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Ⅰ 理論・一般
０．総　記
現代社会主義論ノート 岩林　彪 関西大学商学論集 47-2/3 02.８

マルクスの『資本論』仕上げ作業 田中菊次 経済 87 02.12

高野岩三郎と『日本マルクス主義文献』 大村　泉　マルクス・エンゲルス・マルクス主義研究　39 02.10

マルクス主義普及史研究における『日本マルクス主義文献』の位置

久保誠二郎　マルクス・エンゲルス・マルクス主義研究　39 02.10

労働力の価値・国際的価値・国際的分業 岡田　清　マルクス・エンゲルス・マルクス主義研究　39 02.10

Ｄ．ラヴォア『対抗』の主観的貢献 塚本恭章　立命館大学人文科学研究所紀要　80 02.９

＊ＮＰＯの時代 山内直人 大阪大学出版会 A5.87 02.12

＊ＮＰＯと企業 岸田真代，高浦康有編著 同文舘出版 A5.223 03.３

＊市民社会におけるＮＰＯ／ＮＧＯの役割と地位 横浜市立大学経済研究所　B5.79 02.３

＊ＮＰＯ政策の理論と展開 初谷　勇 大阪大学出版会 A5.502 02.５

＊女性学の再創造 三宅義子 ドメス出版 A5.253 02.12

＊ジェンダーセンシティブからジェンダーフリーへ

ジェンダーに敏感な学習を考える会（発売：すずさわ書店） A5.126 01.５

＊グローバル化とジェンダー

デルフィン・コロメ，目黒依子，山本　正編 日本国際交流センター B5.198 02.５

＊概説フェミニズム思想史 奥田暁子，秋山洋子，支倉寿子編著 ミネルヴァ書房 A5.357 03.３

＊国際フェミニズムと中国

タニ・Ｅ．バーロウ著 伊藤るり，小林英里訳 御茶の水書房 B6.184 03.３

＊セクシュアルマイノリティ セクシュアルマイノリティ教職員ネットワーク編著 明石書店　A5.224 03.３

＊共に生きられる日本へ 宮島　喬 有斐閣 B6.276 03.３

＊電機労連・中立労連・総連合資料目録 日本労働研究機構 B5.131 03.３

２．労使（資）関係論
企業組織再編に伴う労働関係上の諸問題に関する研究会報告 厚生労働省　労務研究　652 02.10

４．経営労務論
人事評価におけるコンピテンシー概念とその導入に関する一考察

村井信行 職業能力開発報文誌 14-2 02.10

５．社会政策，社会福祉，社会保障論
21世紀における年金の行方（特集）（講演） 講師：辻　哲夫 くらしのレポート 199 02.10

＊福祉国家の危機と地域福祉 堀内隆治 ミネルヴァ書房 A5.292 03.３

＊講座・福祉国家のゆくえ　３ 武智秀之編著 ミネルヴァ書房 A5.266 03.４
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６．産業・労働社会学
＊先輩の仕事 早稲田大学人間科学部産業社会学研究室　B5.150 00.12

