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０．総 記
住民の高齢化と住居の老朽化の進む地域における市民による地域ガバナンスへの取り組みについて
川崎嘉元，石田謙一
紀要 社会学・社会情報学（中央大） 19 09.３
特集 世界恐慌分析
科学的社会主義
132 09.４
世界不況の歴史と資本主義の変貌（津和 崇）マルクスの恐慌論（神津朝夫）「派遣切り」と闘う外国人労
働者（稲村 守）恐慌と日本の階級闘争（石河康国）サブプライム金融恐慌−マルクス理論の視座から
（伊藤 誠）
オランダの社会統計データベースSSDについて
森 博美
経済志林（法政大）
76-4 09.３
生活時間統計による国際比較研究の到達点と課題
水野谷武志
経済志林（法政大）
76-4 09.３
特集 少子高齢化社会がもたらす近未来
健康保険
63-3 09.３
現在の少子化問題，その本質にせまる（山田昌弘）少子化がもたらす社会（金子隆一）
地域コミュニティ税成立の経緯と意義
有馬晋作，川越麻里絵
商経論叢（鹿児島県立短大） 59 09.３
特集 主権者を育てる教育
人権と部落問題
61-5 09.４
人権とシチズンシップ教育の教材・学習プランの可能性（岸本 実）主権者を育てる社会科の授業（杉浦
真理）主権者を育てる社会科の授業（福田秀志）シチズンシップ教育の動向と課題（生田周二）
まちづくりにおけるNPOと自治体の協働に関する研究
大原昌明，鈴木克典
北星学園大学経済学部北星論集
48-2 09.３
* 資本主義はどこまで暴走するのか
森永卓郎，吉田司
青灯社
B6.245 08.12
* アントニオ・グラムシの思想的境位
黒沢惟昭
社会評論社
A5.254 08.９
* 階層意識のダイナミクス
数土直紀
勁草書房
A5.337 09.１
* 人権年鑑 2008
部落解放・人権研究所
A5.373 09.３
１．ジェンダー・フェミニズム・女性論
みんなで語ろう！「21世紀の人生の歩き方」（シンポジウム）
（大森安恵 大矢和子 蟹瀬令子 斎藤千代 木村慶子他）
あごら
321 09.２
国際的ジェンダー統計の現段階と諸課題
伊藤陽一
研究所報（法政大）
38 09.２
特集 ジェンダー統計研究
研究所報（法政大）
38 09.２
無償労働評価とジェンダー平等政策とのつながり（橋本美由紀）ジェンダー統計研究（伊藤陽一）
特集 中国におけるジェンダー統計の展開
研究所報（法政大）
38 09.２
中国の全国ジェンダー統計研究会議（秦小 ）調和社会とジェンダー統計（譚 琳）中国における男女平
等と女性発展の指標の研究と応用（蒋 永萍）
* もうひとつのノーベル平和賞
青山薫，石原みき子，松本真紀子訳
金曜日
B6.1000 08.12
* 「男女共同参画」が問いかけるもの 増補新版
伊藤公雄
インパクト出版会
B6.334 09.２
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* ドイツ近現代ジェンダー史入門
姫岡とし子，川越修編
青木書店
A5.339 09.２
２．労働論
ジャワ島家計の労働供給行動
新谷正彦
西南学院大学経済学論集 43-4 09.３
３．労使（資）関係論
会社倒産と解雇
戸谷義治
季刊労働法
224 09.春季
企業・事業の売却と労働関係
本久洋一
季刊労働法
224 09.春季
中央体制下におけるスウェーデンの労使関係
西村 純
評論・社会科学（同志社大） 87 09.１
* トヨタの労使関係
猿田正機編著
中京大学企業研究所 A5.307 09.３
４．労働経済論（含 賃金論）
改革開放期の中国における賃金制度の展開
少杰
評論・社会科学（同志社大） 87 09.１
６．社会政策論
* 大貧困社会
駒村康平
角川書店
B40.202 09.１
７．社会保障論
世界経済危機が突きつけた社会保障の課題
梶本 章
社会保険旬報
2381 09.3.11
社会保障法制における国家の役割
多田一路
立命館法学
321/322 09.３
* 現代社会保障論
里見賢治
高菅出版
A5.315 07.６
８．社会福祉論
特集 居住福祉社会の構想と協同労働の可能性 生きる・暮らす・働く環境を支える居住福祉
協同の発見
200 09.３
中山間地の再生と居住福祉（高橋典成）ホームレス問題と居住福祉（岡本祥浩）居住福祉という考え方
（早川和男）中心市街地再生と居住福祉法学の課題（吉田邦彦）
イギリス福祉国家の思想（Ⅱ）
名古忠行
山陽論叢（山陽学園大） 15 08.12
* 福祉政策と労働市場
丸尾直美，カール・レグランド，レグランド塚口淑子編著
ノルディック出版（発売：海象社） A5.367 08.12
11．職業教育・訓練論
デンマークの若者支援（講演）（三浦浩喜 谷雅泰 青木真理）
地域創造（福島大）
20-2 09.２
* 自分のキャリアを磨く方法
山本 寛
創成社
B40.189 08.６
* 職業とキャリア
八幡成美
法政大学出版局
A5.205 09.２

