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０．総 記
小規模地域の人口推計に関する一考察
水野谷武志
開発論集（北海学園大） 82 08.９
非正規雇用の増加と所得格差の拡大
石倉雅男
経済
159 08.12
Heterogeneous households,child allowance,and social security
Toshiyuki Uemura/Masatoshi Jinno
経済学論究（関西学院大） 62-2 08.９
地域経済の成長と地域間格差
小藤弘樹
経済学論叢（同志社大） 60-2 08.９
都市と農村がはぐくむ物質循環
三俣延子
経済学論叢（同志社大） 60-2 08.９
地域崩壊をくいとめるために（インタビュー）（金子 勝 聞き手：下目美雪） 月刊自治研
589 08.10
正規と非正規のミゾを越える（座談会）（龍井葉二 鴨桃代 亀崎安弘 司会：松上隆明）
月刊労働組合
525 08.11
自民党政治の終焉 総選挙で問われるもの
五十嵐仁
建設労働のひろば
68 08.10
新待機児童ゼロ作戦に基づき保育所の整備等を柱に推進（インタビュー）（村木厚子）
週刊社会保障
2498 08.９.22
心は常に 今 にある
斉藤道子
女性史研究ほっかいどう
2,3 05.8,08.10
世界遺産登録と持続可能な観光地づくりに関する一考察 新井直樹 地域政策研究（高崎経済大） 11-2 08.９
中年・高齢者の学校における世代間交流（報告） 角間陽子，草間篤子
地域創造（福島大） 20-1 08.９
特集 人口減少・高齢化と中小企業の課題
中小商工業研究
97 08.10
人口減少，少子・高齢社会に対応したニーズの把握と新産業創出の課題（吉田 浩）シルバーマーケット
におけるファッション産業への提言（伊藤陽子）
地域密着型サービスの展開と地域社会再構築の課題
栗田明良
長野大学紀要
30-2 08.９
経営の視点から今日の非正規労働問題を考える
栗原勝憲
北海道自治研究
477 08.10
非正規雇用は悪なのか！？（インタビュー）（斎藤貴男）
まなぶ
614 08.11
* マルクスの人間主義
橋本 剛
窓社
B6.232 07.12
* 大塚久雄論
楠井敏朗
日本経済評論社
A5.371 08.７
１．ジェンダー・フェミニズム・女性論
資本主義的生産様式は性＝生殖的に中立か
青柳和身
岐阜経済大学論集
42-1 08.９
北海道の教育現場とジェンダー
笹谷春美
女性史研究ほっかいどう
3 08.10
* ジェンダー
姫岡とし子，長谷川まゆ帆，河村貞枝，松本彰，中里見博，砂山充子，菊川麻里
ミネルヴァ書房
A5.387 08.７
２．労働論
生産と市場の対応関係と「再生産表式」の再検討
田中裕之
経済学季報（立正大） 58-1 08.９
* 出来事のポリティクス
マウリツィオ・ラッツァラート著
村沢真保呂，中倉智徳訳
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洛北出版
B6.382 08.６
* 新しい貧困
ジグムント・バウマン著 伊藤茂訳
青土社
B6.262 08.８
３．労使（資）関係論
世界を覆うグローバリゼーションと対抗軸（講演）（田端博邦）
季刊労働行政研究
17 08.秋
労使関係の制度的進化にみられる経路依存と共進化 萩本眞一郎 東京国際大学論叢 商学部編 78 08.９
社会の金融化と労使関係（報告）（ロナルド・ドーア）
連合総研レポートDIO
232 08.11
７．社会保障論
特集 日本の社会保障
社会主義
557 08.11
福祉国家と社会保障を考える（瀬戸真一郎）医療制度「改革」で何が変わってきたか（高橋俊夫）医療保
険制度改革と社会保険機能（橋本 勇）社会保障費の抑制と介護保険（鹿倉泰祐）最低賃金制度確立と生
活保護制度（武藤 聡）
８．社会福祉論
介護学生の高齢者理解を深める教育
土室 修
草の根福祉
40 08.10
貧困問題と社会福祉援助に向けた構造的課題
伊藤秀樹
草の根福祉
40 08.10
特集 人間発達の福祉再論
経済科学通信
117 08.10
人間の自由と福祉（上掛利博）福祉の市場化と福祉労働（横山壽一）加速度化する市場化と現下の厚生労
働行政のもとでの医療・福祉労働とマネジメント（大松美樹雄）
日本の社会福祉とグローバリゼーションの関係
大杉由香
経済論集（大東文化大） 91 08.７
東北における福祉制度対象者に関する市町村別実態調査について
都築光一，吉田渡，阿部裕二，田中治和，増子正，李忻，関田康慶
厚生の指標
55-11 08.10
９．産業・労働社会学
特集 ものづくりの伝承と発展の課題
中小商工業研究
97 08.10
地場の伝統産業に世界に通じる商品開発力をやしなう（政所利子）地場中小企業を挑戦の場として選ぶ若
者たち（広石拓司）ものづくり伝承と発展の課題（相川克寿）
10．労働科学，人間工学
専属産業医の選任義務のない法人における人事担当者によるメンタルヘルス施策立案
鈴木安名
労働科学
84-3 08.８

