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理論・一般

０．総 記
特集 岐路に立つ河川管理
都市問題
100-2 09.２
地方分権と河川管理技術の継承（高橋 裕）淀川水系流域委員会にみる河川整備計画への住民参加（見上
崇洋）川辺川ダム中止へのシナリオ（岐部明廣）流域圏管理の実践に向けて（蔵治光一郎） 近い川 を取
り戻す政治的決断（嘉田由紀子）
深まる地域経済の危機脱却への道は？
岡田知弘
議会と自治体
130 09.２
平成大合併における都市内分権と地域住民自治の重層的展開
宮入興一
愛知大学経済論集 178 08.12
田母神問題の背景にあるもの
纐纈 厚
科学的社会主義
130 09.２
グローバル経済の進展と都市経済政策の変遷
中道忠和
季刊経済研究（大阪市立大） 30-4 08.３
「社会的過程」としての地域情報化
城戸秀之
経済学論集（鹿児島大） 70 08.８
特集 やっぱり地方自治
月刊自治研
593 09.２
神は細部に宿る（岩崎恭典）長野県栄村から見える実践的住民自治（松尾 眞）コミュニティの持続可能
性（原田晃樹）札幌市の既存住宅地における「地区計画」市民提案の連鎖（入江明美）地域が子どもを育
てる（玉木信博，菊田恭子）
貧困をなくした国スウェーデン
竹h 孜
月刊社会民主
645 09.２
地方政府による歳出・歳入決定に関する実証分析
高橋青天
研究所年報（明治学院大） 25 08.12
市民・事業者の意識にみる環境に関する高崎市の将来展望
河藤佳彦，高橋美佐
産業研究（高崎経済大） 44-1 08.９
スウェーデン過疎地における地域再生運動と支援システム（上）
小内純子
社会情報（札幌学院大） 18-1 08.12
「働き盛り世代」を襲う貧困と格差
唐鎌直義
人権と部落問題
61-3 09.2月特別号
特集 観光新時代の地域開発
地域開発
533 09.２
国際観光立国の展望と課題（佐々木一成）観光の新時代と地域の発展（安島博幸）観光分野における人材
育成の課題と展望（井上博文）観光情報革命と文化創出型観光の可能性（山村高淑）観光と地域振興（大
西 隆）観光庁発足と観光政策に展望（水嶋 智）
ワーキングプアとハウジングプア
稲葉 剛
賃金と社会保障
1481/1482 09.1月合併号
On the sub-prime financial crisis
Makoto Itoh
日本学士院紀要
63-2 09.１
サブプライム金融危機を考える
伊藤 誠
日本学士院紀要
63-2 09.１
キャリア教育からシティズンシップ教育へ？
亀山俊朗
日本労働研究雑誌
583 09.特別号
地域経済活性化と多国籍企業
森 樹男
弘前大学経済研究
31 08.12
少子化関連施策の政策効果に関する考察
安藏伸治
法律論叢（明治大）
81-2/3 09.１
* 物価問題を考える
連合総合生活開発研究所
A4.60 09.１
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１．ジェンダー・フェミニズム・女性論
特集 リプロダクティブ・ヘルス／ライツから産婦人科医療をかんがえる
女たちの21世紀
56 08.12
医師不足の解決にはジェンダーバイアスの克服を（堀口貞夫）出産難民を作りだす産科医療と母子保健の
