児休業と保育の実態 畠山歌子，林裕子 釧路論集（北海道教育大） 30 98.11

労働ビッグバンと女性労働者 中野麻美 月刊労農のなかま 35-12 98.12

なぜ男女の賃金格差は縮小しないのか 首藤若菜，高木郁朗 賃金と社会保障 1239 98.12月上旬号

イーハトーブでの合宿 正路怜子 労働法律旬報 1444 98.11.下旬

今年の目玉はホームページと国際シンポ 正路怜子 労働法律旬報 1446 98.12.下旬

＊「好き」がかなう仕事選び 中山庸子 筑摩書房 B6.185 99.10

＊働く女性の法律Ｑ＆Ａ 中島通子，中野麻美，黒岩容子，岡部玲子 有斐閣 B6.251 99.11

17．中高年労働
シニア期企業労働者の生きがい

佐藤秀紀 岡田邦夫 荒尾 孝 西田美佐 荒賀直子他 厚生の指標 45-15 98.12

福祉視点からみた農業の高齢者就業 斎藤 潔 農業研究 11 98.12

イギリスにおける中高年労働者 寺田 博 労働法律旬報 1444 98.11.下旬

ドイツにおける中高年労働者 名古道功 労働法律旬報 1444 98.11.下旬

18．障害者労働
特集　障害者労働政策を見直す 季刊福祉労働 81 99.Winter

障害者雇用促進法の抜本的改正を（清水建夫）市町村障害者雇用支援センターの役割（箕面市市民生活部

商工観光課）自治体での障害者雇用（中村 茂）学校卒業後の進路を地域の職場へ（木村俊彦）他
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19．外国人労働
わが国における外国人労働者問題