Ⅱ

労働問題

20．総 記
The rise of poverty in Japan
Yuki Sekine
Japan labor review5-4
08.Autumn
The working poor,borderline poor,and developments in public assistance reform
Kohei Komamura
Japan labor review5-4
08.Autumn
* 経済情勢報告 2008〜2009年度
連合総合生活開発研究所編
第一書林
B5.215 08.10
* 格差と貧困がわかる20講
牧野富夫，村上英吾編著
明石書店
B6.256 08.７
* なぜ富と貧困は広がるのか
後藤道夫，木下武男
旬報社
A5.162 08.７
21．雇用・労働市場
正社員と非正社員の雇用代替
山口雅生
星陵台論集（兵庫県立大）
40-2 07.９
特集 労務供給の多様化をめぐる今日的課題
日本労働法学会誌
112 08.10
労働者派遣を中心とした第三者労務供給関係の問題点と課題（シンポジウム）（中野麻美）労務供給の多様
化と直接雇用の原則（シンポジウム）（沼田雅之）労働者派遣の今後の法的規制のあり方（シンポジウム）
（浜村 彰）
特集 地域雇用開発と人材育成 ものづくりと産業集積を中心に ビジネス・レーバー・トレンド 404 08.11
地域雇用創出と人材育成（伊藤 実）ものづくり産業における技能者・技術者の育成（藤本 真）産業ク
ラスターによる地域雇用創出（勇上和史）関西文化学術研究都市におけるクラスター型開発と雇用創出
（大谷 剛）
* 「日本的高卒就職システム」の変容と模索 資料編
労働政策研究・研修機構
A4.380 08.５
* マッチング効率性についての実験的研究
労働政策研究・研修機構
A4.220 08.５
* キャリアラダーとは何か
Ｊ．フィッツジェラルド著 筒井美紀，阿部真大，居郷至伸訳
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勁草書房
A5.265 08.９
22．労働条件
労働者使い捨て社会に立ち向かう（シンポジウム）
（シンポジスト：脇田滋，河添誠，林美子 コーディネーター：森h巌） 季刊労働行政研究
17 08.秋
2008年 JAM賃金・労働条件調査 集計（1）原表一覧
JAM
月刊JAM
105 08.11
* 企業外における個別労働紛争の予防・解決システムの運用の実態と特徴
労働政策研究・研修機構
A4.67 08.５
* 企業内紛争処理システムの整備支援に関する調査研究
労働政策研究・研修機構
A4.394 08.５
* ハケンは見た！
月澤たかね
高陵社書店
B6.237 08.７
* 人が壊れてゆく職場
笹山尚人
光文社
B40.234 08.７
23．賃金問題
事業所得と給与所得との区分
林 幸一
大阪府立大学経済研究 54-2 08.９
特集 どうなる？自治体の賃金
月刊労働組合
524 08.10
委託先労働者の地位向上を（坂田冬樹）査定昇給制度に募る不満（久松和彦）
最低賃金と雇用に関する最近の研究動向
石井久子
高崎経済大学論集
51-2 08.９
企業別パネルデータによる賃金・勤続プロファイルの実証分析
赤羽亮，中村二朗
日本労働研究雑誌
580 08.11
自分を守るためには他者をも守らなければならない
赤堀正成
まなぶ
613 08.10月臨時増刊
24．労働時間
「休息時間」なくして「ワーク・ライフ・バランス」なし
小林良暢
現代の理論
17 08.10
よりよい働き方のために
小倉一哉
労働かながわ
658 08.11/12
エンドレス・ワーカーズ働きすぎ日本人の実像
小倉一哉
労働法学研究会報
2440 08.11.１
* 欧州における働き方の多様化と労働時間に関する調査
労働政策研究・研修機構
A4.68 08.５
25．ホワイトカラー労働
大卒ホワイトカラーの昇進構造
前浦穂高
立教経済学研究
62-2 08.10
26．パート・派遣労働
内部労働市場下位層としての非正規
玄田有史
経済研究（一橋大）
59-4 08.10
ワークライフバランス時代のパート戦力化トータルシステム（1） 山口廣太 先見労務管理 1355 08.10.25
労働者の権利・団結解体と「日本的」労働者派遣
脇田 滋
飛礫
60 08.10
前職が非正社員だった離職者の正社員への移行について
玄田有史
日本労働研究雑誌
580 08.11
28．女性労働
既婚女性の働き方は変化したか？
村上あかね
季刊家計経済研究
80 08.秋
女性就業の地域差に関する考察
安部由起子，近藤しおり，森邦恵
季刊家計経済研究
80 08.秋
心豊かな人生を送るためのワークライフバランス
渥美由喜
女性と仕事ジャーナル
17 08.８
特集 職場の男女平等・不平等
ひろばユニオン
561 08.11
単組女性執行委員が語る 働く女性が元気になる職場を（座談会）（石塚幸子 高橋花映 半沢美幸）「男
並み平等」で働けますか？（鹿嶋 敬）いわれなき「女に向かない職業」（樋口恵子）
女性賃金格差の縮小には男女平等策の推進と非正規賃金の底上げが必要
成川秀明
まなぶ
613 08.10月臨時増刊
* あたりまえだけどなかなかわからない働く女のルール
有川真由美
まこといちオフィス（発売：明日香出版社）
B6.211 08.10
* 女女格差
橘木俊詔
東洋経済新報社
B6.349 08.６
30．若年労働
格差社会と若者のいま（講演）（中西新太郎）
私立大学の創造
29 08.７
出生行動における若年者の労働市場と公共政策の役割 小椋正立，角田保 経済研究（一橋大） 59-4 08.10
新卒者の離職状況とその背景
荒山裕行，杉浦立明
産政研フォーラム
79 08.Autumn
* 就職氷河期世代のきわどさ
総合研究開発機構
A4.123 08.４
* 頭痛のタネは新入社員
前川孝雄
新潮社
B40.188 08.５
* 軋む社会
本田由紀