Ⅱ

労働問題

20．総 記
特集 雇用・地域経済と自治体
議会と自治体
132 09.４
機敏な対応で行政動かし，労働者をはげます（福島県）
（宮本しづえ）大量の「非正規切り」から雇用・暮ら
しをまもる（三重県）
（萩原量吉）青年たちの福山シャープ派遣労組を支援（広島・福山市）
（土屋とものり）
貧困と09春闘，ワークシェアリング論の克服へのメモ いくつかの資料と考え方の提起
西村直樹
金属労働研究
98 09.３
特集 国際比較からみた仕事と企業文化
労働調査
473 09.３
会社，職場への関与意欲と理想とする仕事の条件（小熊 信）仕事と生活時間の国際比較と「休息時間」
（小林良暢）企業体制転換と労働者企業帰属意識について（北 蕾）属性別に見る「仕事の意味」と「仕事
観」（小寺京子）
金融危機と国民，労働者
相沢幸悦
労農のなかま
517 09.３
* ケアワーク支える力をどう育むか
西川真規子
日本経済新聞出版社 B6.245 08.12
* 働かないひと。
左京泰明編
弘文堂
B6.233 08.12
21．雇用・労働市場
A study on the Korean senior employment promotion project that influence on the quality of participants
Kim,Ok Hee/jeong,Jong Hwa
Journal of social policy and social work（日本社会事業大） 13 09.３
職業分布からみる男女の差
荒山裕行，杉浦立明
産政研フォーラム
81 09.Spring
特集 グリーン・ジョブとグリーン・マネジメント 環境と雇用，企業戦略
世界の労働
59-3 09.３
ILOのグリーン・ジョブの概要とその背景（長谷川真一）環境政策が今後の雇用におよぼす影響（早見

