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理論・一般

０．総 記
特集 裁判員制度 裁判に新たな地平を拓くか
都市問題
99-12 08.12
裁判員制度と事件報道・裁判報道（服部孝章）「思想・信条」の自由を侵害する裁判員制度（亀井洋志）
「国民の司法」確立のための裁判員制度（佐藤幸治）誤判を生まないための条件整備を（伊藤和子）
特集 貧困研究の課題
貧困研究
1 08.October
貧困研究に今何が求められているか（岩田正美）貧困解決に経済学はいかに貢献できるか（橘木俊詔）貧
困解決に社会保障法はいかに貢献できるか（菊池馨実）
経営者の立場からの基本所得の構想
成瀬龍夫
大原社会問題研究所雑誌
601 08.12
地域間格差と地域再生
川崎一泰
改革者
581 08.12
地域の経済と資金循環
岩佐代市
関西大学商学論集
53-4 08.10
「教育子育て九条の会」をひろげ，憲法を教育に活かす大きな連帯を
（座談会）（池田香代子 小笠原彩子 佐藤学 コーディネーター：小森陽一）
クレスコ
94 09.１
現代資本主義研究によせて
一ノ瀬秀文
経済
160 09.１
特集 自治体サバイバル時代
月刊福祉
92-1 09.１
危機に直面する自治体と地域づくり新戦略（片木 淳）地方財政の現状と課題（関野満夫）ポスト過疎地
域の突破口（小川全夫）これからの自治体運営における民間非営利組織とのパートナーシップ（杉岡直人）
少子化対策はいずこへ
増田雅暢
社会保険旬報
2370 08.11.21
特集 持続可能なライフスタイルと消費
生活協同組合研究
394 08.11
持続可能な地域創造に向けたコモンズの可能性（風見正三）ライフスタイル発の持続可能な社会形成（大
和田順子）
中国国家統計局「都市家計調査」の家計収支項目分類の変遷に関する研究
温 海燕
統計研究参考資料（法政大） 99 08.10
* 冒険としての社会科学
橋爪大三郎
洋泉社
B40.263 08.９
１．ジェンダー・フェミニズム・女性論
英国総選挙におけるジェンダー状況
秋本富雄
東海大学紀要 政治経済学部
40 08.９
Policies for girl students and realities for women journalists in Ethiopia context
Hibiete Abbera
Journal of policy studies（関西学院大） 29 08.７
ジェンダーと法
小竹聡，立石直子，岡田久美子
法律時報
80-13 08.12
* 生活・女性問題をとらえる視点
伊藤セツ
法律文化社
B6.296 08.10
* 変革期に生きる女たち
竹中恵美子著 伊田久美子対談
ウイメンズブックストアゆう（発売：松香堂書店） A5.103 08.４
* 日本の男性の心理学
柏木惠子，高橋惠子編
有斐閣
A5.308 08.６
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２．労働論
* 職業とは何か
梅澤 正
講談社
B40.173 08.８
３．労使（資）関係論
社会経済・労使関係の実証研究（上）
小林謙一
大原社会問題研究所雑誌
601 08.12
４．労働経済論（含 賃金論）
労働分配率の実相〜抑えられてきた賃金
水本正人
九州共立大学経済学部紀要
114 08.10
６．社会政策論
* ワーク・ライフ・バランスと社会政策
久本憲夫，玉井金五編
法律文化社
A5.312 08.９
７．社会保障論
社会保障の財政・税制論および税務・徴収行政論（シンポジウム）（宮島 洋） 財政と公共政策 44 08.10
特集 生活保護と扶助基準
貧困研究
1 08.October
生活保護を問うことの意味（杉村 宏）今，なぜ生活保護基準を議論すべきか（布川日佐史）
* 介護保険法と権利保障
伊藤周平
法律文化社
A5.470 08.10
大月書店
A5.483 08.８
* 人間らしく生きるための社会保障運動
中央社会保障推進協議会編
８．社会福祉論
キリスト教の教義を根拠におく社会福祉理論の成立を求めて（１）
東方淑雄
名古屋学院大学論集 社会科学篇
45-2 08.10
「持続可能な福祉社会」─「環境と福祉」の統合
広井良典
財政と公共政策
44 08.10
* 世界の社会福祉年鑑2008
萩原康生，松村祥子，宇佐見耕一，後藤玲子編
旬報社
A5.575 08.12
* 障害者・家族の生活問題
高林秀明
ミネルヴァ書房
A5.244 08.５
11．職業教育・訓練論
キャリア理論における能力形成の関連性
松本雄一
商学論究（関西学院大）
56-1 08.６