双風舎
B6.255 08.６
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* 若者はなぜ正社員になれないのか
川崎昌平
筑摩書房
B40.222 08.６
* 「生きづらさ」について
雨宮処凛，萱野稔人
光文社
B40.213 08.７
* 快適職場のつくり方
阿部眞雄
学習の友社
A5.111 08.９
31．中高年労働
高齢者雇用延長と労働条件引き下げをめぐる法的問題
原 昌登
労働法学研究会報
2440 08.11.１
32．障害者労働
重度身体障害者のアクセシビリティ改善による雇用促進に関する調査研究
星加節夫
職リハネットワーク
63 08.９
特集 精神障害者への就労支援 統合失調症を中心として職リハネットワーク
63 08.９
精神障害者社会適応訓練事業をとおした就労支援（矢野亮一）障害者就業・生活支援センターにおける精
神障害者への就業支援（杉田 明）トータルパッケージを活用した精神障害者の就労支援（堤 若菜）医
療機関における精神障害者雇用の取り組みについて（沼尻忠益）医療機関における精神障害者への就労支
援（中原さとみ，中谷真樹）
障害者雇用保障法制の現状について
竹中康之
修道法学（広島修道大） 31-1 08.９
障害者雇用について規定する重度障害者法における即時解約告知の効力
小西啓文
労働法律旬報
1680 08.9.下旬
33．外国人労働
活発化する「移住労働者受け入れ」論議
奥貫妃文
賃金と社会保障
1476 08.10.下旬
二つの「有期」の狭間でたたかう外国人語学講師 ルイス・カーレット 賃金と社会保障 1476 08.10.下旬
特集 外国人の研修・技能実習制度の法律問題 労働法および社会保障法の適用問題を中心として
日本労働法学会誌
112 08.10
外国人労働者政策の課題と研修・技能実習制度（シンポジウム）（野川 忍）外国人研修・技能実習制度に
おける労働法の適用問題（シンポジウム）（早川智津子）外国人研修・技能実習制度における社会保障法の
適用問題（シンポジウム）（片桐由喜）
* 外国人専門職・技術職の雇用問題
塚h裕子
明石書店
A5.344 08.７
* トヨティズムを生きる
鶴本花織，西山哲郎，松宮朝編
せりか書房
A5.201 08.９
35．労災，職業病，健康問題
Globalization and workers' health
Ichiro Kawachi
Industrial Health
46-5 08.９
Occupational infectious diseases among Korean health care workers compensated with industrial accident
compensation insurance from 1998 to 04
Yeon-soon Ahn/Hyun-sul Lim
Industrial Health
46-5 08.９
Work-related injuries and diseases of farmers in Korea
Kwan Lee/Hyun-sul Lim
Industrial Health
46-5 08.９
メンタルヘルス対応における法的留意点
山田忠史
関西経協
62-10 08.10
メンタルヘルス不調の予防・早期発見のために
久保田昌詞
関西経協
62-10 08.10
日本・英国・フィンランドの公務員における社会経済的状態と健康
関根道和，立瀬剛志，鏡森定信
厚生の指標
55-11 08.10
Hours of actual overtime worked in a Karoh-shogai case developing despite reduced work hours
Tsukasa Sasaki/Tomohide Kubo
労働科学
84-3 08.８
特集 共生する職場と社会 移住労働者の安全と健康
労働の科学
63-11 08.11
移住労働者の医療と健康（沢田貴志）外国人看護師・介護士の受け入れ体制を整える（小川 忍）日本に
おける移住労働者の現状と課題（森 廣正）韓国における移住労働者の健康と安全（金 良昊）
特集 新型インフルエンザに負けない会社
労働の科学
63-12 08.12
職場における新型インフルエンザ対策ガイドラインの活用（和田耕治）新型インフルエンザ対策としての
事業継続計画（BCP）のポイント（丸谷浩明）ILOによる新型インフルエンザ対策へ向けた取り組み（川上
剛）日本の海外進出企業の新型インフルエンザ対策（古賀才博）
* 雇用形態多様化と労働者の健康
矢野栄二編 三柴丈典他
労働科学研究所出版部
A5.300 08.６
36．ハラスメント
増加する「新採１年目退職」をどのように考えるか
東森英男
クレスコ
92 08.11
被害をなくす労働組合の役割発揮を（座談会）
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（河添誠，大槻久美子，藤田睦美，清沢聖子 司会：福地保馬） 働くもののいのちと健康
37 08.10
パワーハラスメントと企業の法的責任
川人 博
労働法学研究会報
2438 08.10.１
37．勤労者意識
ワーク・ライフ・バランス施策と従業員のモチベーションの関連
武石恵美子
キャリアデザイン研究
4 08.９
経済的豊かさと暮らし向き満足度との関連
佐野美智子
季刊家計経済研究
80 08.秋
世帯収入の変動とその心理的影響についての日韓比較 村上あかね
季刊家計経済研究
80 08.秋
* 働くことの心理学
都筑学編
ミネルヴァ書房
A5.204 08.７
38．生活問題
ワーク・ライフ・バランス政策の死角
竹信三恵子
月刊ヒューマンライツ
248 08.11
* 置き去り社会の孤独
大津和夫
日本評論社
B6.242 08.７
* ワーキングプア解決への道
NHKスペシャル『ワーキングプア』取材班編
ポプラ社
B6.248 08.７