63

均）「地球環境問題」と「グリーン雇用」（神代和欣）ILO「グリーン・ジョブ」の概要（ILO駐日事務所）
22．労働条件
子どもの育ちと教育実践をリアルに語る言葉を
福井雅英
クレスコ
97 09.４
公務の民営化と公務労働
尾林芳匡
国公労調査時報
556 09.４
* 人間らしく働く
木元進一郎監修 茂木一之，黒田兼一編著
泉文堂
A5.235 08.11
* 教職員の長時間過密労働の深刻な実態を改善するために 提言
全日本教職員組合
A4.98 09.１
* 首都圏私大の賃金及び教育・研究・労働条件 2008年度 東京地区私立大学教職員組合連合 A4.346 09.３
23．賃金問題
Increasing wage inequality in Japan since the end of the 1990s
Hiroyuki Uni
The Kyoto Economic Review77-2
08.12
ドイツ新報酬制度実態調査報告
大塚 忠
関西大学経済論集
58-4 09.３
介護労働者の賃金のことなど
石河 晃
所報
144 09.３
* 日本経団連賃金総覧 2009年版
日本経団連出版
B5.309 09.２
24．労働時間
ワークライフバランスを取り入れた職場風土改革の取り組み
杉山友香
月刊社会保険労務士
45-4 09.3月増刊号
* ワーク・ライフ・バランス
佐藤博樹編集代表
汐見稔幸，佐藤博樹，大日向雅美，小宮信夫，山縣文治監修
ぎょうせい A5.335 08.11
26．パート・派遣労働
「パート，派遣，請負労働者等の雇用実態調査」に関する調査報告（報告）（坂口 敬）
電機連合NAVI
24 09.3/4
特集 労働者派遣の現状と改革の課題
大原社会問題研究所雑誌
605 09.３
派遣法改正にあたっての提言（大橋範雄）労働者派遣（法）の構造と機能（長井偉訓）請負労働者組合運
動における既存労働組合の影響（伊藤大一）
非正規切り とのたたかい，ひろがる
伊藤欽次
所報
144 09.３
28．女性労働
特集 金融労連〈2008年女性のつどい〉から
金融労働調査時報
692 09.１
組合つぶしとの闘い（大江啓子）嘱託事務員解雇争議「闘いつづけて」（高梨光恵）仲間と組合に支えられ
た37年（志水由紀子）
男女間賃金格差の要因分解手法の意義と内在的限界
杉橋やよい
経済志林（法政大）
76-4 09.３
労働が基本のスウェーデン社会と女性
竹h 孜
月刊社会民主
647 09.４
* 煌めくミドルと諦めミドル
橘田佳音利
長崎出版
B6.227 08.11
* 保育と女性就業の都市空間構造
田中恭子
時潮社
A5.254 09.１
* 東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書 平成20年度
東京都産業労働局労働部労働環境課
A4.196 09.３
30．若年労働
若年就業者のキャリア展望と組織定着の関係に関する実証分析
尾形真実哉
甲南経営研究
49-3 08.12
* 雨宮処凛の闘争ダイアリー
雨宮処凛
集英社
B6.253 08.５
31．中高年労働
* 70歳雇用時代への展望と課題
高梨昌編 高梨昌，岩田克彦，北浦正行執筆
社会経済生産性本部生産性労働情報センター A5.154 08.11
32．障害者労働
ユニクロの障害者雇用
伊藤健市
関西大学商学論集
53-6 09.２
* 障害者能力開発指導者交流集会 平成20年度
高齢・障害者雇用支援機構
A4.107 09
* 精神障害とともに働く
やおき福祉会編
ミネルヴァ書房
B6.256 09.１
* 知的障害者の事務従事者の雇用の実態に関する調査
高齢・障害者雇用支援機構
A4.151 09.３
33．外国人労働
不法就労を断 マスコミも協力
伊藤義孝
月刊社会保険労務士 45-4 09.3月増刊号
デカセギと家族（1），（4）
樋口直人，稲葉奈々子
徳島大学社会科学研究
21,22 08.2, 09.２
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滞日イラン人の求職と転職
樋口直人，稲葉奈々子
徳島大学社会科学研究
22 09.２
* 外国人労働者と地域社会の未来
桑原靖夫［ほか］著 坂本恵編著
公人の友社
A5.62 08.10
35．労災，職業病，健康問題
特集 社員の悩みを受け止めよう メンタルヘルス不調の未然防止
安全と健康
60-4 09.４
事業場における相談対応体制の構築・運用にあたっての留意点（中西一郎）職場を活性化する積極的なラ
インケア（宮城まり子）EAPの効果的な活用方法（坂野弘太郎）相談対応の体制整備と教育の充実で不調
者発生の未然防止を図る（木下 保）ソーシャルキャピタル豊かな職場をめざして（秋山ひろみ）
アスベスト被害者（遺族）に対する健康保険給付の不当利得返還請求
神谷秀世
月刊社会保険労務士
45-4 09.3月増刊号
「業務災害による障害で解雇」の規定を変更，定年まで雇用守る
森田定和
月刊社会保険労務士
45-4 09.3月増刊号
労災給付申請時の意見書作成業務の可能性
中野厚徳
月刊社会保険労務士
45-4 09.3月増刊号
38．生活問題
特集 ハウジングプア
賃金と社会保障
1485 09.3.上旬
派遣切り緊急対策からハウジングプア総合対策へ（稲葉 剛）住まいの貧困と住宅セーフティネット（坂
庭国晴）

