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理論・一般

０．総 記
小地域統計を用いた都市雇用圏の設定基準の拡張
佐藤仁志
麗澤経済研究
17-1 09.３
人口の都心回帰と新しいコミュニティ形成の課題
浜岡政好
佛教大学総合研究所紀要 16 09.３
都市中心部の自営業層の営業とくらしの実態
金澤誠一
佛教大学総合研究所紀要 16 09.３
長崎県の離島における市町村合併と自治体財政
宮野俊明
エコノミクス（九州産業大） 13-3/4 09.３
新居浜市における社会的分業の展開と都市形成過程
宇都宮千穂
愛媛経済論集
27-2/3 08.12
地域経済計算の現状
佐藤智秋
愛媛経済論集
28-1/2/3 09.３
地域経済発展と再生資源利用
黄 愛珍
静岡大学経済研究
13-4 09.２
地域づくりの手法と地域社会
上遠野武司，中村年春，内藤二郎，馬場巌
大東文化大学経済研究所報 23 09.３
地域間人口移動と経済力移動
吉村 弘
地域経済研究（広島大） 20 09.３
特集 バランスの取れた経済発展のための国土づくりの課題 国土形成計画の特徴と住民の課題
中小商工業研究
99 09.４
政府・財界による大規模「開発」路線から転換を（村松加代子）国土形成計画を先取りした近畿圏広域地
方計画（越智今日子）
特集 国連自由権規約「勧告」の具体化にむけて
ひょうご部落解放
132 09.春
人権の「底抜け」を再考する（阿久澤麻理子）自由権規約（ICCPR）第五回日本報告書審査（小笠原純恵）
外国にルーツをもつ子どもの教育問題（金 宣吉）国籍による差別廃止を求める（辻本久夫）
持続可能な地域社会づくりに関する一考察
小林甲一
名古屋学院大学論集 社会科学篇
45-4 09.３
両立支援の促進による出生率への影響分析
村田美希
追手門経済論集
43-2 09.３
農用馬の活用による地域振興
古林栄一
開発論集（北海学園大） 80 07.９
自治体の文化戦略と企業の文化戦略
森 啓
開発論集（北海学園大） 81 08.３
人口増加による地域発展をめざす子育て支援
竹田正直
開発論集（北海学園大） 81 08.３
地域経済と自治体間競争について
小坂直人
開発論集（北海学園大） 81 08.３
十勝地域の農協ネットワーク
太田原高昭
開発論集（北海学園大） 81 08.３
内発的発展と地域内産業連関
奥田 仁
開発論集（北海学園大） 81 08.３
酪農家激減地域における酪農生産維持発展に関する研究 北倉公彦
開発論集（北海学園大） 82 08.９
自治体の文化戦略−沿革
森 啓
開発論集（北海学園大） 83 09.３
地域再生と地域金融機関の経営戦略
佐藤俊幸
岐阜経済大学論集
42-3 09.３
特集 教育に何が求められているのか
前衛
842 09.５
学力・学力観の貧困化と排他的競争主義の氾濫（宮永与四郎）子どもたちの声を聴き，教師像を考える（田
中孝彦）養護学校教育義務制三〇年と障害児教育の課題（茂木俊彦）ILO・ユネスコ調査団は，日本の「教
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員の地位」をどう見たか（新堰義昭）教育をささえる諸制度に，まともなルールの確立を（上）
（藤森 毅）
* 市民社会とアソシエーション
村上俊介，石塚正英，篠原敏昭編著
社会評論社
A5.319 04.２
* 1930年代・回帰か終焉か
桑野弘隆，山家歩，天畠一郎編著
社会評論社
A5.327 07.３
* われら瑕疵ある者たち
長原 豊
青土社
B6.363 08.11
* マルクス主義の解縛
千石好郎
ロゴス
A5.284 09.１
* 希望学 第１巻
玄田有史，宇野重規編
東京大学出版会
A5.327 09.４
* 働く理由 続
戸田智弘
ディスカヴァー・トゥエンティワン
B6.232 08.12
* 新しいアナキズムの系譜学
高祖岩三郎
河出書房新社
B6.237 09.３
* EU時代の到来
ルネ・クーペルス，ヨハネス・カンデル編 田中浩，柴田寿子監訳
未来社 A5.379 09.４
* 完全従事社会の可能性
福士正博
日本経済評論社
A5.285 09.４
* レーニン最後の模索
松竹伸幸
大月書店
B6.175 09.４
* カール・マルクスの弁明
聴涛 弘
大月書店
B6.266 09.５
* 希望学 第２巻
玄田有史，中村尚史編
東京大学出版会
A5.335 09.５
* 日本の不平等を考える
白波瀬佐和子
東京大学出版会
B6.305 09.５
１．ジェンダー・フェミニズム・女性論
特集 女性のキャリア形成支援
国立女性教育会館研究ジャーナル
13 09.３
女性のキャリア形成支援のあり方（渡辺三枝子）キャリアパターン別にみた女性の就業の特徴（武石恵美子）
女性の社会的地位の改善は，どこから
池田久美子
月刊労委労協
635 09.３
ミレニアムを通過した新聞ジェンダー表現の現在
田中和子 女性と新聞メディア研究会
国学院法学
46-4 09.３
女性介護支援専門員のワークストレスに関する研究
横山博司，田中裕美子
下関市立大学論集
52-1/2 08.９
特集 国際比較パネル調査による少子社会の要因と政策的対応に関する総合的研究「世代とジェンダー」に
関する国際比較研究（フェーズ２）
人口問題研究
65-1 09.３
「世代とジェンダーに関する国際共同プロジェクト（GGP）」について（西岡八郎）ジェンダーと子育て負
担感に関する日本・ドイツ・イタリアの比較分析（岩間暁子）日本の夫妻の就業状態と家事・育児分担と
の関係（吉田千鶴）
特集 女性の貧困 何が見えなくしてきたのか？
女たちの21世紀
57 09.３
婦人相談の窓口から見た女性の貧困（インタビュー）（鈴木純子）高齢女性の貧困（田宮遊子）貧困元年と
しての1985年（藤原千沙）労働はやっぱり怖い（いちむらみさこ）障害女性と貧困（瀬山紀子，臼井久実
子）移住女性とその家族にとっての貧困の経験（山岸素子 レニー・トレンティーノ）つなげて考える
貧困・労働・セクシュアリティ（座談会）（池田幸代 栗田隆子 鈴木水南子 原ミナ汰）「女性の貧困」
研究への視座（湯澤直美）
科学技術分野の女性研究者育成における歴史的文化的影響について 廣瀬淳一
アジア女性研究 18 09.３
知的基盤社会における女性の活躍に向けて
塩満典子
アジア女性研究
18 09.３
東北アジアにおけるジェンダー予算の動向
市井礼奈，村松安子
アジア女性研究
18 09.３
シングルマザーの性別役割意識
中澤香織
教育福祉研究（北海道大） 15 09.３
ジェンダーで考える教育の現在（28）
福嶋由里子
月刊ヒューマンライツ
254 09.５
* ジェンダーと福祉国家
メリー・デイリー，キャサリン・レイク著 杉本貴代栄監訳
ミネルヴァ書房
A5.251 09.２
* 福祉社会における生活・労働・教育
堀内かおる編著
明石書店
A5.284 09.３
２．労働論
グローバル資本主義と不自由賃労働
足立眞理子
POSSE
2 08.12
アントニオ・ネグリ
入江公康
POSSE
創刊号 08.９
雇用問題を根本からとらえる
山中敏裕
経済
164 09.５
特集 信頼社会と公共
月刊自治研
595 09.４
信頼される自治体をめざすために（今里 滋）ごみをめぐる市民との対話（野田広志）
科学的社会主義者への道
善明建一
社会主義
558 08.12
産業革命と労働者階級の成長
善明建一
社会主義
559 09.１
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機械制大工業がもたらす労働者への影響
善明建一
社会主義
561 09.３
労働者階級の窮乏化の状態
善明建一
社会主義
562 09.４
全商品剰余定理とマルクスの基本定理
藤田之彦
福岡大学経済学論叢
53-3/4 09.３
特集 働き方を変えたい！
まなぶ
619 09.４
私たちが主役の職場に（座談会）（江藤創平 本田克樹 清水由美子 小村尚治）資本主義社会で 働く
ということ（森岡孝二）派遣でたたかう（池田一慶）
「労働の人間化（QWL）運動」再考
菊野一雄
三田商学研究（慶応義塾大） 51-6 09.２
グローバル・シティの出現と移民労働者
伊豫谷登士翁
POSSE
3 09.４
３．労使（資）関係論
雇用形態の多様化と労使関係の変化（講演）（久本憲夫）
国際経済労働研究
989 09.４
日本国憲法における労働者階級の位置
新田 進
社会評論
157 09.４
労使関係における制度的変化と組織能力の実証的研究
萩本眞一郎
東京国際大学論叢 商学部編 79 09.３
ドイツの労資共同決定制度とその現実的機能
山崎敏夫
同志社商学
60-5/6 09.３
従業員の権利について考えるひとつの視点
宮坂純一
奈良産業大学産業と経済
23-3/4 09.３
中国における労使関係の現状について
郭 新平
立教ビジネスレビュー
2 09.３
会社分割と賃金制度改定における労使交渉
福本 徹
社会政策
1-2 09.４
労働者性・使用者性の問題（講苑）（渡辺 章）
中央労働時報
1102 09.４
４．労働経済論（含 賃金論）
「労働の質」と「ジョブ・デザイン」の経済学的意義
内藤雄太
追手門経済論集
43-2 09.３
５．経営労務論
特集 雇用区分の多様化と転換
日本労働研究雑誌
586 09.５
企業内労働市場の分化とその規定要因（西村孝史，守島基博）正社員になった非正社員（玄田有史）正社
員登用事例にみる雇用の多元化と転換の現状（渡辺木綿子）内部労働市場における雇用区分の多様化と転
換の合理性（平野光俊）若年者にとっての雇用区分の多様化と転換（白井利明）主婦の再就職と働き方の
選択（奥津眞里）
６．社会政策論
厚生年金基金および確定給付企業年金制度の規制緩和等について
企業年金
356 09.４
特集 社会政策研究に求められるもの 公正な社会への政策
社会政策
1-1 08.10
社会政策研究としての貧困研究（岩田正美）生活保障システムという射程の社会政策研究（大沢真理）制
度派労働研究の現代的価値（佐口和郎）社会政策における国際比較研究（埋橋孝文）社会政策学会の再々
出発（武川正吾）社会政策における公正（山森 亮）
* 社会政策で読み解く現代中国
王 文亮
ミネルヴァ書房
A5.220 09.１
* ドメスティック・バイオレンス エレン・マロス，ジル・ヘイグ著 堤かなめ監訳
明石書店
B6.377 09.３
７．社会保障論
ソーシャルワーク実践における「個別化」再考
樋口淳一郎
徳山大学総合研究所紀要 31 09.３
特集 社会保障改革の政治経済学
社会政策学会第115回大会共通論題
社会政策
1-2 09.４
小泉・安倍政権の医療改革（二木 立）社会保障改革と高齢者・障害者の権利保障（伊藤周平）年金騒動
の政治経済学（権丈善一）福祉レジーム分析の可能性（新川敏光）社会保障改革の政治経済学（玉井金五
西村万里子）
介護の危機打開へ，これまでの立場の違いこえた共同を
榛田敦行
前衛
842 09.５
なぜ政府は応益負担にしがみつくのか
峰島 厚
前衛
842 09.５
* イギリス型＜豊かさ＞の真実
林 信吾
講談社
B40.198 09.１
* 現代イタリアの社会保障
小島晴洋，小谷眞男，鈴木桂樹，田中夏子，中益陽子，宮崎理枝
旬報社
A5.389 09.３
* 社会保障論概説
一圓光彌編著
誠信書房
A5.212 09.３
* 社会保障の再構築
横山壽一
新日本出版社
B6.189 09.５
ナカニシヤ出版
A5.214 09.６
* 東アジアの社会保障
埋橋孝文，木村清美，戸谷裕之編
８．社会福祉論
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生活世界からの地域福祉論への序説
小野達也
社会問題研究（大阪府立大） 58 09.３
社会福祉理論の源流にみる公的扶助と社会政策
野口友紀子
長野大学紀要
30-4 09.３
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（2）
東方淑雄
名古屋学院大学論集 社会科学篇
45-4 09.３
戦後社会福祉労働研究の歴史的考察
五十嵐奈緒
社会福祉学研究（日本福祉大） 4 09.３
ソーシャルワークにおける「社会的排除」の課題
宍戸明美
名古屋学院大学論集 社会科学篇 45-4 09.３
「福祉国家の変容」再考
加藤雅俊
社会政策研究
9 09.３
低福祉時代における家族ネットワークの弱体化
筒井淳也
立命館大学人文科学研究所紀要 92 09.３
* 公的扶助の基礎理論
池田和彦，砂脇恵
ミネルヴァ書房
A5.269 09.２
* 生存権
立岩真也，尾藤廣喜，岡本厚
同成社
B40.141 09.３
* 日本における貧困世帯の量的把握
江口英一，川上昌子
法律文化社
A5.232 09.３
* 就労支援サービス
桐原宏行責任編集
弘文堂
B5.193 08.12
* 官製貧困社会
布施哲也
七つ森書館
B6.202 09.４
* 脱「貧困」への政治
雨宮処凛，中島岳志，宮本太郎，山口二郎，湯浅誠
岩波書店
A5.63 09.４
* 「現代の貧困」とナショナル・ミニマム
金澤誠一編著
高菅出版
A5.414 09.５
10．労働科学，人間工学
A field study to determine the effectiveness of several respiratory protection masks on the styrene exposure
during lamination activities Gerhard Triebig/Philipp Werner/Holger Zimmer Industrial Health 47-2 09.３
The relation between shift work,sleepiness,fatigue and accidents in Iranian industrial mining group workers
Gholam Hossein Halvani/Mohsen Zare/Seyed Jalil Mirmohammdi
Industrial Health
47-2 09.３
ワークアビリティとは？（1）
神代雅晴
エルダー
31-5 09.５
The identification of sleeping hours in a Karoh-Shogai case with matching objective data
Tsukasa Sasaki/Shun Matsumoto/Kazuhiro Sakai
労働科学
85-2 09.５
11．職業教育・訓練論
産業教育振興法改正による国庫補助廃止の意義と今後の高校職業教育に関する条件整備について
佐藤史人
産業教育学研究
39-1 09.２
サハリン州経済の急成長期における職業教育の現状と課題（下）
堀内明彦
季刊北海学園大学経済論集
56-4 09.３
* 女性プロフェッショナルたちから学ぶキャリア形成
渡辺三枝子，永井裕久編
ナカニシヤ出版
A5.204 09.３
* 仕事のスキル
小口孝司，楠見孝，今井芳昭編著
北大路書房
A5.236 09.４