＊先輩の仕事　第３集 早稲田大学人間科学部産業社会学研究室　B5.247 00.12

＊イギリスの工場調査の経験から 早稲田大学人間科学部産業社会学研究室　B5.62 00.７

＊人間を歩く 早稲田大学人間科学部産業社会学研究室　B5.211 01.１

＊人間を歩く　２　インタビュー記録篇 早稲田大学人間科学部産業社会学研究室　B5.180 01.12

＊人間を歩く　２　レポート篇 早稲田大学人間科学部産業社会学研究室　B5.156 01.12

＊人間を歩く　３　インタビュー記録篇 早稲田大学人間科学部産業社会学研究室　B5.293 02.12

＊先輩の仕事　２　第５集 早稲田大学人間科学部産業社会学研究室　B5.486 02.２

＊先輩の仕事　２　第６集 早稲田大学人間科学部産業社会学研究室　B5.167 02.５

＊先輩の仕事　第４集 早稲田大学人間科学部産業社会学研究室　B5.126 02.６

＊役者の仕事・志 早稲田大学人間科学部産業社会学研究室　B5.38 03.３

７．労働科学，人間工学
＊キャリア発達におけるメンターの役割 小野公一 白桃書房 A5.230 03.２

８．職業教育・訓練論
特集　育て！イキイキ新入社員～ＢＢＣ改訂にみる研修のあり方 産業訓練 566 02.11

新入社員教育をどのように変えたらいいのか（北村三郎）ポスト終身雇用制時代の新卒社員（岩間夏樹）

基本習得が第一歩（社団法人日本産業訓練協会）

＊国際職業リハビリテーション研究大会プログラム発表論文集

日本障害者雇用促進協会障害者職業総合センター　A4.309 02.10

Ⅱ 労働問題
10．総　記
「それはおかしい」－正々堂々と働きたい（特集）

四宮充普，北野静雄，和田廣治，水谷洋一，宮本一子，千葉浩之 月刊むすぶ 382 02.10

平成十四年版「労働経済白書」について（講苑） 久保雅裕 中央労働時報 1003 02.10

＊ユースフル労働統計　2003年版 日本労働研究機構計量情報部編 日本労働研究機構　A5.291 02.12

＊モラル・ハラスメントが人も会社もダメにする

マリー＝フランシス・イルゴイエンヌ著 高野　優訳 紀伊国屋書店 B6.502 03.２

＊東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書　平成14年度

東京都産業労働局労働部労働環境課　A4.182 03.３

11．雇用・労働市場
高失業時代の自立的セーフティネット 吉田良生 朝日大学経営論集 17-1 02.９

スウェーデンに学ぶ「雇用創出策」 かけはし 16-12 02.11

新規高卒採用制度の生成と展開 佐口和郎　季刊経済学論集（東京大） 68-3 02.10

高失業時代 日本の課題（鼎談） 牧野富夫，都留民子，大須眞治 経済 87 02.12

雇用保険改悪の動きと失業者の状態 山田　隆 経済 87 02.12

特集　企業再編で進む雇用流動化 月刊労働組合 447 02.11

企業再編法制の動向（宮里邦雄）労働分野の規制改革の動向

新時代の雇用関係に向けて 野瀬正治 スタデイ 41-10 02.10

失業の代替指標の試算について 渕本知抄 千里山経済学（関西大） 36-1 02.９

トヨタ自動車の再雇用制度 石井直生 日労研資料 別冊　02.版

特集　コーポレート・ガバナンス改革と雇用・労働関係 日本労働研究雑誌 507 02.10

コーポレート・ガバナンス論の労働法学に問いかけるもの（大内伸哉）

コーポレート・ガバナンス変革の雇用関係に与える影響（小佐野広）

委員会等設置会社におけるガバナンスの法的枠組み（神作裕之）

日本の大企業におけるコーポレート・ガバナンス改革（Ｄ．Ｈ．ウィッタカー）

男女がともに働きやすい職場づくりとは 北川美千代 部落解放研究 148 02.10

企業の雇用就業システムを評価する 雇用就業システム評価手法研究会　労使の焦点　235 02.10
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労働者に自助努力で能力向上を迫る「エンプロイヤビリティ」論 労働通信 212 02.11