Ⅲ

労働運動

41．労働組合・運動論
2020年の日本人−労働組合に期待すること（講演）（報告）（松谷明彦）
電機連合NAVI
24 09.3/4
European Union,European convention on human rights and human rights protection in Europe
（シンポジウム）（Luzius Wildhaber）
Ritsumeikan law review
26 09.３
44．単産，単組
* JRの「ドン」葛西の野望を警戒せよ！
樋口篤三
同時代社
A5.95 08.12
46．賃金闘争（含 生活改善闘争）
正念場を迎える労働組合
坂本正義
地域と労働運動
101 09.３
労働組合の真価問われる09春闘
労働通信
250 09.３
* 国民春闘白書 2009
全国労働組合総連合・労働運動総合研究所編
学習の友社
A4.95 08.12
48．リストラ・雇用対策
「派遣切り」・非正規労働者など大量解雇とのたたかいと課題
生熊茂実
金属労働研究
98 09.３
49．権利闘争
国鉄闘争1047名問題 解決局面から詰めの闘いへ
佐久間誠
地域と労働運動
101 09.３
国鉄闘争と東京清掃労組の運動
星野良明
地域と労働運動
101 09.３
遭遇する「労働法破り」の原点
荒木健次
地域と労働運動
101 09.３
* 郵便屋の叛乱反マル生と 4・28
4・28連絡会編
彩流社
A5.322 08.12
54．労働者福祉・協同組合運動
特集 改正生協法とガバナンス
生協運営資料
246 09.３
コープネット事業連合グループの改正生協法への対応とガバナンス改革（伊藤博通）
「ガバナンス実態調査」
から見えてきた課題（宮部好広）組合員の運営参加の強化と効率的で健全な法人経営を目指したガバナン
ス改革（近藤清志）「生協監事監査基準」の改定と監事の役割（浅野浅一）
共済の歴史と未来
本間照光
労農のなかま
517 09.３
金融危機と「JAバンク」
山本博史
労農のなかま
517 09.３
* 異端派生協の逆襲
下山 保
同時代社
B6.253 09.１

Ⅳ

経営労務

60．総 記
元気のある会社に共通すること 良い会社の特徴点
* 自治体アウトソーシングの事業者評価
61．人事・労務管理

中沢孝夫
南 学編

かけはし
学陽書房

23-4 09.４
A5.194 08.11
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能力主義管理の再編にかんする事例分析
玉井芳郎
大原社会問題研究所雑誌
606 09.４
Plan・Do・See
小野千惠子
月刊社会保険労務士 45-4 09.3月増刊号
ある社会福祉事業団の経営改革
阪口憲弘
月刊社会保険労務士 45-4 09.3月増刊号
運送会社への職場意識改善計画の推進指導
青山和則
月刊社会保険労務士 45-4 09.3月増刊号
介護支援の現場と共に
杉中 至
月刊社会保険労務士 45-4 09.3月増刊号
「業界（業種）の特殊性を反映した就業規則」の作成について
山h高義
月刊社会保険労務士 45-4 09.3月増刊号
これからの中小・中堅企業の人事賃金制度
窪田道夫
月刊社会保険労務士 45-4 09.3月増刊号
社員が納得できる新人事制度の構築
山田晴男
月刊社会保険労務士 45-4 09.3月増刊号
パート社員，契約社員人事制度の改訂について
中川聖明
月刊社会保険労務士 45-4 09.3月増刊号
「企業の人権保障義務」とその実現
菅原絵美
国際公共政策研究（大阪大） 12-2, 13-2 08.3, 09.３
* 今や多数派「ワケあり社員」が戦力化するすごい仕組み
小室淑恵
小学館
A5.174 08.11
* パートの職務明確化と公正な処遇
松田憲二
産労総合研究所出版部経営書院
A5.351 08.５
* 自治体雇用・就労施策の新展開
大谷強，澤井勝編
公人社
A5.212 08.６
* 個と組織を生かすキャリア発達の心理学
二村英幸
金子書房
A5.201 09.１
65．福利厚生
* 新しい従業員持株制度
新谷 勝
税務経理協会
A5.277 08.12
66．教育・訓練
導入時研修が新人の組織社会化に与える影響の分析
尾形真実哉
甲南経営研究
49-4 09.３
* 中小企業と地域産業の人材育成
百瀬恵夫
同友館
B6.215 09.１
68．安全衛生管理
安全衛生行事の企画・運営のコツ 安全衛生のひろば編集部
安曽香織，河元幸，尾山雄一郎，宍戸俊夫，高田昌明
安全衛生のひろば
50-4 09.４
過労自殺を巡るコンサルティングとこれに伴う就業規則の改訂
河野治
月刊社会保険労務士
45-4 09.3月増刊号
デパート販売課長の自殺の業務起因性
小畑史子
労働基準
61-3 09.３
特集 新しい環境リスク管理
労働の科学
64-4 09.４
ナノマテリアル取り扱いと労働衛生の課題（甲田茂樹）新たな制度体系へ大きく転換する化審法（豊田耕
二）医療現場等におけるホルムアルデヒドの取り扱いについて（名古屋俊士）