実態（清水澄子）フェミニズムに基づく医療をどうつくるか（丸本百合子，水島希）
Family-friendly policy and corporate performance
Mamiko Takeuchi/Shin Hye-jeong/Hisakazu Matsushige
大阪大学経済学
58-3 08.12
ジェンダー視点から見た「勧告」の意義
杉井静子
クレスコ
95 09.２
女性差別撤廃委員会日本報告書審査を有効なものとするために
原由利子
月刊ヒューマンライツ
251 09.２
成立30周年を迎える女性差別撤廃条約
林 陽子
月刊ヒューマンライツ
251 09.２
特集 ワーク・ライフ・バランス再考
女性労働研究
53 09.１
ジェンダー視角からの「ワーク・ライフ・バランス」政策（二〇〇三〜二〇〇七年）の検討（萩原久美子）
ワークファミリー・ボーダー理論から考える在宅勤務（Ｗ. Ａ. スピンクス）ワーク・ライフ・バランス概
念・論理について考える（原 伸子）
女性相談から見えてくる女性の人権課題（講演）（川喜田好恵）
部落解放
608 09.1月増刊号
Gendered determinants of allergies in Japanese families
Hiroshi Kojima
早稲田社会科学総合研究 9-2 08.12
２．労働論
Fiscal policy in a general equilibrium model with imperfect labor market
Toshiki Tamai
生駒経済論叢（近畿大） 6-2 08.10
３．労使（資）関係論
労働関係調整法の時代
渡辺 章
月刊労委労協
633 09.１
特集 「JR会社の合理化施策」と労働者
社会主義
560 09.２
JR東日本会社の合理化施策（藤岡英男）JR西日本の合理化と労働運動の課題（持田幸雄）職場からの国労
運動の強化を目指して（藤沢一輝）国労の仲間の組織作りに学ぶ（座談会）（山田太郎 河村進 福田松男
川越達男 西脇裕允 町田優一 司会：善明建一）
７．社会保障論
社会保障国民会議最終報告を読んで
岡崎ひろみ
科学的社会主義
130 09.２
社会保障年金部会「中間的な整理」−その問題点
塚本鉄男
科学的社会主義
130 09.２
医療崩壊を食い止めるために（上）〜（下）
川上 武
社会保険旬報
2376, 2377 09.1.21, 09.2.１
* 現代社会福祉労働問題
田代国次郎
社会福祉研究センター B5.63 08.11
* 新年金宣言
里見賢治
山吹書店
B6.306 08.12
８．社会福祉論
アメリカ型福祉国家と財政規律
加藤美穂子，渋谷博史
社会科学研究（東京大） 60-2 09.２
日本とドイツにおける介護保険制度成立の政策過程
ジョン・クレイトン・キャンベル 訳：齋藤曉子
社会科学研究（東京大） 60-2 09.２
* 地域と高齢者の医療福祉
小磯 明
御茶の水書房
A5.318 09.１
10．労働科学，人間工学
* 現代職務設計の思想と現実
庄村 長
ふくろう出版
A5.472 08.12
11．職業教育・訓練論
職業能力開発に対する政府関与のあり方
岩田克彦
日本労働研究雑誌
583 09.特別号

