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０．総 記
ネオリベラリズムと市民活動／社会運動
丸山真央，仁平典宏，村瀬博志
大原社会問題研究所雑誌 602 08.特別号
特集 国家戦略としての観光を考える
経済Trend
57-1 09.１
21世紀型観光への模索（清水愼一）観光学への新たなまなざし（加太宏邦）観光行政への期待（寺前秀一）
国家戦略としての観光を考える（座談会）（大塚陸毅 佐々木隆 本保芳明 溝尾良隆 司会：生江隆之）
特集 わがまちの人口
月刊自治研
592 09.１
人口減少社会の地域社会をどう設計するか（今井 照）変容する地域の人口構成と市民像（白波瀬佐和子）
市町村合併が地域を周辺から滅ぼす（葉上太郎）日本型コミュニティの崩壊（池田 清）日本型移民国家
の提案（坂中英徳）
世界金融危機とアメリカ一極支配の失速
（座談会）（司会：板東慧 菊池光造 小室豊允 本山美彦）
国際経済労働研究
986 09.１
富の没落を逆転の契機に
ジョセフ・Ｅ. スティグリッツ
社会運動
346 09.１
特集 ハウジングプア
賃金と社会保障
1480 08.12.下旬
住居喪失と選挙権（笹沼弘志）ネットカフェ難民からハウジングプアへ（稲葉 剛）
中国産業連関表のデフレータと実質化
戴 艶娟
統計研究参考資料（法政大） 100 08.11
新日本出版社
B6.235 08.12
* 貧乏物語
河上肇著，林直道解説
* いまこそ『資本論』
嶋 崇
朝日新聞出版
B40.219 08.９
１．ジェンダー・フェミニズム・女性論
女性農業者と男女共同参画時代
天野寛子
共同参画
9 09.１
性別役割分業意識の多元性と父親による仕事と育児の調整 小笠原祐子 季刊家計経済研究 81 09.Winter
父親の役割と子育て参加
石井クンツ昌子
季刊家計経済研究
81 09.Winter
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
42-2 08.12
格差社会とジェンダー
竹信三恵子
月刊ヒューマンライツ
250 09.１
フェミニズム教育学をめざして
（座談会）（堀内真由美 今井貴代子 松波めぐみ他）
月刊ヒューマンライツ
250 09.１
年金にみる女性（２）
寺本千里
新女性史研究
7 08.12
* 軍事主義とジェンダー
敬和学園大学戦争とジェンダー表象研究会編
インパクト出版会 A5.206 08.10
* ジェンダーと雇用の法
水谷英夫
信山社
B6.294 08.10
* 良妻賢母の世界
仙波千枝
慶友社
A5.211 08.10
* 世界信用恐慌＝サブプライム・ローン大破綻
いいだ・もも
御茶の水書房
A5.371 08.７
２ 労働論
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労働力の再生産と「資本のもとへの労働の実質的包摂」 向井公敏
同志社商学
60-3/4 08.12
* 職業を生きる精神
杉村芳美
ミネルヴァ書房
B6.320 08.11
* ルポ労働と戦争
島本慈子
岩波書店
B40.204 08.11
* 時代はまるで資本論
基礎経済科学研究所編
昭和堂
B6.308 08.12
３．労使（資）関係論
経営危機における労使関係の諸相
鈴木 博
大原社会問題研究所雑誌
602 08.特別号
社会経済・労使関係の実証研究（下）
小林 謙一
大原社会問題研究所雑誌 603 09.１
４．労働経済論（含 賃金論）
マクロ経済学は労働市場をどう見てきたか？
廣瀬弘毅
福井県立大学経済経営研究 19 07.３
８．社会福祉論
特集 格差と闘う福祉 福祉観の転換を
部落解放
607 09.１
「与えられる福祉」から「権利としての福祉」への転換をめざして（楠 敏雄）権利としての生活保護
（尾藤廣喜）非正規雇用と貧困の連鎖を解くために（唐鎌直義）
* 高齢者の在宅ケア 一歩を進めるために その13
法政大学大原社会問題研究所
A4.139 08.11
* 社会的排除
岩田正美
有斐閣
B6.215 08.12
* 「愛」なき国
NHKスペシャル取材班，佐々木とく子
阪急コミュニケーションズ
B6.276 08.８
* 福祉政治
宮本太郎
有斐閣
B6.230 08.９
９．産業・労働社会学
* ホーソン実験の研究
大橋昭一，竹林浩志編著
同文舘出版
A5.242 08.９
11．職業教育・訓練論
* 産業スキルディベロプメント
岡田亜弥，山田肖子，吉田和浩編著
日本評論社
A5.254 08.８