Ⅱ

労働問題

20．総 記
二〇〇八年〜〇九年の労働者状態
平地一郎
社会主義
559 09.１
* 日本の産業労働に関する和漢洋文メモ類輯録
山本 潔
B5.119 08.11
21．雇用・労働市場
* 日本の家計行動のダイナミズム ４
樋口美雄，瀬古美喜編著
慶応義塾大学出版会
A5.249 08.９
22．労働条件
* 貧困の現場
東海林智
毎日新聞社
B6.217 08.10
* 君たちが働き始める前に知っておいてほしいこと
大内伸哉
日本労務研究会
B5.55 08.６
* 労使トラブルを解決するならこの１冊
河野順一
自由国民社
A5.249 08.８
23．賃金問題
正規と非正規の就業形態およびその賃金格差の要因に関する日中比較（上）
馬 欣欣
大原社会問題研究所雑誌
601 08.12
農工間賃金格差と農地貸借
中川聡司，草苅仁
神戸大学農業経済
40 08.３
労働時間「問題」とは何であったか
高見具広
ソシオロゴス
32 08.９
* 産業別・規模別・男女別・学歴別新賃金傾向値表 2009年版
労務行政
19×B5.262 08.12
厚生労働省統計情報部編
24．労働時間
英国のワーク・ライフ・バランスとフレキシブル・ワーキング
中川香代
高知論叢
93 08.11
「ワーク・ライフ・バランス」の意義
宮腰孝志
月刊経営労務
646 08.12
* あなたが働き方を変えるべき48の理由
小室淑恵
二見書房
A5.125 08.９
* ワークライフバランス推進事例集
日本経団連出版
A5.246 08.９
26．パート・派遣労働
パート労働をめぐる中小企業の課題
増田 保
月刊経営労務
646 08.12
特集 自治体『非正規公務員』
月刊自治研
591 08.12
避けて通れない「非正規職員」問題（「臨時 非常勤等職員の実態調査」自治研作業委員会）「常勤」と「非
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常勤」の差異を問う（上林陽治）女性非正規労働者と自治体（江原由美子）荒川区における非常勤制度改
革（白石 孝）私と自治労（島村啓二）
特集 多様な正社員脱「正規・非正規」いまこそ新・働き方のルールを
情報労連リポート
318 08.11
現実化した「雇用の底割れ」（小林美希）フルタイムとパートタイム間で相互に行き来できる互換性が不可
欠（インタビュー）（杉山豊治）生活の豊かさを保障するために働く人を包括した制度を（大沢真知子）
女性派遣社員の一般職社員への代替可能性
佐藤歩，安藤史江
南山経営研究
23-1/2 08.10
特集 派遣社員の適正なマネジメントに向けて
日本労働研究雑誌
582 09.１
製品開発における派遣技術者の活用（佐野嘉秀，高橋康二）派遣労働者のキャリア形成に向けて（松浦民恵）
労働者派遣をめぐる法的問題（皆川宏之）製造業務請負の事例に見る業務請負適正化の課題（木村琢磨）
パート社員に対する均衡処遇法理について
今野久子
労働法学研究会報
2441 08.11.15
28．女性労働
イエメンにおける女子の就学決定要因分析とその政策的含意
結城貴子
アジア経済
49-12 08.12
* 20代〜30代女性のライフスタイルと再チャレンジ（再就職）に関する調査研究報告書
大阪市女性協会
A4.105 08.３
* ミセスのためのハッピー・リワーク完全バイブル
土岐優美
秀和システム
A5.247 08.７
30．若年労働
若手社員の定着・育成にどう取り組むか
樋口弘和
関西経協
62-12 08.12