蓼沼謙一，佐々木實雄，苑原俊明，藤原稔弘　Occasional Papers（八千代国際大国際研究センター）2 93.３

＊わかる！研修・技能実習 外国人研修・技能実習制度研究会編 日本加除出版 B5.180 99.７

21．労災，職業病，健康問題
特集　アスベスト禁止に向かうヨーロッパ 安全センター情報 249 98.12

フランスから考え日本へ向けてアスベスト（石綿）事件（ポール・ジョバン）

アスベスト禁止に向かうイギリス・ヨーロッパ（ミック・ホルダー）

日常的な安全点検活動で，快適な職場環境を（インタビュー）（野沢 実）月刊いのちと健康 385 98.11

「安全なくして労働なし」を合言葉に（インタビュー）（青島 進）月刊いのちと健康 386/387 98.12/99.1

教職員の参加による健康づくりに向けて（インタビュー）（島 修身）月刊いのちと健康 386/387 98.12/99.1

連合・99年労働安全衛生（インタビュー） （久川博彦）月刊いのちと健康 386/387 98.12/99.1

労働環境問題 坂岡庸子 社会分析 25 98.３

特集　アスベスト 労働者住民医療 105 98.11

造船所とアスベスト（名取雄司）アスベスト禁止をめぐる世界の動きと日本（古谷杉郎）

建設労働とアスベスト（平野敏夫）

労働環境はどうなるのか（15） 広田研二 労働法律旬報 1445 98.12.上旬

＊からだは資本 額賀厚徳 日本労働研究機構 A5.334 99.９

23．生活問題
我が国家計の消費関数の実証分析 竹澤康子，松浦克己 国民経済雑誌（神戸大）178-5 98.11

現代の家族とサポートネットワーク 大和礼子 産業セミナー年報（関西大）1997 97.12

＊家庭の生成と女性の国民化 小山静子 勁草書房 B6.272 99.10

＊誰も教えてくれなかったおいしい共働きマニュアル 中村敏夫 こう書房 B6.223 99.10

＊貯蓄と消費に関する世論調査　平成11年 貯蓄広報中央委員会 B5.184 99.10

＊現代女性の暮らしと働き方　平成11年版 家計経済研究所編 大蔵省印刷局 B5.261 99.11

24．社会主義下の労働
＊ロシアの労働事情 日本労働研究機構 A5.121 99.３

Ⅲ 労働運動
30．総　記
＊変化する世界と労働組合　シャウナ・Ｌ.オルニィ著 教育文化協会訳 教育文化協会 A5.171 99.11

31．労働組合・運動論
経済のグローバリゼイションと労働運動 清水耕一 生活経済政策 439 98.12

団結こそが働く者の未来を開く 菅井義夫 あけぼの 16-3 98.12

特集　労働組合，その絶望と希望 季刊飛礫 21 98.12

国鉄闘争は五・二八反動判決に負けてはならない（後藤正次）

地域と結び，多様で豊かな闘争団闘争へ（池田晴男）他

特集　「改正労基法」と労働組合の課題 月刊労働組合 392 98.12

「改正労基法」を検証する（渡 寛基）労働基準法の改正と労働組合の取り組み（吉宮聰悟）

労基法・派遣法「改正」（対談）（田島恵一 中野麻美）改正均等法を職場に生かす（片岡千鶴子）

グローバル化と労働運動（インタビュー） （初岡昌一郎） 月刊労働組合 394 99.１

これからの産業・雇用構造と労働組合 板東 慧 国際経済労働研究 885 98.11/12

政府・財界の21世紀戦略批判と労働組合の任務 木下武男 国公労調査時報 428 98.８

21世紀の新しい労使関係（講演） （宮田義二） 産業労働 53 99.Winter

日本の労働運動はなぜ後退したか（１）（鼎談）（小島恒久 山崎耕一郎 熊谷重勝）社会主義 430 99.１

生協労働組合論 高橋祐吉 専修経済学論集 33-2 98.11

特集　21世紀の多数派へ 労働運動 408 99.１

小さな組合の大きな一歩（五島木実）多数派形成の課題を考える（対談）（犬飼 憲 坂内三夫）

米飯給食で「米守れ」の大運動（北村 新）地域にうってでて元気一杯です（渡辺政成）他
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いまなぜ古典から労働組合論を学ぶのか 戸木田嘉久 労働運動 408 99.１

労働組合その過去を学ぶ 戸木田嘉久 労働運動 409 99.２

鶏の卵がアヒルへ 小野寺忠昭 労働情報 517 98.12.15

特集　雇用不安と対峙する労働運動 労働情報 518/519 99.1.1

労働市場の流動化と賃金の市場化（木下武男）

不況の荒波越えて進むワークシェアリングと新事業（対談）（只石善士 高見圭司 平賀健一郎）

もう一つの価値観 小野寺忠昭 労働情報 518/519 99.1.1

職場の変化をどうみるか 小林宏康 労働総研クォータリー 33 99.冬季

労働組合の組織強化とリーダーの育成 平田 攻 労働法学研究会報 2152 99.1.10

国際連帯から労働運動の変革を考察する 渡辺　勉，山崎精一 労働法律旬報 1444 98.11.下旬

国際連帯から労働運動の変革を考察する 渡辺　勉，山崎精一 労働法律旬報 1445 98.12.上旬

32．ナショナルセンター
十年目で岐路にたつ連合 藤井昭三 官公労働 53-1 99.１

「連合」最低のベア一％ 労働運動 408 99.１

攻めの闘いできるのか 労働運動 409 99.２

33．地域別・産業別共闘
21世紀の建設労働運動をどのように構築するか（座談会）

（永山利和 椎名 恒 早川道弘 塚原信介 清水謙一 辻村定次） 建設労働のひろば 29 99.１

奈良県における経済社会状況と奈労連の課題　井ノ尾寛利，市川義輝 交流と資料 22 98.11

特集　地域特集５・福島 交流と資料 23 98.12

大企業の横暴から労働者と地域経済を守る福島県労連の闘い（野木茂雄）

喜多方の地域経済状況と本田金属の解雇撤回のたたかい（星 知次）

市民の信頼が高まる地域総行動 伊澤 明 労働運動 408 99.１

地域で広がる大規模アンケート 菅田敏夫 労働運動 409 99.２

34．単産，単組
単一組織としての“一体感”確立　組合員の目線で運動を進める　津田淳二郎　あけぼの 16-3 98.12

5400万労働者を視野に入れ，職場・地域から壮大な「要求大アンケート活動」の飛躍を

若井雅明 月刊自治労連 66 98.９

国労臨時全国大会への提言（２） 小林 淳 進歩と改革 565 99.1

一方通行から双方向への対話と共同追求 労働運動 408 99.1

波風体験に挑戦する 宮下重和 労働運動 409 99.２

訪問積み重ね，なじみの労組増えてきた 労働運動 409 99.２

「日本女性会議　’98あまがさき」に参加して 谷 恵子 労働法律旬報 1444 98.11.下旬

支え合ってのアクションデー 谷 恵子 労働法律旬報 1446 98.12.下旬

電力政策の変化と労組の対応（インタビュー）

（寺田二郎 インタビュアー：矢加部勝美） 労働レーダー 22-12 98.12

われわれへのニーズは一層高まる！！（インタビュー）

（設楽清嗣 インタビュアー：大橋 弘） 労働レーダー 22-12 98.12

35．団体交渉，労働協約
労働協約の確立をめざす建設労働運動 浅見和彦 専修経済学論集 33-2 98.11

36．賃金闘争（含　生活改善闘争）
’99年春闘の方針 生協労連 季刊生協労連 95 98.12

賃上げ自粛を吹き飛ばそう（座談会）

（吉村重和 小俣国男 岩下好夫 司会：藤井俊道） 月刊労働組合 394 99.１

不況に負けない春闘の本 月刊労働組合 393 99.1月増刊

賃金問題の新しい局面と賃金闘争の課題 坂口正明 月刊労農のなかま 35-12 98.12

99春闘をめぐる情勢について 花原二郎 建設一般学習 77 98.12

特集　豊かさ，生活向上をめざした99春闘を 社会主義 430 99.１

連合99春季生活闘争方針をめぐって（中野達二）高知県における成績主義賃金との攻防（小橋利明）
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「マルチメディアにふさわしい賃金」を探る（木原春蔵）組合つぶしを狙った倒産攻撃と闘う（箱崎重夫）他