Ⅱ

労働問題

20．総 記
生存／労働運動のリアリズムはどこにあるのか？（討論）（浅尾大輔 湯浅誠）
ロスジェネ
2 08.12
特集 「派遣切り」も過労死も根はひとつだ
労働運動研究
22 09.４
日系外国人労働者の派遣切りと闘う神奈川シティユニオン（村山 敏）不況の激化で急増する過労死・過
労自殺（玉木一成）
特集 ドラマでたどる仕事と格差
POSSE
3 09.４
「サラリーマン金太郎」のユニオニズム（坂倉昇平）「銭ゲバ」は貧困にどこまで迫ったか（対談）（五十
嵐泰正 坂倉昇平）ポスト・トレンディドラマ時代の「働く女性」像（伊藤守 聞き手：坂倉昇平）
特集 雇用・地域経済と自治体
議会と自治体
133 09.５
交付金を活用した自治体の雇用対策の内容と到達（北海道）（佐々木忠）大分キヤノンの社会的責任を問う
たたかい（大分県）（堤 栄三）
* 家事と家族の日常生活
品田知美
学文社
A5.190 07.11
* 貧困連鎖
橋本健二
大和書房
B6.252 09.２
* プレカリアートの憂鬱
雨宮処凛
講談社
B6.272 09.２
* ルポトヨタ・キヤノン 非正規切り
岡 清彦
新日本出版社
B6.221 09.３
21．雇用・労働市場
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深刻化する解雇・失業に自治体の「対策」強化を求める
水池 隆
季刊自治体労働運動研究 32 09.４
任用関係による「雇い止め」論理を許さず私的雇用の概念から労働法制の全面適用を
浜口正幸
季刊自治体労働運動研究 32 09.４
雇用危機の意味するもの
佐口和郎
月刊自治研
595 09.４
日本の雇用崩壊さらに広がる
岩瀬 孝
労働レーダー
33-4 09.４
造船業における雇用構成の規定要因
藤井浩明
社会政策
1-2 09.４
リストラに対抗する連帯のワークシェアリングを
熊沢 誠
自然と人間
155 09.５
日本経済グローバル化の諸要素が製造業の雇用に与える影響について
松原 聖
商学研究（日本大）
25 09.３
* 環境，貿易と国際労働移動
近藤健児
勁草書房
A5.191 09.３
* 雇用大崩壊
田中秀臣
日本放送出版協会
B40.172 09.３
* ルポ雇用劣化不況
竹信三恵子
岩波書店
B40.234 09.４
22．労働条件
特集 改訂学習指導要領と教育の現在
季刊福祉労働
122 09.Spring
教員の分断・管理制度の確率へ（嶺井正也）なぜ，学校はこうも忙しく，競わされるのか（名谷和子）
ホームヘルパーの権利を守ろうと結成 久喜市公共サービスユニオンの取り組み
関口一夫
月刊権利闘争
389 09.３
ある下水道職員の一日
不動政義
月刊自治研
595 09.４
中小私鉄・バス労働者が訴える 持続可能で安全・安心な交通・運輸をめざして
（座談会）（森田嘉彦 小坂安次郎 八城勉 野間博之 阪本裕 司会：柴田健） 交流誌
24 09.３
指示に即応が必要ならみなし労働は不可
先見労務管理編集部
先見労務管理
1366 09.4.10
特集 ILO・ユネスコ訪日調査報告 教員の労働条件問題について
労働法律旬報
1692 09.3.下旬
ILO・ユネスコ「教員の地位勧告」共同専門家委員会（CEART）報告の意義（斎藤 周）教師の自由と創
意の尊重を（牛久保秀樹）教育労働者と団体交渉権（中嶋 滋）限りなく遠い国際基準（中山和久）
抜本的な教職員増を求めます
蟹澤昭三
月刊全労連
148 09.５
* 福祉人材確保についてのアンケート調査報告書
大阪市社会福祉協議会
A4.82 09.３
23．賃金問題
労働所得の年齢プロフィールの推計と国際比較
小川直宏
統計
60-4 09.４
* 給与明細は謎だらけ
三木義一
光文社
B40.248 09.４
* すべての人にベーシック・インカムを
ゲッツ・Ｗ. ヴェルナー著 渡辺一男訳
現代書館 B6.253 09.４
* 最低賃金で１か月暮らしてみました。
最低賃金を引き上げる会編著
亜紀書房
A5.206 09.５
24．労働時間
特集 現場視点のワーク・ライフ・バランス
人事実務
1056 09.4.15
ワーク・ライフ・バランス施策を運用するための法的留意点（中井智子）両立支援にかかわる公的助成
（渋谷康雄）現場視点でワーク・ライフ・バランス施策を進めるには（脇坂 明）
労働時間と法（2）（完）
鈴木芳明
大分大学経済論集
60-6 09.３
オープンソース・ソフトウェアの開発モチベーションと労働時間に関する考察
野田哲夫，丹生晃隆
経済科学論集（島根大） 35 09.３
なぜ公立学校教員に残業手当がつかないのか
萬井隆令
日本労働研究雑誌
585 09.４
* 生活時間の国際比較−日・米・仏・韓のカップル調査
連合総合生活開発研究所
A4.322 09.３
25．ホワイトカラー労働
韓国における中壮年ホワイトカラーの起業行動
李 莎梨
アジア経済
50-5 09.５
* 正社員が没落する
堤未果，湯浅誠他
角川書店（発売：角川グループパブリッシング） B40.270 09.５
26．パート・派遣労働
偽装管理者問題の周辺
熊沢誠 聞き手：今野晴貴
POSSE
2 08.12
「名ばかり管理職」と非正規労働者
梁 英聖
POSSE
2 08.12
派遣労働者の安全と健康
安全センター情報
359 09.３
親会社の違法派遣を告発
a原壯夫
月刊労働組合
531 09.４
派遣切りホットライン（報告）
派遣法改正連絡会
月刊労働組合
531 09.４
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安定成長期の内職・家内労働とパートタイム労働
a野 剛
奈良産業大学産業と経済
23-1/2 08.７
特集 非正規雇用をどう安定化させるか セーフティネット，支援策のあり方
ビジネス・レーバー・トレンド
409 09.４
非正規労働者の訓練はだれが行うのか，子供の養育などの生計費はだれがみるのか（永瀬伸子）正規・非
正規の二極分化的発想からの脱却が必要（古郡鞆子）雇用形態の多様化が求める真のセーフティネットの
構築を（樋口美雄）ロスジェネ世代は何を経験してきたか？（座談会）（安田英文 伊澤信昭 渡辺滉子
コーディネーター：堀有喜衣）協働型能力開発へ（玄田有史）
特集 「派遣切り」されたのは誰か
POSSE
3 09.４
「フリーター」か「半失業者」か（後藤道夫 聞き手：今野晴貴）フリーターという虚像と実像（伍賀一
道）「派遣切り」に対抗するキャリアラダー戦略（筒井美紀）派遣村の若者はどこから来たのか（今野晴貴）
非正規労働者をどう救うべきか
濱口桂一郎
現代の理論
19 09.４
労働政策を考える（1）
荻野勝彦
賃金事情
2557 09.2.５
女性労働者の座談会（上）〜（下）
星野久美子，本田美恵子，横田浩子 司会：伍淑子
婦人通信
610, 611 09.4, 09.５
労働者供給事業と労働者派遣
松岡宥二
飛礫
62 09.春
自治体における非正規労働者の特性
武下正行
労働社会学研究
10 09.３
* 人間らしい労働を
志位和夫
新日本出版社
A5.174 09.３
* パートタイマー白書 平成21年版
アイデム人と仕事研究所編
アイデム
A4.71 09.４
* トクする非正規社員マニュアル
日向咲嗣
同文舘出版
B6.237 09.３
* 派遣社員のためのリスク管理と上手な働き方
小岩広宣
同文舘出版
B6.233 09.５
28．女性労働
日本における性別職域分離研究の展開と課題
村尾祐美子
現代社会研究（東洋大）
6 09.３
女性管理職100人は「キャリア形成と管理職」をどう考える！
人事実務編集部
人事実務 1055 09.4.１
女性と起業の一考察（1）〜（2）
平池久義
下関市立大学論集
52-1/2, 52-3 08.9, 09.１
戦争・貧困のない未来を切り拓こう！
古賀 圭
社会評論
157 09.４
タイにおける女性経営管理職者のキャリア形成
ネーナパー・ワイラートサック（藪下）
社会政策
1-1 08.10
若年共働き家庭における子どもの育ちの実態と課題
篠原郁子
季刊家計経済研究
82 09.Spring
税理士《場》における事務所収入の男女差を生むメカニズム
鵜沢由美子
労働社会学研究 10 09.３
* 働く女性のサバイバル心理術
内藤誼人
成美堂出版
A6.223 09.２
* 働く女（ひと）の人間関係の新ルール
有川真由美
まこといちオフィス（発売：明日香出版社） B6.211 09.２
* 女性（あなた）が職場で損する理由
古川裕倫
扶桑社
B40.189 09.３
* 介護労働を生きる
白崎朝子
現代書館
B6.206 09.３
* ポスト育児期の女性と働き方
西村純子
慶応義塾大学出版会 A5.212 09.３
29．児童労働
* 世界商品と子供の奴隷
下山晃著 辰本実写真
ミネルヴァ書房
B6.311 09.３
30．若年労働
08年度POSSE「若者の仕事アンケート調査」結果 やりがいと違法状態の狭間で
今野晴貴
POSSE
2 08.12
POSSE調査の意義と課題
本田由紀
POSSE
2 08.12
内定取り消しで泣かない方法
川村遼平
POSSE
2 08.12
なぜ内定式は10月１日に多いのか
小杉礼子
日本労働研究雑誌
585 09.４
ジョブカフェ等の若年者就労支援システムの現状と課題
紺屋博昭
労働法学研究会報
2450 09.4.１
若年者雇用の融解とキャリア教育の方向性
吉村大吾
経済論究（九州大）
133 09.３
自転車メッセンジャーの労働世界
神野賢二
労働社会学研究
10 09.３
* 就職氷河期応援歌
西垣戸勝
論創社
B6.253 09.１
* 遭難フリーター
岩淵弘樹
太田出版
B6.206 09.２
* 「使い捨てられる若者たち」は格差社会の象徴か
原清治，山内乾史
ミネルヴァ書房 B6.251 09.５
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31．中高年労働
高齢社会の現状と継続雇用の課題
北村 靖
月刊経営労務
650 09.４
平成20年度シルバーの日活動実施状況
月刊シルバー人材センター
265 09.４
* 生涯現役キャリア作戦
青木羊耳
朱鳥社（発売：星雲社） B6.190 08.12
* それでも会社を辞めますか？
多田文明
アスキー・メディアワークス（発売：角川グループパブリッシング） B40.187 09.２
* 定年性依存症
岩崎正人
WAVE出版
B6.207 09.４
* 生涯現役社会のつくり方
横石知二
ソフトバンククリエイティブ
B40.175 09.２
32．障害者労働
沖縄県北部地域の企業による障害者雇用の取り組み
杉原 努
職業リハビリテーション
22-2 09.３
多様な就労形態への支援
中村秀紹，古川直樹
職業リハビリテーション
22-2 09.３
知的障害者の職場定着のための支援要因
鈴木良子，八重田淳，菊池恵美子
職業リハビリテーション
22-2 09.３
難病・内部障害者への就業支援実践
黒田小夜子
職業リハビリテーション
22-2 09.３
農業分野における知的障害者就労支援の取り組み
（報告）（大澤史伸）
職業リハビリテーション
22-2 09.３
わが地域の職リハ実践
岡田雅人
職業リハビリテーション
22-2 09.３
障害者の雇用支援機関の活動地域における連携状況と課題
角谷勝己
社会福祉学研究（日本福祉大） 4 09.３
特集 就労支援の現状と課題
ノーマライゼーション 29-4 09.４
障害のある人たちの就労は，今（東馬場良文）就労支援とジョブコーチの役割（小川 浩）「障害のある人
を主役に」（江口敬一）働く生活を支える（本田隆光）ワークスユニオンの役割（南石 勲）
* 職業リハビリテーション研究発表会発表論文集 第16回
高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター A4.366 08.11
* 高次脳機能障害者の就業の継続を可能とする要因に関する研究
高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター A4.141 09.３
* 視覚障害者の雇用拡大のための支援施策に関する研究
高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター A4.209 09.３
* 就労支援のためのチェックリスト活用の手引き
高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター A4.1冊 09.３
* 就労支援ハンドブック統合失調症者を支えるために
高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター
B5.80 09.３
* 障害特性等に応じたマッチング等，ハローワークにおける就職支援のノウハウ向上のための調査研究
高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター A4.130 09.３
* 精神障害者相談窓口ガイドブック
高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター
A4.89 09.３
* 精神障害者に対する就労支援過程における当事者のニーズと行動の変化に応じた支援技術の開発に関する研究
高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター
A4.86 09.３
* 地域関係機関の就労支援を支える情報支援のあり方に関する研究
高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター A4.212 09.３
* 地域就労支援における情報の取得と活用のガイドブック
高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター
A4.92 09.３
* 農業分野における障害者の職域拡大 高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター
A4.80 09.３
* 発達障害者の就労支援の課題に関する研究
高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター A4.295 09.３
* 米国等における発達障害者の就労支援の現状に関する研究
高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター A4.149 09.３
* 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
A4.91 09.４
* 大学等における障害・疾患のある学生の就職活動支援
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高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター A4.140 09.４
33．外国人労働
特集 多文化社会をどう構築するか
連合総研レポートDIO
237 09.４
現下の雇用情勢から見えてくる外国人労働者の課題（井口 泰）在日ブラジル人労働者の現状と経済危機
（ウラノ・エジソン）
台湾における外国人労働者問題に関する一般均衡分析
張 銘今
六甲台論集（神戸大） 55-3 09.３
福祉現場における外国人介護員との協働
吉田美香
東西南北（和光大）
2009 09.３
塚崎裕子著『外国人専門職・技術職の雇用問題 職業キャリアの観点から』（書評）
上林千恵子
日本労働研究雑誌
586 09.５
* ＜研修生＞という名の奴隷労働
「外国人労働者問題とこれからの日本」編集委員会編
花伝社（発売：共栄書房） B6.228 09.２
* 外国人研修生時給300円の労働者 ２
外国人研修生権利ネットワーク編
明石書店
A5.242 09.３
* 外国人労働者の効率賃金仮説分析
島田 章
五絃舎
A5.227 09.３
* 日本で働く非正規滞在者
鈴木江理子
明石書店
A5.516 09.４
35．労災，職業病，健康問題
特集 働く人のメンタルヘルスを考える
健康保険
63-4 09.４
若年世代を襲う「うつ病」，その背景とは（野村総一郎）20代30代働く人のメンタルケア（奥田良子）企
業・自治体のメンタルヘルス（今井保次）
ヤマダアツシの職場と身体をチェーック！（1）
山田 厚
まなぶ
619 09.４
An overview of industrial employees' exposure to noise in sundry processing and manufacturing industries in
ilorin metoropolis,Nigeria
Oyedepo S. Olayinka/Saadu A. Abdullahi
Industrial Health
47-2 09.３
Asbestos-related occupational cancers compensated under the industrial accident compensation insurance in Korea
Yeon-Soon Ahn/Seong-Kyu Kang
Industrial Health
47-2 09.３
Severe hypersensitivity dermatitis and liver dysfunction induced by occupational exposure to trichloroethylene
Xinyun Xu/Rongxing Yang/Nan Wu/Ping Zhong/Yuebin Ke/Li Zhou/Geyi Li/Haiyan Huang/Bin Wu/Jianhui Yuan
Industrial Health
47-2 09.３
判断基準は改正されたのか？半歩前進，？歩後退
川本浩之
安全センター情報
360 09.５
「クボタショック」から３年 それぞれの「アスベスト禍」，そして未来（1）〜（11）
古川和子
関西労災職業病
379〜389 08.5〜09.４
特集 がんばるな！医療従事者
労働の科学
64-6 09.６
医師・看護師過労死の現状と労働法規（松丸 正）医師の働き方をかえる（酒井一博）医師の働き方と慢
性疲労（出河雅彦）
36．ハラスメント
* 雇用平等ガイドブック 平成20年度
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課
A5.64 09.３
37．勤労者意識
JP労組組合員１万人総合意識調査最終分析作業中！
JP総研Research
5 09.５
ITエンジニアの職務満足度に関する実証研究
大薗陽子
イノベーション・マネジメント（法政大） 6 09.Spring
38．生活問題
「生活時間の国際比較−日・米・仏・韓のカップル調査」の概要（報告）
連合総研事務局
連合総研レポートDIO
237 09.４
足がむくんで歩けない
杉浦 裕
労働者住民医療
229 09.３