若者雇用対策と日本企業
吉村大吾
経済論究（九州大）
132 08.11
特集 若者の「二重の苦しみ」の実相に迫る
前衛
838 09.１
雇用破壊，貧困とたたかい，総選挙で若い世代の結集を（和田一男）［東京］10・５青年大集会のインパク
トがひろがっている（香西克介）［宮崎］映画「蟹工船」上映会の成功で変化が生まれた（馬場真由美）
若者の雇用・収入の不安定化が結婚や出産・子育て行動に与える影響
長井 毅
高千穂論叢 43-3 08.11
特集 高校生の就職とキャリア形成支援 日本的就職システムの行方と課題
ビジネス・レーバー・トレンド
405 08.12
労働政策フォーラム 高校生のキャリア教育と就職支援を考える（小杉礼子）「キャリアマトリックス」新
版公開（西村公子，松本真作）学校段階の若者のキャリア形成支援とキャリア発達（下村英雄）高卒就
職・キャリア形成支援の現状と課題（報告）（堀有喜衣）労働需要側から見た高卒就職（報告）（筒井美紀）
* 青年期と職業訓練
渡辺顕治
かりばね書房
A5.244 08.１
* 企業における若年層の募集・採用等に関する実態調査
労働政策研究・研修機構
A4.316 08.３
31．中高年労働
身近な「転倒災害」防止に優先的に正面から取り組もう（インタビュー）
（永田久雄） エルダー
30-12 08.12
高年齢者の雇用状況について（特集）
厚生労働省
中央労働時報
1094 08.11
32．障害者労働
* アスペルガー症候群・高機能自閉症の人のハローワーク
テンプル・グランディン他著 柳沢圭子訳
明石書店
A5.197 08.６
33．外国人労働
人口減少と外国人労働政策
小h敏男
東海大学紀要 政治経済学部
40 08.９
日本とアジア諸国における外国人単純労働者の受け入れ政策
佐野 哲
経営志林（法政大） 45-3 08.10
特集 グローバル経済下での外国人材活用を考える
経済Trend
56-12 08.12
人口減少に対応した経済社会のあり方（村岡富美雄）わが国企業における外国人材活用の現状と課題（日
本経団連産業第１本部）外国人社員の受け入れに関する課題と対応（小平達也）社会統合政策の構築に向
けて（山脇啓造）地方自治体と社会統合政策（北脇保之）グローバル経済下での外国人材活用を考える
（座談会）（奥田務 川口均 モンテ カセム 井口泰 司会：椋田哲史）
35．労災，職業病，健康問題
ノルマによる心理的ストレスが連続睡眠短縮夜とその後の回復夜の睡眠構築に及ぼす影響
久保智英，佐々木司，松元俊
労働科学
84-4 08.11
* ヒューマンサービス労働と健康 （付：DVD）
垰田和史
文理閣
A5.106 08.10
* 社員が うつ になったとき
荒井千暁
NHK出版
B40.220 08.９
36．ハラスメント
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パワーハラスメントの現状と対応（インタビュー）
（金子雅臣 聞き手：先見労務管理編集部）
先見労務管理
* 荒廃する職場／反逆する従業員
田中堅一郎
ナカニシヤ出版
* 女性とパワーハラスメント
ウィメンズ・サポート・オフィス連（発売：フェミックス）
* 職場のいじめ・パワハラと法対策
水谷英夫
民事法研究会
37．勤労者意識
* 勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査報告書 第16回 連合総合生活開発研究所
* 勤労生活に関する調査 第５回（07年）
労働政策研究・研修機構