企業手当防衛闘争の前進に向けて 久保田和尊 全水道 61 98.７

業績評価制度をどう捉えどう闘うか 岸田建三郎 全水道 61 98.７

連合九九春季生活闘争方針（講苑） 森 敏雄 中央労働時報 946 99.１

要求と期待にこたえる高齢者雇用制度を実現しよう 新堰義昭 ほんりゅう 174 98.10

99年春闘を21世紀につなぐ闘いへ

（矢加部勝美 聞き手：労働経済旬報編集部） 労働経済旬報 1619 98.11.上旬

＊春闘の総決算　99年 社会経済生産性本部 B5.259 99.11

37．労働時間闘争
世界初の週35時間労働の法制化 宮前忠夫 労働運動 408 99.１

労働時間最短の国は今 宮前忠夫 労働運動 409 99.２

38．合理化・雇用対策
系統農協組織再編・リストラ「合理化」の動きと労働組合の課題

中沢善治 月刊労農のなかま 35-9 98.９

働かなければ生活できない高齢者の就労要求にどう応えるか　木ノ下貴之　建設一般学習 77 98.12

特集　第３回地域政策研究全国交流集会その１ 交流と資料 22 98.11

雇用確保の運動前進をめざして（熊谷金道）失業問題の深刻化と政策課題（大木一訓）

季節労働者～夏の失業に反対し，「仕事よこせ」のたたかい（佐藤陵一）

地域における雇用と中小建設業をめぐる公共事業のあり方を考える（椎名 恒）

工作機械10台に追われる女性 林 貢 労働運動 408 99.１

「純粋持株会社」による分割「再編成」 岩崎 俊 労働運動 408 99.１

現代「合理化」反対闘争の課題 労働運動 409 99.２

＊リストラがあなたを襲う 管理職ユニオン関西編著 エピック B6.224 99.10

＊リストラ119番 社会保険労務士「高士会」グループ編 竹内書店新社 A5.229 99.９

＊リストラ！さあ，これからが人生だ 菊池一志 アジェンダ B6.223 99.９

39．権利闘争
「嵐の工場閉鎖・整理解雇」の撤回を求め六年，追い込み段階を迎え争議団・支援共闘の態勢強化をはかる

川田晃生 月刊権利闘争 265 98.11

靴生産現場からの報告 又邊建二 月刊権利闘争 265 98.11

「で考える」学習の進め方　一つの提案（上） 福田 徹 月刊権利闘争 265 98.11

片山組分会「西田事件」・最高裁勝利判決の意義 志村 新 建設一般学習 77 98.12

朝日闘争とはなにか 前田 茂 損保調査時報 325 98.10

パート労働者の権利守って 村松保枝 労働運動 409 99.２

闘争の建て直しと勝利への展望 中村宗一 労働情報 517 98.12.15

40．政策制度闘争
全水道政策闘争の課題について 佐藤幸雄 全水道 61 98.７

41．教育文化宣伝活動
第26回医療研「全国集会」レポート特集 日本医労連・国民医療研究所　医療労働 407 98.10/11

42．労働者福祉運動
私たちが今，やるべきことは？ 鐘ヶ江正志 医療生協運動 377 99.１

21世紀共生社会への提案　人と人とのむすびつき－地域・くらし・仕事の再生へ　協同の発見 80 98.12

従業員所有制度の研究 角瀬保雄 経営志林（法政大） 35-2 98.７

生協運動はその歴史的使命を終えたのか？ 大高研道 生活協同組合研究 275 98.12

特集　生協法の50年 生活協同組合研究 275 98.12

生協法にまつわる思い出（インタビュー）（福田 繁）生協法の問題点と今後の課題（宮坂富之助）

変貌する社会体系と生協（野尻武敏）

ポーランドの生協の最新事情 石塚秀雄 生活協同組合研究 275 98.12

特集　生協における仕事のあり方を探る 生活協同組合研究 276 99.１

サミット従業員の働きがい（報告）（木本喜美子）みやぎ生協とサミットの調査報告から（芳賀唯史）
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ちばコープ職員の働きがい（報告）（麻生 幸）ちばコープの調査結果をうけて（高橋晴雄）