Ⅲ

労働運動

40．総 記
国際的研究開発競争と関税政策に対する労働組合の影響
高橋知也
経済学紀要（亜細亜大） 33-1/2 09.３
なぜ従業員全員が加入している組織が労働組合とならないのか
原 昌登
日本労働研究雑誌 585 09.４
学習の友社
A5.119 08.12
* 団体交渉・労働協約
今村幸次郎監修 編集委員会編著
* 労働と福祉国家の可能性
新川敏光，篠田徹編著
ミネルヴァ書房
A5.341 09.４
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41．労働組合・運動論
世界恐慌と私たちの課題
松枝佳宏
季刊自治体労働運動研究 32 09.４
特集 労働組合活動の新しい可能性
プランＢ
20 09.４
労働組合の基本的性格と法的考察（村岡 到）練馬区職労における反戦派の闘い（片山光広）非正規雇用
の拡大と労働組合の可能性（佐治義信）
「福祉型労働運動」への提言
福祉型労働運動のあり方に関する調査研究会
JP総研Research 5 09.５
カジノ資本主義の崩壊の中で
竹信三恵子
季刊自治労連
118 09.春季
世界恐慌と労働者運動の課題
佐藤 保
社会主義
562 09.４
労働組合の賃金・発言効果と未組織労働者の組織化支持
都留康，吉中孝，榎広之，徳田秀信
経済研究（一橋大）
60-2 09.４
特集 労働運動の明日を探る
現代の理論
19 09.４
社会運動としての連合再生を（インタビュー）（笹森清 聞き手：小林良暢）連合よ，正しく強かれ（要
宏輝）国際比較の視点から見た連合運動（田端博邦）
* 壁を壊す
中村圭介
教育文化協会（発売：第一書林） B40.187 09.５
43．地域別，産業別共闘
2009兵庫たたかう仲間の集会 「存在価値」問われる労働組合
塚原久雄
地域と労働運動 102 09.４
44．単産，単組
動労千葉結成30周年にあたって（講演）（布施宇一）
月刊交流センター
229 09.４
昔日の統一交渉 私鉄運動の明日
元呑 勝
ひろばユニオン
566 09.４
* 闘争の推進 2009年
全日本金属産業労働組合協議会
A4.95 09.２
* 多喜二の視点から見た 身体 地域 教育 オックスフォード小林多喜二記念シンポジウム論文集編集委員会編
小樽商科大学出版会（発売：紀伊国屋書店） A5.327 09.２
* たたかってこそ明日はある《総集編》
明るい職場と平和をめざすIHI連絡会（発売：本の泉社）
A4.214 09.２
* 異形の労働組合指導者「松崎明」の誤算と蹉跌
宗形 明
高木書房
B6.221 09.４
46．賃金闘争（含 生活改善闘争）
友情と連帯を深め，総対話に力を
阪井清二
交流誌
24 09.３
労使は 寒冷化 に耐えられるか
小井土有治
労働レーダー
33-4 09.４
動労千葉を先頭に全国でスト
大沢 康
国際労働運動
394 09.６
組織の総力で最終決着目標クリア 各組織で課題洗い出し全国大会へ 野田三七生
あけぼの 26-7 09.４
要求策定時期など課題検討し今後の春闘論議につなげる
中野富夫
あけぼの
26-7 09.４
賃上げ・時短以外の新たな課題を探る
飯田康夫
スタデイ
48-3 09.３
47．労働時間闘争
* 広がるワーク・ライフ・バランス
連合総合生活開発研究所
A4.301 09.４
48．リストラ・雇用対策
「いのちのホットライン」立ち上げ
和田米吉
季刊自治体労働運動研究 32 09.４
非正規組合の新時代
鹿田勝一
賃金と社会保障
1486 09.3.下旬
特集 大不況 減産と緊急対策と
ひろばユニオン
566 09.４
雇用危機 労使共同で不安払拭を（成瀬 豊）企業危機のりこえた「血の努力」（石原康則）希望退職・工
場閉鎖現場は悲鳴（原 正巳）合理化多発 原則踏まえ対応を（田村雅宣）雇用創出に思い切った政策を
（藤田正隆）リストラそのとき労働組合は（山内一浩）
緊急雇用対策と新たな労働運動への視点
伊藤彰信
地域と労働運動
102 09.４
* 『非正規切り』とたたかう！
自由法曹団
A4.54 09
49．権利闘争
ストライキで獲得された労働者性
大森直樹
社会評論
157 09.４
特集 経済大破局下の09春闘
新世紀
240 09.５
救国 への「パラダイムシフト」（猪狩真人）「内需主導型経済への転換」の妄想（白嶺 聖）日本経団
連の窮余の危機突破策（山田鉄生）
敵対的買収をめぐる最近の動向と労働者・労働組合の役割
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（講演）（報告）（松山 遙）
連合総研レポートDIO
237 09.４
退職労働者の団体交渉権
中村 猛
関西労災職業病
389 09.４
権利闘争の前進に向け，教育現場の実態で考える（報告）（澤田新一）
月刊権利闘争
390 09.４
組合差別・就業規則改定・賃金切り下げ（成績主義賃金導入・退職金切り下げ）による労働条件の一方的改
悪に抗して
下田 亨
月刊権利闘争
391 09.５
50．政策制度闘争
公契約運動 日野市「総合評価方式」の意義
三澤昌樹
季刊自治体労働運動研究
32 09.４
地域連携ビジネスのあり方に関する共同研究を終えて
米田勇逸
JP総研Research
5 09.５
特集 公契約運動，新たな段階へ
月刊労働組合
531 09.４
公契約条例が市議選の争点に（塩見幸治）条例は地域労働運動の課題でもある（小西純一郎）公契約条例
に必要な考え方（兵藤 宏）公共調達基本条例を制定（大泉敏男）オバマ大統領の労働改革とリビング・
ウェイジ運動（小畑精武）
51．教育文化宣伝活動
* ＜全逓文学＞五〇周年作品集
＜全逓文学＞50周年作品集編集委員会編
全逓文学集団
B6.350 09.５
52．労働組合と政治
「生活の安心・安定」は政権交代から（対談）（井上哲男 福山哲郎）
あけぼの
26-7 09.４
53．労働組合と社会問題，社会運動
年越し派遣村からみえたこと
鴨 桃代
労働者住民医療
229 09.３
特集 多民族労働運動のうねりを！
労働情報
764 09.4.１
外国籍労働者の実態と闘い（鳥井一平）破綻した労働者派遣制度の抜本見直しを求めて（浅井真由美）多
民族が連帯する「マーチ・イン・マーチ」を全国へ（中島由美子）
ワーキングプア生み出す自治体の現場から（報告）（佐藤一博）
月刊権利闘争
390 09.４
セーフティーネットを担う労働組合
坂本正義
地域と労働運動
102 09.４
* 派遣村
年越し派遣村実行委員会編
毎日新聞社
B6.237 09.３
* 派遣村
宇都宮健児，湯浅誠編
岩波書店
B6.181 09.３
* 松本清張と松川事件
北九州市立松本清張記念館
A4.24 08.1.19
* 「生きる」ために反撃するぞ！
雨宮処凛
筑摩書房
B6.188 09.３
54．労働者福祉・協同組合運動
特集 協同組合は格差社会にどう向きあうのか
協う
112 09.４
格差社会と協同組合の歴史（中川雄一郎）農協は格差社会にどう向き合うべきか（白石正彦）協同組合に
おける従事職員の位置（堀越芳昭）医療格差の問題と協同組合医療機関（角瀬保雄）
特集 「個人の時代」の運動・組織論への序章
社会運動
349 09.４
個人の時代の組織づくり試論（柳下信宏）現代社会とアソシエーション論（佐藤慶幸）国際的な社会的企
業の潮流から考える協同組合の進むべき道（藤井敦史）
* 地域から健康をつくる
日野秀逸
新日本出版社
B6.364 09.１