Ⅱ

労働問題

21．雇用・労働市場
雇用と労働を守るために−労働ビッグバンは何をもたらしたか？
（報告）
（鬼丸朋子）
研究センターレポート
20 09.２
「非正規」労働者の失業にどう対処するか
大木一訓
議会と自治体
130 09.２
特集 The gender gap in the Japanese labor market
Japan labor review
6-1 09.Winter
Occupational sex segregation and the Japanese employment model（Wakana Shuto）Testing the taste-
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based discrimination hypothesis（Shinpei Sano）Labor market segmentation and gender wage gap
（ Haruhiko Hori） Why does employing more females increase corporate profits?（ Naomi
Kodama/Kazuhiko Odaki/Yoko Takahashi）Corporate governance by investors and the role of women
（Akira Kawaguchi）
同一労働・同一賃金の条件でワークシェアリングを導入せよ
橘木俊詔
エコノミスト
87-7 09.2.３
年越し派遣村で幕が開いた2009年
飯田康夫
スタデイ
48-1 09.１
労働市場の二重構造の打破を
山田 久
日本経済研究センター会報
976 09.２
WLBの定着・浸透（パネルディスカッション）
（脇坂 明）
日本労働研究雑誌
583 09.特別号
22．労働条件
保育士の雇用形態と職務内容，労働条件
中囿桐代
釧路公立大学地域研究
17 08.12
従業者の仕事特性とワーク・ライフ・バランス
（パネルディスカッション）（藤本哲史）
日本労働研究雑誌
583 09.特別号
ワーク・ライフ・バランスを実現する職場環境
加藤純子
日本労働研究雑誌
583 09.特別号
* 介護労働者問題はなぜ語られなかったのか
高木博史
本の泉社
B6.102 08.12
* 聞いて下さいアントンの歌
エリー・アントン
アントン工房
A5.103 08.12
* 賃金・労働条件総覧 2009年版
産労総合研究所編
経営書院
B5.426 09.１
* なくそう！ワーキングプア
自由法曹団編著
学習の友社
A5.111 09.１
* 宮城県における中小企業の労働事情 平成20年度
宮城県中小企業団体中央会
A4.39 09.１
23．賃金問題
* 規模別・地区別・年齢別等でみた職種別賃金の実態 2009年版
労務行政研究所
B5.376 09.２
24．労働時間
労働時間と法（１）
鈴木芳明
大分大学経済論集
60-4/5 09.１
26．パート・派遣労働
派遣切りを開き直る日本経団連
五十嵐仁
自然と人間
152 09.２
特集 労働者派遣の現状と改革の課題（１）
大原社会問題研究所雑誌
604 09.２
労働者派遣法の原点へ帰れ（高梨 昌）EU労働者派遣指令と日本の労働者派遣法（濱口桂一郎）派遣労働
は働き方・働かせ方をどのように変えたか（伍賀一道）
派遣労働者に生きる権利を
中野麻美
月刊社会民主
645 09.２
女性パートの正社員への転職・再就職に関する実証分析
金井 郁
国学院経済学
57-1 08.12
労働者派遣法の経緯と動向について（講苑）（濱口桂一郎）
中央労働時報
1096 09.１
偽装請負・派遣法違反に対する指導監督の実際
東原義明
労働法学研究会報
2445 09.1.15
* どうする派遣切り2009年問題
高井晃，鴨桃代
旬報社
A5.127 09.２
28．女性労働