三事業体のケーススタディを通して見えてきたこと（報告）（兵藤 ）

サミットの事業戦略と従業員の働きがいの発揮（荒井伸也）組合員参加の商品開発（今村 均）

みやぎ生協職員の働きがい（報告）（小林 裕）店舗における組合員参加の業態改革委員会活動（小林新治）

生協における仕事のあり方を巡って（パネル・ディスカッション）

（パネリスト：兵藤 高橋晴雄 芳賀唯史 今村 均 小林新治 司会：藤岡武義）

イギリス労働者協同組合運動小史 坂林哲雄 労働法律旬報 1444 98.11.下旬

ケアワークと協同労働 坂林哲雄 労働法律旬報 1446 98.12.下旬

＊全労済協会創立10周年記念出版　地方シンポジウム 全労済協会 A4.212 99.10

＊全労済協会創立10周年記念出版　東京シンポジウム 全労済協会 A4.264 99.10

＊私と医療生協 加藤昭治 自治体研究社 B6.303 99.10

＊私の「世界かけある記」 加藤昭治 自治体研究社 B6.318 99.10

44．労働組合と社会問題，社会運動
商店が息づく街に大型店の無法は許さない 真壁完一 月刊労農のなかま 35-9 98.９

Ⅳ 経営労務
50．総　記
＊中国企業の経営と雇用管理 日本労働研究機構 B6.314 99.６

51．人事・労務管理
期待される管理者像 鎌居五朗 関西経協 52-12 98.12

構造改革下の雇用と賃金・処遇制度 伊藤 実 関西経協 52-9 98.９

要員適正化の諸施策と法律上の留意点 安西 愈 関西経協 52-9 98.９

日本型年俸制とＮＪＫ方式の役割評価・業績評価のすすめ方　久保淳志　月刊人事労務 119 99.１

ライン管理者と人事スタッフのコラボレーションに向けて 藤本雅彦　研究年報経済学（東北大） 60-3 98.11

人事マネジャーの仕事に関する一考察 藤本雅彦 研究年報経済学（東北大）60-2 98.９

経済社会情勢の変化と人事労務管理（講苑） （亀山直幸） 中央労働時報 945 98.12

特集　“個人尊重人事”の展開　組織と個人の新しい関係 賃金実務 828 99.1.1/15

採用手法の多様化は就職機会を増やし相互理解につながる。個人尊重を阻む制度慣行の存廃は大手のリー

ダーシップに。（木ノ内博道）他

ホワイトカラーの評価制度 佐藤 厚 日本労働研究雑誌 462 98.12

外国人社長下の人事改革　マツダ社の事例 谷口真美　広島経済大学経済研究論集 21-2 98.９

金融機関における大卒ホワイトカラーの雇用管理の日英比較

八代充史　三田商学研究（慶応義塾大）41-3 98.８

＊最新中小企業の人材活用戦略 宇田川荘二 同友館 A5.316 99.10

＊新専門職制度事例集 日本経営者団体連盟出版部 A5.271 99.10

52．賃金管理
業績重視の管理職賃金制度 野原 茂 関西経協 52-12 98.12

企業会計の視点から見た人事・賃金制度改訂の分岐点 櫻庭周平 労働法学研究会報 2150 98.12.1

二十一世紀賃金制度改革へのパラダイム 鍋田周一，居樹伸雄 労働法学研究会報 2151 98.12.10

＊賃金管理の基本と課題 平野文彦 学文社 A5.187 99.10

＊成果主義人事・賃金　３ 社会経済生産性本部生産性労働情報センター B5.186 99.11

54．定年制，退職金，企業年金
米国及び英国における年金資産運用の動向について 島崎謙治，的山紀道　季刊年金と雇用 17-3 98.11

年金改革は人事・人材戦略も視野に 森本紀行　日本経済研究センター会報 814/815 98.12.15

現下の企業年金制度の解決すべき課題 加藤恒彦 ぱとろなとうきょう 16 98.冬季

55．福利厚生
特集　企業と福祉活動　いま真価を問われる企業の社会貢献活動 企業福祉 485 99.1.1/15

市民の目からみた“もうひとつの企業評価”（稲垣重雄）

「社会とともに」を旗印に企業の特性を活かした社会貢献活動をめざす（インタビュー）（片桐靖夫 大野
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明男）