Ⅳ

経営労務

60．総 記
従業員の経営参加にあるべき姿を提言
水口哲樹
先見労務管理
1366 09.4.10
ワーク・ライフ・バランスと企業経営
澤田 幹
地域経済ニューズレター（金沢大） 84 09.３
なぜ退職すれば違約金を支払わせることは禁止されているのか
深谷信夫
日本労働研究雑誌 585 09.４
* アメリカモデルの終焉
冷泉彰彦
東洋経済新報社
B6.247 09.２
* 労務年鑑 2009年版
日本労務研究会
B5.412 09.２
* 日本型企業文化論
佐藤 和
慶応義塾大学出版会 A5.348 09.４
61．人事・労務管理
「名ばかり管理職」の法律的問題
棗一郎 聞き手：今野晴貴
POSSE
2 08.12
人事部門の進化 価値の送り手としての人事部門への転換
小出琢磨，城戸康彰，石山恒貴，須東朋広
産業能率大学紀要
29-2 09.２
明るみに出る日本航空の「物言えぬ職場作り」 自然と人間編集部
自然と人間
154 09.４
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個人に着目した人事管理（1）
太田 肇
人事実務
1055 09.4.１
2009年度へ向けた有料老人ホームの経営を考える
川辺 保
介護人材Ｑ＆Ａ
6-54 09.４
通所介護の稼働率アップを実現する戦略と実践
杉本浩司
介護人材Ｑ＆Ａ
6-54 09.４
特集 雇用情勢の変化と人事マネジメントの今後
エルダー
31-4 09.４
現在起きている雇用の問題点と今後の課題（五十嵐仁）これからの人事管理のポイント（原井新介）経済
情勢と雇用情勢について（武藤泰明）
なぜ「名ばかり管理職」が生まれるのか
八代充史
日本労働研究雑誌
585 09.４
The theory of labor dispute and the policy framework for labor-management corporation
Yoshihiro Yamazaki
福岡大学経済学論叢
53-3/4 09.３
サントリーの人事制度改革
杉本隆史
労働法学研究会報
2450 09.4.１
評価・報酬マネジメントと企業内基礎研究者の業績
石川 淳
立教ビジネスレビュー
2 09.３
今後の社会福祉経営に求められる人事管理（1）
岡田勝彦
月刊福祉
92-6 09.５
* ワーク・ライフ・バランスの経営学
渡辺 峻
中央経済社
A5.248 09.２
* ワーク・ライフ・バランスの人事管理
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング組織人事戦略部編
中央経済社
A5.254 09.３
* 非正社員から正社員になる！
吉田典史
光文社
B6.241 09.２
* 部下を定時に帰す「仕事術」
佐々木常夫
WAVE出版
B6.207 09.２
* 人的資源管理論
八代充史
中央経済社
A5.225 09.３
* 日本版ワーク・ライフ・バランス施策の現状と問題点
小澤考人
A5.35-60 09.３
* ネコ型社員の時代
山本直人
新潮社
B40.191 09.３
* 『ミドル』を活かせ！
愛知経営者協会
A4.57 09.５
62．賃金管理
なぜ賃金には様々な手当がつくのか
笹島芳雄
日本労働研究雑誌
585 09.４
なぜ日本型成果主義は生まれたのか
宮本光晴
日本労働研究雑誌
585 09.４
労働政策を考える（2），（4）
荻野勝彦
賃金事情 2559, 2563 09.3.5, 09.5.５
64．定年制，退職金，企業年金
退職金制度 ポイント制導入で改悪
水島協三
交流誌
24 09.３
なぜ退職金や賞与制度はあるのか
大湾秀雄，須田敏子
日本労働研究雑誌
585 09.４
65．福利厚生
なぜ年次有給休暇の計画的付与があるのか
小倉一哉
日本労働研究雑誌
585 09.４
66．教育・訓練
特集 多能化で会社の足腰を強くする
人事実務
1055 09.4.１
NTTコミュニケーションズ（山崎俊輔）星野リゾート（中田正則）森山産業宇都宮工場（中田正則）職務
拡大・多能化で組織力を高める人材マネジメント（吉田 寿）
キャリア形成と自己責任（1）〜（15）（最終回）
寺澤弘忠
産業訓練
629〜643 08.2〜09.４
キャノンにおけるキャリア形成支援
日比野泰彦
産業訓練
643 09.４
建築界における継続教育の動向と今後課題
秋山恒夫
職業能力開発研究
27 09.３
マーケティング発想を取り入れたモチベーションアップの やる気 創出指導法
奥田美都子
職業能力開発研究
27 09.３
特集 今日の視点でとらえる「接遇」−その考え方と実践について
産業訓練
644 09.５
接遇研修を担当するにあたり 今を生きる「接遇」を実践するために（及川ふさ子）職場の活性化を「接遇」
の実践で（座談会）（東海林雅子 石井美江 室富正達 司会：青木健）
67．リストラ・雇用
金融危機と派遣切り
今野晴貴
POSSE
2 08.12
特集 早期退職・希望退職
労政時報
3746 09.3.27
本誌特別調査 早期退職優遇制度・希望退職の実施状況（労務行政研究所編集部）緊急措置としての希望退
職募集の実施手順（大沢正子）
鉄鋼業のリストラとその方法
木村保茂
季刊北海学園大学経済論集
56-4 09.３
* リストラされた100人貧困の証言
門倉貴史，雇用クライシス取材班
宝島社
B40.207 09.３
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68．安全衛生管理
過労死つくる「名ばかり管理職」「名ばかり労組」
須田光照
POSSE
2 08.12
情報伝達と変更管理に着目した産業機械の労働災害分析手法の提案
濱島京子，梅崎重夫
労働安全衛生研究
2-1 09.３
労働者の死傷災害予防における産業安全学と産業医学の連携
小川康恭
労働安全衛生研究 2-1 09.３
安全ルールなど「法律を守ること」
，これなくして私たちの明日はない
中村太一
運輸労連 923 09.5.１