総合職女性の管理職希望に関する実証分析
安田宏樹
経済分析
181 09.１
特集 雇用破壊と女性労働者
女性労働研究
53 09.１
派遣・請負労働の実態と派遣法改正の課題（脇田 滋）労働者派遣法と女性の権利（永嶋里枝）闘い抜い
たストライキ（本郷令子）
貧困問題の可視化のために 女性の貧困解決は，みんなの課題
伊藤みどり
人権と部落問題
61-3 09.2月特別号
企業内保育所事例に見るワーク・ライフ・バランス
中村艶子
日本労働研究雑誌
583 09.特別号
* 戦後女性雇用資料集成 第１期 第１巻〜第10巻
雇用促進事業団婦人雇用調査室編 大森眞紀解説
日本図書センター
A5.１冊 08.１
* 戦後女性雇用資料集成 第２期 第11巻〜第20巻
雇用促進事業団婦人雇用調査室編 大森眞紀解説
日本図書センター
A5.１冊 09.１
30．若年労働
大学新卒者の就職と大学・企業間ネットワーク
林 祐司
経済論叢（京都大）
180-2 07.８
「一人じゃない」
山田真吾
人権と部落問題
61-3 09.2月特別号
特集 続・若者の「二重の苦しみ」の実相に迫る
前衛
840 09.３
ドイツの職業訓練校見学で考えた日本で求められる施策（中嶋祥子）二〇代大卒正社員の世界はいま（山口 勤）
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31．中高年労働
日本における高齢者雇用の現状と課題
岡 眞人
経済系（関東学院大）
238 09.１
中高年のソーシャル・スキル
田尾雅夫
労働の科学
64-3 09.３
33．外国人労働
外国人研修・技能実習制度とその光と影
溝上一生
月刊労委労協
633 09.１
外国人労働者が企業について不完全な情報をもつもとでの外国人労働者の受け入れの影響
島田 章
経営と経済（長崎大） 88-3 08.12
都市別データによる外国人労働者の一考察
河越正明，星野歩
経済分析
181 09.１
フィリピン人看護師の受け入れに伴う諸問題について
三原一郎，中園直樹，Edward David GLEN
国際協力論集（神戸大） 16-2 08.11
外国人高度人材受け入れ拡大に向けて
平林毅 聞き手：「国際人流」編集局
国際人流
260 09.１
外国人労働者の人権を守るたたかい
寺間誠治
前衛
840 09.３
* トヨタの足元で
槫松佐一
風媒社
B6.182 08.11
35．労災，職業病，健康問題
過労死・過労自殺裁判を振り返って
水野幹男
安全センター情報
357 09.1/２
介護福祉士資格所有者の職務ストレスとその職場環境
久保真人
産業・組織心理学研究 22-1 08.９
自治体職員労災事件をめぐって
鎌形寛之
自治体安全衛生研究
31 09.１
特集 職場の健康問題と課題
自治体安全衛生研究
31 09.１
不規則勤務による看護師の過労死認定の意義（川人博，原宏之）基礎的自治体の中小企業政策に安全衛生
の視点を（松壽孝樹）
清掃労働者における腰痛の訴えと腰痛に関連した欠勤状況
吉川徹，長須美和子，松田文子，水野有希，上野満雄，酒井一博
自治体安全衛生研究 31 09.１
過労死・過労自殺と職務上の出来事との関係の分析
岩田一哲
弘前大学経済研究
31 08.12
36．ハラスメント
職場のハラスメント防止について
大西英雄
部落解放
608 09.1月増刊号
職場におけるハラスメントの法理
山h文夫
法律論叢（明治大）
81-2/3 09.１
37．勤労者意識
特集 ON・Ｉ・ON２ 最新の知見
国際経済労働研究
987 09.２
「失われた10年」を経た労働組合員の働きがいを探る（阿部晋吾，八木隆一郎）ワーク・モティベーショ
ンと企業業績（八木隆一郎，山下京）
組織内プロフェッショナルの就業形態とキャリア意識
酒井之子
日本労働研究雑誌
583 09.特別号
38．生活問題
* 農村出身者は都会でどうくらしたか？
前野裕次
A4.134 08.９