＊今後の雇用制度及び人材育成について 日本貿易振興会 A4.17 01

＊国際分野への転職対策 井上昭正 三修社 B6.191 02.10

＊働く人のためのリストラ助っ人ブック 東京都産業労働局労働部労働環境課　A5.124 02.10

＊働くフリーターお助けガイド 真島伸一郎 日本実業出版社 B6.237 02.11

＊日本型ワークシェアリングの実践 樋口美雄編著 生産性出版 B6.243 02.12

＊パートさま語録 七生靖子 健友館 B40.85 03.１

＊現代の雇用問題 労務理論学会（発売：晃洋書房） A5.287 03.２

＊転職徒然草 リクルートエイプリック編 新潮社 A6.381 03.２

＊労働市場とジェンダー 村尾祐美子 東洋館出版社 A5.194 03.２

＊雇用関係の変貌 社会政策学会編 法律文化社 A5.297 03.３

＊雇用構造の転換と新しい労働の形成 大黒　聰　こうち書房（発売：桐書房） A5.251 03.３

＊フリーターという生き方 小杉礼子 勁草書房 B6.192 03.３

＊教育問題からみた若年者失業 日本労働研究機構編 苅谷剛彦　教育文化協会　B5.54 03.４

12．労働条件
＊介護保険施設における看護職員の就業実態と就業意識に関する調査報告書　2002年

日本看護協会 A4.82 03.３

13．賃金問題
ノーペイ・ノーワークサービス残業よさようなら ひろばユニオン編集部　ひろばユニオン　489 02.11

＊女より男の給料が高いわけ キングズレー・ブラウン著 竹内久美子訳 新潮社　B40.118 03.２

＊最新年間賃金・賞与の実態　2003年版 労務行政研究所 B5.220 03.３

14．労働時間
＊病院労働時間実態資料 病院経営情報研究所編 産労総合研究所出版部経営書院　B5.221 01.８

15．パート・派遣・家内労働
派遣期間の制限はすべて三年で統一すべき 郷宗親　聞き手：三浦和夫　月刊人材ビジネス　196 02.11

特集　非典型労働をめぐる最新の動向を探る 世界の労働 52-10 02.10

若年者の非正規雇用をめぐる現状（中野育男）テレワークをめぐる今後の課題（北浦正行）

「パートタイム労働研究会」最終報告を読む 中野麻美 労働法律旬報 1538 02.10.下旬

＊パート労働の課題と対応の方向性 厚生労働省雇用均等・児童家庭局編 21世紀職業財団　A4.170 02.10

16．女性労働
パワーを付けた私たち（座談会） 廣保啓子，平嶋雅代，高橋愛子，松h洋子，矢崎美智子，天野絵里

司会：江波戸明 人事院月報 639 02.11

＊女性雇用環境調査結果報告書　平成14年度 長野県社会部労政課 A4.138 03.２

17．中高年労働
不透明な時代に生きるサムライの知恵と男の気概（講演） 童門冬二　エルダー　24-11 02.11

わが国男性高齢者の労働供給行動メカニズム 樋口美雄，山本　勲　金融研究　21-2 02.10

わが国の高齢者雇用の現状と展望 樋口美雄，山本　勲　金融研究　21-2 02.10

就業開拓活動の取り組み状況（１） 月刊シルバー人材センター　188 02.11

三菱電機における高齢者雇用への取組み 西村賢治 日労研資料 別冊　02.版

高齢者雇用の先進企業における取組について（座談会）

河村裕之，小林士郎，鈴木敬二，長嶋俊三　司会：苧谷秀信　労働時報（労働省） 55-10 02.10

＊Ｑ＆Ａ中高年の雇用をめぐる法律問題 中町　誠 高年齢者雇用開発協会 B6.40 03.３

18．障害者労働
支援費制度の施行準備状況について

厚生労働省障害保健福祉部支援費制度施行準備室 ノーマライゼーション 22-10 02.10

＊精神障害者等を中心とする職業リハビリテーション技法に関する総合的研究（中間報告書）

日本障害者雇用促進協会障害者職業総合センター　A4.147 02.11

＊知的障害者の就業と生活を支える地域支援ネットワークの構築に向けて

日本障害者雇用促進協会障害者職業総合センター　A4.131 02.11
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＊障害者雇用に係る作業・職場環境改善等に関する調査

日本障害者雇用促進協会障害者職業総合センター　A4.222 02.８

＊知的障害者の就労の実現のための指導課題に関する研究

日本障害者雇用促進協会障害者職業総合センター　A4.152 02.８

＊知的障害者雇用の現場から 安部省吾 文芸社 B6.166 03.１

19．外国人労働
外国人労働者問題はいま（特集） 飯田勝泰 月刊いのちと健康 433 02.11

21．労災，職業病，健康問題
Apportionment in asbestos-related disease for purposes of compensation

Tee L.Guidotti Industrial Health 40-4 02.10

Correlations between workplace protection factors and fit factors for filtering facepieces in the welding

workplace Don-Hee Han Industrial Health 40-4 02.10

Effects of electromagnetic radiation (bright light,extremely low-frequency magnetic fields,infrared radiation)

on the circadian rhythm of melatonin synthesis, rectal temperature, and heart rate

Barbara Griefahn/Christa Kunemund/Meinolf Blaszkewicz/Alexander Lerchl/Gisela H.Degen

Industrial Health 40-4 02.10

Effects of pH and temperature on force and stiffness of skeletal muscle fibers during contraction and

relaxation in relation to musculoskeletal disorders

Satoru Ueno/Kazuhito Yokoyama/Michinori Nakagawa/Shunichi Araki Industrial Health 40-4 02.10

Increased medication use in a community environmentally exposed to chemicals

Rosemarie M.Bowler/Sabine Gysens/Christopher Hartney/Stephen S.Rauch/John Midtling

Industrial Health 40-4 02.10

Influence of frequency on difference thresholds for magnitude of vertical sinusoidal whole-body vibration

Yasunao Matsumoto/Setsuo Maeda/Yasushi Oji Industrial Health 40-4 02.10

Reproductive toxicity of carbofuran to the female mice

Prakash N.Baligar/Basappa B.Kaliwal Industrial Health 40-4 02.10

Thermotactile perception thresholds measurement conditions

Setsuo Maeda/Hisataka Sakakibara Industrial Health 40-4 02.10

教えます！火災防止法（特集） 須川修身 安全衛生のひろば 43-11 02.11

特集　参加型安全衛生活動の到達点と課題 安全センター情報 292 02.11

日本国内における参加型安全衛生活動の現状とその意義（酒井一博）

東京における参加型安全衛生活動（平野敏夫）参加型安全衛生活動の国際展開（川上　剛）

韓国でのトレーニングに協力（仲尾豊樹）韓日で職場改善プログラムを実施（田島陽子）

中小企業の職場改善の実例（外山尚紀，平野敏夫，仲尾豊樹，名取雄司）

特集　働く人の健康を守る 勤労よこはま 454 02.11

職場と健康障害（石渡弘一）過重労働による健康障害を防ぐために（勤労よこはま編集部）

過重労働の実態と企業の責任（鵜飼良昭）

最新労災判例の詳解 山口浩一郎 月刊ろうさい 53-11 02.11

化学プロセスにおける爆発災害防止技術に関する総合的研究

松井英憲，安藤隆之，大塚輝人，八島正明，本山建雄，齋藤　剛，池田博康，板垣晴彦

産業安全研究所特別研究報告　27 02.10

生産・施工システムの総合的安全制御技術の開発に関する研究

梅崎重夫，韓宇燮，藤本康弘，大幢勝利，佐々木哲也，池田博康，呂健，冨田一，清水尚憲

産業安全研究所特別研究報告　26 02.10

特集　職場メンタルヘルス対策の現段階 自治体安全衛生研究 23 02.９

現代社会のメンタルヘルスと職場づくり（永田耕司）メンタルヘルス対策と「気づき」（吉岡伸一）

新たな事業展開へ（河野健造）救急活動とストレス対策（井上　誠）

豊島産業廃棄物問題と安全衛生（野中幹男）

化学物質の自主管理の進め方 中災防技術支援部 働く人の安全と健康 53-10 02.10
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交通労働災害防止のために－管理体制を中心に 野尻俊明 働く人の安全と健康 53-11 02.11