Ⅴ

労働・社会政策

70．総 記
特集 持続可能社会構築のための総合政策研究
Journal of policy studies（関西学院大） 30 08.11
持続可能社会研究センター閉幕にあたって（久野 武）テレワークと持続可能な社会（古川靖洋）ストッ
クホルム市ハンマビー・ショースタッド環境配慮循環型臨海都市開発のサスティナブル・シティの実現
（槇村久子）中国の労働市場の課題と企業の対応（野村浩一）
特集 障害者権利条約と日本の課題
法律時報
81-4 09.４
障害者権利条約における差別禁止と差別の三類型（東 俊裕）障害者権利条約と労働（松井亮輔）障害者
権利条約と教育（長瀬 修）
持続可能な経済・生活基盤構築の試み トセパン協同組合（メキシコ）のケーススタディ
坂田裕輔
生駒経済論叢（近畿大） 6-3 09.３
イギリスにおける地域再生政策の課題と可能性に関する一試論
八木橋慶一
社会政策
1-2 09.４
特集 公教育における排除と包摂 高校教育と特別支援教育から
季刊教育と文化
55 09.Spring
すべての子どもたちに学びの場を（池田賢市）教育の場に広がる「貧困」（本間正吾）特別支援教育を切り
口に（東 寿彦）公教育とインクルージョン（嶺井正也）
特集 フェアトレードと貧困削減
アジ研ワールド・トレンド
163 09.４
フェアトレードラベルの功罪を考える（北澤 肯）WTOドーハラウンドとフェアトレード（大野 敦）
JICAとフェアトレード（見宮美早）ODAの官民連携とフェアトレードの可能性（松永秀樹）国際フェアト
レード組織の戦略（池ヶ谷二美子）
特集 地域経済の再興へ
経済
165 09.６
経済危機の打開 地域再生の課題（岡田知弘）経済落ち込みの背景にある開発計画（小田 清）雇用悪化と
農業問題（神田健策）トヨタ城下町にみる貧困と反貧困（鈴木文熹）関西経済活性化策の新しさと古さ
（中山 徹）みつけた地域のたからもの（木村雅英）公共事業政策の焦点（森 裕之）
特集 貧困と社会的排除
月刊自治研
596 09.５
貧困・社会的排除・存在証明（西澤晃彦）労働市場における統合と排除（濱口桂一郎）母子世帯の子ども
の貧困（阿部 彩）
現代の貧困と不平等の再生産
青木 紀
月刊ヒューマンライツ
254 09.５
少子高齢化と生産性の概念
駄田井正
産業経済研究（久留米大） 49-3 08.12
特集 「教育改革」と教育労働者
社会主義
563 09.５
「改正」教育基本法下の学校の実態（中村元気）疲弊している教職員（豊巻浩也）賃金格差を持ちこむ人
事評価制度は許さない（坂口広則）全国学力テスト実施と教育の課題（金子 彰）多忙化する職場からの
反撃（座談会）（石崎浩 戸塚進 森口英男 中村元気）
アメリカの貧困対策における「政府の失敗」
野田博也
賃金と社会保障
1488 09.4.下旬
* 研究討論集会特別報告集 2009年５月
自由法曹団
A4.325 09.５
71．雇用・労働市場政策
雇用政策はどこに力を注ぐべきか
諏訪康雄
月刊労委労協
635 09.３
ドイツにおける労働市場の規制緩和
井藤正信
愛媛経済論集
28-1/2/3 09.３
なぜ職業紹介は国が行うのか
神林 龍
日本労働研究雑誌
585 09.４
解雇規制と失業保障，雇用創出のための緊急提言 労働運動総合研究所 労働総研ニュース 228/229 09.3/4
日本版「ワークシェア」の虚妄を超えて
竹信三恵子 聞き手：今野晴貴
POSSE
3 09.４
ワークシェアの階級的正体
田宮龍一
国際労働運動
394 09.６
均衡財政のもとでの公共支出と失業給付および雇用率の長期分析 吉井紀夫
追手門経済論集 43-2 09.３
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最後の雇用者政策とベーシック・インカム
内藤敦之
大月短大論集
40 09.３
今日の経済危機と失業対策
大木一訓，大須真治
月刊全労連
148 09.５
自治体の公共性生かし，緊急雇用の創出を
林 克
月刊全労連
148 09.５
労働市場の動向とこれからの雇用戦略について
藤井宏一
統計
60-4 09.４
ワークシェアリング
篠原滋，竹信三恵子
まなぶ
620 09.５
* なぜ雇用格差はなくならないのか
小林良暢
日本経済新聞出版社 B6.246 09.３
* 労働市場制度改革
鶴光太郎，樋口美雄，水町勇一郎編著
日本評論社
A5.324 09.５
74．安全衛生政策
労働衛生政策としての「工場体育」の変容に関する一考察 野依智子
大原社会問題研究所雑誌 607 09.５
* 「人間らしい労働」と「生活の質」の調和
第81回日本産業衛生学会企画運営委員会編
労働科学研究所出版部
A4.352 09.３
75．職業教育・訓練政策
労働者教育の問題点
マット・ノイズ 翻訳：石川公彦
労働法律旬報
1694 09.4.下旬
76．社会保障政策
社会を「分断」する租税政策
吉弘憲介
エコノミア（横浜国立大）
59-2 08.11
特集 障害者福祉の国際的展開
海外社会保障研究
166 09.Spring
ドイツにおける障害者福祉の現状と課題（森 周子）デンマークにおける障害者の「自立」の考え方−政
治と倫理（片岡 豊）カンボジアにおける障害者福祉の新たな展開について（漆原克文）2008年ADA改正
法の意義と日本への示唆（川島 聡）
特集 21年４月介護報酬改定
介護保険情報
10-1 09.４
従来の取り組みは評価されたが基本単位アップせず「敗北」（インタビュー）（川合秀治）評価できる改定
内容 量の拡大と質の向上を推進（インタビュー）（中田 清）
介護保険10年目の評価−介護の社会化は達成されたか（上）
岡本祐三
介護保険情報
10-1 09.４
社会福祉法人会計の現状と課題
福田哲也
関東学院大学経済経営研究所年報
31 09.３
特集 新しい社会保障の考え方を求めて 医療・介護等の分野へ，準市場・社会市場からのアプローチと検証
季刊社会保障研究
44-4 09.Spring
準市場論と医療制度改革（講演）（ジュリアン・ルグラン）OECD諸国における医療制度の多様性（講演）
（ピーター・シェーラー）介護保険と日本経済（講演）（京極高宣）
確定拠出年金の本人拠出（マッチング拠出）の導入について
山口 修
企業年金
356 09.４
介護保険制度の問題点といまからのたたかい
篠崎次男
月刊生活と健康
954 09.４
後期高齢者医療制度の問題点と課題（下）
伊藤周平
月刊労働組合
531 09.４
労働実態から見た医療改革の課題
桂木誠志
月刊労働組合
531 09.４
社会保障のネオパラダイムを求めて（1） ネオパラダイム研究会
社会保険旬報
2383 09.4.１
外国人看護師・介護福祉士候補生受入れ事業の課題と展望
片桐由喜
週刊社会保障
2524 09.3.30
特集 障害者自立支援法の見直しと課題
ノーマライゼーション 29-3 09.３
障害者自立支援法施行後３年の見直しについての概要と解説（成田すみれ）社保審障害者部会，その「見
直し」の論点を問う（岡部耕典）障害者自立支援法の見直しの答申を受けて（海原泰江）
改定介護保険を問う（1）
池尻成二
労働者住民医療
220 08.６
改定介護保険を問う（2）
池尻成二，宮田信之
労働者住民医療
221/222 08.7/8
改定介護保険を問う（3）
労働者住民医療編集部
労働者住民医療
223 08.９
改定介護保険を問う（4）
池尻成二，平野克美 労働者住民医療編集部
労働者住民医療
224 08.10
改定介護保険を問う（5）
池尻成二，中村大蔵 労働者住民医療編集部
労働者住民医療
225 08.11
改定介護保険を問う（6）
北村充成
労働者住民医療
226 08.12
改定介護保険を問う（7）〜（8）（完）
池尻成二
労働者住民医療
227〜229 09.1〜09.３
高齢者居住に関する政策の変遷と今日的課題
中田雅美
社会福祉学研究（日本福祉大） 4 09.３
生活保護制度における権利に関する考察
見平 隆
名古屋学院大学論集 社会科学篇
45-4 09.３
オーストリアの介護手当制度
松本勝明
社会政策
1-2 09.４
特集 10年目の介護保険を問う
議会と自治体
133 09.５
介護保険と社会保障「構造改革」の10年（木山紀一）誰もが安心して利用でき，働ける介護制度へ（榛田
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社会・労働関係文献月録
敦行）
たまゆら火災事故から見えてきたこと
樋口恵子
自然と人間
155 09.５
特集 介護問題
医療労働
512 09.４
2009年度介護報酬改定の概要（朝日健二）介護制度の課題と介護労働者の未来（白仁田敏史）
イタリアにおける介護制度と介護者
宮崎理枝
大月短大論集
40 09.３
EU新加盟国の貧困問題・社会保護システム・社会扶助
堀林 巧
金沢大学経済論集
29-2 09.３
特集 介護労働
季刊家計経済研究
82 09.Spring
介護サービス産業と人材確保（下野恵子）介護労働の現在（対談）（西川真規子 諏訪徹）介護職のストレ
ス・バーンアウトと雇用管理（堀田聰子）介護労働とケアマネジメント（山井理恵）外国人介護労働者と
労働市場の形成（安里和晃）
高齢者介護施設における派遣スタッフの活用
堀田聰子
月刊人材ビジネス
274 09.５
特集 真の社会保障再構築に向けて
建設労働のひろば
70 09.４
国民皆保険制度の危機打開（松尾慎一郎）日本の医療危機の現状と打開の道（牧野忠康）利用者，家族の
実態から介護保険制度改善の課題を探る（林 泰則）住まい確保は人権擁護の前提（中島明子）
ドイツの公的介護保険にみる給付の傾向と特徴
佐藤影美
厚生の指標
56-4 09.４
特集 貧困化する日本と政策課題
社会政策研究
9 09.３
貧困問題と所得保障制度（駒村康平）給付つき税額控除の活用（田中聡一郎）ホームレス自立支援の結果
と今後の課題（道中 隆）自治体の生活保護行政をめぐる現状と課題（沼尾波子）所得格差拡大は「みせ
かけ」か？（四方理人）拡大する所得格差と貧困率の将来見通し（稲垣誠一）年齢階級・世帯類型別にみ
た日本の貧困動態の特徴（石井加代子 山田篤裕）低所得層における国民年金保険料納付免除の実態（山
田篤裕）給付抑制期における児童扶養手当の分析（田宮遊子）
社会保障のネオパラダイムを求めて（2）〜（3）
ネオパラダイム研究会
社会保険旬報
2384, 2385 09.4.11, 09.4.21
どうする？高齢者の漂流，労働の破壊
丸山重威
社会保障
424 09.初夏
働く女性の実情と保育制度改革
大西玲子
社会保障
424 09.初夏
緊急の雇用対策と中長期的な雇用構造改革
清家 篤
週刊社会保障
2526 09.4.13
法定福利費の上昇がもたらすもの
西久保浩二
週刊社会保障
2526 09.4.13
金融危機下の経済対策と社会保障
若杉敬明
週刊社会保障
2527 09.4.20
社会保障の将来像
藤本健太郎
週刊社会保障
2527 09.4.20