Ⅱ

労働問題

20．総 記
《著者に「肝」を聞く》（５）（インタビュー）（湯浅誠，聞き手：行方久生） 季刊自治と分権 34 09.１
* 図表でみる世界の社会問題 ２
OECD編著，高木郁朗監訳，麻生裕子訳
明石書店
B5.119 08.12
* 日本的雇用システム
仁田道夫，久本憲夫編
ナカニシヤ出版
A5.309 08.12
* 労働，社会保障政策の転換を
遠藤公嗣他
岩波書店
A5.61 09.１
21．雇用・労働市場
長期的需要不足下における企業行動と日本の雇用問題
金尾敏寛
阪南論集 社会科学編
44-1 08.10
雇用問題はもはや非正規・若者だけの問題ではない
北 健一
社会保障
422 09.新春
コミュニティ・ユニオン全国集会から（上）〜（下）
鳴海洽一郎
進歩と改革 684, 686 08.12, 09.２
* 経営労働の現実と課題
経営労働協会
A5.126 08.10
* 退職のトリセツ
中村敏夫
晋遊舎
B40.191 08.10
* 労働と貧困拡大するワーキングプア 基調報告書１〜３ 日本弁護士連合会 A4.382, A4.464, A4.298 08.10
* キャリアデザイン
田路則子，月岡亮著 ライトワークス監修
ファーストプレス
A5.110 08.11
* 転職とキャリアの研究 改訂版
山本 寛
創成社
A5.313 08.５
* 仕事を大切に，転職は慎重に。
越智通勝
幻冬社メディアコンサルティング（発売：幻冬舎） B6.206 08.９
* 転職経路が機会の不平等性・所得格差に与える影響
森山智彦
全国勤労者福祉・共済振興協会 B5.133 09.１
22．労働条件
* 「名ばかり店長」「名ばかり労組」じゃたまらない 過労死をなくそう！
龍基金編
同時代社
A5.79 08.10
* 公務員の異常な世界
若林亜紀
幻冬舎
B40.230 08.７
* 運輸労連賃金・労働条件報告書 総括集計一覧
全日本運輸産業労働組合連合会
A4.144 08.12
* 運輸労連賃金・労働条件報告書 単組別一覧
全日本運輸産業労働組合連合会
A4.213 08.12
* 労働条件実態調査2008年度
日本紙パルプ紙加工産業労働組合連合会
A4.287 08.12
* 労働ハンドブック2008年版
電機連合総合労働政策部門
A5.421 08.12
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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（下）
馬 欣欣
大原社会問題研究所雑誌
602 08.特別号
* 首都圏最低生計費試算調査報告集
首都圏最低生計費調査作業チーム
A4.191 08
* モデル賃金実態資料2009年版
産労総合研究所編
経営書院
B5.375 08.12
* 賃金実態調査報告書 １ 2008年６月度 （付：CD）
UIゼンセン同盟
繊維関連部会労働政策委員会
21×A4.110 08
* 129職種の年収一覧
野村昌二
プレジデント社
B6.131 08.10
* 駐留軍等労働者給与等実態調査報告書 平成20年
駐留軍等労働者労務管理機構
A4.282 08.11
* ゴム総覧 No.52 2008年版
日本ゴム産業労働組合連合
A4.298 08.12
24．労働時間
* ワークライフバランス
坂東眞理子，辰巳渚編著
朝日新聞出版
B40.245 08.10
* ヨーロッパにおけるワークライフバランス
労働政策研究・研修機構
A4.54 08.７
25．ホワイトカラー労働
* ホワイトカラーの労働時間管理のあり方
大内伸哉
労働政策研究・研修機構
A4.36 08.８
26．パート・派遣労働
製造業における労働者派遣の2009年問題
菊地憲之
科学的社会主義
129 09.１
自治体における非正規・関連労働者の仕事と権利
（鼎談）（永山利和 城塚健之 川西玲子）
季刊自治と分権
34 09.１
自治体における非正規労働者の実態
武下正行
季刊自治と分権
34 09.１
28．女性労働
女性の労働供給と子ども数が同時に増加する条件
坂爪聡子
季刊社会保障研究
44-3 08.Winter
明石書店