現場の意見，前年の反省点を反映させより実効ある安全衛生年間計画作成を

労働安全衛生広報編集部 労働安全衛生広報 806 02.11.１

建設現場における安全書類のＩＴ化 石村重法 労働安全衛生広報 807 02.11.15

職業性のシックハウス症候群を呈した一例

吉田俊明，松永一朗，南　豊彦，井野千代徳，原　一郎 労働科学 78-2 02.２

２つの異なるシャンプー台使用時の美容師の作業姿勢からみた作業負担の軽減効果

吉川　徹，原　邦夫，伊藤昭好，酒井一博 労働科学 78-2 02.３

特集　自殺が起こったあとに　１ 労働の科学 57-12 02.12

職場で自殺が起きたとき（高橋祥友）

特集　自殺が起こったあとに　２ 労働の科学 57-12 02.12

自殺によって遺された者が受ける影響（張　賢徳）

特集　自殺が起こったあとに　３ 労働の科学 57-12 02.12

遺族への対応（藤田　定）

特集　自殺が起こったあとに　４ 労働の科学 57-12 02.12

職場で自殺が起こったあとに（岡田麻里子）

特集　自殺が起こったあとに　５ 労働の科学 57-12 02.12

親の自殺　遺された子どもたち（小河光治）

バランスセラピーを導入して労災問題を解消し，次世代に対応できる快適な職場をつくろう！（インタビュー）

宮本恵理　インタビュアー：薩川隆一 労働レーダー 26-11 02.11

＊職場ですすめる健康づくりマニュアル

厚生労働省安全衛生部労働衛生課監修 中央労働災害防止協会編 中央労働災害防止協会　B5.63 02.６

＊ワークストレスの行動科学 横山博司，岩永　誠編著 北大路書房 A5.251 03.３

23．生活問題
家族・育児・夫婦・介護・仕事は並立するか 佐々木学 地域社会研究 27 02.10

最近のドイツにおける「消費史」研究と消費の観点から見た「帝政期ドイツの新中間層」

雨宮昭彦 歴史学研究 768 02.10

スターリン体制下の消費と社会的アイデンティティ 松井康浩 歴史学研究 768 02.10

戦後神奈川における生協運動の経験 及川英二郎 歴史学研究 768 02.10

＊団塊世代の暮らしと生活意識データ集　2002年版 生活情報センター B5.524 02.２

＊働き方とライフスタイルの変革　ＩＴを活かして多様な選択肢の実現を

国民生活審議会総合企画部会雇用・人材・情報化委員会　A4.92 02.７

＊改正育児・介護休業法のＱ＆Ａ

連合・総合男女平等局編 日本労働組合総連合会（発売：労働教育センター） A4.191 02.８

Ⅲ 労働運動
30．総　記
映画・映像労働者の二つの勝利 高橋邦夫 労働運動 459 02.11

31．労働組合・運動論
大阪府内における労働組合の現状 柴田昌幸 関西経協 56-11 02.11

管理職組合への対応を考える 八代徹也 関西経協 56-11 02.11

従業員代表制度をめぐる論議 毛塚勝利 関西経協 56-11 02.11

労働運動の現在（座談会） 中村宗一，嘉山将夫，村山　敏　司会：技術と人間編集部

技術と人間 31-9 02.11

社会保障の後退が意味するもの 唐鎌直義 国公労調査時報 479 02.11

社会保障の保険化政策 本間照光 総合社会福祉研究 21 02.10

労働力流動化の時代と労働組合の組織化戦略 原冨　悟 総合社会福祉研究 21 02.10

介護クラフトユニオンの研究 関谷みのぶ 賃金と社会保障 1332 02.10.下旬

産業別組織の統合 鹿田勝一 賃金と社会保障 1331 02.10.上旬
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「マイナス勧告」と労働運動の課題 大木一訓 労働総研ニュース 150/151 02.9/10