Ⅴ

労働・社会政策

70．総 記
特集 新学習指導要領を考える
教育創造
75 09.３
新学習指導要領の円滑な実施に向けて（壷内 明）外国語活動が始まる（榎戸香重）外国語教育を窓口に
して（野上裕子）学級担任が考える新学習指導要領（藤田洋一）新学習指導要領について考える（白濱文
明）新学習指導要領の先行実施に思うこと（黒木秀一）学習指導要領の教育的意味を問う（木村欣麿）新
しい学習指導要領の実施に向けて（神山 弘）
71．雇用・労働市場政策
特集 不況に立ち向かう
電機連合NAVI
24 09.3/4
一歩先をゆく世界の戦略と出遅れた日本版「グリーン・ニューディール」（矢木孝幸）政府・経済対策の概
要と雇用対策について（内藤直人）
欧州雇用戦略とドイツの労働市場政策
内山å夫
京都学園大学経済学部論集
18-2 09.３
建設産業における賃金・労働条件低下と公契約（法）条例
永山利和
国公労調査時報
556 09.４
特集 「難局に挑む」
産政研フォーラム
81 09.Spring
労働市場の変化と雇用対策（川口大司）「中失業社会」におけるセーフティーネット（久本憲夫）
韓国の労働市場政策と社会的企業
北島健一
松山大学論集
20-4 08.10
75．職業教育・訓練政策
学校教育における職業選択支援事業ワークサポート「社会に出る前に知っておきたい働く知恵」
熊本県社会保険労務士会
月刊社会保険労務士 45-4 09.3月増刊号
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札幌北支部教育活動委員会による，学校教育における「働く上でのルール」教育の推進
北海道社会保険労務士会札幌北支部
月刊社会保険労務士 45-4 09.3月増刊号
76．社会保障政策
特集 日本の医療はどこへいく−地域のいのちとくらしをだれがどのように守り発展させるか
（シンポジウム）
いのちとくらし研究所報 26 09.２
開業医から見た地域の現状（報告）（津田光夫）アメリカの医療制度と非営利・協同セクター（報告）（高
山一夫）京都における医療機関の現状と地域医療の問題（報告）（吉中丈志）千葉における公的病院の再編
縮小問題と地域の課題（報告）（八田英之）
ドイツにおけるリハビリテーション法
福島 豪
大阪市立大学法学雑誌 55-2 08.11
フランスにおける障害者への所得保障
永野仁美
季刊労働法
224 09.春季
インターネットを使った海外在住者のための年金相談
加藤 治
月刊社会保険労務士45-4 09.3月増刊号
介護予防施策の対象者が健診を受診しない背景要因
平松誠，近藤克則，平井寛 厚生の指標 56-3 09.３
高齢社会における住宅税制と高齢者専用賃貸住宅
柿本尚志
社会科学（同志社大）
83 09.２
介護保険制度下における在宅復帰支援の採算性に関する検証
田村和幸，美原恵里
社会保険旬報
2382 09.3.21
社会保障と税制の抜本改革
堀 勝洋
週刊社会保障
2522 09.3.16
障害者自立支援法改正のゆくえ
西田和弘
週刊社会保障
2522 09.3.16
サービス化社会における職域福祉の展開
園田洋一
週刊社会保障
2523 09.3.23
少子化対策部会第一次報告を読む
椋野美智子
週刊社会保障
2523 09.3.23
協会けんぽ 都道府県別保険料率をめぐって
石田重森
週刊社会保障
2521 09.3.９
雇用危機と公的年金制度再生の原点
坂口正之
週刊社会保障
2521 09.3.９
生活保護制度とモラルハザード
丸山 桂
成蹊大学経済学部論集 39-2 09.２
特集 今こそ社会保障の充実を
民医連医療
440 09.４
生活保護は社会保障制度のかなめ（都留民子）貧困・格差と社会保障（相野谷安孝）現代日本の政治転換
を呼び起こす社会保障運動の課題と展望（二宮厚美）
被爆者外来と原爆症認定申請の実際
青木克明
民医連医療
440 09.４
* 消費生活に関するパネル調査 平成15年度
家計経済研究所
A4.164 08.10
* 定年後も働きたい人のための保険・年金・給付金の本
安田征二
かんき出版
A5.156 08.10
* 社会保障拡充の方向と消費税
日野秀逸著 消費税廃止東京各界連絡会編
本の泉社
A5.63 08.12
* 社会保険・労働保険のしくみ
斎藤久美子，大串良子監修
三修社
A5.221 09.１
* 超高齢社会を生きる
心力舎編
ダイヤ高齢社会研究財団
B6.132 09.３
77．社会福祉政策
「障害と開発」における女性障害者のエンパワメント
長谷川涼子
横浜国際社会科学研究（横浜国立大） 13-4/5 09.１
病院での障害年金相談会の活動
富山県社会保険労務士会
月刊社会保険労務士 45-4 09.3月増刊号