A5.213 08.11
* 時代を拓く女性リーダー
国立女性教育会館他編
* ＜女性職＞の時代
中川美紀
角川書店（発売：角川グループパブリッシング） B40.191 08.９
* 新・女性の選択
高橋伸子執筆監修
マガジンハウス
B6.229 08.９
29．児童労働
* 児童労働
アムネスティ・インターナショナル日本編著
リブリオ出版
B5.125 08.11
* 戦前日本の児童労働と労働供給
荻山正浩
千葉大学法経学部 A5.84-117 08.12
30．若年労働
現代中国における高学歴若年層の就転職事情（１）
柳澤和也
商経論叢（神奈川大） 43-3/4 08.３
* さよなら下流社会 松本哉，鈴木健介，アスラン「若者アンケート」実行委員会 ポプラ社 B6.223 08.10
* 「生きづらさ」の臨界
湯浅誠，川添誠編
旬報社
B6.191 08.11
31．中高年労働
中高年のキャリア展開
諏訪康雄
かけはし
23-1 09.１
* 生産現場における高齢者が活躍できる職場づくりと課題
中部産業・労働政策研究会
B5.109 08.10
* 60歳以降の継続雇用と職業生活に関する調査
労働政策研究・研修機構
A4.85 08.３
* 「『団塊の世代』の就業と生活のビジョン」フォローアップ調査結果
労働政策研究・研修機構 A4.329 08.６
32．障害者労働
特集 障害者権利条約と障害者雇用
季刊福祉労働
121 08.Winter
障害者権利条約下における障害者雇用の課題（朝日雅也）就労支援現場から見た職場での合理的配慮，差
別禁止とは（栗原 久）アメリカにおける障害者雇用の実態と二〇〇八年ADA改正法（長谷川珠子）障害
のある人々・家族・支援者に関わるEU均等法政策と国連の新条約の交錯（引馬知子）他
障害者雇用法制の新展開
長谷川珠子
労働法学研究会報
2444 09.1.１
* 障害者就労支援員実践サポート事業報告書
やおき福祉会
A4.28 08.４
* 精神障害者の就業率向上における調査・事業報告書
やおき福祉会
A4.47 07.３
* 障害のある人の就労環境整備研究成果報告書
金沢市
A4.50 08.10
* 欧米諸国における障害者権利条約批准に向けた取り組み
高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター
A4.193 08.11
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* 職業的困難度からみた障害程度の評価等に関する研究
高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター
A4.220 08.12
33．外国人労働
外国人介護労働者の受け入れへの期待
安留孝子
週刊社会保障
2513 09.1.12
* 横浜・寿町と外国人
山本薫子
福村出版
A5.238 08.３
* 諸外国の外国人労働者受入れ制度と実態2008
労働政策研究・研修機構
4.80 08.７
* 外国人労働者受入れ政策の課題と方向
日本経済調査協議会 A4.178 08.９
35．労災，職業病，健康問題
多くの人が歩むことによって道はできる
松丸 正
働くもののいのちと健康 38 09.１
* 職場のメンタルヘルス対策最前線
中村 純
昭和堂
B6.230 08.12
* 働くもののメンタルヘルス
労働大学出版センター A5.48 08.12
* 就労者のメンタルヘルスの現状と課題に関する調査研究事業報告書 平成19年度
日本精神保健福祉連盟 A4.101 08.３
37．勤労者意識
ロシアの労働者の労働態度とモチベーション
林 裕明
北東アジア研究（島根県立大） 16 08.12
38．生活問題
* 格差拡大の時代
北口末広
解放出版社
B6.221 08.10
* 対論 生き抜くこと
雨宮処凛，香山リカ
七つ森書館
B6.211 08.10
* 貧困報道
ディア総合研究所編著
花伝社（発売：共栄書房）
A5.83 08.10
* 反貧困の学校
宇都宮健児，湯浅誠編
明石書店
B6.254 08.12
* 検証格差拡大社会
上村敏之，田中宏樹編
日本経済新聞出版社 B6.245 08.９