特集　労働組合のポジティブ・アクション 労働調査 403 02.10

男女平等参画を進めるために（秋元かおる）

全松屋労働組合における「労働組合活性化」への取り組み（山口洋子）

組織全体の運動として取り組みが定着（冨樫洋子）ＪＲ東海ユニオンが進める男女平等参画（山本愛子）

田辺製薬労組における男女共生活動の取り組み（安原三紀子）

女性に頼りにされる労働組合になるために（藤村博之）他

特集　山田精吾顕彰会二〇〇二年度表彰論文 労働レーダー 26-11 02.11

私と労働組合（太田武二）究極のプラス思考集団（永島智子）

＊米国労働組合の合併・買収への対応 日本貿易振興会 A4.20 01

32．ナショナルセンター
ナショナルセンターと組織拡大 鹿田勝一 月刊全労連 70 02.11

34．単産，単組
ＵＩゼンセン同盟の綱領，中期ビジョン，指針について 落合清四　ＵＩゼンセンコンパス　52-11 02.11

安全文化を職場に定着させるために（講演） 川島みどり 医療労働 444 02.９

特集　ＩＴＦ第40回世界大会 海員 54-11 02.11

連帯のグローバル化に向けて（池田秀男）人権に配慮した安全強化を（池田秀男）

特集　国鉄闘争－勝利への道 科学的社会主義 55 02.11

国鉄闘争勝利へ今こそ結集しよう（二瓶久勝）勝利的解決に動き出した国鉄闘争（大谷常夫）

国労闘争団の団結の再生と前進をめざして（杉山　均）

マイナス勧告をどのようにたたかうか 菅家　功 自治労通信 696 02.9/10

これが不当労働行為でないというならこの世で何が不当労働行為といえるのか！

地域と労働運動編集部 地域と労働運動 25 02.11

鉄建公団訴訟と大衆運動強化の対案を 佐藤昭一 労働情報 610 02.11.１

共に働き生き，くらしと職場の困難を解決していこう 国分博文 労農のなかま 479 02.11

＊不況・リストラ・管理職ユニオン　第１集 早稲田大学人間科学部産業社会学研究室　B5.228 99.12

＊不況・リストラ・管理職ユニオン　第２集 早稲田大学人間科学部産業社会学研究室　B5.186 99.12

36．賃金闘争（含　生活改善闘争）
全体的な伸び率はマイナス５％程度で収束か 先見労務管理編集部 先見労務管理 1212 02.11.10

特集　2002春闘から2003春闘へ 労働経済旬報 1699 02.7.上旬

切り崩された統一闘争（労働経済旬報編集部）主体的に春闘を再構築できるのか（川口三郎）

職種別賃金決定方式を打ち出す（荒川創太）

38．合理化・雇用対策
＊解雇自由はゆるさない 労働法制中央連絡会，自由法曹団編 学習の友社 A5.111 03.３

39．権利闘争
労働者の権利白書　2002年版 季刊労働者の権利　246 02.10月Extra Issue

特集　権問研第２回教育と人権シンポ 月刊権利闘争 312 02.10

成果あげた第二回「教育と人権シンポ」（横堀正一）無定量の残業を強いる学校の労働（藤本泰成）

＊全逓中郵事件裁判記録集　第１巻 東城守一監修 東京中郵事件裁判資料刊行会　B5.495 74.２

＊全逓中郵事件裁判記録集　第２巻 東城守一監修 東京中郵事件裁判資料刊行会　B5.1冊　74.２

＊全逓中郵事件裁判記録集　第３巻 東城守一監修 東京中郵事件裁判資料刊行会　B5.1冊　74.５

40．政策制度闘争
＊亡国の「奨学金つぶし」を告発する 日本育英会労働組合編著 健友館 B6.260 03.２

42．労働者福祉運動
＊食べもの運動論 行岡良治 太田出版 B6.310 02.12

＊コープこうべの理念を考える コープこうべ・生協研究機構　B6.119 02.３

＊ボランタリズムと農協 田渕直子 日本経済評論社 A5.196 03.３

43．労働組合と政治
＊知りたい聞きたい労働組合・政治Ｑ＆Ａ 労働者教育協会編 学習の友社 A5.199 02.８

88 大原社会問題研究所雑誌　No.537／2003.8

大原537-08月録  03.7.15 15:23  ページ 88



Ⅳ 経営労務
51．人事・労務管理
社員の副業と雇用管理上の留意点 種村泰一 関西経協 56-11 02.11