Ⅲ

労働運動

40．総 記
〈貧困〉と〈労働基準法以下の労働条件の拡大〉に対抗する運動を 山田真吾 金融労働調査時報 688 08.８
労働者が団結し，生産と生活を守るたたかいが求められている 菅原修一 まなぶ 613 08.10月臨時増刊
41．労働組合・運動論
Union ethics training:Building the legitimacy and effectiveness of organized labor
Maggie Cohen
WorkingUSA
11-3 08.９
なぜ賃金がダウンし続けているのか
荻野 登
まなぶ
613 08.10月臨時増刊
* 労働組合の窓から現代の世界を見よう
小島正剛述
北海道対外文化協会
A4.14 08.６
44．単産，単組
船員労働委員会の廃止に伴う諸問題
大石 玄
労働法律旬報
1680 08.9.下旬
48．リストラ・雇用対策
特集 企業再編，組織変更を巡る闘い
季刊労働者の権利
277 08.10月Autumn
グリーンエキスプレス事件について（渡辺達生）藤田運輸事件報告（秋元理匡）第一交通事件報告（高橋
徹）学校承継の過程における不当労働行為の正否（斉藤 豊）日本IBM会社分割事件東京高裁判決批判
（小池拓也）魚沼中央自動車学校（湘南ドライビングスクール）事件（藤田温久）
49．権利闘争
2008年版 労働者の権利白書
日本労働弁護団
季刊労働者の権利
276 08.10月Extra Issue
個別労働紛争の解決援助について（講演）（下井隆史）
日本労働法学会誌
112 08.10
* 「育児休職」協約の成立
萩原久美子
勁草書房
A5.324 08.５
* 貫く
ジャパマーハイツ闘争支援共闘会議編
ジャパマーハイツ労働組合
B5.147 08.７
* 偽装閉鎖
種本良彦
光陽出版社
B6.302 08.８
51．教育文化宣伝活動
* IUF−JCC海外労働学校報告書 第32回
国際食品労連日本加盟労組連絡協議会
B5.120 08.８
* 花香実著作集 第３巻
花香 実
大空社
A5.309 08.９
52．労働組合と政治
連合の政策課題中心に民主党と政策協定
飯田康夫
スタデイ
47-10 08.10
53．労働組合と社会問題，社会運動
Unions and upward mobility for low-wage workers
John Schmitt,Margy Waller,Shawn Fremstad,Ben Zipperer
WorkingUSA
11-3 08.９
特集 地域社会で活躍する労働組合
労働調査
469 08.10
地域に根ざした顔の見える労働運動をめざして（天野敬久）「共生の地域社会」をめざして（竹花康雄）地
域社会におけるサービス・流通連合のまちづくり（向囿英雄）地域に根ざした顔の見える労働運動の展開
（大塚敏夫）
54．労働者福祉・協同組合運動
* 炭鉱主婦協議会が地域福祉活動に果たした役割と課題 （付：CD）
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北海道教育大学岩見沢校