“できる範囲で，なるべく手厚く”をモットーに社宅制度の充実を図る 小林信一　企業福祉 485 99.1.1/15

従業員持株制度と利益供与の禁止 三島徹也 近畿大学法学 46-1 98.10

56．教育・訓練
変貌する管理者研修 逸見純昌 関西経協 52-12 98.12

特集　期待される“中堅社員”の役割と育成 産業訓練 519 98.12

中堅社員期待される“補佐”（高橋 磐）ＴＷＩ－ＪＲ（人の扱い方）導入と活用（三五啓介）

現今における中堅社員育成の急務（糸魚川幸宏）

特集　次代を担う管理者像を探る 産業訓練 520 99.１

企業アンケート「次代を担う管理者像を探る」（川本光夫 田井広志 大井誠一 露木輝治 秦 能雄

青山喜佐子 宮本 高 上坂 脩 稲富隆博 渡部　烈 西澤　昭 鈴木正人 相川秀明）他

“競争の教育”の破たんと教育改革 佐貫 浩 賃金と社会保障 1239 98.12月上旬号

新時代の人材確保・育成（シンポジウム）（コーディネーター：伊藤邦雄 パネリスト：石川 透 枝広靖宣

土井 清 水上光啓） 労働と経営 37-1 99.１

企業倫理と人間形成 冨田 修 労務研究 605 98.11

58．安全衛生管理
特集　安全に非定常作業を行うために 安全 49-10 98.10

非定常作業の安全管理のポイント（労働省労働基準局安全衛生部安全課）

現場における非定常作業の安全管理（日沖勝哉）非定常作業時の安全対策事例の紹介（今村哲郎）他

特集　４Ｓで進める安全で快適な職場づくり 安全 49-11 98.11

Ｑ＆Ａどう進める！４Ｓによる安全職場づくり（土屋正司）「６Ｓは経営の憲法」の信念の下に（小糸製作所）

「労働福祉」と「労働衛生」 水野 洋 大阪労働 424 98.初冬号

接地の工夫，送気・排気の徹底で着火を防ぎ可燃性雰囲気を除去する

山隈瑞樹 労働安全衛生広報 713 98.12.15

特集　労働衛生管理の新たな展開　平成10年度全国産業安全衛生大会より 労働衛生 40-1 99.１

健康診断項目の見直し（シンポジウム）（講師：嶋本 喬 池田義雄 浜口伝博 助言者：鶴田憲一 司

会：荘司榮徳）

産業保健活動の評価（講演）（大久保利晃）化学物質管理の新たな方向（シンポジウム）

（講師：櫻井治彦 石井一弥 元田勝之 助言者：木村嘉勝 司会：松島泰次郎）

特集　産業保健における健診の位置づけとその活用 労働の科学 54-1 99.１

鉄道労働者の健康改善にむけた健康診断の活用（原渕 泉）

建設業現場所長の健康支援と健康診断の活用（廣　尚典　木村真紀）他

59．国際経営労務
フィリピンにおける日系企業の経営 鈴木 滋 大阪経大論集 49-4 98.11

Japanese Affiliates and Japanese management style in China

Toshimichi Haraguchi 鹿児島経大論集 39-2 98.７

Ⅴ 労働政策
60．総　記
公務員制度見直しの現局面と民主的公務員制度 晴山一穂 国公労調査時報 428 98.８

平成九年度労働委員会米国労使紛争処理機関視察団報告（下） 猪瀬愼一郎　中央労働時報 945 98.12

女性差別撤廃条約の国会承認審議 山下泰子 法学新報（中央大） 104-10/11 98.８

女性差別撤廃条約実施状況に関する日本政府報告を読んで 小寺初世子　労働法律旬報 1446 98.12.下旬

61．雇用政策
「成績主義」と能力・実績主義人事管理の諸問題 川村祐三 月刊自治労連 66 98.９

62．賃金政策
史上最低の超低額勧告，「55歳停止」を強行！人事・賃金システム「転換」に踏み出す

吉良多喜夫 月刊自治労連 66 98.９
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63．労働基準政策
Overhaul after 50 years Ryuichi Yamakawa Japan labor bulletin 37-11 98.11

労基法改正とこれからの働き方 松田保彦 勤労よこはま 415 98.12

労働法制改悪反対闘争の教訓と今後のたたかい 生熊茂実 交流と資料 22 98.11

労基法改悪と労働分野の規制緩和 中野麻美 全水道 61 98.７

労働法制全面改悪の狙いと闘いの展望 飯塚二郎 統一の理論 46 98.10

労基法改悪と職場でのたたかい 市田忠義 労働運動 408 99.１

特集　改悪労基法なんてはねかえせ 労働運動 409 99.２

職場から改悪労基法に反撃を（座談会）（坂本 修 熊谷金道 柴田外志明 川口和子）

働く権利守れる労働協約を実現しよう（林 房次）労働者派遣法－ここが問題（脇田 滋）

＊是正勧告 河野順一 大栄出版 A5.720 99.６

64．職業教育・訓練政策
タンザニアの訓練事情 宮城 健 グローバル人づくり 61 98.12

職業能力の開発と職業教育のあり方 中野育男 世界の労働 48-11 98.11

65．社会保障，社会福祉
イーストサセックス州の在宅介護者 三富紀敬 静岡大学経済研究 3-3 98.11

在宅介護者研究の課題と視角 三富紀敬 静岡大学経済研究 3-3 98.11

特集　社会保障の将来像　社会保障構造改革はどう進むのか 月刊福祉 82-1 99.１

社会保障構造改革のスケルトン（社本 修）

社会保障構造改革の方向性（座談会）（木村陽子 長谷川敏彦 広井良典 コーディネーター：小谷直道）他

世界の障害者施策 植村英晴 月刊福祉 82-1 99.１

世界の障害者施策 佐藤久夫 月刊福祉 82-2 99.２

福祉改革の焦点（５）（対談） （斎藤芳雄 水野 肇） 月刊福祉 82-2 99.２

特集　福祉教育・福祉体験をすすめる　共生・参加型社会の担い手を育てるために　月刊福祉 82-2 99.２

福祉教育の新たな地平（対談）（大橋謙策 コーディネーター：市川一宏）

教育改革と福祉教育・福祉体験の可能性（鼎談）（児島邦宏 佐々木正道 コーディネーター：山崎美貴子）他

The public insurance system for long-term care and the development of a workforce to supply its services