Ⅲ

労働運動

40．総 記
特集 世界の労働運動，連帯の道
月刊労働組合
528 09.１
フィリピントヨタの争議（遠野はるひ）IGメタルの賃上げ闘争（戎居皆和）大不況下，35時間制の行方
（松村文人）米大統領選への労働組合の関わり（柏木 宏）ILOのグローバル化対抗策（中嶋 滋）
特集 労働組合への期待
ひろばユニオン
563 09.１
労組がやらずに誰がやる（座談会）（飯島裕介 上山大輔 加藤はる香 森秀親）社会壊す新自由主義 労
組は連帯を（金子 勝）リストラ対応こそ労組の「試金石」（宮里邦雄）安全衛生 まずは「小さな一歩」
から（川本浩之）セクハラ・パワハラ 労組よ動け（金子雅臣）
2009年，希望の国へ舵を切る先頭に立て！（対談）（寺島実郎 高木剛）
連合
21-10 09.１
特集 今，労働組合の調査研究活動に求められるもの
労働調査
471 09.１
連合の調査研究活動について（村上陽子）UIゼンセン同盟の調査活動の現状と課題（田村雅宣）自治労の
調査研究活動の現状と課題（松本敏之）電機連合総合研究企画室（電機総研）について（矢木孝幸）情報
労連の調査研究活動の現状と課題（杉山豊治）
* 労働組合の会計実務 ３訂版
神林克明他
税務経理協会
A5.342 08.10
41．労働組合・運動論
日本の労働組合をどうみるか
田端博邦
季刊自治体労働運動研究 31 08.12
労働組合主義を生きた柱にする努力を
（インタビュー）（天池清次 インタビュアー：江口信一）
改革者
582 09.１
金融危機下で労働組合はどう闘うか
福井 工
進歩と改革
686 09.２
* 甦る労働組合 新版
中野 洋
編集工房朔（発売：星雲社） B6.271 08.10
43．地域別，産業別共闘
* 坂戸・鶴ヶ島地区労50年
坂戸・鶴ヶ島地区労働組合協議会
A4.143 08.10
46．賃金闘争（含 生活改善闘争）
特集 不況に負けない09春闘構築へ
月刊労働組合
527 09.増刊号
生活防衛へベアを要求（河野和治）賃下げ競争に歯止めを（待鳥康博）
非正規労働者の雇用を守る〇九春闘を
野尻和夫
進歩と改革
686 09.２
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* 連合白書 2009
日本労働組合総連合会編
コンポーズ・ユニ
49．権利闘争
* 林檎は蜜柑ではない
竹平令次朗
文芸社
53．労働組合と社会問題，社会運動
* 抗いの条件
西城戸誠
人文書院
* なにやってんだ行動しよう
田尻宗昭記念基金編
アットワークス
* 私たちにできること
高校生１万人署名活動実行委員会監修 高比良由紀
長崎新聞社
54．労働者福祉・協同組合運動
* 地域におけるくらしの変化と協同力
くらしと協同の研究所