A4.76

08.３

経営労務

60．総 記
生活者・消費者の信頼獲得をめざす企業活動
講師：嶋誠治
くらしのレポート
271 08.10
* 望ましい就業規則 改訂版
大内伸哉，中山慈夫，藤原稔弘，小西康之／桜庭涼子／原昌登
社会経済生産性本部生産性労働情報センター A5.374 08.８
61．人事・労務管理
JAにおける平成19年度従業員移動（採用・退職等）の実態
JA総合研究所
人事管理REPORT 46-8 08.11
能力主義人事制度の再構築について
鈴木浩二
人事管理REPORT
46-8 08.11
成果主義下の管理職層の人事管理
石井まこと
大分大学経済論集
60-3 08.９
* 雇用の掟
小林一博，曽我浩
出版文化社
B6.238 07.12
* 外国人留学生の採用に関する調査
労働政策研究・研修機構
A4.155 08.３
* 非正社員の雇用管理と人材育成に関する予備的研究
労働政策研究・研修機構
A4.201 08.４
* キャリア・マネジメント
八木 章
中央経済社
A5.215 08.５
* 人的資源管理と組織設計
片岡洋一編著
冨山房インターナショナル
A5.234 08.６
* 世界でいちばんやる気がないのは日本人
可兒鈴一郎
講談社
B40.190 08.７
62．賃金管理
* 愛知のモデル賃金 平成20年度版
愛知県経営者協会・名古屋商工会議
A4.42 08.10
* 標準勤続者賃金と諸手当 平成20年度 関西経営者協会・京都経営者協会・兵庫経営者協会 B5.56 08.10
* 賃金制度改革の軌跡に関する研究報告書
田口和雄他賃金処遇研究会
労働問題リサーチセンター A4.206 08.３
64．定年制，退職金，企業年金
金融危機が私的年金に及ぼす影響
石田成則
週刊社会保障
2504 08.11.３
企業年金制度における受給権保障の法的枠組み
畑中祥子
日本労働法学会誌
112 08.10
65．福利厚生
* 福利厚生制度の現状と課題
西久保浩二
成城大学経済研究所
B5.22 08.３
66．教育・訓練
キャリア・コンサルタントの現状とこれからの課題について
小野紘昭
企業と人材
934 08.10.20
特集 プロフェショナルはいかに育つのか
企業と人材
935 08.11.５
共感する研修体験が人と組織を強くする（インタビュー）（重光直之 聞き手：企業と人材編集部）経験に
学び，共感の連鎖をつなぐ体感型研修が関与型リーダーを育てる（インタビュー）（飯島健太郎 聞き手：
企業と人材編集部）
特集 現場力強化のための人材育成
産業訓練
638 08.11
SD教育システム（福島知則）創業精神が培う日立のモノづくり（飛田和彦）
特集 次世代リーダーの条件
人材教育
238 08.10
成功も失敗も原因はすべてリーダーたる自分にある（佐藤 満）変革型リーダーの基本は戦略的課題の提
示とネットワークづくり（金井壽宏）強い効力感に基づく意志力の発揮が影響力のあるリーダーを生む
（村松太郎）
特集 成功する企業内大学
人材教育
239 08.11
企業内大学に今求められる事業環境の変化に応じた現場教育の再構築（花田光世）ビジョンなきところに
企業内大学は成立しない（田口 力）
企業における人材開発の権限配分
飛田正之
福井県立大学経済経営研究
20 08.３
若年者のための職業訓練
谷口雄治
労働かながわ
658 08.11/12
* 中小企業研究センター年報 08
中小企業研究センター
A4.97 08
* OECD国際成人技能調査（PIAAC）に関する報告
労働政策研究・研修機構
A4.118 08.４
* 中小企業における能力開発・人材育成
労働政策研究・研修機構
A4.92 08.６
67．リストラ・雇用
* 官製ワーキングプアを生んだ公共サービス「改革」
城塚健之
自治体研究社
A5.214 08.８
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68．安全衛生管理
Participatory support to farmers in improving safety and health at work
Tsuyoshi Kawakami/
Vhu Nhu Van/Nguyen Van Theu/Ton That Khai/Kazutaka Kogi
Industrial Health
46-5 08.９
ラインケア（管理者）における適切な対応について
佐藤寛朗
関西経協
62-10 08.10
改定版 安全衛生活動職場点検チェックリスト集 労働と医学編集部
労働と医学
99 08.10

