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０．総 記
特集 裁判員制度を考える
あごら
322 09.６
裁判員制度について（福田和男）官僚裁判で冤罪は防げない！（客野美喜子）司法制度改革としての裁判
員制度（牧 梶郎）考えるきっかけとしての裁判員制度（伊藤 友）
「子育ての楽しみ」要因と少子化対策の可能性
越智祐子，村上寿来
厚生の指標
56-7 09.７
特集 社会構造の歴史的転換の今を読み解く
社会運動
352 09.７
近代変容初期の終わりと市民の役割（インタビュー）（篠原 一）世界金融危機（宮崎 徹）世界経済危機
の中のエネルギーと地域再生（インタビュー）（諸富 徹）
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
65-2 09.６
離家とその規定要因：日本・ドイツ・イタリアの比較を通じて（田渕六郎）学歴と雇用安定性のパートナ
ーシップ形成への影響（津谷典子）
* 日本とウェールズにおける炭鉱の記憶 ８月７日
札幌学院大学
A4.1冊 09
* 日本とウェールズにおける炭鉱の記憶 ８月８日
札幌学院大学
A4.1冊 09
* 学歴格差の経済学
橘木俊詔，松浦司
勁草書房
A5.192 09.６
* 産業心理学
宮城まり子
培風館
B6.268 09.６
* こんな時はマルクスに聞け
高島康司
道出版
B6.219 09.７
* ストリートの思想
毛利嘉孝
日本放送出版協会
B6.270 09.７
筑摩書房
A6.437 09.８
* 言葉と戦車を見すえて
加藤周一著 小森陽一，成田龍一編
* 高畠通敏集 第１巻
高畠通敏著 栗原彬，五十嵐暁郎編 都築勉解説
岩波書店
B6.348 09.９
１．ジェンダー・フェミニズム・女性論
ジェンダー教育と平等
稲垣惠一
豊橋創造大学紀要
13 09.３
Negotiating what's Natural
Scott North
Social science Japan journal 12-1
09.Summer
問われる日本の女性差別是正の遅れ
平兼悦子
前衛
846 09.８
特集 「女」と「男」。 25年でなにが変わったか
まなぶ
622 09.７
子どもをジェンダーバイアスから解放するために（金子由美子）国際社会の声さえ無視する日本（酒井和
子）変化する企業社会と女性労働のいま（中野麻美）言葉から考える「女らしさ」「男らしさ」（中村桃子）
ジェンダー平等を各党のマニフェストの中心に！
柴山恵美子
労働運動研究
23 09.８
* 女性白書 2009
日本婦人団体連合会編
ほるぷ出版
A5.293 09.８
* 日本のフェミニズム ４ 新編
天野正子他編
岩波書店
B6.336 09.８
２．労働論
私はこう考える 人の心を管理する流れには抵抗を
斎藤貴男
まなぶ
621 09.６
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* ハイブリッドワーカー
ヨシナガ編
講談社
B40.230 09.８
３．労使（資）関係論
日本型『成果主義』導入のポイントと労使の課題
城 繁幸
労使研
132 09.７
４．労働経済論（含 賃金論）
国際金融危機＝世界大恐慌とマルクス経済理論
建部正義
政経研究
92 09.５
７．社会保障論
ベーシック・インカムと社会保障への影響
矢野秀利
関西大学社会学部紀要 40-2 09.３
特集 社会保障と契約
季刊社会保障研究 45-1 09.Summer
介護保険法および障害者自立支援法と契約（中野妙子）福祉サービス契約における利用者の権利保障制度
の現状と課題（熊谷士郎）保育所入所の法的性質をめぐる考察（倉田賀世）社会保障と契約の諸問題（岩
村正彦）医療保険制度と契約（石田道彦）企業年金と契約（森戸英幸）
社会保障制度の改革と積極的雇用政策による雇用セーフティネットの構築を討議（報告）
駒村康平，宮本太郎
連合総研レポートDIO
239 09.６
８．社会福祉論
公的保育制度改革と「保育の質」のゆくえ（講演）（浅井春夫）
医療労働
515 09.７
価値としての「連帯」「相互扶助」
菊池理夫
改革者
587 09.６
「福祉国家」はゆらいでいるか
都留民子
経済
168 09.９
介護報酬改定で介護職員の就業はどう変わるか
阿部 崇
月刊福祉
92-9 09.８
* 世界で一番冷たい格差の国・日本
矢部 武
光文社
B6.244 09.７
* 世代間連帯
上野千鶴子，辻本清美
岩波書店
B40.251 09.７
* 子どもの貧困
阿部 彩
岩波書店
B40.266 09.８
* コミュニティを問いなおす
広井良典
筑摩書房
B40.292 09.８
10．労働科学，人間工学
解剖実習におけるホルムアルデヒド曝露防護のための労働衛生保護具（防毒マスクと保護めがね）着用の有