Ⅳ

A4.96

08.12

B6.371

08.11

B6.301 08.11
A5.329 08.11
B6.173 08.７
A4.226

08.９

経営労務

60．総 記
* 企業栄えて，我ら疲弊す
立石泰則
草思社
B6.255 08.11
* 春季労使交渉・労使協議の手引き2009年版
日本経営者団体連盟労働政策本部編
日本経団連出版
B5.215 09.１
61．人事・労務管理
人事のカタチはどう変わる？
（座談会）（上南順生 藤谷淳 高野幸洋 司会：原井新介）
人事実務
1050 09.1.1/15
人事のカタチはどう変わる？
（座談会）（元田勝人 一守靖 山本紳也 司会：原井新介）
人事実務
1050 09.1.1/15
企業文化に基づく人的資源管理の展開
黄 開営
名城論叢
9-3 08.11
* 佐藤正男オーラル・ヒストリー
中村尚史，水町勇一郎，堀田聡子，石田直子編
東京大学社会科学研究所
A4.455 07.７
* 非正規雇用ハンドブック
高梨昌，木村大樹編著
エイデル研究所
A5.415 08.10
* 「できない人」の育て方辞めさせ方
谷所健一郎
シーアンドアール研究所
B6.239 08.11
* 人を活かす企業が伸びる
佐藤博樹，武石恵美子編
勁草書房
A5.197 08.11
* Q&A職場のトラブル110番
職場の問題研究会編 廣上精一，三上安雄編集代表
民事法研究会
B6.312 08.３
* テレワーク共同利用型システム試行導入事業に関する調査報告書
日本テレワーク協会
A4.107 08.３
* 国鉄改革の真実
葛西敬之
中央公論新社
B6.357 08.７
* 介護労働者の雇用管理チェックノート
安西愈監修 介護労働安定センター編
介護労働安定センター
A4.89 08.８
* 介護施設の雇用管理と労働者意識
介護労働安定センター
A4.334 08.９
* 会社を辞めるときに損をしない方法
河野順一
労働調査会
A5.249 08.９
* 企業のテレワークの実態に関する調査結果
労働政策研究・研修機構
A4.61 08.９
* 就業規則のない小会社の労務ルールQ&A
岡島弘典
セルバ出版（発売：創英社／三省堂書店） A5.231 08.９
* 「名ばかり管理職」リスクを見直す！
杉山秀文
日本法令
A5.296 08.９
62．賃金管理
事業再構築におけるドイツ管理層職員の俸給構造の変動
石塚史樹
大原社会問題研究所雑誌
602 08.特別号
64．定年制，退職金，企業年金
* 退職給付制度再編における企業行動
上野雄史
中央経済社
A5.258 08.11
65．福利厚生
本誌第43回調査 社宅，独身寮の使用料調べ
旬刊福利厚生
1998 09.1.８
* 企業の住宅関連施策の現状と課題
雇用振興協会
A5.233 08
* 企業年金運営のためのエリサ法ガイド
石垣修一
中央経済社
A5.441 08.９
66．教育・訓練
地域における経済団体等の人材育成への取組みと課題
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亀野 淳
北海道大学大学院教育学研究院紀要
海外進出企業におけるグローバル人材の育成
福住俊男
関西経協
管理者・リーダー人材の育成
竹村之宏
関西経協
人事労務部門を担う人材の育成とは
中川逸雄
関西経協
少数精鋭時代の人材育成
守島基博
産業訓練
* 花香実著作集 第４巻
花香 実
大空社
* ものづくり産業における人材の確保と育成
労働政策研究・研修機構
* キャリア・コンサルティング研修の研究
労働政策研究・研修機構
* 企業の錯誤／教育の迷走
青島矢一編
東信堂
* 福祉職場のOJTとリーダーシップ 改訂版
宮崎民雄
エイデル研究所
* 労働の生産性 第２部
桐原葆見他 太田垣瑞一郎監修 越河六郎，藤井亀編
労働科学研究所出版部
67．リストラ・雇用
* 労働ビッグバン下における非正規社員の有効活用 石嵜信憲編 宮本美恵子
労働新聞社
68．安全衛生管理
* 組織を守るストレスワクチン
前田一寿
同友館
* 企業における妊産婦の健康管理体制に関する実態調査報告書
女性労働協会
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106
63-1
63-1
63-1
640
A5.303
A4.321
A4.42
B6.204
A5.189