Ⅲ

1358 08.12.10
A5.309 08.10
A5.95 08.３
A5.359 08.８
A4.118 08.12
A4.295 08.３

労働運動

40．総 記
なぜいま反貧困の運動なのか？
湯浅 誠
学習の友
別冊 09.１
アメリカの労働組合員の評価・処遇システム
樋口純平
経済理論（和歌山大）
346 08.11
41．労働組合・運動論
労働運動の社会的プレゼンス強化のための組織化
鈴木 玲
月刊全労連
143 08.12
「賃上げ」の現実と労働組合運動の課題
田上英二
まなぶ
615 08.12
労働組合は，今こそ機能する
土屋トカチ
まなぶ
615 08.12
46．賃金闘争（含 生活改善闘争）
特集 金融危機・不況下の09春闘
月刊労働組合
526 08.12
賃上げこそ最大の景気対策（インタビュー）（古賀伸明）金融危機の実態とその影響（インタビュー）（北
村 巖）どんな財政出動が必要か（井手英策）生活の質確保へ賃上げを（澤井景子）非正規の正規化と働
くルールの厳守で日本経済の体質改善を！（藤田 宏）
2009年春闘を連合は，どう闘う
飯田康夫
スタデイ
47-11 08.11
私たちと春闘 団結・連帯・要求
静岡鐵工労働組合
まなぶ
615 08.12
* 春闘 08〜09
労働大学調査研究所編
労働大学
A5.48 07.11,08.11
49．権利闘争
特集 労働紛争の解決システム
日本労働研究雑誌
581 08.12
労働紛争と法的対処行動（樫村志郎）企業内における不満，苦情への対応（土屋直樹）解雇紛争の経済分
析（村松幹二，神林龍）労働紛争解決制度の現状と問題点（村中孝史）労働委員会における紛争解決手続
の基礎的課題（川嶋四郎）労働組合の紛争解決・予防（呉 学殊）
* 会社更生法での再建闘争の総括 №５
京都放送労働組合
B5.139 08.６
50．政策制度闘争
* 政策・制度要求と提言 2008〜2009
日本労働組合総連合会
A4.204 07.５
53．労働組合と社会問題，社会運動
特集 労働組合との教育の連携
労働調査
470 08.11/12
子どもたちがものづくりを支える（本多康浩）学生たちに「働く最前線」を伝える「明日知恵塾」（永井
浩）労働組合と教育（草野忠義）労働組合と学校教育との連携（高瀬典幸）
* 阪神・淡路大震災をまとめる，そして考える
神戸市立高等学校教職員組合
A4.64 995
54．労働者福祉・協同組合運動
特集 協同組合・NPOを軸とした地域再生
社会運動
345 08.12
社会的経済とコミュニティの再活性化のための基盤形成（講演）（イアン マクファーソン）地域の基盤づ
くりとキャパシティビルディング（栗本 昭）
* 姫路市教職員厚生協会五十年の歩み
姫路市教育記念事業実行委員会
B5.167 06.10
* 姫路市教職員厚生互助会十年の歩み
姫路市教育記念事業実行委員会
B5.118 06.10
* 地域づくりと協同組合運動
田中秀樹
大月書店
A5.478 08.10
* 生協の経営統計 07年度
日本生活協同組合連合会監修
コープ出版
A4.160 08.９
* 中国初期協同組合史論
菊池一隆
日本経済評論社
A5.430 08.９