効性の検討
岩澤聡子，津田洋子，内山隆文，丸山康孝，神田博仁他
労働科学
85-3 09.８
特集 慢性疲労・回復へのアプローチ
労働の科学
64-8 09.８
慢性的な睡眠不足と心理的ストレスがもたらすリスク（久保智英）われわれが新たに発見した生体内物質
と慢性疲労の関係（南 正康）医療従事者の慢性疲労につながる作業要因とその対策（水野有希，吉川徹）
看護師の安全に対する認識・行動と慢性疲労（奥村隆志）慢性疲労に陥らない労働者の特性を探る試み
（松元 俊）５年間の慢性疲労研究をふりかえって（佐々木司）
11．職業教育・訓練論
高校生における「自分らしさ」と就業意識
菅原健太
北海道大学大学院教育学研究院紀要 107 09.６
特集 能力開発と人材育成 職業訓練の方向性を考える
ビジネス・レーバー・トレンド
412 09.７
サービス業における人材育成・能力開発（藤本 真）欧州諸国の職業訓練政策の特徴と方向（今野浩一郎）
非正社員の能力開発（原ひろみ）平成20年度能力開発基本調査の結果概要
* 総合的ものづくり人材教育訓練コース事例 ３（付：CD）〜６
職業能力開発総合大学校能力開発研究センター
A4.58〜A4.62 08.3〜09.３
* 組織行動とキャリアの心理学入門
松山一紀
大学教育出版
A5.153 09.４
* 楽しいキャリアデザイン
斎藤博，岡崎洋，佐藤勝彦
八千代出版
B5.111 09.５
* 日本の職業教育
寺田盛紀
晃洋書房
A5.211 09.７
* ワーク・モティベーション ゲイリー・レイサム著 金井壽宏監訳 依田卓巳訳
NTT出版
B6.537 09.７
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労働問題

20．総 記
* 変化する賃金・雇用制度と男女間賃金格差に関する検討のための基礎調査結果
労働政策研究・研修機構
* 副業者の就労に関する調査
労働政策研究・研修機構
21．雇用・労働市場
GMの破産と労働者（下）
大塚秀之
経済
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特集

仕事を複数持つ人「副業者」の実情

就業状態，収入，労働時間など副業者の素顔にアプローチ
ビジネス・レーバー・トレンド
412 09.７
副業者の就労に関するアンケート調査8.1％が副業を行う（荒川創太 奥田栄二）副業者の素顔（荒川創太）
* 介護分野における労働者の確保等に関する研究
労働政策研究・研修機構
A4.203 09.６
* 日本の雇用
大久保幸夫
講談社
B40.203 09.６
22．労働条件
健全なトラック運輸産業の発展と労働者の処遇改善，権利確立のために
芦崎光夫
建交労雑誌版
理論集41 09.夏
保育所実態調査08年度集計結果報告
日本医療労働組合連合会
医療労働
515 09.７
違法駐車状況の実態
若井牧人，餅井崇，池田仁，大武裕喜，蒔田純司
運輸労連
927 09.7.１
ワーク・ライフ・バランス施策の制度化に関する考察
高瀬武典，岩橋建治
関西大学社会学部紀要 40-1 08.12
「雇用形態の多様化」と労働条件
小越洋之助
政経研究
2 09.５
非組合員の労働条件（初任給）と義務的団交事項性
二片すず
労働法律旬報
1699 09.7.上旬
24．労働時間
「2008年度夜勤実態調査」結果
日本医療労働組合連合会
医療労働
514 09.６
看護労働における夜勤，とくに長時間夜勤の有害性
佐々木司
医療労働
514 09.６
ワーク・ライフ・バランス（1）
笹島芳雄
旬刊賃金・労務通信 62-16 09.6.15
管理者のリーダーシップで実現度高まる
連合総研研究会
旬刊賃金・労務通信 62-15 09.6.５
特集 破壊される労働時間規制
働くもののいのちと健康 40 09.７
労働時間法制の弾力化と問題点（今村幸次郎）教職員の長時間労働の実態と健康（水落貴司）過労死をつ
くらない看護職場への改善（大村淑美）制度改悪のもとで拡大する福祉現場の健康破壊（金田聖子）就業
形態の多様化と労働者の健康（森岡孝二）
特集 そうだ！休みをとろう
まなぶ
624 09.８
なぜ長期休暇が定着しないのか（松村文人）休みやすい職場をつくる（座談会）（森秀親 原陽子 中村は
な子 北川佑子）
生活時間の国際比較
連合総研
労経ファイル
501 09.7.１
労働時間管理と労基署監督指導対応の留意点
角森洋子
労働法学研究会報
2457 09.7.15
25．ホワイトカラー労働
Career competition within organizations
Tetsuo Nakashima
Japan labor review 6-3 09.Summer
Early or late promotion/screening?