08.12
09.１
09.１
09.１
09.１
08.12
08.３
08.５
08.８
08.８

A5.252

08.８

B5.166

08.３

B6.212
A4.180

08.11
08.３

労働・社会政策

70．総 記
スウェーデンの女性労働政策
松本純子
新女性史研究
7 08.12
71．雇用・労働市場政策
連続シンポジウム 多様化時代の雇用平等（２）
パネリスト：森ます美，山口洋子，中野麻美
女性と労働21
66 08.11
金融危機下の経済・雇用状況とその対応（座談会）（草野忠義 水野和夫 宮本光晴 司会：浅尾裕）
ビジネス・レーバー・トレンド
406 09.１
72．賃金政策
解雇期間中の賃金と中間収入の控除
鈴木 隆
島大法学
52-2 08.８
73．労働基準政策
* 五十年のあゆみ
鹿児島県労働基準協会
B5.213 08.４
* 労働基準監督署への対応と職場改善
角森洋子
労働調査会
A5.236 08.８
76．社会保障政策
介護保険，冬の時代は終わるか
沖藤典子
介護人材Q&A
6-51 09.１
特集 拡大EU社会保障政策と各国への影響
海外社会保障研究
165 08.Winter
EU雇用戦略と社会保障−公開調整手法による政策協調（濱口桂一郎）拡大EUの社会保障支出の将来推計
（金子能宏）EU拡大下のEU社会政策の意義と課題（佐藤 進）韓国における女性の所得保障をめぐる研究
動向と今後の課題（金 鎮）
第４期介護保険事業計画とこれからの介護保険
（座談会）（池田省三 笹井肇 篠田浩 東内京一）
介護保険情報
9-10 09.１
特集 「格差」社会と所得再分配
季刊社会保障研究
44-3 08.Winter
租税・社会保障制度による再分配の構造の評価（岩本康志，濱秋純哉）2000年代前半の貧困化傾向と再分
配政策（小塩隆士，浦川邦夫）所得税改革（田近栄治，八塩裕之）
「電子点数表」の試作
西山孝之，烏帽子田彰
社会保険旬報
2373 08.12.21
介護報酬改定と事業者の経営課題
小山秀夫
社会保険旬報
2374 09.1.１
介護保険制度の課題と展望
（座談会）（川合秀治 駒村康平 宮島俊彦 司会：山崎泰彦）
社会保険旬報
2374 09.1.１
社会保障政策とメディアの役割（上）〜（下）
（座談会）（梶本章 小畑洋一 大林尚 中村秀一）
社会保険旬報
2374, 2375 09.1.1, 09.1.11
社会保障制度の変化
田中 滋
社会保険旬報
2374 09.1.１
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薬価制度改革への道のり（上）〜（下）（座談会）（長野明

中村洋 松谷高顕 飯野直子 司会：八代光夫）
社会保険旬報
2374, 2375 09.1.1, 09.1.11
堀 勝洋
社会保険旬報
2375 09.1.11
山家悠紀夫
社会保障
422 09.新春
堀 勝洋
週刊社会保障
2513 09.1.12