介護保険認知症データ分析からみた地域密着型サービスの普及
平野隆之，奥田佑子
厚生の指標
56-3 09.３
* 高齢者の在宅ケア 一歩を進めるために
法政大学大原社会問題研究所
A4.153 09.２
78．労働法
イタリアの新しい雇用差別禁止法
大木正俊
季刊労働法
224 09.春季
公的扶助とワークフェアの法政策
濱口桂一郎
季刊労働法
224 09.春季
構内請負と韓国労働法
朴 済晟
季刊労働法
224 09.春季
雇用平等法の最近の動向について
鈴木 隆
季刊労働法
224 09.春季
台湾の労働法制の近況と発展
劉 志鵬
季刊労働法
224 09.春季
中小企業に対する不公正解雇法理の適用除外−オーストラリア
天野晋介
季刊労働法
224 09.春季
中小企業に対する労働法規制の適用除外−アメリカ
梶川敦子
季刊労働法
24 09.春季
中小企業に対する労働法規制の適用除外−イギリス
石田信平
季刊労働法
224 09.春季
労働組合法上の労働者
古川景一
季刊労働法
224 09.春季
労働契約における信義誠実義務（1）〜（2）
安西 愈
先見労務管理
1363, 1365 09.2.25, 09.3.25
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委託労働者の労働組合法上の労働者性
鎌田耕一
中央労働時報
1098 09.３
有期雇用契約雇止め法理の動向
奥田香子
労働法学研究会報
2449 09.3.15
『平成二〇年版労働経済白書』を読む
森岡孝二
労働法律旬報
1691 09.3.上旬
特集 労働行政分野における「新たな改革」とその背景
労働法律旬報
1691 09.3.上旬
「道州分権化」論は地方分権改革か（白藤博行）新たな改革の動向と労働法制等への影響と課題（森h 巌）
* 論点・争点現代労働法
岩出 誠編著
民事法研究会
A5.1269 08.10
* 労働法
西谷 敏
日本評論社
A5.637 08.12
* 現代日本的労使関係における「配転」の法的構成再考
鈴木裕子
朝日大学法制研究所 A5.355 08.３
* 労働契約法と労働契約のルール
木村大樹
労働新聞社
B5.138 08.４
* 労働契約法と就業規則
外井浩志
労働調査会
A5.294 08.５
* 労働法はぼくらの味方！
笹山尚人
岩波書店
B40.204 09.２
79．労働判例
行政救済法理の独自性
道幸哲也
季刊労働法
224 09.春季
劇場合唱団の労組法上の労働者性
西村健一郎
季刊労働法
224 09.春季
人員削減を目的とした変更解約告知への不同意と解雇の効力
亀岡明雄
季刊労働法
224 09.春季
雇い止めに対する１つの勝利判決
杉山 直
所報
144 09.３
年俸制の導入および減額を含む年俸額の決定にかかる問題についての一考察
細川 良
労働法律旬報
1691 09.3.上旬
不当労働行為とのたたかい
高瀬伊久夫
労農のなかま
517 09.３
* 労働審判
菅野和夫監修 日本弁護士連合会編
有斐閣
B5.240 08.12
80．労働委員会
組合申立の法理
道幸哲也
中央労働時報
1098 09.３
* 愛知県労働委員会年報 平成20年版
愛知県労働委員会事務局
A4.169 09.３
* 秋田県労働委員会年報 平成20年
秋田県労働委員会事務局
A4.57 09.３
* 茨城県労働委員会年報 平成20年
茨城県労働委員会事務局
A4.150 09.３
* 愛媛県労働委員会年報 平成20年
愛媛県労働委員会事務局
A4.48 09.３
* 大分県労働委員会会報 平成20年版
大分県労働委員会
A4.65 09.３
* 香川県労働委員会年報 平成20年
香川県労働委員会
A4.49 09.３
* 熊本県労働委員会年報 平成20年版
熊本県労働委員会事務局
A4.83 09.３
* 佐賀県労働委員会年報 平成20年版
佐賀県労働委員会事務局
A4.53 09.３
* 滋賀県労働委員会年報 平成20年版
滋賀県労働委員会事務局
A5.112 09.３
* 島根県労働委員会年報 平成20年版
島根県労働委員会事務局
A4.64 09.３
* 栃木県労働委員会年報 平成20年版
栃木県労働委員会事務局
A4.26 09.３
* 長野県労働委員会年報 平成20年
長野県労働委員会事務局
A5.132 09.３
* 年報 平成20年版
長崎県労働委員会事務局
A4.52 09.３
* 不当労働行為事件命令集 平成20年
東京都労働委員会事務局
A5.520 09.３
* 山形県労働委員会年報 平成20年
山形県労働委員会事務局
A4.41 09.３
* 山口県労働委員会年報 平成20年版
山口県労働委員会事務局
A4.148 09.３