Ⅲ

労働運動

40．総 記
支部長が語るわが民商運動 仲間を見つめ，仲間から学ぶ（座談会）
（荻野和弘 伊藤光雄 斉藤長二 香田政則 西森康仁 司会：広瀬富治）
月刊民商
79 09.２
特集 Labor institutions in question: Empirical comparative studies of employment systems in France and Japan
社会科学研究（東京大）
60-1 09.１
Evolution of Japanese employment systems in the lost decade and after（Nitta Michio）Professionals,
production systems and innovation capacities in the software industry（ Caroline LancianoMorandat/Hiroatsu Nohara）
* たたかいこえて PART３
宮崎県教職員組合
A4.40 08.12
41．労働組合・運動論
* 「非正規労働者の組織化」調査報告書
連合総合生活開発研究所
A4.125 09.１
42．ナショナルセンター
* 全労協20年の歩み
「全労協20年の歩み」編集委員会編
全国労働組合連絡協議会
B5.68 09.１
43．地域別，産業別共闘
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中小企業組合のIT化
森川信男，佐久間一浩
青山経営論集
43-3 08.12
46．賃金闘争（含 生活改善闘争）
特集 不況下の09年春闘を闘う
科学的社会主義
30 09.２
日本の労働者階級の現状−闘い続けよう（弓月祥子）新自由主義労働政策を変更させる政策を（松本久史）
いつこの職場の混乱は収まるのだろうか？（真海貴志）増大する働く者のメンタル疾患−社会と職場に民
主主義を（山崎秀一）〇九春闘と彼我の方針 春闘方針はさらにわかりにくくなった（滝野 忠）
未曾有の難局を乗り切る（座談会）
（大橋洋治 鈴木正一郎 三浦惺 指田禎一 司会：川本裕康）
経済Trend
57-2 09.２
真価が問われる連合二〇〇九春季生活闘争
善明建一
社会主義
560 09.２
特集 2009春闘 産別方針
ひろばユニオン
564 09.２
5000円基準 景気後退を阻止しよう（島田尚信）賃金改善4000円以上 内需拡大を（相原康伸）4500円以
上 発展支える賃金改善を（泉田和洋）ベア4500円以上 内需拡大へ転換を（斉藤 常）産別統合 地域相場
形成へ初参戦（金田文夫）
高橋伸彰（立命館大学教授）さんに聞く 景気と春闘（インタビュー）（高橋伸彰）
まなぶ
617 09.２
* 使い捨ては許さない失業・貧困と闘う反撃の09春闘へ！
！
全国労働組合連絡協議会
B5.21 09.１
53．労働組合と社会問題，社会運動
特集 豊かさへの第一歩 電機総研からの提言
電機連合NAVI
23 09.1/２
「１日24時間」が鍵を握る（伊東雅代）高まる肉体的・精神的不安と長時間労働が及ぼす影響（内藤直人）
労働組合費 からみた連合結成20年（新谷信幸）少子高齢化にともなう社会基盤の変化と電機産業につい
て（矢木孝幸）
貧困化する若者とユニオンの力（対談）（河添誠 中西新太郎）
経済
162 09.３
特集 公契約運動を進めよう
月刊労働組合
529 09.２
格差是正のための重要な課題（高橋 寛）公契約条例は 自治 の課題（塩見幸治）全国に広がる入札制
度改革（金田文夫）
54．労働者福祉・協同組合運動
特集 中山間地域再生における協同組合の役割
協同組合研究
27-2 08.11
中山間地域再生に向けた農協の役割（須山一，谷口憲治）地域漁業振興における漁協・漁業生産組合の役
割（福島充，伊藤康宏）地域再生における生協の役割（野津久美子）中山間地域再生に向けた森林組合の
役割（立石幸，伊藤勝久）
特集 生協における働き方は今−働き甲斐のある職場を作るために
生活協同組合研究
396 09.１
働き方調査データから見えること（西村一郎）ジェンダーから見た生協の職場と仕事（禿あや美）個的社
会と市民社会（高田一夫）生協における仕事のあり方を考える（麻生 幸）
特集 過疎の中の協同
生活協同組合研究
397 09.２
揺らぐ農業と農村の存立条件（吉田俊幸）中山間地再生の論理と政策（野口定久）農山村地域における過
疎問題とまち・むらづくりの課題（g田但馬）
* ソーシャル・エンタープライズ
塚本一郎，山岸秀雄編著
丸善
A5.245 08.12