能力開発を促進するための研修制度の実現に向けて 月刊人事労務編集部　月刊人事労務　165 02.11

「能力・成果主義」人事管理の実態とたたかい 小林宏康 国公労調査時報 479 02.11

特集　モノづくりを支える現場リーダーの育成 人材教育 167 02.11

リーダーは「経営者」。勝ち続けるために経営マインドを身につけよ（金田秀治）

日本製造業の死角と課題から現場リーダー育成の視点を探る（中野金次郎）

現場リーダーの新たな役割と求められる“４つの能力”（高原昭男）

ベンチャー企業の強みを，これからの経営・人事マネジメントに活かす（対談）

滝田誠一郎，太田　肇 賃金実務 914 02.11.１

“原点”から考える「経営・人事の言葉」 太田隆次 賃金実務 915 02.11.15

執行役員制の実際 笹田　学 日労研資料 別冊　02.版

人事管理のための心理学入門 岡本浩一 日労研資料 別冊　02.版

多面評価制度の実際 上沼敏博 日労研資料 別冊　02.版

多面評価制度の実際 堤　敏弘 日労研資料 別冊　02.版

日立製作所の管理職新人事・処遇制度 菅原明彦 日労研資料 別冊　02.版

闇雲な対応は企業の命とりに変わる整理解雇４要件の中身 高井伸夫　労経ファイル　345 02.11.１

対中国投資に伴う日系企業の労務管理上の諸問題 張　紀潯 労働法学研究会報 2276 02.8.20

ＩＴ化の進展に対応した人事労務施策 矢萩大輔，菅野誠紀 労務事情 1020 02.11.１

＊リクルート社における人事管理 早稲田大学人間科学部産業社会学研究室　B5.35 01.12

＊成果主義人事・賃金　６ 社会経済生産性本部生産性労働情報センター　B5.183 03.３

＊雇用・就労変革の人的資源管理 菊野一雄，八代充史編著 中央経済社 A5.263 03.４

52．賃金管理
役職者の賃金と役職手当 賃金事情 2420 02.11.５

業績連動型賞与システム 井田　修 日労研資料 別冊　01.版

業績連動型賞与システムの実際 有元龍一 日労研資料 別冊　01.版

成果主義に基づく給与制度の考え方と制度設計のポイント 宮本眞成　日労研資料　別冊　01.版

成果主義による目標管理と人事考課制度 金津健治 日労研資料 別冊　01.版

同和鉱業の成果最重視の年俸制 山田健昭 日労研資料 別冊　01.版

業績連動型賞与システムの実際 毛利部信幸 日労研資料 別冊　02.版

成果主義人事と業績評価の実際 高橋俊介 日労研資料 別冊　02.版

サッポロビール「成果貢献度」・「行動力」による評価制度 露木輝治　労働法学研究会報　2277 02.9.１

54．定年制，退職金，企業年金
トヨタ自動車と松下電器産業で新企業年金制度がスタート 旬刊福利厚生 1781 02.10.18

一般社員層の定年延長と関連諸制度 松井洋明 日労研資料 別冊　01.版

退職給付制度改革の新動向 鍋田周一 日労研資料 別冊　01.版

ポイント制退職金制度の考え方と制度設計の実務 菅野篤二 日労研資料 別冊　01.版

見えてきた日本版401（k）プラン 山本御稔 日労研資料 別冊　01.版

企業年金をめぐる新動向 山本御稔 日労研資料 別冊　02.版

藤沢薬品の新しい退職金制度 松久廣成 日労研資料 別冊　02.版

キャッシュ・バランス・プランへの移行と実務的な検討課題 高原宣昭　労政時報　3562 02.11.15

＊アメリカ年金事情 ダラス・Ｌ．ソールズベリー著 鈴木　旭監修 大川洋三訳 新水社　B6.195 02.10

＊企業年金の法と政策 森戸英幸 有斐閣 B6.295 03.３

＊わが国企業への退職給付の会計基準の影響に関する実態調査

日本大学経済学部産業経営研究所　B5.159 03.３

＊変わる企業年金 日本労働研究機構編 平岡真一 教育文化協会 B5.59 03.４

55．福利厚生
福利厚生の未来 山ノ内敏隆 週刊社会保障 2207 02.10.28
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職場給食の経営指標と価格 旬刊福利厚生 1782 02.10.28