Katsuhito Uehara
Japan labor review 6-3 09.Summer
26．パート・派遣労働
労働者供給，労働者派遣，請負の区分に関する基準について
全労働省労働組合労働者派遣問題プロジェクトチーム
季刊労働行政研究
19 09.春
Nonregular workers and inequality in Japan
Charles Weathers
Social science Japan journal 12-1
09.Summer
「非正規切り」に女性たちが立ち上がっている
井筒百子
前衛
846 09.８
* 派遣の星
井上恭子
文芸社
B6.149 09.８
* フリーターの心理学 白井利明，下村英雄，川崎友嗣，若松養亮，安達智子 世界思想社 B6.235 09.９
27．在宅・家内労働
* 在宅ワーク実践テキスト キャリア・デザイン編
社会経済生産性本部
A4.95 09.３
* 在宅ワーク実践テキスト 実践・応用編
社会経済生産性本部
A4.95 09.３
* 在宅ワーク実践テキスト スタートアップ編
社会経済生産性本部
A4.95 09.３
28．女性労働
女性差別撤廃条約採択30周年
堀江ゆり
月刊全労連
150 09.７
子の養育など従業員ニーズを調査
東京都産業労働局
旬刊賃金・労務通信 62-16 09.6.15
妊娠など不利益取扱いでの相談割合が上昇
旬刊賃金・労務通信 62-17 09.6.25
30．若年労働
近年における若者研究の動向
藤岡伸明
一橋社会科学
6 09.３

83

若者の就業行動の地域的特性
阿部 誠
地域と経済（大分大）
2 09.６
* 大学新卒者採用において重視する行動特性（コンピテンシー）に関する調査
労働政策研究・研修機構
A4.139 09.６
* 若者と貧困
湯浅誠，冨樫匡孝，上間陽子，仁平典宏編著
明石書店
A5.274 09.８
31．中高年労働
日本の新しい 働き方システム についての提言
松田学，清家篤，城繁幸他
エルダー
31-7 09.７
特集 70歳時代の人生二毛作 生涯現役の実践者たち
エルダー
31-8 09.８
「学びの杜」を運営し地元の活性化を推進（小林正美）青春の思い出を輝く音で蘇らせたい（八田隆二郎
ジュリー高岡）七〇歳を過ぎてピカピカの看護師一年生に（宮島勝子）騎馬民族説から日本語の起源を探
究（東 巌夫）
特集 高年齢者雇用
日本労働研究雑誌
589 09.８
定年延長と継続雇用制度（八代充史）高年齢者の就業と引退（高木朋代）高齢者就業率の規定要因（山田
篤裕）年金制度改正が男性高齢者の労働供給行動に与える影響の分析（石井加代子 黒澤昌子）高年法の
雇用確保措置をめぐる新たな法的課題（柳澤 武）高年齢者雇用を考える（座談会）（愛甲和弘 石田昭浩
伊藤恒雄 堺和雄 鈴木岳生 二宮大祐 司会：戎野淑子）
* 共同研究年報 平成20年度
高齢・障害者雇用支援機構
A4.331 09.８
32．障害者労働
障害者雇用好事例集
UIゼンセン同盟政策局
UIゼンセンコンパス 59-7/8 09.7/8
33．外国人労働
一時的外国人労働者受入れ制度の定着過程
上林千恵子
社会志林（法政大）
56-1 09.７
* 日本企業における留学生の就労に関する調査
労働政策研究・研修機構
A4.165 09.６
* 日本の外国人労働力
中村二朗，内藤久裕，神林龍，川口大司，町北朋洋
日本経済新聞出版社 A5.303 09.６
35．労災，職業病，健康問題
2009年度労働環境総点検月間参考資料 職場の安全衛生活動を強化しよう
UIゼンセン同盟政策局
UIゼンセンコンパス 59-7/8 09.7/8
東京都済生会中央病院の看護師過労死事件について
川人博，原宏之，小貫陽介
医療労働
514 09.６
村上優子さんの過労死認定のたたかい
川辺和宏
医療労働
514 09.６
特集 労働衛生の歴史と現状・日仏比較（2）
大原社会問題研究所雑誌
610 09.８
＜瘴気＞と＜国民の心身の健康＞（サンドラ・シャール）腰痛から過労死まで 過労なのか，悪労なのか
（ポール・ジョバン 訳：関口涼子）労災事故に遭遇した労働者の経歴（ヴェロニク・ドバス＝ルトゥルヌゥ
訳：齊藤佳史）
特集 いのちと健康を守る
月刊全労連
151 09.８
労働安全衛生活動の視点と具体的課題（田村昭彦）過労死の労災認定と行政訴訟の到達点について（玉木
一成）じん肺とアスベスト被害根絶のたたかいの到達点と課題（鈴木 剛）いのちと健康を守る課題を第
一義的課題として（渡邉一博）自治労連の労安活動について（藤田良子）子どもの瞳輝く学習と，教職員
が生きいきと働き続けるために（高橋信一）安全衛生対策部が牽引役となって（伊東輝義）執行部なんと
かしろ（鈴木貴之）
職場のメンタルヘルスと精神障害者の職場復帰支援
上平忠一
長野大学紀要
31-1 09.６
特集 「心の病」
働くもののいのちと健康 40 09.７
心理的負荷評価表の見直しから「判断指針」の抜本的改善に向けて（松浦健伸）「『心の健康問題により休
業した労働者の職場復帰支援の手引き』の改訂」について（中林正憲）