高齢者医療制度はどうなる？
増田雅暢
週刊社会保障
2525 09.4.６
「ストックをめぐる社会保障」と住宅・コミュニティ政策
広井良典
週刊社会保障
2525 09.4.６
日本経団連の社会保障「提言」を読む
里見賢治
賃金と社会保障
1488 09.4.下旬
ハウジングプアへの公的施策の貧困
稲葉 剛
賃金と社会保障
1487 09.4.上旬
特集 日本及び諸外国の公的年金運用
年金と経済
28-1 09.４
米国における公的年金の資産運用について（渡辺由美子）カナダの年金制度と積立金運用（寺田浩貴）年
金積立金運用の基本的な考え方と基本ポートフォリオ（清水時彦）スウェーデンの公的年金資金運用（森
浩太郎）ニュージーランドの年金制度および年金資金運用の概要と特徴（棚橋俊介）中国の公的年金運用
について（関根栄一）
* 社会保障年鑑 2009年版
健康保険組合連合会編
東洋経済新報社
A5.416 09.４
* 社会保障・社会福祉の原理・法・政策
堀 勝洋
ミネルヴァ書房
A5.461 09.４
* 介護情報Ｑ＆Ａ
小竹雅子
岩波書店
A5.144 09.５
* 年金を選択する
駒村康平編著
慶応義塾大学出版会 A5.270 09.５
77．社会福祉政策
精神障害者社会復帰施設における精神看護実習の学びの分析
結城佳子，鈴木敦子，太田知子，小林美子，坂田三允
名寄市立大学紀要
3 09.３
公的機関による障害差別（1）〜（2）
植木 淳
北九州市立大学法政論集
36-1, 36-4 08.10, 09.３
フランスの家族と社会福祉
松村祥子
国民生活研究
48-4 09.３
裁判員制度における障害者への配慮に関する一考察
愼 英弘
人権教育研究（花園大） 17 09.３
社会福祉改革と生活最低限保障に関する研究・序説
宮内良樹
大学院紀要（法政大）
62 09.３
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貧困から目をそむけ，生活保護の役割をわすれた判決
吉永 純
賃金と社会保障
1486 09.3.下旬
社会福祉施設における地域交流に関する研究
鈴木政史
長野大学紀要
30-4 09.３
保健医療福祉領域における「連携」の基本的概念整理
吉池毅志，栄セツコ
桃山学院大学総合研究所紀要
34-3 09.３
介護職における離転職意思形成の分析
永井隆雄，小野宗利
社会政策
1-1 08.10
介護職員の介護実行度と介護施設利用者の訴え・不満との関係に関する研究
横山博司，杉野寿子，桑本美由紀，古谷京一
徳山大学総合研究所紀要 31 09.３
社会福祉施設における記録に関する一考察
小林武生
徳山大学総合研究所紀要 31 09.３
地域ケアシステムにおける要援護者の整容行為への支援活動
家根明子，徳重柳子
徳山大学総合研究所紀要 31 09.３
特別養護老人ホームにおける施設ケアマネジャーの役割に関する研究
菅原俊博
社会福祉学研究（日本福祉大） 4 09.３
特集 障害者福祉の見直し
都市問題
100-5 09.５
障害者自立支援法改正と障害者の自立（小澤 温）介護保険の拡大で生じる障害者福祉の問題点（石渡和
実）特別支援教育の発展のために（茂木俊彦）医療受診のバリアフリーに必要なコミュニケーションの工
夫（大屋 滋）独創的に開花した日本のバリアフリー（三星昭宏）
介護の「仕事」と働く「人」をつなぐ
道下裕史
介護人材Ｑ＆Ａ
6-55 09.５
小規模多機能ホームにおけ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
42-3 09.３
親と暮らす障害者の自立
新藤こずえ
教育福祉研究（北海道大） 15 09.３
特集 児童福祉法改正
月刊福祉
92-6 09.５
還暦・児童福祉法は泣いている？（柏女霊峰）子育て支援の方向性（椋野美智子）里親制度のこれから
（庄司順一）児童福祉法改正と社会的養護関連部分の主なる内容（高橋利一）改正児童福祉法が児童相談所
に求めるものとは（津崎哲郎）
医療・介護労働者の増員は一石二鳥以上の雇用対策
小池康義
月刊全労連
148 09.５
介護（高齢者福祉）分野の「雇用政策」について
清水俊朗
月刊全労連
148 09.５
ケアサービスの準市場化はケア労働者に何をもたらしたのか
松川誠一，久場嬉子，清水洋行他
社会政策研究
9 09.３
高齢者の「孤立」に対応する福祉政策の変遷
黒岩亮子
社会福祉（日本女子大） 49 09.３
都市コミュニティの現在と地域福祉
内藤辰美
社会福祉（日本女子大） 49 09.３
特集 今日の貧困と社会福祉の方向 ナショナルミニマムの再構築に向けて
総合社会福祉研究 34 09.３
地域における医療崩壊の実態と再生に向けた取り組み（堀毛清史）保育園に在籍している母子世帯の動向
と福祉的課題（伊藤克実）福祉労働の実態と今後の展望（藤原里佐）維持可能な21世紀型地域・自治体づ
くりと地域福祉（広原盛明）
特集 専門的福祉労働の復権
総合社会福祉研究
34 09.３
生活アセスメントと社会福祉実践の専門性（大野勇夫）福祉ケアワークにおける行為と専門性（垣内国光）
欧米におけるケアワーカーの動向と政策上の教訓（三富紀敬）利用者の援助拒否・社会的孤立・潜在化問
題から福祉労働のあり方を考える（小川栄二 三浦ふたば 中島裕彦）個別支援計画から福祉実践を創る
（植田 章）
* 図表でみる世界の最低生活保障
OECD編著 連合総合政策局訳
明石書店
B5.206 08.７
78．労働法
労働協約における使用者の「協約能力」と「協約締結権」の異同およびその存否の判断基準並びに労働協約
解約の有効性について
緒方桂子
広島法科大学院論集（広島大）
5 09.３
労働者派遣法を変えるための大同団結を！
笹森 清
自然と人間
154 09.４
「登録型」犯人説は粗雑な論理 規制緩和の行き過ぎで欠陥露呈
高梨 昌
月刊人材ビジネス 273 09.４
公務労働者労働基本権確立への検討
武藤 聡
社会主義
562 09.４
中国における雇用システムの変遷と労働契約法の制定
賈 曄
東京国際大学論叢 商学部編 79 09.３
なぜ国家公務員には労働基準法の適用がないのか
渡辺 賢
日本労働研究雑誌
585 09.４
なぜ内職にだけ家内労働法があるのか
橋本陽子
日本労働研究雑誌
585 09.４
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なぜ労基法では１日８時間・時間外割増率25％となったのか
小嶌典明
日本労働研究雑誌 585 09.４
なぜ労働者派遣が禁止されている業務があるのか
佐野嘉秀
日本労働研究雑誌
585 09.４
なぜ労働法は強行法なのか
米津孝司
日本労働研究雑誌
585 09.４
労働契約法七条についての一考察（二）（完）
三井正信
広島法学
32-4 09.３
働く人のための労働法（4）
宮里邦雄
まなぶ
619 09.４
助成金を活用したワークシェアリング
福間みゆき
人事実務
1058 09.5.15
労働政策を考える（3）
荻野勝彦
賃金事情
2561 09.4.５
特集 企業システム・企業法制の変化と労働法
日本労働法学会誌
113 09.５
企業再編と労働法（シンポジウム）（報告）（有田謙司）物言う株主時代の労働者保護法理（シンポジウム）
（報告）（河合 塁）倒産法制における労働者代表関与の意義と課題（シンポジウム）（報告）（新谷眞人）
企業組織・企業法制の変化と解雇法制（シンポジウム）（報告）（本久洋一）企業の変化と労働法学の課題
（シンポジウム）（報告）（米津孝司）
働く人のための労働法（5）
宮里邦雄
まなぶ
620 09.５
偽装請負における業者従業員と発注元との労働契約関係の成立について
萬井隆令
労働法律旬報
1694 09.4.下旬
派遣法改正の基本的視点
西谷 敏
労働法律旬報
1694 09.4.下旬
新卒採用内定取消における行政の対応と法的救済
山川和義
労働法律旬報
1693 09.4.上旬
イタリア労働法における賃金の均等待遇原則の展開（1） 大木正俊
早稲田法学
84-2 09.３
* わかりやすい労働紛争解決の手引
園部 厚
民事法研究会
A5.220 08.９
* 現代実務労働法
木村大樹著 高梨昌監修
エイデル研究所
A5.879 09.３
* 労働契約の理論と実務
野川忍，山川隆一編
中央経済社
A5.412 09.３
* 雇用調整の法律実務
高谷知佐子
労務行政
A5.238 09.４
* 働く人をとりまく法律入門
大内伸哉編著
ミネルヴァ書房
A5.324 09.４
* 合同労組と上部団体
河本 毅
日本法令
A5.453 09.３
* それでは，訴えさせていただきます
労働者を守る弁護士有志の会編著
角川SSコミュニケーションズ
B40.175 09.３
* 変貌する労働時間法理
道幸哲也，開本英幸，淺野高宏編
法律文化社
A5.213 09.５
79．労働判例
枚方市事件判決の到達点と問題点
城塚健之
季刊自治と分権
35 09.４
形式不十分な退職金規程は正規と認めない
清水弥生
先見労務管理
1366 09.4.10
業務の過重性判断と小集団活動
篠原信貴
労働法律旬報
1694 09.4.下旬
デリバティブのブローカーが競業避止義務に違反して雇用契約中に結んだ新しい雇用契約の効力とそこにお
ける損害賠償額の予定の効力
向田正巳
労働法律旬報
1694 09.4.下旬
労働協約による定年退職直前の退職金減額
原 俊之
労働法律旬報
1693 09.4.上旬
80．労働委員会
東海旅客鉄道（第二運輸所掲示物撤去・訓告処分等）事件
中央労働時報 別冊
1367 09.３
不当労働行為制度と「労働者」性覚書
田端博邦
月刊労委労協
635 09.３
* 不当労働行為事件命令集 《19年１月〜４月・137》
中央労働委員会事務局 A5.1176 09
* 石川県労働委員会年報 平成20年
石川県労働委員会
A5.127 09.３
* 大阪労委年報 平成20年
大阪府労働委員会事務局
A5.804 09.３
* 岡山県労働委員会年誌 平成20年
岡山県労働委員会事務局
A4.76 09.３
* 鹿児島県労働委員会年報 平成20年版
鹿児島県労働委員会事務局
A4.65 09.３
* 神奈川県労委不当労働行為事件命令集 第15集
神奈川県労働委員会事務局
A5.210 09.３
* 神奈川県労働委員会年報 平成20年
神奈川県労働委員会
A5.139 09.３
* 京都府労働委員会年報 平成20年版
京都府労働委員会事務局
A4.145 09.３
* 千葉県労働委員会年報 平成20年
千葉県労働委員会事務局
A4.104 09.３
* 福島県労働委員会年報 第36巻（平成20年版）
福島県労働委員会事務局
A4.126 09.３
* 山梨県労働委員会年報 平成20年版
山梨県労働委員会事務局
A5.47 09.３
* 年報 平成20年
広島県労働委員会事務局
A4.143 09.５
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世界労働