社員食堂健全化に向け取り組む（特集） 旬刊福利厚生 1783 02.11.８

日本フィリップスのカフェテリアプラン 山口武志 日労研資料 別冊　01.版

カフェテリアプランの実際 仁井　浩 日労研資料 別冊　02.版

カフェテリアプランの実際 萩原　靖 日労研資料 別冊　02.版

56．教育・訓練
＊「会社を変える」人材開発 柴田昌治監修 香本裕世 光文社 B40.237 03.３

Ⅴ 労働政策
60．総　記
「ライフライン破壊」に手をかす人事院 田中寛治 農政と公務労働 81 02.10

民主的な公務員制度を求めて 大久保暁子 連合国際レポート 17 02.10

＊「ライフスタイルの選択と税制・社会保障制度・雇用システム」に関する報告

男女共同参画会議・影響調査専門調査会　A4.78 02.４

＊雇用レポート　2002 厚生労働省職業安定局編 労務行政 B5.525 02.７

61．雇用政策
＊官民職業相談研修カリキュラム検討委員会報告書 官民職業相談研修カリキュラム検討委員会 A4.57 02.３

＊雇用対策臨時特例法一問一答 緊急雇用対策研究会編著 大成出版社 A5.88 02.３

65．社会保障，社会福祉
介護保険サービスのＱ．Ｉ．（特集） 介護保険情報 3-8 02.11

介護保険の救世主になるか「パワーリハビリテーション」 竹内孝仁　介護保険情報　3-8 02.11

リハビリテーションのサービス特性と受け手の自己決定

大渡昭彦，山田　誠 経済学論集（鹿児島大） 57 02.８

医療制度改革関連法の概要 厚生労働省 月刊経営労務 573 02.11

医療制度改革のゆくえと課題（特集）

神野直彦，津田光夫，小島　靖，野村　拓，相野谷安孝 月刊保団連 767 02.11

「医薬分業」を考える 漆畑　稔 健康保険 56-10 02.10

老人保健拠出金制度の問題点と健康保険事業の可能性（中） 倉田　聡　健康保険　56-10 02.10

特集　現代社会問題研究会夏季研究会・第２分科会 社会主義 479 02.11

全国民が連帯するワークシェアリング（松村文人）

特集　現代社会問題研究会夏季研究会・第３分科会 社会主義 479 02.11

社会保障の財源と制度をどうするか（論点整理）（伊藤　修）

介護保険制度はどのように見直されるべきか（鹿倉泰祐）

社会保障の財源調達と消費税の「益税」 権丈善一 社会保険旬報 2150 02.10.11

年金制度は根源的思考に基づき漸進的に改革すべきである（上） 宇野　裕　社会保険旬報　2150 02.10.11

年金制度は根源的思考に基づき漸進的に改革すべきである（中） 宇野　裕　社会保険旬報　2151 02.10.21

診療費の未収金対策 高埜正人，鏑木友孝，伊藤　明 社会保険旬報 2152 02.11.１

年金制度は根源的思考に基づき漸進的に改革すべきである（下） 宇野　裕　社会保険旬報　2152 02.11.１

走り出した年金「構造改革」 公文昭夫 社会保障 385 02.冬

雇用政策としての介護福祉 矢野　聡 週刊社会保障 2205 02.10.14

支援費制度と介護保険 大谷　強 週刊社会保障 2206 02.10.21

厚生年金基金制度の解体の進展 木島　賢 週刊社会保障 2209 02.11.11

フランスの医療保障制度の概要 上村政彦 世界の労働 52-10 02.10

介護福祉労働の基本的枠組みに関する考察 長岩嘉文 総合社会福祉研究 21 02.10

苦情相談事例に垣間見る介護保険制度の矛盾 伊藤信司 総合社会福祉研究 21 02.10

特集　高齢者介護の実態とケアマネジメント 総合社会福祉研究 21 02.10

介護保険におけるケアマネジメント（大野勇夫）高齢者介護の実態と介護保険・介護保障（河合克義）

10年を経たイギリスのケアマネジメント（木戸利秋）

日本の障害者向け割引・減免制度についての一考察（研究ノート） 吉田　滋　総合社会福祉研究　21 02.10
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利用者本位の生活保護改革を 吉永　純 総合社会福祉研究 21 02.10