78

大原社会問題研究所雑誌

No.606／2009.4

社会・労働関係文献月録

Ⅳ

経営労務

60．総 記
特集 労働CSRをめぐる最近の動向
世界の労働
58-11 08.11
アジアにおけるCSRの現状（香川孝三）CSR論議の高まりとディーセント・ワーク（栗山直樹）企業の社
会的責任（CSR）と労働（吾郷眞一）CSRとグローバル経営（齋藤哲男）
* CSRと人権
竹村 毅
解放出版社
A5.122 08.５
61．人事・労務管理
JAにおける人事制度の現状と課題
甲斐野新一郎，吉田光
人事管理REPORT
46-9 08.12
広域合併JAの人事制度
吉川 彰
人事管理REPORT
46-9 08.12
これからの人材政策と賃金制度の設計理念
楠田 丘
関西経協
62-11 08.11
役割等級制度の設計と導入について
土田昭夫
関西経協
62-11 08.11
人事施策と企業業績に関する一考察
吉村大吾
経済論究（九州大）
132 08.11
人的資源管理システム移転の視点
願興寺 之
南山経営研究
23-1/2 08.10
働く人の意識と雇用管理の動向（座談会）
（石水喜夫 伊藤実 野田進 守島基博 司会：三浦幸廣）
日本労働研究雑誌
582 09.１
中国における国有企業改革と雇用管理の実態
少杰
評論・社会科学（同志社大） 86 08.９
フルタイム有期契約労働者雇用管理の新展開
藤川久昭
労働法学研究会報
2442 08.12.１
* 事業再生過程における経営・人事管理と労使コミュニケーション 労働政策研究・研修機構 A4.90 08.３
三協法規出版
A5.271 08.３
* 新公務員労働の理論と実務 12
公務員関係判例研究会編
* 民営化企業における非正規社員の活用と処遇改善に関する事例調査 労働政策研究・研修機構 A4.63 08.４
* 管理職のための人事・労務の法律 第４版
安西 愈
日本経済新聞社
B40.243 08.７
62．賃金管理
* 賃金決定のための物価と生計費資料 2009年版
労務行政研究所
B5.343 08.12
* 海外勤務者の賃金・年収・諸規程集 2008年版
政経研究所
B5.324 08.８
66．教育・訓練
中小企業における管理職の職業能力，確保・育成の現状と課題
佐藤博樹，松浦民恵
政策公庫論集
1 08.11
本誌調査 第32回 教育研修費用の実態調査
企業と人材編集部
企業と人材
936 08.11.20
特集 人材育成の論点 若者の育成と定着
企業と人材
938 08.12.20
ミドルよ，大欲を抱け 企業は 任せて，見つめて，期待せよ （インタビュー）（野田稔 聞き手：企業と
人材編集部） 美容師 になってはいけない 日々変わりゆく自分を恐れるな（インタビュー）（茂木正行
聞き手：企業と人材編集部）
特集 中小企業経営と産官学連携
商工金融
58-11 08.11
地域資源の活用と農商工連携（松永桂子）中小企業による大学内未利用資源の活用（福嶋 路）
68．安全衛生管理
特集 第２幕の安全衛生マネジメントシステム
労働の科学
64-1 09.１
アジア諸国におけるOSHMSとベストプラクティス普及への期待（吉川 徹）世界における労働安全衛生管
理の新たな潮流（町田静治）企業におけるOSHMS導入の効果を考える（安福愼一）
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労働・社会政策