ヤマダアツシの職場と身体をチェーック！（3）〜（4）
山田 厚
まなぶ
621, 622 09.6, 09.７
36．ハラスメント
特集 働く場に人権はあるのか 冷酷な企業の論理に殺されるな
建設労働のひろば
71 09.７
増える外国人労働者に対する人権侵害（本多ミヨ子）女性自衛隊員レイプ未遂・退職強要（佐藤博文）
37．勤労者意識
ワーク・モティベーションのバランスと企業文化
山下 京
JP総研Research
6 09.６
38．生活問題
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失業者への援助をめぐって
高橋美保
季刊労働行政研究
07年の世帯所得が２年ぶり減少
厚生労働省
旬刊賃金・労務通信
子育てする権利，子育てする時間を保障していく視点を
田宮遊子
連合
ひとり親世帯の貧困は「子供の貧困」に直結する 自己責任で片づけていいはずがない
吉田昌哉
連合
母子世帯にはあらゆる貧困が連鎖している
木村由理子
連合
* 労働と貧困
日本弁護士連合会編
あけび書房
* 雨宮処凛の「生存革命」日記
雨宮処凛
集英社
* 反貧困の学校２
宇都宮健児，湯浅誠編
明石書店

Ⅲ

19 09.春
62-16 09.6.15
22-4 09.７
22-4 09.７
22-4 09.７
A5.268 09.５
B6.189 09.６
B6.188 09.８

労働運動

40．総 記
転機に立つ新自由主義
渡辺 治
季刊自治労連
119 09.夏季
特集 そうだ！組合があるじゃないか つながる・学ぶ・立ち上がる
クレスコ
101 09.８
労働組合が若者にとって必要な理由（武田 敦）青年教員のしゃべり場＝「エデュカフェ」でつながり，
学び合う（岩本訓典）教育，子どもたちの困難と教職員組合の役割（渡辺 治）
職場における労働組合活動
大平 洋
農政と公務労働
108 09.７
「新自由主義」と勤労者運動（3）
田嶋知来
労働運動研究
23 09.８
41．労働組合・運動論
ポスト構造改革 の労働運動
石水喜夫
JP総研Research
6 09.６
労働運動再生戦略を考える
高須裕彦
月刊労委労協
639 09.７
特集 労働組合の新時代
POSSE
4 09.７
労働組合が社会をつくる（インタビュー）（田端博邦 聞き手：今野晴貴）大失業時代における労働組合の
ヘゲモニー戦略（木下武男）立ち上がる新世代の若者ユニオン（座談会）（河添誠 菅野存 司会：今野晴
貴）なぜ外国人労働者のユニオンが成功したのか（ウラノ・エジソン 聞き手：今野晴貴）
なぜ集団的「労働運動」は成立しないのか
吉岡賢二
現代の理論
20 09.７
ユニオン運動の可能性と展望を探る
小畑精武
現代の理論
20 09.７
特集 労働組合論の再検討
国際経済労働研究
992 09.８
労働運動（草野忠義）労働組合のあり方再考（新妻健治）いま，労働組合に求められているもの（藤村博之）
誌上学習会 労働組合のはなし（2）〜（4）
松本重延
まなぶ
621〜624 09.6〜09.８
42．ナショナルセンター
ともに人間が大切にされる社会実現のために
高田公子
月刊全労連
150 09.７
日本労働運動史の快挙−全労連20周年
小林洋二
月刊全労連
150 09.７
労働運動 連合が春季闘争での役割について議論
ビジネス・レーバー・トレンド調査・解析部
ビジネス・レーバー・トレンド
412 09.７
職場で，地域で，「絆」の再構築を
山路憲夫
連合
22-4 09.７
43．地域別，産業別共闘
物流部門を持つ連合加盟組合が，産別の枠を超えて情報交換を行い，物流産業の政策実現をめざす
運輸労連 交通労連
運輸労連
927 09.7.１
44．単産，単組
第135回産業別労使懇談会，第72回損害調査産業別労使懇談会を開催
GENKI
80 09.６
日本医労連第31回保育所会議（報告）（日本医療労働組合連合会）
医療労働
515 09.７
日本郵政のガバナンスは国民の目線で
（インタビュー）
（難波奨二 インタビュアー：加藤秀治郎）
改革者
587 09.６
正規−非正規の分断のりこえる新たな労働組合をつくったぞ！
一陽会労働組合執行委員会
月刊交流センター
231 09.６
* 全医労六十年の歩み
全日本国立医療労働組合
A4.91 09.７
* 損保労連政策・提言集 2010
損害保険労働組合連合会
A4.41 09.９
46．賃金闘争（含 生活改善闘争）
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形骸化すすむ大手の惨状 「企業別」克服が課題
高木 光
月刊全労連
151 09.８
賃金プロットの作成
月刊労働組合
534 09.７
新しい運動の形成を評価
連合
旬刊賃金・労務通信 62-16 09.6.15
09春闘の総括と今後の課題
中央労働時報
1104 09.６
「共闘連絡会議」発足で本質的な春闘改革がスタートした 総力をあげて，壊れた雇用と労働の再生を果たし
ていく
團野久茂
連合
22-4 09.７
労働組合のスト権をめぐる闘い 負けることは許されない