高齢者の医療費の公平な負担【再論】（上）
米国発金融危機と日本経済
社会保障の「保障方式」と「財政方式」
社会保障機能強化の具体的施策を実現
（インタビュー）（吉川洋 聞き手：東島俊一）
週刊社会保障
2512 09.1.５
社会保障の明るい展望を
石田重森
週刊社会保障
2512 09.1.５
わが国の社会保障の現状と課題
飯野靖四
週刊社会保障
2512 09.1.５
韓国社会保険制度の実態と発展方案
金 漢陽
中央学院大学社会システム研究所紀要
9-1 08.12
特集 障害者と裁判員制度の課題
ノーマライゼーション
28-12 08.12
裁判員制度と障害者保障（小野寺明）障害者と裁判員裁判の課題（金岡繁裕）裁判員制度と視覚障害者
（大胡田誠）聴覚障害者への対応と課題（田門 浩）裁判員制度における知的障害者の課題（辻川圭乃）
* 後期高齢者医療制度
伊藤周平
平凡社
B40.254 08.10
* 就業形態の多様化と社会保険の適用状況に関する国際比較
丸山 桂
全国勤労者福祉・共済新興協会 B5.104 08.11
* 貧困にあえぐ国ニッポンと貧困をなくした国スウェーデン
竹崎 孜
あけび書房
A5.172 08.11
* 社会保障法のプロブレマティーク
大曽根寛，金川めぐみ，森田慎二郎編
法律文化社
A5.267 08.９
77．社会福祉政策
マルチメディアに対応したSNS活用による地域福祉推進の方法に関する研究
樋下田邦子
岐阜経済大学論集
42-2 08.12
特集 権利擁護の10年 福祉は変わったか
月刊福祉
92-2 09.２
検証 権利擁護の10年（鼎談）（平田厚 山崎美貴子 吉岡充）社会福祉の権利と権利擁護（河野正輝）成
年後見制度の現状と課題（大貫正男）地域に潜在するニーズを掘り起こしてきた日常生活自立支援事業
（根本久仁子）権利擁護の担い手としての「市民後見人」の可能性（岩間伸之）
* イギリスのコミュニティケアと介護者
三富紀敬
ミネルヴァ書房
A5.429 08.11
* 高齢者の在宅ケア 一歩を進めるために その14
法政大学大原社会問題研究所
A4.157 08.12
* 壊れた福祉
中里憲保
講談社
B6.253 08.８
* 生活保護が危ない
産経新聞大阪社会部
産経新聞出版（発売：扶桑社） B40.257 08.９
* 社会福祉の動向2009
社会福祉の動向編集委員会編
中央法規出版
B5.255 09.１
78．労働法
事業場外みなし労働Q&A
北岡大介
労働法学研究会報
2444 09.1.１
「出向」と「労働者供給」の概念上の混迷の淵源について
萬井隆令
労働法律旬報
1685 08.12.上旬
労働者派遣の法理
上条貞夫
労働法律旬報
1685 08.12.上旬
労働基準法と労働契約法
安西 愈
労働法令通信
2168 09.1.1/18
* 人権保障と労働法
和田 肇
日本評論社
A5.317 08.10
* 「戦後労働法学」の理論転換
遠藤昇三
法律文化社
A5.360 08.10
* 労働弁護五十年
岸 星一
商事法務
B6.292 08.10
* Q&Aそれ，労働法違反です！
梅本達司
東京堂出版
A5.249 08.11
* 個別労働紛争解決支援の実務
日本司法書士会連合会編
青林書院
A5.437 08.11
* 労働法重要判例を読む
唐津博，和田肇編
日本評論社
A5.287 08.５
* 労働組合法の解説 13訂版
金井正元
一橋出版
A5.212 08.７
* 口語労働法
松岡三郎，松岡二郎
自由国民社
B6.860 08.８
* どこまでやったらクビになるか
大内伸哉
新潮社
B40.207 08.８
79．労働判例
組合活動としての組合旗の設置と懲戒処分
西村健一郎
中央労働時報
1095 08.12
『和解技術論』と労働事件（講苑）（草野芳郎）
中央労働時報
1095 08.12
労働判例解説 平成19年版 実務に活かす重要労働判例
山田省三
労働法学研究会報特別資料号 08.12.25
年齢差別禁止法に基づく申立に対する報復的行為を受けた場合，連邦公務員も請求を行なうことができるか
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永野秀雄
労働法律旬報
1686 08.12.下旬
特集 富士火災海上保険事件 成果主義的賃金制度の検討
労働法律旬報
1686 08.12.下旬
成果主義への警鐘（萱野一樹）成果主義的賃金制度における減額清算の適法性（島田陽一）
80．労働委員会
* 労委労協五十年の略史と年表
労委労協50年史編纂委員会編
全国労働委員会労働者側委員連絡協議会
A4.157 08.11