70．総 記
ワーク・ライフ・バランスに関する政策
池田心豪
家族社会学研究
20-2 08.10
71．雇用・労働市場政策
特集 検証・規制緩和と労働市場改革
季刊労働法
223 08.冬季
解雇法制と規制改革論議（仁田道夫）アメリカ労使関係法における規制緩和と改革（中窪裕也）外国人受
け入れに向けた制度改革のあり方（井上 洋）労働市場改革と労働法（手塚和彰）規制緩和による労働市
場改革の検証（逢見直人）
フランス雇用政策における非市場領域の形成
松原仁美
経済学雑誌（大阪市立大） 109-1 08.６
73．労働基準政策
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* 第一線労働基準監督官の回顧録
加藤卓雄
歴研
B6.189 08.６
76．社会保障政策
特集 中長期の安心・安定に向けた取り組み
電機連合NAVI
22 08.11/12
電機連合の社会保障政策への取り組みについて（河崎智文）「人生前半の社会保障」とこれからの日本社会
（広井良典）連合「21世紀社会保障ビジョン」と社会保障国民会議の最終報告を比較して（竹詰 仁）
介護職員の採用と定着を中長期的に考える
福田啓造
介護人材Q&A
5-50 08.12
第４期介護保険事業計画に向けて
磯部文雄
介護保険情報
9-9 08.12
特集 今こそ税・財政・社会保障の一体改革を
経済Trend
56-11 08.11
税・財政・社会保障制度の一体改革に関する提言（大橋光夫）グローバリゼーションと人口減少・超高齢
社会に適した制度を構築する（古川元久）持続可能な社会保障制度の構築に向けて（吉川 洋）実効ある
少子化対策を推進するために（山重慎二）今こそ税・財政・社会保障の一体改革を（座談会）（津島雄二
張富士夫 森田富治郎 氏家純一 司会：中村芳夫）
特集 韓国における社会保障 李明博政権の方向性
国際経済労働研究
985 08.11/12
李明博政権の福祉政策（金 成垣）福祉サービス供給とマンパワーの日韓比較（廣野俊輔，咸日佑，孫希
叔，崔銀珠）韓国新政権における社会政策（尹 誠國）
ドイツにおける社会保険料の徴収（5）〜（6） 田中謙一
社会保険旬報
2369,2370 08.11.11,08.11.21
韓国「老人長期療養保険」の現状と課題
山路憲夫
社会保険旬報
2370 08.11.21
介護保険制度が直面する課題について
矢野 聡
週刊社会保障
2505 08.11.10
社会保障国民会議の成果と課題
椋野美智子
週刊社会保障
2505 08.11.10
西欧の新病院を瞥見をする
大道 久
週刊社会保障
2506 08.11.17
フランス医療制度改革法案
稲森公嘉
週刊社会保障
2506 08.11.17
子育て支援の二つの焦点
北場 勉
週刊社会保障
2507 08.11.24
社会保障の制度を超えた対応を
岡 伸一
週刊社会保障
2507 08.11.24
社会保障制度の成功はなぜ論じられないのか
清家 篤
週刊社会保障
2508 08.12.１
農業者年金基金の現状と展望
森田慎二郎
週刊社会保障
2508 08.12.１
通勤災害保護制度の課題
西村健一郎
週刊社会保障
2510 08.12.15
東アジアの地域統合と社会保障
武川正吾
週刊社会保障
2510 08.12.15
「年金担保貸付事業の見直し」を経済学からどう考えるか？
駒村康平
週刊社会保障
2509 08.12.８
現代日本の雇用・失業構造における雇用保険制度の生活保障機能
宮寺良光
中央大学経済研究所年報 39 08.10
フランス家族手当制度における所得制限の見直し
宮本 悟
中央大学経済研究所年報 39 08.10
高齢者医療制度をめぐる諸問題を考える
伊藤周平
賃金と社会保障
1477 08.11.上旬
障害者施策によるホームヘルプサービスと介護保険制度による訪問介護との適用関係
田中達也
賃金と社会保障
1479 08.12.上旬
公的介護サービス利用率の地域差の動学分析
二村博司
広島大学経済論叢
32-2 08.11
社会保障法
増田幸弘
法律時報
80-13 08.12
* 中国の公的年金制度改革
何 立新
東京大学出版会
A5.206 08.10
77．社会福祉政策
特集 許すな！保育制度改悪
議会と自治体
128 08.12
子育てに格差を持ち込ませない（実方伸子）いま必要なのは子育て支援・保育施策の拡充（インタビュー）
（村山祐一）
特集 どうなる 保育所の未来
月刊福祉
91-13 08.12
今，保育所は（柏女霊峰）規制改革が投げかけた課題（吉田正幸）認定こども園をめぐる状況（山縣文治）
乳幼児期の子どもを育む（秋田喜代美）保育士に期待されること（倉石哲也）今後の保育士の養成に期待
する（石井哲夫）
国民の福祉の動向
厚生統計協会
厚生の指標 55-12 08.10月臨時増刊
母子生活支援施設入所中の母親支援の検討
大原美知子，妹尾栄一，今野裕之，近藤政晴
厚生の指標
55-13 08.11
在宅医療・介護と地域の連携（座談会）
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社会・労働関係文献月録
（大熊由紀子 山崎章郎 米林喜男 司会：甲斐一郎）
コミュニティ
142 08.11
特集 崩壊する福祉労働 その諸相
総合社会福祉研究
33 08.11
介護労働者政策をどうみるか（高木和美）「崩壊」する社会福祉労働（藤松素子）措置（措置費）制度の果
たした役割（豊田八郎）福祉保育労働者の非正規化の進展とワーキングプアの実態（金澤誠一）
特集 地域福祉のいま
賃金と社会保障
1478 08.11.下旬
イギリスにおける地方制度改革と福祉サービスの提供体制（長内祐樹）千葉県君津市における住民福祉活
動と社会福祉協議会（河合克義，板倉香子）
* 救護法の成立と施行状況の研究
寺脇隆夫
ドメス出版
A5.949 07.12
* よくわかる公的扶助
杉村宏，岡部卓，布川日佐史編
ミネルヴァ書房
B5.209 08.９
78．労働法
解体か見直しか
道幸哲也
季刊労働法
223 08.冬季
中小企業に対する労働法規制の適用除外−中国法
オランゲレル
季刊労働法
223 08.冬季
中小企業に対する労働法規制の適用除外に関する共同比較法研究