Ⅴ

労働・社会政策

70．総 記
特集 非正規労働に関する政策提言
大原社会問題研究所雑誌
599/600 08.10/11
全員参加の社会に向けて（堀内光子）労働の商取引化に対応した法見直しを（中野麻美）〈非正規〉問題と
社会変革（龍井葉二）外国人研修生・実習生制度の抜本改善を（小田川義和）人権問題になった非正規労
働とその撤廃に向けて（脇田 滋）
特集 公務員制度改革集会報告
季刊労働者の権利
277 08.10月Autumn
国家公務員制度改革基本法成立以降の課題と展望（金田文夫）マッカーサー書簡から60年（竹澤哲夫）公
務員のストライキ権の原点（山本 博）国公労連がめざす公務員制度改革の基本的な考え方（岡部勘市）
EU労働政策の特徴と「フレキシキュリティ」
筒井晴彦
経済
159 08.12
特集 労働政策を考える
日本労働研究雑誌
579 08.10
労働政策評価の計量経済学（川口大司）育児休業制度の制度変更が女性の継続就業に及ぼす影響（佐藤一
磨）アメリカの職業訓練政策の現状と政策評価の取組み（原ひろみ）労働基準法の1987年改正をめぐる政
策過程（梅崎 修）労働政策を策定・評価する際に経済学が果たすべき役割（安藤至大）労働政策の決定
過程はどうあるべきか（神林龍 大内伸哉）
法律文化社
A5.262 08.10
* シティズンシップとベーシック・インカムの可能性
武川正吾編著
* 厚生労働白書 平成20年版 （付：CD）
厚生労働省編
ぎょうせい
A4.300 08.８
71．雇用・労働市場政策
男女間／正規・非正規間の賃金の平等をめざして
森ます美
労働法律旬報
1681 08.10.上旬
チェコの金融政策ルールと労働市場
池田太郎
六甲台論集（神戸大） 55-1 08.７
* 年報 平成20年度
東京しごと財団
A4.138 08.10
* 地域雇用政策と地域別従業者数の推移
労働政策研究・研修機構
A4.96 08.４
* 地方圏における雇用創出の研究
労働政策研究・研修機構
A4.154 08.５
* 母子家庭の母への就業支援に関する研究
労働政策研究・研修機構
A4.339 08.５
76．社会保障政策
Managing public costs in the Japanese health and nursing care sector
Yutaka Imai/Howard Oxley
大阪大学経済学
58-2 08.９
Revisiting the OECD review of the Korean health system
Francesca Colombo/Jeremy Hurst
大阪大学経済学
58-2 08.９
厚生年金分割制度の成立は妻の立場を優位にしたか
坂本和靖
季刊家計経済研究
80 08.秋
離婚時における厚生年金の分割制度
福田節也
季刊家計経済研究
80 08.秋
特集 障害者の自立と社会保障
季刊社会保障研究
44-2 08.Autumn
国際比較からみた日本の障害者政策の位置づけ（勝又幸子）障害者自立支援法と障害福祉サービス（西山
裕）障害者の就労問題と就労保障（遠山真世）障害者に対する所得保障制度（百瀬 優）障害者自立支援
法における「応益負担」についての考察（岡部耕典）障害者の自立支援に向けた生活実態把握の重要性
（土屋 葉）障害者福祉施策の経済効果（金子能宏）
スイスの医療保険（上）〜（下） 副田雄，康永秀生，堀口裕正，橋本英樹
社会保険旬報
2365,2366 08.10.1,10.11
ドイツにおける社会保険料の徴収（1）〜（4） 田中謙一
社会保険旬報
2365〜2368 08.10.1〜08.11.１
高齢者医療費重荷論を超えて
堤 修三
社会保険旬報
2367 08.10.21
フランスとの比較から日本の医療制度を考える（1）〜（6）
高橋 泰
社会保険旬報
2363〜2368 08.9.11〜08.11.１
「生きづらさ」の危機から希望へ
鍋谷州春
社会保障
421 08.冬
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憲法が求める社会保障・税制
浦野広明
社会保障
421 08.冬
韓国の介護保険実施２ヵ月後の状況
増田雅暢
週刊社会保障
2501 08.10.13
社会保険における保険料
久塚純一
週刊社会保障
2501 08.10.13
ドイツにおける社会法典の編纂
西村健一郎
週刊社会保障
2501 08.10.13
イギリスにおける「福祉契約」の特質
丸谷浩介
週刊社会保障
2502 08.10.20
費用負担者の権利
江口隆裕
週刊社会保障
2502 08.10.20
高齢者医療制度の「過去・現在・未来」
島崎謙治
週刊社会保障
2500 08.10.６
中国医療保障制度の再編成
沈 潔
週刊社会保障
2498 08.9.22
都道県別データで見る出生率回復の可能性
丸尾直美
週刊社会保障
2499 08.9.29
特集 医療・介護労働の現在
世界の労働
58-9 08.９
先進国の介護労働者の現状（安里和晃）日本の医療労働をめぐる現状と課題（山路憲夫）先進国の医師の
労働をめぐる諸問題（吉田しおり）
特集 社会保障としての国保の課題
中小商工業研究
97 08.10
国民健康保険をとりまく問題と改善の展望（山田 稔）国保・短期保険証の実態−これでは患者の命が守
れない（高山理恵）国保・資格証明書の交付が受診を著しく抑制する（滝本博史）国民健康保険料の年金
天引きに対するたたかい（日下部雅喜）社会保障としての国保再生のために（長友薫輝）
年金財政と公的年金制度の部分的民営化
林 正寿
東京国際大学論叢 経済学部編 39 08.９
社会保障制度の正しい理解を
吉川 洋
日本経済研究センター会報
972 08.10
基礎年金税方式論を巡って
山崎泰彦
年金と経済
27-3 08.10
特集 若年層と年金
年金と経済
27-3 08.10
若者の意識や生活形態の変化と年金（植村尚史）望ましい年金制度の構築に向けて（牛丸 聡）
* 誰も書けなかった年金の真実
辛坊治郎
幻冬舎