全国一般労働組合東京南部ベルリッツ・ゼネラル・ユニオン東京
労働情報
771 09.7.15
09春闘 軒並みベアゼロで抑え込まれる
労働通信
251 09.５
48．リストラ・雇用対策
特集 派遣切り・雇用破壊とたたかう
月刊全労連
150 09.７
戦後労働法制と労働者派遣法（萬井隆令）「非正規切り」，雇用破壊とのたたかい（寺間誠治）派遣切り率
全国一の山形でたたかう（佐藤完治）共同で派遣労働者サポートセンターを開所，派遣切りとのたたかい
には組織化で（平野竜也）日本一の「派遣切り」とのたたかい（榑松佐一）製造業派遣労働者の多い滋賀
で非正規切りとのたたかい，組合結成へ（今村伸治）派遣切りとのたたかいを通して雇用をつなぐ成果
（伊原 潔）地域の支えと組合の力でたたかいが前進（門田勇人）マツダの正社員化めざして裁判（高根孝
昭）団結と労働組合の可能性を知った３ヵ月間のたたかい（柿森紀和子）大分キャノンとのたたかい（児
玉圭史）
高木剛のこれだけは言っておく
高木 剛
連合
22-4 09.７
49．権利闘争
特集 第２次国鉄決戦で革命勝利へ前進を
国際労働運動
396 09.８
動労千葉労働運動が土台 ３・25反動判決を徹底弾劾 ５・27臨大闘争弾圧との闘い
いまこそ労働者の権利教育を
高須裕彦
季刊労働者の権利
280 09.7Summer
国鉄1047名解雇撤回！労働者派遣法撤廃！改憲阻止！麻生政権打倒！６・14−15連続闘争に全国から総決起を！
田中康宏
月刊交流センター
231 09.６
全世界の労働者と共に−一般合同労組さいたまユニオン第２回大会開催
一般合同労組さいたまユニオン
月刊交流センター
231 09.６
特集 たたかいで働くルールをつくる
前衛
844 09.７
たたかってこそ 使い捨て雇用 を打破できる（生熊茂実）違法派遣・偽装請負とのたたかいの先にある
派遣法抜本改正（村田浩治）
労働運動研究全国討論・交流集会2009
連帯
279 09.６
北見闘争団（有）北見ユニティ 清掃事業体験交流の旅
保泉 誠
労働情報
771 09.7.15
総選挙後には政治解決へ
佐久間誠
労働情報
771 09.7.15
50．政策制度闘争
安心して働き，生活するための雇用対策の確立に向けた提言
全労働省労働組合雇用対策提言プロジェクトチーム
季刊労働行政研究
19 09.春
一致するところでの共同，国へ声をあげよう
自治労連
季刊自治労連
119 09.夏季
特集 規制緩和との闘い
月刊労働組合
534 09.７
共闘の力で雇用と秩序守る（川田 澄）危機に立つ地方バス路線（戸高武俊）民営化職場を直営に戻した
（門脇 忍）200人の解雇撤回・復職勝ち取ったトルコ沿岸労働者（浦田 誠）規制緩和10年の再検討（山
家悠紀夫）
51．教育文化宣伝活動
自治労連運動の「継承・改善・発展」を討論，日頃の「思い・悩み」を出し合い，明日の自治労連を語る
自治労連
季刊自治労連
119 09.夏季
住民の幸せをねがい，次代を担う青年たちが沖縄に集う 自治労連
季刊自治労連
119 09.夏季
52．労働組合と政治
改憲・構造改革政治，消費税増税政治の転換をめざし，国民が主人公の政治の実現を（報告）
季刊自治労連
119 09.夏季
必勝！総選挙 若者・女性のココロはこうしてつかむべし
鈴木寛，岡本直美
連合
22-4 09.７
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毎日が秒読み！いつ「解散」になってもおかしくない
山口茂記
連合
22-4 09.７
53．労働組合と社会問題，社会運動
平和の尊さ学ぶ
小池康義
医療労働
515 09.７
雇用の悪化と制度改革で保育に 赤信号 ―制度を守れ！予算をふやせ！保育所つくれ！の大運動を（報告）
木村雅英
季刊自治労連
119 09.夏季
世界の新しい流れと，日本で世論を広げるための自治労連の役割
（報告）（田中章史）
季刊自治労連
119 09.夏季
保育の「公的保障」を壊す「新たな保育の仕組み」を考える（報告）
季刊自治労連
119 09.夏季
特集 民衆運動の構想力
季刊ピープルズ・プラン
46 09.Spring
生存と労働の問題がひとつながりになった（インタビュー）（湯浅誠 聞き手：白川真澄 塩沢加奈子）反
失業の新しい運動を（インタビュー）（小谷野毅 聞き手：白川真澄 山口響）ユニオンは役に立つ！社会
的認知が広がっている（インタビュー）（鴨桃代 聞き手：白川真澄 塩沢加奈子）
特集 労働組合による非正規労働者の正社員化の取組み
季刊労働者の権利
280 09.7Summer
契約社員の正社員化を闘って（佐古正明）非正規雇用の正規化（田端博邦）
中小企業のまちに公契約条例制定を
岩郷寿夫
月刊全労連
150 09.７
特集 非正規労働者の「声」と労働組合に求められる役割
連合総研レポートDIO
240 09.7/8
派遣労働者の声を聴く（木村‡太郎）非正規労働者の声をくみ上げる（佐藤 厚）労働組合は本当に非正
社員を「仲間」にしなくてよいのか？（本田一成）
* 労働者と裁判員制度
大川一夫
一葉社
A5.68 09.７
54．労働者福祉・協同組合運動