大内伸哉
季刊労働法 223 08.冬季
労働契約法の制定とその意義
三井正信
広島法学
32-2 08.10
労働法
大内伸哉，石田信平
法律時報
80-13 08.12
労働契約法の施行と理論的な課題
柳澤 旭
山口経済学雑誌
57-2 08.７
労災補償法における休業補償（給付）の意義と性格
柳澤 旭
山口経済学雑誌
57-3 08.９
労働者派遣法改正をめぐる動向と問題点
中野麻美
労働運動研究
21 08.12
東京労働局雇用均等室における紛争解決援助制度の実際
石原房子，茅野考人
労働法学研究会報
2442 08.12.１
特集 比較法研究 欧米４ヵ国と中国の失業保険制度
労働法律旬報
1684 08.11.下旬
フランスの失業保険制度（矢野昌浩）ドイツの失業保険制度（中内 哲）アメリカの失業保険制度（中窪
裕也）中国の失業保険制度（山下 昇）イギリスの失業給付制度（丸谷浩介）
* 実務家のための最新労働法規22
木村大樹
労務行政
B5.440 08.10
* 活用しよう労働契約法
大阪労働者弁護団（印刷：耕文社）
B5.96 08.４
* 労働契約Q&A 第３版
東京南部法律事務所編
日本評論社
A5.416 08.５
* 問題解決労働法 １,２,５,７,10
宮里邦雄，徳住堅治編
水口洋介 旬報社
A5.142〜A5.205 08.８
* 労働法の新展開
村田毅之
晃洋書房
A5.250 08.９
79．労働判例
解雇の救済命令における解雇期間中の収入控除の要否
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
下級管理職による支配介入言動と不当労働行為の成否
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
企業施設の利用拒否と支配介入の成否
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
企業内組合活動の正当性（組合文書の配布）
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
組合員資格の喪失と不利益取扱における組合の救済利益
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
採用拒否（雇入れの拒否）と不利益取扱い
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
資格審査の意義と救済命令取消訴訟
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
支配介入について組合員個人の救済申立権
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
集団的賃金差別事件における不当労働行為の認定と救済方法
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
使用者の反組合的言論と不当労働行為意思の要否
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
将来の不当労働行為を禁止する不作為命令
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
誠実交渉義務と団体交渉の継続拒否の正当性
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
団体交渉における前提条件の提示と不当労働行為の成否
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
複数組合併存と使用者の中立保持義務
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
不当労働行為救済制度の過去・現在・未来（講演）
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
不当労働行為事件の審査・判断・救済（講演）
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
不当労働行為の被申立人適格
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
連載をはじめるにあたって
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
労委による救済命令制度の意義と救済裁量権
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
労委の救済裁量とその限界
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
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労委の事実認定の拘束力
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
労働組合法上の「使用者」
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
労働組合法上の「労働者」
宮里邦雄
月刊労委労協
631 08.11
有期労働契約の拘束・保障機能と自動終了機能の相克
小宮文人
季刊労働法
223 08.冬季
確認的救済命令の適否
道幸哲也
中央労働時
1094 08.11
偽装請負・違法派遣と受入企業の雇用責任
毛塚勝利
労働判例
966 08.12.１
松下PDP事件大阪高裁判決をどう読むか？
豊川義明
労働法学研究会報
2443 08.12.15
特集 兼松男女賃金差別事件・東京高裁判決
労働法律旬報
1683 08.11.上旬
男女別「コース制」の違法性（藤本 茂）賃金差別とは何か（笹沼朋子）コース別雇用管理制度と間接性
差別禁止（黒岩容子）兼松（男女賃金差別）事件東京高裁判決の意義と問題点（石田 眞）
* 人事担当者が使う図解労働判例選集
丸尾拓養
労務行政
B5.296 08.９