Ⅳ

経営労務

60．総 記
「新・日本流経営の創造」（シンポジウム）（パネリスト：氏家純一 リシャール・コラス 中谷巌
長谷川閑史 モデレーター：西岡幸一）
経済同友
708 08.12/09.１
労使一体と「危機感の共有」を強調する経団連
松永裕方
社会主義
560 09.２
CSR−企業の社会的責任−とは何か？
遠藤梨栄
成蹊大学経済学部論集 39-1 08.10
社員全員が生む創新を大切に
西田厚聡
日本経済研究センター会報
976 09.２
WLB支援制度・基盤制度の組み合わせが決める経営パフォーマンス
西岡由美
日本労働研究雑誌
583 09.特別号
会計監査人の責任限定契約を巡る諸問題について
山本貴啓
立正経営論集
41-1 08.12
61．人事・労務管理
労働時間管理をめぐる諸問題とその対応における法的留意点
中山滋夫
人事管理REPORT 46-11 09.２
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日本企業の人材獲得戦略
林 伸二
青山経営論集
43-3 08.12
人的資源管理施策の受容促進における精緻化見込みモデルの適用可能性
松山一紀，高木浩人，石田正浩
産業・組織心理学研究 22-1 08.９
企業従業員の職務満足度と人事評価システムの捉え方との関連
小島弥生，太田恵子
産業・組織心理学研究 22-2 09.２
新規学卒就職者の個人−環境適合が組織適応に及ぼす影響 竹内倫和 産業・組織心理学研究 22-2 09.２
* 人事評価の教科書
高原暢恭
労務行政
A5.285 08.10
* 日本的人事制度の現状と課題2008年版
社会経済生産性本部 B5.198 08.12
62．賃金管理
Payment methods in takeovers and earnings management
Kunimaru Takahashi
Aoyama business review 31 09.３
64．定年制，退職金，企業年金
適格退職年金移行における実務上の課題と対応
森本茂樹
労働法学研究会報
2447 09.2.15
65．福利厚生
* 福利厚生費調査結果報告2007年度
日本経済団体連合会
A4.66 09.１
66．教育・訓練
特集 グローバル人材に何を求めていくか
産業訓練
641 09.２
東芝におけるグローバル人財育成の取り組み（松澤壮一）日本企業におけるグローバル人材育成上の諸課
題（白木三秀）
職場内訓練の成立条件
犬塚 篤
産業・組織心理学研究
2-2 09.２
特集 HRD2009 トレンドキーワード
人材教育
241 09.１
動体認識力（a木晴夫）業務志向のメンタルヘルス（今井保次）個人の意思を尊重したワーク・ライフ・
バランス（アキレス美知子）
特集 ビジネス基本能力を高める
人材教育
242 09.２
日本人が失いつつある基本 低下する若手社員の基本能力。今こそ基本に立ち戻るべき（日本能率協会マネ
ジメントセンター，人材教育編集部）構造的な基礎学力低下に歯止めをかけるカギは企業にある（多和泰美）
68．安全衛生管理
特集 学校教育現場の安全衛生
自治体安全衛生研究
31 09.１
学校現場における多忙化の現状と労働安全衛生対策（四牟田修三）職場点検活動を起点に（中野友美子）
公務災害認定闘争のなかで積み上げられてきたもの（澤田新一）
『倒壊，墜落』における現場労働安全管理のあり方について
野口博司 流通科学大学論集
経済・経営情報編
7-2 09.１