特集 社会的企業で雇用拡大できるか
都市問題
100-7 09.７
地域課題の解決を生活者が担う「ソーシャルビジネス」（日置真世）欧州における雇用統合型社会的企業の
歴史と現状（エリック・ビデ 翻訳：田中暁子）持続的に進化する韓国の社会的企業（チョン・ソンヒ
翻訳：五石敬路）ワーカーズコープの「協同労働」と「仕事おこし」（古村伸宏）
時代の転換点に立って
高橋 均
季刊労働行政研究
19 09.春
隅田川医療相談会の活動
池亀卯女
労働者住民医療
231 09.５
労住医連第27回総会議案
労住医連
労働者住民医療
231 09.５
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経営労務

60．総 記
労働者財産形成法の展開と経営パートナーシャフト
増田正勝
広島経済大学経済研究論集 32-1 09.６
中小企業ワーク・ライフ・バランス対応経営マニュアル
中小企業庁
労経ファイル
501 09.7.１
61．人事・労務管理
人的資源管理におけるダイナミック・メンテナンスの試み
森田雅也
関西大学社会学部紀要 40-2 09.３
セミナー実況中継 伸びる組織のための人事・賃金基礎講座 不況に克つ，改革へのオリエンテーション（4）
赤津雅彦
旬刊賃金・労務通信 62-17 09.6.25
幹部候補絞込みは40代からが主流
日本人事行政研究所
旬刊賃金・労務通信 62-15 09.6.５
* 人事労務管理事典
山岸俊正
丸善プラネット（発売：丸善）
A5.305 08.12
* 従業員の意識と人材マネジメントの課題に関する調査
労働政策研究・研修機構
A4.316 08.９
* 雇用システムと人事戦略に関する調査 2007年調査
労働政策研究・研修機構
A4.252 09.３
* 叢書・働くということ ４巻
佐藤博樹編著
ミネルヴァ書房
A5.285 09.６
* 中小企業の雇用管理と両立支援に関する調査結果
労働政策研究・研修機構
A4.233 09.６
* 不況時の労務管理Ｑ＆Ａ
外井浩志
中央経済社
A5.289 09.６
62．賃金管理
2009年初任給，賃金改定調査結果 賃金改定が影響し伸び鈍化
労働法令協会
旬刊賃金・労務通信 62-17 09.6.25
支給額が６年ぶり前年下まわる
日本経団連
旬刊賃金・労務通信 62-17 09.6.25
社長の報酬237万円，年収は3215万円
賃金管理研究所
旬刊賃金・労務通信 62-15 09.6.５
18職種の熟練度別賃金
日本生産性本部
旬刊賃金・労務通信 62-18 09.7.５
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賃金制度

今後は「組織・チームワークの成果」を反映する企業が増加
ビジネス・レーバー・トレンド調査・解析部
ビジネス・レーバー・トレンド
412 09.７
* 仕事・役割貢献度を基軸とした賃金制度の構築・運用に向けて
日本経済団体連合会編
日本経団連事業サービス
A4.104 08.５
* 成果主義賃金制度の日韓比較
労働政策研究・研修機構
A4.116 09.３
65．福利厚生
戦後初期における企業内福利厚生の変貌
坂本直子
社会科学論集（埼玉大） 127 09.６
2009年版 中小企業と福利厚生
旬刊福利厚生
旬刊福利厚生
2013 09.6.８
人事院（07年民間企業調査）社宅，法定外労災，男性の育休促進策
旬刊福利厚生
2013 09.6.８
66．教育・訓練
金融機関における教育システム開発とその効果の検証（前編）
藤田通紀
企業と人材
951 09.7.20
OJT実施事業所が６割に上昇
厚生労働省
旬刊賃金・労務通信 62-18 09.7.５
特集 技術系人材のキャリア開発
調査と研究（京都大）
34 07.４
企業研究者に期待されるキャリア・コンピテンシーと複線型人事制度（若林直樹 西岡由美 松山一紀
本間利通）研究開発人材における雇用の流動化と人材活用システム（中谷光博）研究開発人材のキャリア
開発（本間利通 中本龍市）
中小企業の人材育成と業績に関する一考察
井上善海
広島大学経済論叢
33-1 09.７
* ものづくり産業における技能者の育成・能力開発と処遇
労働政策研究・研修機構
A4.423 09.６
67．リストラ・雇用
非正規の雇用調整は解雇が30％
内閣府経済社会総研
旬刊賃金・労務通信 62-16 09.6.15
高卒95.6％，大卒95.7％ともに前年比低下
厚生労働省
旬刊賃金・労務通信 62-17 09.6.25
本年６月までに21万６千人が失職
厚生労働省
旬刊賃金・労務通信 62-17 09.6.25
雇用調整実施が47％に増大
厚生労働省
旬刊賃金・労務通信 62-18 09.7.５
68．安全衛生管理
特集 企業と地域の防災力
労働の科学
64-9 09.９
東京ガスの地震防災対策（萬來雄一）マツダの災害対策と地域との連携（伊藤一生）地域防災における企
業の役割（世一乃里子）地域のために電力を守る（長田芳成）
* あなたの職場の衛生点検 第２版
中央労働災害防止協会 B6.138 09.７