Ⅵ

世界労働

91．アジア
タイの社会・労働事情（講演）中野 響
93．ヨーロッパ
労働協約報酬から経営協定報酬へ
大塚 忠
95．北アメリカ
Japanese corporations and U.S.employment Anti-Discrimination Acts
Joaquin R.Ferrer Jr.
99．ILO，国際機関
持続的経済発展へのILOの視点
荒井由希子
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世界の労働
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08.11

58-3
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南山経営研究

23-1/2
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世界の労働

58-11

08.11

関西大学経済論集

史

101．生活・労働史（日本）
私の調査実践と生活小史法
辻 勝次
大原社会問題研究所雑誌
601 08.12
東芝における第二次世界大戦後の人事・賃金制度の変遷（5）
田口和雄
高千穂論叢
43-3 08.11
鉄道労働研究の視座と課題
井波 洋
評論・社会科学（同志社大） 86 08.９
* 一九四五年夏はりま
こちまさこ
北星社
B6.255 08.７
103．ジェンダー・フェミニズム・女性史（日本）
江戸幕府の財政システムとジェンダー
長野ひろ子
中央大学経済研究所年報
39 08.10
106．社会・労働政策史（日本）
公的年金制度における年金記録管理問題の歴史的経緯
密田逸郎
立命館産業社会論集
44-2 08.９
107．社会・労働政策史（外国・国際）
フランスにおける家族手当制度の形成と展開（下）
深澤 敦
立命館産業社会論集
44-2 08.９
108．労働運動史（日本）
戦後日本の労働組合の組織化戦略と活動
浅見和彦
専修経済学論集
42-3 08.３
* 姫教組六十年の歩み 上〜下巻
姫路市教職員組合
B5.726,B5.727〜1552 06.10
* 市高結成六十周年記念誌
市高結成60周年記念誌編集委員会編
神戸市立高等学校教職員組合
B5.213 06.11
* 神戸市高の歩み
年史編集委員会編
神戸市立高等学校教職員組合
A5.198 991
* 近高連略史 その５−1991〜2000
近畿高等学校教職員組合連絡協議会
A4.67 08.３
* 兵教組六十年史
兵教組60年史編集委員会編
兵庫県教職員組合
B5.367 08.３
* 自治労運動史 第４巻 自治労運動史編纂委員会編 自治労システムズ自治労出版センター A5.1049 08.10
* 新日鉄釜石労組五十年史
新日本製鐵釜石労働組合
B5.577 96.１
* 『戦後日本共産党関係資料』解題・解説
井上敏夫他解題・解説
不二出版
A5.109 08.６
* 紙碑中村丈夫
中村丈夫追悼集刊行会編
彩流社
B6.250 08.７
* その道を拓く
全労連・全国一般労働組合東京地方本部
21xA4.83 08.８
110．社会主義運動史（日本）
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『民衆新聞』の主筆として（上）─砂間一良氏に聞く
吉田健二
大原社会問題研究所雑誌 601
* 障全協結成四十年のあゆみ
日本障害者センター編
障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会
A4.99
111．社会主義運動史（外国・国際）
* ワイマール期ベルリンの日本人
加藤哲郎
岩波書店
A5.368
112．諸社会運動史
* シチズン
市民のためのKBSをめざす実行委員会編
B6.107
* 姫路朝鮮問題研究会三十年の歩み
姫路市教育記念事業実行委員会
B5.450
* 市民が放送をつくる
KBS京都アクセスクラブ
B5.81
* 信州民権運動と地方自治制
青柳直良
龍鳳書房
A5.605
* アジア・太平洋戦争と全国水平社
朝治 武
部落解放 ・人権研究所（発売：解放出版社） A5.478
* 証言大学紛争
広島大学文書館編
現代史料出版（発売：東出版） B6.327

08.12
07.11
08.10
05.６
06.10
08.３
08.７
08.８
08.９
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