Ⅵ

世界労働

90．総 記
特集 08年 主要先進国の労働・社会保障の動向
世界の労働
58-12 08.12
ドイツの労働・社会事情（吉田和央）米国の労働・社会保障の動向（沼田雅之）フランスの労働・社会保
障法制の動向（藤本真理）英国の労働・社会保障の動向（岩永昌晃）
91．アジア
中国の労働者の権利保護と労働監察制度の役割
小林昌之
アジア経済
50-1 09.１
特集 異文化の中で働く
労働の科学
64-2 09.２
中国における日本の法律事務所の活動（松本 学）ミャンマーの水産物事情と衛生活動（角田公淳）日中
間の仕事価値観の差異（施 桂栄）上海ジャパニーズの夢とゲンジツ（須藤みか）
93．ヨーロッパ
ロシアの地域における就業構造
石川 健
島大法学
52-2 08.８
* ロシアにおける雇用・労務管理の諸問題
ロシアNIS貿易会ロシアNIS経済研究所
A4.127 08.３

Ⅶ

歴

史

100．総 記
* 広池千英旧蔵社会労働関係文献目録
櫻井良樹編
［麗澤大学］
A4.1冊 版年不明
101．生活・労働史（日本）
* もんじゃの社会史
武田尚子
青弓社
B6.209 09.１
103．ジェンダー・フェミニズム・女性史（日本）
* 市川房枝の言説と活動
市川房枝研究会編
市川房枝記念会出版部
A5.239 08.11
105．社会事業・慈善事業史
* 「浅草寺社会事業」の歴史的展開
大久保秀子
ドメス出版
A5.293 08.11
108．労働運動史（日本）
* 疾駆の記
牧野文夫
同時代社
B6.270 08.10
* 日本労働政治の国際関係史
中北浩爾
岩波書店
A5.398 08.12
* 全農林60年史
全農林60年史編纂委員会編
全農林労働組合
A4.154 08.７
* 東宝争議の闇
宮城賢秀
学習研究社
A6.341 08.９
* 鈴木勝男氏「聴取り記録」
山本潔，光岡博美聴取り
［山本潔］
B5.1冊 97.６
110．社会主義運動史（日本）
特集 大原社会問題研究所所蔵 幸徳秋水・堺利彦訳『共産党宣言』の意義
大原社会問題研究所雑誌
603 09.１
幸徳秋水／堺利彦訳『共産党宣言』の成立・伝承と中国語訳への影響（大村 泉）『共産党宣言』邦訳史に
おける幸徳秋水／堺利彦訳（1904，1906年）の位置（玉岡 敦）
『民衆新聞』の主筆として（下）─砂間一良氏に聞く
吉田健二
大原社会問題研究所雑誌 603 09.１
* 小林多喜二
手塚英孝
新日本出版社
B6.317 08.８
* 叛逆のバリケード 新版 日本大学文理学部闘争委員会書記局 『
［新版］叛逆のバリケード』編集委員会編著
三一書房
B5.323 08.９
111．社会主義運動史（外国・国際）
植民地期朝鮮におけるマルクス主義伝播 1920〜1921 小野容照 大原社会問題研究所雑誌 602 08.特別号
* ミッテラン社会党の転換
吉田 徹
法政大学出版局
B6.415 08.11
* ゾルゲ事件の謎を解く
白井久也
社会評論社
B6.478 08.12
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* ロシア革命史論
* 中国社会と大衆動員
112．諸社会運動史
* 槿の画家・柳瀬正夢展
* 座談会でつづる東友会の50年
* 創業期労働金庫の回想
* 障害者はどう生きてきたか
* 解放の道を歩みつづけて
* 栗ひろい
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上島
金野

武
純

窓社
御茶の水書房

B6.356 08.７
A5.449 08.９

武蔵野美術大学美術資料図書館
東京都原爆被害者団体協議会
牧田陽一
第一書林
杉本 章
現代書館
「解放の道を歩みつづけて」編集委員会
南澤陽一編
南澤陽一

大原社会問題研究所雑誌

A4.128
A5.319
A5.297
A5.460
A5.125
A5.295

08.10
08.11
08.11
08.12
08.７
08.７
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