Ⅵ 世界労働
90．総 記
医療労働者の国際移動と医療人的資源政策
佐藤千鶴子
立命館国際地域研究
29 09.３
91．アジア
看護師及び高齢者等の長期ケア従事者養成政策の実際と諸問題
高木和美
医療労働
511 09.３
人権のにない手をどう育てるか
井上英夫
医療労働
511 09.３
フィリピンにおける医療・介護分野の人材養成・確保問題の動向
桂木誠志
医療労働
511 09.３
香港における医療・介護分野の人材養成・確保問題の動向
西尾美沙子
医療労働
511 09.３
特集 中国労働契約法の理論と実践
季刊労働法
224 09.春季
中国における書面労働契約制度と労働契約論の課題（ 敏）中国における懲戒権（彭 光華）中国におけ
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る労働契約の解約・終了の法規制（山下 昇）中国における労働者派遣の法規制とその課題（鄒 庭雲）
中国における労働紛争の裁判外解決システム（野田 進）中国における労働市場政策の法（菊池高志）
* 怒りのソウル
雨宮処凛
金曜日
B6.140 08.12
92．中近東
* 変革期のエジプト社会
岩崎えり奈
書籍工房早山（発売：図書新聞） A5.216 09.２
95．北アメリカ
* ニューディール労働政策と従業員代表制
伊藤健市，関口定一編著
ミネルヴァ書房
A5.290 09.２
97．オセアニア
オーストラリアにおける看護・介護職員構造
寺田 博
医療労働
511 09.３
オーストラリア・ビクトリア州看護事情調査
山田真巳子
医療労働
511 09.３
99．ILO，国際機関
アジアの雇用問題とILO
山本幸子
青山法学論集
50-4 09.３
* ILO・ユネスコの訪日調査報告と文科省と各教委へのCEART勧告をいかそう
全日本教職員組合
A4.89 09.１