B6.243 08.１
* 再帰性と社会福祉・社会保障
畑本裕介
生活書院
B6.285 08.５
77．社会福祉政策
特集 介護福祉士制度改正による介護実習のあり方を追う
介護人材Q&A
5-49 08.11
充実した介護実習のポイント（石井 忍）実習生が「自ら取り組む」介護実習を（金子綾子）実習生はケ
アチームの重要な一員（井上和男）新カリキュラムにおける介護実習（石橋真二）
高齢化社会と地域福祉（14）
高崎義幸，日隈健壬， 忠真
広島修大論集
49-1 08.９
児童手当の拡充と子育て世帯の家計
田中慶子
季刊家計経済研究
80 08.秋
社会福祉と国・都道府県・市町村の財政関係
平野方紹
季刊自治と分権
33 08.10
コンピューター実践支援ツール活用による地域福祉援助の方法に関する研究（Ⅰ）,（Ⅳ）（完）
樋下田邦子
岐阜経済大学論集
40-3,42-1 07.3,08.９
構造分析からみた介護現場におけるモラール
内田延佳，杉原敏夫
経営と経済（長崎大） 88-2 08.９
自治体の財政健全化比率・資金不足比率の現状
高木健二
月刊自治研
590 08.11
塀の中の最後の『福祉』
浜井浩一
月刊自治研
590 08.11
自立支援法訴訟への経過と意義，課題
多田 薫
社会保障
421 08.冬
特集 特別支援教育 各地の多様な取り組みと課題
ノーマライゼーション 28-10 08.10
特別支援教育の課題（井上雅彦）地域生活をともに楽しむ体験から学ぶ（山本みどり）生徒全員の企業就
労を目指す進路支援（市村たづ子）
特集 当事者団体と権利擁護活動
ノーマライゼーション 28-9 08.９
日本身体障害者団体連合会における権利擁護活動の取り組み（森 祐司）日本障害者センターにおける権
利擁護活動の取り組み（白沢 仁）地域で普通に暮らすための運動の歴史（妻屋 明）障害に関するアド
ボカシー（権利擁護活動）の意義を考える（秋山愛子）
日本における子ども保護サービスの再検討
伊藤淑子
北海学園大学学園論集
137 08.９
生活保護申請支援の現場から見えてくるもの
安東朋美
北海道自治研究
477 08.10
* 「婦人保護事業」五〇年
林 千代編著
ドメス出版
A5.288 08.６
78．労働法
組織再編に伴う労働条件の不利益変更等の法的留意点
峰 隆之
人事管理REPORT
46-7 08.10
労働者派遣法「改正」問題について
森 博行
科学的社会主義
127 08.11
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社会・労働関係文献月録
「障害者自立支援法」の見直しに向けて（下）
小澤 温
月刊福祉
91-12 08.11
労働契約法から「労働関係基本法」へ
田中清定
現代の理論
17 08.10
特集 新自由主義と労働法制改悪
社会主義
556 08.10
財界の要求と労働法制改悪の進展（松永裕方）今日の日本における労働問題の諸相（畑 隆）労働者派遣
法−抜本改正の課題（中野麻美）非正規労働者の現状と労働運動の課題（鴨 桃代）
混合組合の救済申立人適格
山口浩一郎
中央労働時報
1093 08.10
特集 新たな労働者保護のかたち
法律時報
80-12 08.11
経済学から見た雇用形態の多様化の現状と課題（樋口美雄）格差問題に取り組むために必要なこと（玄田
有史）労働者保護と憲法二七条（葛西まゆこ）労働契約と人格的価値（吉田克己）労働契約法制定の意義
（座談会）（菅野和夫 土田道夫 根本到 井上幸夫 木下潮音 司会：小畑史子）雇用形態の多様化と労
働法政策（和田 肇）
個別労働紛争解決における労働組合の役割
呉 学殊
連合総研レポートDIO
232 08.11
最低賃金法改正と企業の実務対応
海老澤大造
労働法学研究会報
2438 08.10.１
裁判員制度スタートに伴う企業・労働組合の実務対応
戸倉三郎
労働法学研究会報
2439 08.10.15
* 友愛と法
菅野和夫，中嶋士元也，渡辺章編
信山社出版
A5.525 07.12
* 蓼沼謙一著作集 第２巻
蓼沼謙一
信山社出版
A5.551 08.１
* 労働法全書 2009 平成21年版
労務行政研究所
A5.3518 08.10
* 外国人労働の法政策
早川智津子
信山社
A5.360 08.７
* 労働と環境
石田真，大塚直編著
日本評論社
A5.282 08.８
79．労働判例
平成二〇年版「労働経済白書」について（講苑）（渡邉 学）
中央労働時報
1093 08.10
先に「削減ありき」の政治的本質を見抜けなかった判決
新井 章
賃金と社会保障
1475 08.10.上旬
東京地裁「生存権裁判」判決を乗り越えて
金澤誠一
賃金と社会保障
1475 08.10.上旬
労働判例この１年の争点
島田陽一，土田道夫
日本労働研究雑誌
580 08.11
労働者の損害賠償責任
細谷越史
日本労働法学会誌
112 08.10
人事院勧告に基づく私立学校における期末勤勉手当の引き下げ
水野圭子
法律時報
80-12 08.11
組織変動と労働契約承継における新たな判断基準
水野圭子
労働法律旬報
1682 08.10.下旬
特集 松下PDP事件・大阪高裁判決を読んで
労働法律旬報
1682 08.10.下旬
松下PDP事件・大阪高裁判決の意義（川口美貴）問われる労働者派遣の基本設計（中野麻美）松下PDP事
件・大阪高裁判決が展開する三つの「雇用契約」
（野田 進）社会的に公正な法理を示した判決（萬井隆令）
日勤教育と労働者の人格権の侵害
浅野毅彦
労働法律旬報
1681 08.10.上旬
* 新公務員労働の理論と実務 ９〜11
公務員関係判例研究会編
三協法規出版
A5.494,528,318 04.5,06.3,07.３
80．労働委員会
労働委員会制度を考える（講演）（道幸哲也）
月刊労委労協
630 08.10
労働委員会と労働者委員に期待する（講演）（山本 博）
月刊労委労協
630 08.10
* 不当労働行為事件命令集 《18年５月〜８月・135》
中央労働委員会事務局 A5.1228 08