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労働・社会政策

70．総 記
特集 中国の格差，日本の格差 格差社会をめぐる日中共同シンポジウム
一橋社会科学
6 09.３
現代日本における格差の重層的構造（町村敬志）中国社会階層変化の新動向（李 強）日本における市民
社会論の系譜（渡辺雅男）中国の市民社会論批判（韓 立新）
実学理念に基づく高大接続教育の展開（講演）（酒井正三郎）
地域と経済（大分大）
2 09.６
自動車産業のグローバル展開を支える開発拠点形成と技術革新
（講演）（シンポジウム）（清 一郎）
地域と経済（大分大）
2 09.６
地方都市における地域活動と社会参加
豊島慎一郎
地域と経済（大分大）
2 09.６
特集 「格差論壇」の座標
POSSE
4 09.７
私は「格差論壇」MAPをどう見たか（1）（インタビュー）（五十嵐仁 聞き手：POSSE編集部）私は「格
差論壇」MAPをどう見たか（2）（インタビュー）（濱口桂一郎 聞き手：今野晴貴）「ニート論壇」って言
うな！（座談会）（杉田俊介 増山麗奈 後藤和智）「格差論壇」MAPとは何なのか（木下武男 聞き手：
今野晴貴）
特集 安心できる住まいを 求められる住宅保障
議会と自治体
136 09.８
住宅のセーフティネットをどう構築するか（インタビュー）（平山洋介）「住まいの貧困」克服へ，問われ
る公営住宅政策（高瀬康正）民間賃貸住宅の現状と居住権保障の課題（船越康亘）雇用促進住宅の廃止撤
回・活用を（西田一廣）市営・URなど公的住宅の活用・拡充にとりくむ（嵯峨サダ子）
岩手県田野畑村における小学校統合後の地域活性化に関する調査研究（第１報）
浅沼道成 アルテス
リベラレス（岩手大）
84 09.６
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派遣村が実現した生活相談グループと労働組合グループとの連携・共同
湯浅 誠
機関紙と宣伝
915 09.８
特集 『移民』の時代
月刊自治研
599 09.８
新しい移民の時代と地方自治体（秋月謙吾）住民とは誰か（高谷 幸）多文化都市・新宿から「移民の時
代」を考える（川村千鶴子）不就学に陥った子どもへの支援策（津村公博）
年越し派遣村が可視化したもの
東海林智
現代の理論
20 09.７
特集 地域の自立的発展戦略
地域開発
539 09.６
光触媒クラスター形成への挑戦（城戸宏史）人と人とのつながりを活かす小値賀のアイランドツーリズム
（田代雅彦）地域資源を活用する佐伯市の取組み（三浦丈治）「文化」と「ネットワーク」による地域再生
（根岸裕孝）南九州地域のアグリクラスター（西田顕生）
特集 ハウジングプア
賃金と社会保障
1494 09.7.下旬
いわゆる社会福祉法第二種施設内において発生した殺人事件において，被告人に有利な情状として同施設
の構造的問題 に言及し懲役一三年の刑を言渡した事例（戸舘圭之）証人調書（湯浅 誠）月収一〇万円で
安心して暮らせる住まいを！（稲葉 剛）
個別労働紛争 08年度労働局での相談件数が初めて100万件超える
ビジネス・レーバー・トレンド調査・解析部
ビジネス・レーバー・トレンド
412 09.７
特集 大不況にどう立ち向かうか−経済・雇用の崩壊と再建の途
労働法律旬報
1699 09.7.上旬
労働組合は大不況にどう立ち向かうか（鴨 桃代）〇八恐慌の特徴と雇用再建の課題（森岡孝二）
* 企業外における個別労働紛争の予防・解決システム利用者の実態調査
労働政策研究・研修機構
A4.82 09.５
* 厚生労働白書 平成21年版 （付：CD）
厚生労働省編
ぎょうせい
A4.249 09.８
71．雇用・労働市場政策
雇用保険業務の現場で何がおきているか（座談会）（公共職業安定所 全労働本部 司会：全労働本部）
季刊労働行政研究
19 09.春
雇用ポートフォリオ・システム改革の視点
仁田道夫
現代の理論
20 09.７
雇用を軸に持続可能な社会を実現
安心社会実現会議
旬刊賃金・労務通信 62-18 09.7.５
特集 経済危機下の雇用政策とソーシャルセーフティネットの現状
世界の労働
59-7 09.７
ドイツ社会のセーフティネットの特徴と変容（嶋田佳広）日本の雇用政策とセーフティーネットの現状
（野川 忍）仕事を中心とした福祉社会の復興（丸谷浩介）アメリカ復興・再投資法（ARRA）による雇用
政策（柳澤 武）中国の雇用情勢と社会的セーフティネット（石井知章）ILO報告 世界経済危機とディー
セント・ワーク（ILO駐日事務所）フランスの雇用政策とセーフティーネットの現状（奥田香子）
補正予算 緊急雇用対策に過去最大規模の二兆五一二八億円
ビジネス・レーバー・トレンド調査・解析部
ビジネス・レーバー・トレンド
412 09.７
特集 雇用調整，維持，そして創出 地域の経済・雇用動向と課題
ビジネス・レーバー・トレンド
413 09.８
金融危機が直撃した地域の動向と課題（荻野 登）金属産業の現場はどうなっているのか（インタビュー）