Ⅴ

労働・社会政策

71．雇用・労働市場政策
コーポレートガバナンスと人事戦略の今後の展望
（座談会）（川口章 星岳雄 野田知彦 司会：阿部正浩） ビジネス・レーバー・トレンド 407 09.２
76．社会保障政策
介護保険制度における権利に関する考察（１）〜（２）
見平 隆 名古屋学院大学論集
社会科学篇
45-1, 45-3 08.7, 09.１
金融危機下の「セイフティネット」を点検する
三成一郎
議会と自治体
130 09.２
求められるワークフェア 北欧の能力開発型社会保障に学べ
神野直彦
エコノミスト
87-7 09.2.３
介護保険行政争訟の現状と課題
伊藤周平
鹿児島大学法学論集
42-1/2 08.３
障害基礎年金等の受給資格制限の合憲性
村田尚紀
関西大学法学論集
58-5 09.１
高齢者の医療費の公平な負担【再論】
（中）〜（下） 堀 勝洋 社会保険旬報
2376, 2377 09.1.21, 09.2.１
自治体病院の課題と展望
堀真奈美
週刊社会保障
2514 09.1.19
中期プログラムと少子化対策
椋野美智子
週刊社会保障
2514 09.1.19
疲弊する地域医療の現実
大道 久
週刊社会保障
2515 09.1.26
厚生労働行政の機能強化策
増田雅暢
週刊社会保障
2516 09.2.２
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社会・労働関係文献月録
国民年金（基礎年金）の性格
山ノ内敏隆
週刊社会保障
2516 09.2.２
社会保障制度の再構築は超党派で取り組むべき課題（インタビュー）
（辻 泰弘） 週刊社会保障 2516 09.2.２
貧困の現状と打開の運動
高橋瞬作
人権と部落問題
61-3 09.2月特別号
特集 社会保障の将来像を探る−日本の現状と課題
世界の労働
59-1 09.１
日本における医療制度改革の課題（西村万里子）日本における公的扶助制度の課題（後藤玲子）日本にお
ける年金制度の課題（駒村康平）日本の家族政策の現状と課題（魚住明代）
失敗に終わった社会保障国民会議
里見賢治
賃金と社会保障
1481/1482 09.1月合併号
親の介護と子の市場労働
小原美紀
日本経済研究
60 09.１
若年家族介護問題の基礎的研究
武田卓也
桃山学院大学社会学論集
42-2 09.１
77．社会福祉政策
福祉ボランティアを通じた経験型実習導入の可能性（Ⅱ）
松岡佐智，本郷秀和
福岡県立大学人間社会学部紀要
17-2 09.１
介護現場からみたサービス構造と施設評価への影響
内田延佳，杉原敏夫
経営と経済（長崎大） 88-3 08.12
積極的な社会保障施策で労働中心の福祉型社会を（インタビュー）
（篠原淳子） 週刊社会保障
2515 09.1.26
地域精神保健福祉活動における往診・訪問活動の意義の検討
上平忠一
長野大学紀要
30-3 08.12
中学生が考える過疎地域居住高齢者の生活問題と生活支援
越田明子
長野大学紀要
30-3 08.12
特集 障害者の政治参加
ノーマライゼーション 29-1 09.１
スウェーデンにおける知的障害者の政治参加（河東田博）障害者の政治参加（座談会）（八代英太 青木学
斎藤まこと 小寺きしこ 司会：藤井克徳）障害のある人の参政権保障の現状と課題（井上英夫）
社会福祉施設利用者の自立生活の成立要件
藤原慶二
桃山学院大学社会学論集
42-2 09.１
ニュージーランド・カンタベリー大学における障害学生支援サービス
黒田隆之
桃山学院大学社会学論集
42-2 09.１
* 提言「こうあってほしい介護保険」
認知症の人と家族の会編
クリエイツかもがわ
A5.79 08.９
* 介護保険施設における中核的介護職員の確保と定着のための100のチェック項目とその解説（付：CD）
雇用開発センター
A4.68 09.２
78．労働法
労働法が「ワーク・ライフ・バランス」のためにできること
（パネルディスカッション）（大内伸哉）
日本労働研究雑誌
583 09.特別号
労働組合法と情報化：サイバーレイバーローの可能性
大和田敢太
彦根論叢（滋賀大） 375 08.11
労働契約法七条についての一考察（一）
三井正信
広島法学
32-3 09.１
IT（情報技術）産業における労働者派遣法を巡る諸種の問題点
大野幸夫
法律論叢（明治大）
81-2/3 09.１
日本の特に大企業の法令違反を考える−労働法の命運
松岡三郎
法律論叢（明治大）
81-2/3 09.１
集団的労働関係における新しい課題
（鼎談）（八代徹也 宮里邦雄 司会：古川陽二）
労働判例
968 09.1.1/15
育児介護休業法の改正動向
大津和夫
労働法学研究会報
2446 09.2.１
退職勧奨をめぐる法律問題
北岡大介
労働法学研究会報
2446 09.2.１
* 蓼沼謙一著作集 第３巻〜第８巻
蓼沼謙一
信山社出版
A5.514〜A5.648 05.10〜08.08
* フィリピン労働法 最新改定版
NNA Philippines
A4.447 07.10
80．労働委員会
* 不当労働行為事件命令集 《18年９月〜12月・136》
中央労働委員会事務局
A5.1490 08