Ⅵ

世界労働

90．総 記
特集 投資ファンドと労働
世界の労働
58-10 08.10
金融肥大化の背景にあるもの（伊藤 修）株式会社はどこへ行くのか（講演）（上村達男）投資ファンドを
めぐる労使の対応（荻野博司）米国の投資ファンド規制の現状（村上 誠）英国の企業買収ルールとその
運用（報告）（青木 健）
91．アジア
中国の地域労働市場に関する一考察（上）〜（下） 李 捷生 季刊経済研究（大阪市立大） 30-1,30-3 07.7,12
93．ヨーロッパ
フィンランドの労働情勢と雇用政策
山田眞知子
北海道自治研究
477 08.10

79

95．北アメリカ
The racial divide and the class struggle in the United States
Michael Goldfield
WorkingUSA
99．ILO，国際機関
ILO海事労働条約に関する旗国・寄港国検査のためのガイドライン専門家会合
瀧 勝次

Ⅶ

歴

海員

11-3

08.９

60-11

08.11

史

100．総 記
戦後社会福祉崩壊ドキュメント史（1）〜（4）
田代国次郎
草の根福祉
38〜40 06.10〜08.10
オーラルヒストリーの可能性と歴史研究
武田知己
歴史評論
703 08.11
101．生活・労働史（日本）
Trends in poverty among low-income workers in Japan since the nineties
Toshiaki Tachibanaki/Kunio Urakawa
Japan labor review 5-4 08.Autumn
* 命ひとつもろた
多田恵美子
ききとり識字教材化委員会
A5.360 08.８
102．生活・労働史（外国・国際）
特集 北からの女性史30年
女性史研究ほっかいどう
3 08.10
伝記の構想「ニコライ堂で学んだ柏村郁」（柏村知子）王子製紙争議五十周年王子争議をうたごえ運動とと
もに（岸 伸子）自治体史編集事業と女性史（海保洋子）
草の根かきわけて地域女性史四二年
伊藤康子
女性史研究ほっかいどう
3 08.10
103．ジェンダー・フェミニズム・女性史（日本）
近世女性史研究の現在
藪田 貫
歴史評論
703 08.11
105．社会事業・慈善事業史
農村経済更生運動期における農村社会事業の展開（1） 畠中 耕
草の根福祉
40 08.10
108．労働運動史（日本）
* 竹田誠全集 第２巻
竹田 誠
世界出版
A5.258 08.10
* 覚書：日本労働史研究
山本 潔
山本潔
B5.172 08.７
* 全港湾運動史 第３巻
全日本港湾労働組合 A5.565 08.９
110．社会主義運動史（日本）
河野民雄
A5.170 08.10
* 「治安維持法」下の北大生の抵抗運動
河野民雄編著
* 物価の文化史事典
森永卓郎監修
展望社
A5.477 08.10
* ヴァイマル共和国初期のドイツ共産党
篠塚敏生
多賀出版
A5.810 08.２
* ドイツ社会民主党の社会化論
小林 勝
御茶の水書房
A5.621 08.７
* 労農派マルクス主義 下巻
石河康国
社会評論社
A5.421 08.７
学習の友社 B6.207 08.８
* 日本における唯物論の開拓者
鯵坂真，上田浩，宮田哲夫，村瀬裕也編著
111．社会主義運動史（外国・国際）
ミネルヴァ書房 B6.569 07.５
* わが生涯とドイツの社会改革
ルーヨ・ブレンターノ著 石坂昭雄他訳
* 内部告発！社民党
松下信之
ロゴス社
B6.206 08.６
* 民主党10年史
橘民義編著
第一書林
B6.319 08.７
* わたしのスターリン体験
高杉一郎
岩波書店
A6.272 08.８
112．諸社会運動史
* 戦後謀略事件の背景と下山・三鷹・松川事件
伊部正之
福島県松川運動記念会
B5.82 07.１
* 松川の闘いが遺したもの
福島県松川運動記念会
B5.166 07.９
* わたしたちはあゆみつづける 07
日本母親大会実行委員会
A5.176 08
* 透徹した人道主義者岡崎精郎
吉田文茂
和田書房
A5.300 08.10
* 高瀬川を歩く ６
龍谷大学人権問題研究委員会
B5.91 08.３
* 泊・横浜事件端緒の地
「泊・横浜事件端緒の地」建立委員会
B5.89 08.８
* マルコムＸ事典
ロバート・Ｌ．ジェンキンズ編著 荒このみ訳
雄松堂出版
A5.482 08.８
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