91．アジア
苦闘を続けるパキスタン労働運動
小島正剛
労働レーダー
33-4 09.４
モンゴルにおける教育と労働市場
駿河輝和，アマルジャルガル・ダイリー
国際協力論集（神戸大） 16-3 09.３
* 韓国ワーキングプア88万ウォン世代
禹 薫，朴権一著 金友子，金聖一，朴昌明訳
明石書店
B6.321 09.２
* 主要先進国における人材養成分野の国際協力施策調査報告書
海外職業訓練協会
A4.64 09.３
* アジア日系企業と労働格差
宮本謙介
北海道大学出版会
A5.192 09.４
93．ヨーロッパ
欧州労働関連ストレスに関する自主的枠組み協定の実施
安全センター情報
359 09.３
* 主要先進国における人材養成分野の国際協力施策調査報告書
海外職業訓練協会
A4.66 09.３
* ドイツ社会政策の構造転換
小林甲一
高菅出版
A5.248 09.６
95．北アメリカ
大学と労働運動，社会運動をつなぐ橋
高須裕彦，小畑精武
労働法律旬報
1690 09.2.下旬
大学と労働運動，社会運動をつなぐ橋
木玲，青野恵美子，山崎精一，中島醸
労働法律旬報
1692 09.3.下旬
カリフォルニア州の財政破綻
村上和幸
国際労働運動
394 09.６
世界の労働組合
国際労働運動
394 09.６
* 物語 経営と労働のアメリカ史
松田裕之
現代図書（発売：星雲社） A5.233 06.３
99．ILO，国際機関
なぜILOは三者構成なのか
吾郷眞一
日本労働研究雑誌
585 09.４
特集 第21回国際労働問題シンポジウム ディーセントワーク創出のための技能開発 生産性向上，雇用促
進，発展をめざして
大原社会問題研究所雑誌
607 09.５
第５議題の結論文書について（シンポジウム）（林 雅彦）政府の立場から（シンポジウム）（松原伸夫）
労働者の立場から（シンポジウム）（伊古田隆一）使用者の立場から（シンポジウム）（平田 充）ILOレ
ポートと日本の若年労働問題（シンポジウム）（小杉礼子）ディーセントワーク創出のための技能開発（講
演）（シンポジウム）（レイ・グラナル）