Ⅵ

世界労働

90．総 記
* 動き出した労働者と組合
* 世界の厚生労働2009

国際食品労連日本加盟労組連絡協議会
厚生労働省編
TKC出版

A4.63 08.11
A4.237 09.１
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Ⅶ

歴

史

100．総 記
追放人の幕府老中宛の歎願
高塩 博
国学院法学
46-3 08.12
101．生活・労働史（日本）
明治20年代仙台の青物市場の再編過程
仁昌寺正一
東北学院大学経済学論集
169 09.１
戦前における電気利用組合の地域的展開（１）
西野寿章
産業研究（高崎経済大） 44-1 08.９
1950年代における現場管理組織の改革とフォアマン制度の導入（５）
上田 修
桃山学院大学経済経営論集
50-3 08.12
* 資料集昭和期の都市労働者 １ 第１巻〜第25巻
近現代資料刊行会
A5.305〜A5.543 06.12〜07.４
* 資料集昭和期の都市労働者 １ 別冊
近現代資料刊行会
A5.53 07.４
* 紡績女子工員生活記録集 第９巻〜第12巻
生活を記録する会編
日本図書センター
A5.338〜A5.512 08.６
* 「いのち」と帝国日本
小松 裕
小学館
A5.366 09.１
102．生活・労働史（外国・国際）
イギリス帝国主義と南西太平洋の武器・労働交易
竹内真人
三田学会雑誌
101-3 08.10
19世紀後半イギリス機械産業における職長の組織化と自己認識
小野塚知二
季刊経済学論集（東京大）
74-3 08.10
105．社会事業・慈善事業史
アメリカの1990年代の福祉再編
根岸毅宏
社会科学研究（東京大） 60-2 09.２
* 大原孫三郎の社会文化貢献
兼田麗子
成文堂
A5.260 09.１
106．社会・労働政策史（日本）
Hidden from view?: The measurement of Japanese interwar unemployment
Michiya Kato
Annual research bulletin of Osaka sangyo university（大阪産業大） 1 08.12
Market-centered corporate governance in prewar Japan and today
Hirohiko Shimpo
Annual research bulletin of Osaka sangyo university（大阪産業大） 1 08.12
108．労働運動史（日本）
2000年代の山形県における全逓労働運動（１）
岩本由輝
東北学院大学経済学論集
169 09.１
ドメス出版
A5.208 08.11
* 発車オーライ
東武労組女性運動史研究会編
* 近江絹糸人権争議の研究
上野輝将
部落問題研究所
A5.382 09.２
109．労働運動史（外国・国際）
韓国民主労組運動20年，産別労組建設運動の成果と課題（上）
林榮一 訳者：金元重
大原社会問題研究所雑誌
604 09.２
企業から見たスウェーデン・モデル（１）
石原俊時
季刊経済学論集（東京大）
74-3 08.10
110．社会主義運動史（日本）
* 戦後民主化の挫折について
稲垣栄三
いずみ橋書房
A5.191 08.12
* 古川苞
全労連会館付属「産別会議記念・労働図書資料室」編
日本共産党葛飾地区委員会古川苞追悼実行委員会
A5.48 08.12
112．諸社会運動史
特集 なお残る同和教育の「負の遺産」
人権と部落問題
61-2 09.２
今なお続く京都市の同和教育（新谷一男）同和の負の遺産は「新しい差別」をつくる（竹田政信）高知県
内の同和教育の「負の遺産」（永野健一）埼玉の「負の遺産」を考える（贄田教秋）
部落解放運動がめざすべき方向（講演）（北口末広）
部落解放
608 09.1月増刊号
* 朔北の青春にかけた人びと
宮田 汎
A5.401 08.２
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