Atsushi Seike Japan labor bulletin 37-12 98.12

台湾における医療保険制度の展開 高橋 隆 アジア経済 40-1 99.１

特集　年金改革の視点と課題　上 経済不況と少子高齢化が進む中で ウェルフェア 33 98.12

老後生活の確実な保障へ（堀 勝洋）社会保障をトータルな負担で（小谷直道）

「積立方式」で信頼できる制度へ（小口登良）年金審議会の経過と今後の課題（岡野 栄）他

医療保障における医師の位置付けと医療の責任について（四・完）

国京則幸 大阪市立大学法学雑誌 45-1 98.11

21世紀の雇用と年金 清家 篤 季刊年金と雇用 17-3 98.11

特集　各国の年金改革　世界における年金の動向 季刊年金と雇用 17-3 98.11

アメリカにおける社会保障年金改革の動向（森　真弘）イギリスの年金改革（石田成則）

ドイツ年金改革の背景に学ぶ（相澤安輝）スウェーデンの年金制度（丸尾直美）他

老後の生活保障と政府の役割 佐藤文友 季刊年金と雇用 17-3 98.11

時を継いで（15） 藤本勝規 企業年金 232 99.１

日本の医師誘発需要 安達太郎 経済学論叢（同志社大） 50-3 98.12

利用者もヘルパーも安心して充分な介護ができるように（座談会）

（波多野博子 藤井正美 久保田紀子 福田千恵） 月刊生活と健康 803 98.８

児童福祉法「改正」と保育運動の課題 上野さと子 月刊生活と健康 810 99.１

人間の尊厳と自らの生き方を決める権利を要求運動の中に 梅崎 勝　月刊生活と健康 810 99.１

特集　薬価制度を考える　２ 健康保険 52-12 98.12

薬価基準とその問題点（下）（長坂達夫）転換期の医薬品産業（青井倫一）

特集　高齢者医療保険制度　１ 健康保険 53-1 99.１

二一世紀の高齢者医療保険制度を目指して（横関 優）健保連の提言（中間報告）を読む（金野充博）
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児童福祉制度改革をめぐる諸論点の検討 田中きよむ 高知論叢　社会科学 63 98.11

タイ王国の健康保険制度の拡充とヘルス・ケアの政府部門／民間部門の複合化

内田康雄 国民経済雑誌（神戸大）178-5 98.11

社会保障の基本理念と社会保障闘争の展望 公文昭夫 国公労調査時報 428 98.８

介護基盤整備の一層の充実を 佐野幸次 自治労通信 657 99.１

年金審議会の経過と今後の課題 岡野 栄 自治労通信 657 99.１

高齢者に対するケアマネジメントと介護保険制度 北村育子　社会関係研究（熊本学園大）4-2 98.12

特集　医療制度改革と病院経営の方向 社会保険旬報 2007 99.1.1

変わる医療と病院経営（上）（座談会）（竹内 實 斎藤芳雄 飯田修平 司会：高木安雄）

医療改革に各党はこう取組む（座談会）（丹羽雄哉 今井 澄 福島 豊 水野 肇）

介護保険制度と医療機関の対応 池上直己 社会保険旬報 2007 99.1.1

高齢者医療制度改革の方向 塩野谷祐一 社会保険旬報 2007 99.1.1

動き出す介護保険（４） 石川 満 住民と自治 429 99.１

動き出す介護保険（５） 石川 満 住民と自治 430 99.２

オランダの公的年金制度 佐藤 進 世界の労働 48-11 98.11

福祉自治体への転換と地方行政の課題（講演） （池田省三） 全水道 61 98.７

イギリスにおける国民保健サービスと地方自治体との関係について

吉田しおり 千里山経済学（関西大） 32-1 98.９

介護保険と社会福祉（７） 伊藤周平 賃金と社会保障 1240 98.12月下旬号

国際高齢者年と日本の課題（３・完） 井上英夫 賃金と社会保障 1240 98.12月下旬号

朝日訴訟とその後の社会保障のたたかい（講演） （朝日健二） 民医連医療 318 99.１

特集　国際高齢者年と年金問題 民医連医療 318 99.１

厚生省の年金「改正」案にみる騙しのテクニック（公文昭夫）公的年金の成立と労働者階級（相澤與一）

相談室からみた高齢者の年金生活の実態（大場栄作）退職後の生活を脅かす年金改悪（大束達夫）他

特集　社会保障の現局面をさぐる 労働総研クォータリー 33 99.冬季

国家財政から見た社会保障（成瀬龍夫）女性の年金権問題（公文昭夫）

介護保険制度への変化の中で（小野壽彦）

日本の劇的な社会構造の変化と健康福祉経済学 田村貞雄 早稲田社会科学研究 57 98.10

＊看護のための法学 野崎和義，柳井圭子 ミネルヴァ書房 B5.147 99.11

＊高齢者のコミュニティケア 嶺 学他編 御茶の水書房 A5.249 99.11

66．労働法
新しい職業安定法への提言 森下一乗 季刊労働法 187 98.12

改正均等法の禁止規定化と救済手段・補論 山田省三 季刊労働法 187 98.12

特集　企業のネットワーク化に伴う法律問題 季刊労働法 187 98.12

ネットワーク下の企業秘密と職務著作・職務発明（桑原昌宏）

ネットワーク時代における労働者の個人情報保護（竹地　潔）他

ドイツにおける変更解約告知制度の構造（２） 根本 到 季刊労働法 187 98.12

改正男女雇用機会均等法の実務問題を考える（対談）（山本吉人 安枝英 ） 労働判例 748 99.1.1/15

＊改正均等法迷ったときのＱ＆Ａと対応実務 労務行政研究所 A5.287 99.10

＊改正男女雇用機会均等法とセクシャルハラスメント防止対策の解説

労働省女性局女性政策課編著 日刊労働通信社 A5.328 99.３

＊正社員以外の労働者の雇用と法律知識 高橋 徹 すばる舎 B6.227 99.９

67．労働判例
契約の終期を満57歳とする準社員契約の効力 西村健一郎 大阪労働 424 98.初冬号

最新労災判例の詳解 山口浩一郎 月刊ろうさい 50-1 99.１

生活保護に画期的判決！福岡市中嶋学資保険訴訟 林　健一郎 賃金と社会保障 1240 98.12月下旬号

人事考課と労働契約上の平等取扱義務 石橋 洋 法律時報 71-1 99.１

破産申立と不当労働行為の成否，救済命令の名宛人 豊川義明 法律時報 71-1 99.１

過重労働による労働者の自殺と使用者の損害賠償責任　西村健一郎 労働判例 747 98.12.15
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経営主体の変更と労働契約関係の承認 水野圭子 労働判例 747 98.12.15