Ⅶ

歴

史

100．総 記
* アイルランドの経験
後藤浩子編
法政大学出版局
A5.452
* 年報日本現代史 2009
「年報日本現代史」編集委員会編
現代史料出版
A5.234
* アジア／日本
米谷匡史
岩波書店
B6.210
* 日本産業社会の「神話」
小池和男
日本経済新聞出版社 B6.278
101．生活・労働史（日本）
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（6）
上田 修
桃山学院大学経済経営論集
50-4
炭鉱開発と地域経済
岡田有功
エネルギー史研究（九州大） 24
戦前期海外駐在員の内外給与格差問題
藤村 聡
経済経営研究年報（神戸大） 58
江戸下がり酒問屋山田屋五郎助店の経営
賀川隆行
三井文庫論叢
42
「自営」という選択
荒木康代
労働社会学研究
10
* 近代筑豊炭鉱における女性鉱夫の労働と家族に関する研究
［野依智子］
A4.189
* 両大戦間期の組合製糸
田中雅孝
御茶の水書房
A5.421
* ＜いのち＞をめぐる近代史
岩田重則
吉川弘文館
B6.236
* 社宅街
社宅研究会編著
学芸出版社
A5.254
* 農村出身者は都会でどうくらしたか？第２版
前野裕次
A4.167
103．ジェンダー・フェミニズム・女性史（日本）
幕末開港場における外国人向け遊郭
福田美穂
女性歴史文化研究所紀要（京都橘大） 17
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「松前稼」の理想と現実
真島芳恵
女性歴史文化研究所紀要（京都橘大） 17 09.３
104．ジェンダー・フェミニズム・女性史（外国・国際）
* イギリス労働者教育協会（WEA）の女性たち
WEA女性教育委員会著 ゾエ・マンビー編
新水社
A5.223 09.３
105．社会事業・慈善事業史
* 貧民の帝都
塩見鮮一郎
文藝春秋
B40.251 08.９
* 近代日本の国民動員
郡司 淳
刀水書房
A5.372 09.３
106．社会・労働政策史（日本）
日本における児童虐待に関する社会的対応の変遷
田中真衣
社会福祉（日本女子大） 49 09.３
107．社会・労働政策史（外国・国際）
1920年代ドイツ都市における浮浪者対策と最低限の生活水準
柳沢のどか
一橋経済学
3-2 09.１
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（2）
岩本由輝
東北学院大学経済学論集
170 09.３
中北浩爾著『日本労働政治の国際関係史1945−1964 社会民主主義という選択肢』（書評）
久米郁男
日本労働研究雑誌
586 09.５
* 京都労働運動史 年表・資料
京都府商工労働観光部労政課
A4.378 09
* SECT６＋大正闘争資料集
神津陽編著
JCA出版
B5.277 09.４
109．労働運動史（外国・国際）
* ワイマール期ドイツ労働組合史
枡田大知彦
立教大学出版会（発売：有斐閣） A5.337 09.３
110．社会主義運動史（日本）
小林多喜二と現代（講演）（井上昌三）
交流誌
24 09.３
* まだ生きている
田中美智子
新日本出版社
B6.221 09.３
* 検証：大須事件の全貌
宮地健一
御茶の水書房
A5.223 09.５
111．社会主義運動史（外国・国際）
* ロシア社会主義革命史
今村 稔
社会主義協会
B6.160 09.３
* チェ★ゲバラプレイバック
太田昌国
現代企画室
B6.300 09.１
112．諸社会運動史
特集 社会運動をリニューアルする
社会運動
350 09.５
戦後社会運動史の中に生活クラブを位置づけるために（1）
（岩根邦雄 道場親信）垣間見た激動の韓国（1）
（桑原史成）戦後社会運動史の中に生活クラブを位置づけるために・その初心（道場親信）
特集 シンポジウム民権運動再考「地域から描く自由民権」
自由民権
22 09.３
「文明」と民権（報告）（金井隆典）地域史からみた自由民権運動（報告）（高久嶺之介）地域自由党員と
民権運動（報告）（高島千代）自由民権運動の地域性（報告）（河西英通）『武相自由民権史料集』のねらっ
たもの（報告）（松崎 稔）
一九二〇年代の融和運動における演劇活動についてのノート 本郷浩二
水平社博物館研究紀要 11 09.３
全国水平社少年代表山田孝野次郎の生涯
仲林弘次
水平社博物館研究紀要
11 09.３
特集 「大阪の部落史」完結！
部落解放
613 09.５
構造的・動態的な部落史の可能性（吉田 勉）一地域の部落史をこえた存在（吉田文茂）部落解放を願う
人びとの生きた地域史（上田正昭）部落史研究の新たな発展にむけて（井上満郎 布引敏雄 寺木伸明
北崎豊二 司会：渡辺俊雄）
* 戦後部落解放運動の研究 2008年度
愛知人権ネット
B5.111 08
* 検証学生運動 上巻
れんだいこ
社会批評社
B6.272 09.２
* 戦後改革期におけるもう一つの農民運動
坂口正彦
A5.97-127 09.２
* ドキュメント在日本朝鮮人連盟
呉 圭祥
岩波書店
B6.450 09.３
* 武相の結社
町田市立自由民権資料館編
町田市教育委員会
A5.107 09.３
* 山本宣治
本庄 豊
学習の友社
A5.159 09.３
* 歴史伝承委員会調査報告書 2008年度
航空科学振興財団歴史伝承委員会
A4.71 09.３
岩波書店
B6.377 09.４
* 高畠通敏集 第５巻
高畠通敏著 栗原彬，五十嵐暁郎編
* 河野広中
長井純市
吉川弘文館
B6.295 09.５
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* 日本主義と東京大学
井上義和
柏書房
A5.249
* 有田に生きて
小林史郎
A5.356
* 部落史連続講座 講演録 2008年度
京都部落問題研究資料センター
A5.140
* 賀川豊彦を知っていますか
阿部志郎，雨宮栄一，武田清子，森田進，古屋安雄，加山久夫
教文館
B6.122
* テロルの時代
本庄 豊
群青社（発売：星雲社） B6.173
* 特集 賀川豊彦その現代的可能性を求めて
オルター・トレード・ジャパン編
太田出版
24cm.165
* 一条ふみ
一条ふみ
黒田大介
B5.145
* 斎藤一郎著作集 第11巻〜第12巻
斎藤一郎
あかね図書販売
B6.288, B6.292
* 終末と革命のロシア・ルネサンス
亀山郁夫
岩波書店
A6.414
* 占領後期政治・社会運動の諸側面（その１）
法政大学大原社会問題研究所
A4.110
* 岐阜県農民運動先覚者顕彰会30周年記念誌
岐阜県農民運動先覚者顕彰会事務局
B5.88

98

大原社会問題研究所雑誌

08.７
09.３
09.３
09.４
09.４
09.４
09.５
09.５
09.５
09.６
09.７

No.611・612／2009.9・10