Ⅶ

歴

史

100．総 記
* 現代社会運動史資料の海へ
相川陽一他報告 「現代社会運動史資料の海へ」刊行委員会
A4.73 08.11
* 戦後日本史 新版
山田敬男
学習の友社
B6.318 09.２
* 人文・社会科学研究とオーラル・ヒストリー
法政大学大原社会問題研究所編
御茶の水書房
A5.270 09.３
101．生活・労働史（日本）
* 退職金の一四〇年
西成田豊
青木書店
B6.349 09.３
102．生活・労働史（外国・国際）
ブルックリン海軍造船所の閉鎖とニューヨーク都市労働者の生活世界 南 修平 一橋社会科学 5 08.12
ドイツにおける労働者の信仰の自由・覚書
倉田原志
立命館法学
321/322 09.３
103．ジェンダー・フェミニズム・女性史（日本）
* 「わたし」を生きる女たち
楠瀬佳子，三木草子編
世界思想社
B6.284 04.９
* 土に生きる誇りを求めて
内田敬介
A5.39 08.６
* 日本のフェミニズム 10
加納実紀代解説
岩波書店
B6.341 09.２
104．ジェンダー・フェミニズム・女性史（外国・国際）
女性の社会進出と社会事業の専門職化
今井小の実
評論・社会科学（同志社大） 87 09.１
* ヒトラーに抗した女たち
マルタ・シャート著 田村万里，山本邦子訳
行路社
A5.358 08.11
105．社会事業・慈善事業史
特集 大原ネットワーク・シンポジウム：大原孫三郎が遺したもの
大原社会問題研究所雑誌 606 09.４
社会を変革する労働科学の歴史と今後の展開（酒井一博）大原美術館：その歴史と現在（柳沢秀行）大原
農研から資源生物科学研究所へ（村田 稔）倉敷中央病院：持続的成長をめざして（相田俊夫）大原社会
問題研究所の歴史と現状（五十嵐仁）
108．労働運動史（日本）
風雪の友愛・民社路線（講演）（講師：芳賀綏 司会：小柳忠久）
労使研
131 09.３
農協労働運動の現場から見えること・感じること
老田弘道
労農のなかま
517 09.３
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（下）
林榮一 訳者：金元重
大原社会問題研究所雑誌
605 09.３
110．社会主義運動史（日本）
* 水戸コミュニストの系譜
大池文雄
ぺりかん社
B6.358 09.１
* 「蟹工船」の社会史
浜林正夫
学習の友社
A5.230 09.２
111．社会主義運動史（外国・国際）
* ローザ・ルクセンブルク
高根英博
同時代社
A5.117 08.12
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* ローザ・ルクセンブルク思想案内
伊藤成彦
社会評論社
B6.340 09.２
112．諸社会運動史
戦後後期の国立公園制度の整備・拡充（1）〜（4） 村串仁三郎 経済志林（法政大） 76-2〜76-4 08.9〜09.３
* 大矢野原演習場と農民
内田敬介
A5.52 07.１
* 市民たちの青春
小中陽太郎
講談社
B6.245 08.11
* ゲバルト時代
中野正夫
バジリコ
B6.388 08.７
* 風の吹きわける道を歩いて
花崎皋平編著
七つ森書館
B6.269 09.１
* 非体制順応的知識人 第２分冊
アレックス・デミロヴィッチ著 仲正昌樹責任編集 出口剛司訳
御茶の水書房
A5.208 09.１
* 多喜二の時代から見えてくるもの
荻野富士夫
新日本出版社
B6.254 09.２
* 大正デモクラシーと現代
同志社大学人文科学研究所 B6.62 09.３

訂正：前号（2009年７月，609号）の社会・労働関係文献目録の受け入れ分が「2009.3.1〜2009.3.31」となっ
ていますが，これは「2009.4.1〜2009.4.30 受け入れ分」の誤りでした。誤記したことを，お詫びを申し上げ
ます。（編集部）
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