時間外労働の制限法理 吉田美喜夫 労働法律旬報 1444 98.11.下旬

従業員代表への諮問を欠く企業協定の効力 勝亦啓文 労働法律旬報 1445 98.12.上旬

68．労働委員会
労働組合と情報公開 直井春夫 季刊労働法 187 98.12

最近の行政訴訟事件判決・決定の概観 野田裕昭 中央労働時報 946 99.１

東京の合同労組（５） 直井春夫 中央労働時報 946 99.１

＊フランス労働争議強制仲裁制度

ジョエル・コルトン著 向井喜典監訳 大阪経済法科大学出版部　A5.255 99.８

Ⅵ 世界労働
71．アジア
海外日系企業の雇用と労働組合の現状（報告） （長峰登記夫） 世界の労働 48-11 98.11

シンガポールの社会労働事情 縄田英樹 世界の労働 48-11 98.11

73．ヨーロッパ
欧州通貨統合と労働組合 阿部陽三 世界の労働 48-11 98.11

特集　1998年度ＩＬＯ海外労働事情調査団報告特集　年金制度と雇用政策―現状と課題

世界の労働 48-12 98.12

聴けなかった年金制度と雇用政策の関係（早坂信弘）決め手欠く年金改革（エマニュエル・レノウ）

政労使で納得のいく年金制度改革を（山端浩）不正起きやすい制度（マイケル・クームズ）他

78．国際労働運動
特集　ＦＯＣキャンペーン50周年を記念する 海員 50-12 98.12

ＩＴＦニューデリー大会に出席して（インタビュー）（飯嶋雄二 山下昭治 田口雅彦 聞き手：平山教宣

部長）東海商船裁判，高裁審理終結（島田修一）逃れられない国際労働運動（池田秀男）

ＩＴＦのＦＯＣキャンペーン50周年を契機に思いを馳せる（中西昭士郎）

ＦＯＣキャンペーン50周年の到達点と今後の課題（座談会）

（照井 敬 渡辺三郎 中村正彦 飯嶋雄二 森崎隆太郎 司会：平山教宣部長）

国際海上労働運動史の研究 照井　敬 季刊労働法 187 98.12

国際自由労連アジア太平洋地域組織（ＩＣＦＴＵ－ＡＰＲＯ）の概要 和泉　孝　世界の労働 48-11 98.11

79．ＩＬＯ，国際機関
＊講座ＩＬＯ（国際労働機関） 上巻 日本ＩＬＯ協会 A5.270 99.10

＊講座ＩＬＯ（国際労働機関） 下巻 日本ＩＬＯ協会 A5.608 99.10

Ⅶ 歴　史
80．総　記
＊産業医学振興財団十年史 産業医学振興財団 B5.239 88.12

＊戦争・戦後責任と差別 花園大学人権教育研究室編 法政出版 B6.267 96.３

＊東京労働基準局五十年の歩み 東京労働基準局 A4.178 97.12

＊産業医学振興財団二十年史 産業医学振興財団 A4.216 98.12

＊全国都市職員災害共済会四十年史 全国都市職員災害共済会　B5.176 98.５

＊京都大学経済学部八十年史 京都大学経済学部八十周年記念事業実行委員会　A5.281 99.10

＊手島精一と日本工業教育発達史 三好信浩 風間書房 A5.411 99.２

＊国家秘密法対策本部全活動の記録集 日本弁護士連合会　21xA4.499 99.４

＊フランス革命と家族ロマンス

リン・ハント著 西川長夫，平野千果子，天野知恵子訳 平凡社 B6.389 99.６

81．労働史（日本）
朝鮮人鉱夫の友子加盟について 村串仁三郎 金属鉱山研究 76 98.12

陸軍造兵廠の形成とその再生産機構（下の６） 佐藤昌一郎 経営志林（法政大） 35-3 98.12

明治期紡績業における通勤女工から寄宿女工への転換　千本暁子　阪南論集　社会科学編 34-2 98.９
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＊転生の都市・京都 辻　ミチ子 阿吽社 A5.396 99.７