要介護認定と被保険者の権利（２） 伊藤周平 賃金と社会保障 1331 02.10.上旬

連合『21世紀社会保障ビジョン』（検討会報告書）を読んで 木下秀雄　賃金と社会保障　1331 02.10.上旬

世界高齢化の中で 坪井俊宣 ねんきん 43-11 02.11

病院機能評価の現状と新評価体系の概要 大道　久 民医連医療 363 02.11

福祉サービス利用援助契約と権利保障型後見 濱畑芳和 龍谷大学大学院法学研究 4 02.９

特集　３兆円の国民負担増　社会保障の原点から問う 労働運動 459 02.11

改悪実施を中止せよの大運動を（相野谷安孝）“介護地獄”つくらぬ見直しこそ（榛田敦行）

こんな大改悪の連鎖は断ち切ろう（三成一郎）「失業者の生活安定」の目的はどこへ（丸井龍平）

暮らしと経済に大打撃（寺沢亜志也）

＊カナダ労災補償法改革 品田充儀 法律文化社 A5.409 02.10

＊女性と年金 社会保険研究所 B5.187 02.２

＊高齢者保健福祉等市町村の保健福祉行政の評価に関する研究 日本社会事業大学 A4.249 02.３

＊これでよいのかケアマネジメント 大野勇夫，相野谷安孝他編 大月書店 A5.168 03.１

＊高齢社会と家族介護の変容 金　貞任 法政大学出版局 A5.257 03.２

＊社会福祉における資源配分の研究 坂田周一　立教大学出版会（発売：有斐閣） A5.226 03.３

＊社会保障改革の経済学 八代尚宏，日本経済研究センター編著 東洋経済新報社 A5.202 03.３

＊はじめての社会保障　第２版 椋野美智子，田中耕太郎 有斐閣 B6.266 03.３

66．労働法
＊すぐに役立つ労働法のしくみと手続き 高橋裕次郎監修 三修社 A5.223 02.10

67．労働判例
過労自殺の業務上負荷の判断は「誰」を基準とするのか 石井保雄　労働法律旬報　1537 02.10.上旬

個別労働関係における労働者概念 盧　尚憲 労働法律旬報 1537 02.10.上旬

68．労働委員会
＊愛媛県地方労働委員会年報　平成14年 愛媛県地方労働委員会事務局　A4.64 03.３

＊沖縄県地方労働委員会年報　平成14年版 沖縄県地方労働委員会事務局　A4.114 03.３

＊鳥取県地方労働委員会年報　平成14年度

鳥取県地方労働委員会事務局編 鳥取県地方労働委員会 A4.80 03.３

＊山形県地方労働委員会年報　平成14年 山形県地方労働委員会事務局　A4.38 03.３

＊山梨県地方労働委員会年報　平成14年版 山梨県地方労働委員会事務局　A5.82 03.３

＊石川県地方労働委員会年報　平成14年 石川県地方労働委員会事務局　A5.140 03.７

Ⅵ 世界労働
71．アジア
現代中国の最新社会労働事情 田畑一雄 世界の労働 52-10 02.10

中国の「市場経済化」と今後の日中経済関係（報告） 高橋　実 世界の労働 52-10 02.10

ネパールのカーペット産業における児童労働問題への取組みと実態

荒谷幸江 労働法律旬報 1538 02.10.下旬

75．北アメリカ
アメリカの求職，求人のしくみと雇用差別禁止法（３） 玄幡真美 協同の発見 124 02.10

職能別組合としてのＡＦＬ（アメリカ労働総同盟）の限界 国府俊一郎　経済論究（九州大） 113 02.９

カナダ労働運動の課題と日本 熊谷謙一 世界の労働 52-10 02.10

79．ＩＬＯ，国際機関
「インフォーマル経済」の審議を傍聴して（報告） 木村愛子 世界の労働 52-10 02.10

労働災害と職業病の記録と届出（報告） 高橋　謙 世界の労働 52-10 02.10

ＩＬＯの新しい理念と政策 中野育男 労働法律旬報 1538 02.10.下旬

Ⅶ 歴　史
81．労働史（日本）
語りつがねばならぬこと（17） 塩沢美代子 安全センター情報 292 02.11
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八幡製鉄における「内部労働市場戦略としての職務」決定 工藤健一　社会科学論集（埼玉大） 107 02.９

＊移動社会と生活ネットワーク 高橋伸一編著 高菅出版 A5.346 02.３

83．労働・社会政策史（日本）
＊日本の軍隊慰安所制度と朝鮮人軍隊慰安婦 尹　明淑 明石書店 A5.450 03.２

85．労働運動史（日本）
友愛会の歴史的意義と社会事業（15） 布川　弘 月刊人権問題 311 02.11

友愛会の歴史的意義と社会事業（14） 布川　弘 月刊人権問題 305 02.５

＊全農林関東三十年史 全農林労働組合関東地方本部　A4.466 02.８

＊うねり ’74春闘の記録編集委員会編 岩手県教職員組合 A5.427 89.１

87．社会主義運動史（日本）
北朝鮮とソ連と一国社会主義 上野建一 科学的社会主義 55 02.11

向坂逸郎 その人と思想（一） 小島恒久 社会主義 479 02.11

政治的統一戦線へ！ 成清泰道 社会主義 479 02.11

＊日本最初の社会主義政党社会民主党100年 同志社大学人文科学研究所　B6.40 01.９

＊軍事裁判と教授会 大野省治編著 大野省治 A5.174 02.４

＊津川武一の軌跡 阿部誠也 北方新社 A5.125 02.８

＊甦る河上肇 三田剛史 藤原書店 A5.476 03.１

＊平民社百年コレクション　第３巻 平民社資料センター監修 山泉　進編・解題　論創社　B6.410 03.２

＊三多摩に輝く 原　克孝 けやき出版 A5.470 03.３

＊赤軍派始末記 塩見孝也 彩流社 B6.293 03.３

＊自由民権革命の研究 江村栄一 法政大学出版局 A5.502 84.11

88．社会主義運動史（外国・国際）
ソ連の歴史をふりかえる 木村英亮 歴史学研究 769 02.11

＊中国革命とソ連　ボリス・スラヴィンスキー，ドミートリー・スラヴィンスキー著 加藤幸廣訳

共同通信社 A5.408 02.11

＊現実的な左翼に進化する ピーター・シンガー著 竹内久美子訳 新潮社　B40.118 03.２

89．諸社会運動史
キリスト教社会主義運動と労働者生産協同組合（２） 中川雄一郎 協同の発見 124 02.10

ナショナル・トラスト運動の展開（1907～1945年） 四元忠博 社会科学論集（埼玉大） 107 02.９

旧東西ドイツの「1968年」 井関正久 歴史学研究 768 02.10

占領の「清算」と新しい社会運動 荒川章二 歴史学研究 768 02.10

ムーヴメントは敗北したのか？ 藤永康政 歴史学研究 768 02.10

＊ジョゼ・ボヴェ　ポール・アリエス，クリスチアン・テラス聞き手

杉村昌昭訳 柘植書房新社 B6.172 02.10

＊日本の環境保護運動 長谷敏夫 東信堂 A5.192 02.10

＊薬害エイズ裁判史　第１巻 東京ＨＩＶ訴訟弁護団編 日本評論社 A5.554 02.８

＊薬害エイズ裁判史　第２巻 東京ＨＩＶ訴訟弁護団編 日本評論社 A5.336 02.８

＊薬害エイズ裁判史　第３巻 東京ＨＩＶ訴訟弁護団編 日本評論社 A5.428 02.８

＊薬害エイズ裁判史　第４巻 東京ＨＩＶ訴訟弁護団編 日本評論社 A5.448 02.８

＊薬害エイズ裁判史　第５巻 東京ＨＩＶ訴訟弁護団編 日本評論社 A5.446 02.８

＊検証内ゲバ　２ いいだもも，蔵田計成編著 社会批評社 B6.337 03.１

＊反逆の獅子 桐山桂一 角川書店 B6.317 03.１

＊自治を問う住民投票 上田道明 自治体研究社 A5.233 03.２

＊ドイツ侵攻とポーランド農民ドゥジマーワ ヤン・テッター著 足達和子訳 明石書店　B6.205 03.２

＊あしなが運動と玉井義臣 副田義也 岩波書店 B6.437 03.３

＊講座・人権ゆかりの地をたずねて 世界人権問題研究センター　A5.267 03.３

＊＜差別＞という名の暴力 花園大学人権教育研究センター編 批評社 B6.253 03.３
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