82．労働史（外国・国際）
ブラセロ・プログラム 中野達司 国際関係紀要（亜細亜大）7-2 98.３

19世紀後期ベルリンにおける都市内移動 稲垣隆也 一橋論叢 120-6 98.12

産業革命と貧困 藤本　武 労働運動 408 99.１

産業革命と労働者階級の状態 藤本　武 労働運動 409 99.２

＊妖怪たちの劇場 久田俊夫 巖松堂書店 B6.231 99.６

83．労働・社会政策史（日本）
工場法と片山潜（下） 坂本悠一 経済科学通信 47 85.12

戦前期都市社会政策の形成過程 杉本弘幸 部落問題研究 145 98.12

84．労働・社会政策史（外国・国際）
スコットランド坑夫繋縛制の解体過程（２） 加藤一弘 鹿児島経大論集 39-2 98.７

イギリス工場法・工場監督制度研究の歩み（上） 大森真紀 早稲田社会科学研究 57 98.10

85．労働運動史（日本）
音楽ユニオン運動の25年 佐藤一晴 音楽人通信 327 98.12

音楽ユニオン運動の25年 佐藤一晴 音楽人通信 328 99.１

いま，三池を思う（５） 灰原茂雄 季刊飛礫 21 98.12

たたかってこそ展望は開ける 矢部　正 建設労働のひろば 29 99.１

戦後労働運動の「神話」を見直す（１） 戦後労働運動史研究会 世界 657 99.１

＊全電線50年史 全日本電線関連産業労働組合連合会　A4.268 96.８

＊半世紀のあゆみ 全逓信労働組合東京簡易保険支部　B5.281 98.１

＊武田薬品労働組合50年史 労組史編集委員会編 武田薬品労働組合 B5.273 99.２

＊全軍労・全駐労沖縄運動史 全駐労沖縄地区本部 A4.621 99.９

＊全軍労・全駐労沖縄運動史　資料集 全駐労沖縄地区本部 A4.305 99.９

＊全軍労・全駐労沖縄運動史　写真集 全駐労沖縄地区本部 A4.173 99.９

86．労働運動史（外国・国際）
イギリスの全国一律最低賃金制と労働運動 牧野富夫 交流と資料 23 98.12

ヨーロッパ労働運動再論 一ノ瀬秀文 労働総研クォータリー 33 99.冬季

87．社会主義運動史（日本）
1922年９月の日本共産党綱領（下） 加藤哲郎 大原社会問題研究所雑誌 482 99.１

戦後運動史外伝・人物群像（49） 増山太助 労働運動研究 351 99.１

＊日本共産党「政権参加」近し！ 木下義昭，早川一郎編著 世界日報社 B6.244 99.12

88．社会主義運動史（外国・国際）
レーニンと『資本論』（17） 不破哲三 経済 41 99.２

資本主義経済のあゆみ（23） 小島恒久 月刊労働組合 392 98.12

21世紀を主導する社会民主主義（インタビュー） （河井卓弥） 月刊労働組合 394 99.１

ドイツ総選挙と赤緑連立政権の成立 坪郷　實 社会運動 225 98.12

『共産党宣言』における農民問題 小宮昌平 政経研究 71 98.11

資本主義のオルタナティヴへの回路 栗木安延 専修経済学論集 33-1 98.７

現代社会主義運動の経験を批判的に継承するために 植村　邦 労働運動研究 351 99.１

ダレマ政権の誕生とイタリア政局 茜ヶ久保徹郎 労働運動研究 351 99.１

トロツキーとグラムシ（シンポジュウム報告） （片桐　薫） 労働運動研究 351 99.１

一六年ぶりの社民党政府変わりつつあるドイツ 木戸　鉄 労働情報 518/519 99.1.1

89．諸社会運動史
賀川豊彦と「新川」（26） 布川　弘 月刊部落問題 264 98.12

特集　地域と共に生きる 月刊部落問題 264 98.12

地域と共に生きる（杉原陽一）賀川豊彦の幼児教育への夢をいまに生かす（川端紀子）

開設三年目を迎える「真愛ホーム」（二宮英喜）賀川豊彦の初心に学ぶ（村山盛嗣）

田中正造の“ヴィジョン”は実現したのか 新藤泰男 産研通信（桜美林大） 41 96.９
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足尾鉱毒事件の周辺の人々（１） 新藤泰男 産研通信（桜美林大） 43 98.３

特集　市民活動の可能性 社会運動 225 98.12

市民社会の助成機関としての政府（岡部一明）住まいへのマイクロクレジット（穂坂光彦）

ＮＧＯというアイデンティティ（伊勢崎賢治）

代理人運動日記（７） 若松みつの，古賀千種 社会運動 225 98.12

代理人運動日記（８） 若松みつの，古賀千種 社会運動 226 99.１

社協と住民の連携にみる地域組織化活動 松尾誠治郎 社会分析 25 97.３

激動の時代とともに（20・完） 浅田光輝 情況 10-1 99.1/2

部落解放運動とわたし（６） 西本正信 部落 50-13 98.12

部落解放運動とわたし（７・完） 西本正信 部落 51-1 99.１

＊わたしたちはあゆみつづける1999 日本母親大会実行委員会　A5.276 99.■

＊社会的結合と民衆運動 歴史学研究会編 青木書店 B6.315 99.10

＊ガイドブック秩父事件 秩父事件研究顕彰協議会編 新日本出版社 B6.111 99.11

＊議会という装置 高崎啓子編 長征社 A5.327 99.３

＊所沢高校の730日 淡路智典編 創出版 B6.230 99.８

＊南天堂 寺島珠雄 晧星社 A5.466 99.９

＊マンガ誕生 清水　勲 吉川弘文館 B6.190 99.９