（西原浩一郎 聞き手：荻野登）自治体（県）は雇用創出にどんなビジョンと戦略をもっているのか（渡辺
博顕）
21年度補正予算に伴う新たな雇用対策の特徴と問題点
森崎 巌
労働情報
771 09.7.15
特集 仕事と家庭の両立支援に向けて
労働調査
477 09.７
育児・介護休業法の改正と今後の課題（川田知子）連合が求める「仕事と生活の両立支援」（山口洋子）仕
事と家庭の両立支援（大石亜希子）
育児・介護休業法及び雇用保険法改正法案が衆院通過
労働法令通信
2184 09.6.28
改正雇用保険法施行規則公布さる
労働法令通信
2184 09.6.28
雇用保険関係各種助成金制度の概要（Ⅳ）
労働法令通信
2184 09.6.28
* 高齢化社会における雇用政策：日本とフィンランドの比較研究
労働政策研究・研修機構 A4.41 09.３
* 職業分類の改訂に関する研究１
労働政策研究・研修機構
A4.233 09.３
72．賃金政策
* 欧米諸国における最低賃金制度
労働政策研究・研修機構
A4.118 08.12
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73．労働基準政策
労働基準法の一部を改正する法律の施行について
厚生労働省労働基準局
労経ファイル 501 09.7.１
労働基準法の一部改正を知ろう
労働通信
251 09.５
改正労働基準法の内容の周知を要請
労働法令通信
2184 09.6.28
平成22年４月１日施行 改正労働基準法の解説（1）
中川恒彦
労働法令通信
2184 09.6.28
75．職業教育・訓練政策
若年者向けキャリア・コンサルティング報告書・第１部
厚生労働省
労経ファイル
501 09.7.１
76．社会保障政策
特集 韓国の社会保障−日韓比較の視点から
海外社会保障研究 167 09.Summer
金大中・廬武鉉政権の社会保障政策（株本千鶴）変容する韓国のワークフェア政策（鄭 在哲）韓国の社
会と社会保障制度（金成垣 山本克也）韓国年金制度の動向（朴 正培）保健医療政策（李 蓮花）韓国
の介護保険制度（金 貞任）韓国における少子化対策（松江暁子）
公立病院改革の本質と課題（上）
島崎謙治
社会保険旬報
2394 09.7.21
社会保障の継続性
島 和俊
週刊社会保障
2538 09.7.13
少子化対策として必要な非正規雇用者に対する社会的保護
永瀬伸子
週刊社会保障
2539 09.7.20
低所得者対策とマイクロファイナンス
石田重森
週刊社会保障
2539 09.7.20
社会保障における「任意性／強制性」
久塚純一
週刊社会保障
2540 09.7.27
特集 北欧の社会と福祉 経済・福祉・教育・労働
世界の労働
59-6 09.６
概説：北欧の福祉の特徴（山本麻由美）北欧のジェンダー政策の現状・課題（大塚陽子）金融危機下の北
欧システムの可能性（丸尾直美）フィンランドにおける教育の現状と課題（渡邊あや）データから見る北
欧諸国（吉田和央）
消費税増税で社会保障はよくなるのか
垣内 亮
前衛
846 09.８
保育の公的責任を放棄する日本の異常は直ちにたださなければならない（上） 広井暢子
前衛
846 09.８
高齢化社会における医療・保健・福祉の三位一体
河野伸造
長野大学紀要
31-1 09.６
* ワーキングプア時代
山田昌弘
文藝春秋
B6.245 09.６
* 社会保険ポイント解説09／10
日本生産性本部生産性労働情報センター
A5.158 09.８
77．社会福祉政策
介護福祉サービス専門職としての自己啓発活動
落合克能，坂本宣和，平尾修彦，松島範正
介護人材Ｑ＆Ａ
6-58 09.８
「求められる介護福祉士像」を目標に スキルアップの支援へ
石井須美子
介護人材Ｑ＆Ａ 6-58 09.８
Does it matter who cares? A comparison of daughters versus daughters-in-law Japanese elder care
Susan O. Long/Ruth Campbell/Nishimura Chie
Social science Japan journal
12-1 09.Summer
介護の今日的課題とケアに関わる生きがい研究
橋本正明
生きがい研究
15 09.３
特集 福祉人材の育成
月刊福祉
92-9 09.８
福祉施設で人材育成は行われているのか（対談）（武居敏 薄井照人）チューター制度で育ちと信頼をつく
る（至誠ホーム）法人内・法人間の職員交換研修 地域共同研修の取り組み（特別養護老人ホームふれあ
いの泉）組織と人事・養成（長根祐子）福祉QC活動と人材育成（難波朝重）教育環境としての社会福祉施
設（永田理香）
社会福祉教育における科目「介護技術」の位置づけと授業目標
越田明子
長野大学紀要
31-1 09.６
特集 政策決定過程における当事者の役割
ノーマライゼーション 29-7 09.７
政策決定過程における当事者参画の意義（吉川かおり）EU政策策定過程における障害者の役割（カルロッ
タ・ベソズィ）社会保障審議会障害者部会の改革を望む（笹川吉彦）厚生労働省労働政策審議会障害者雇
用分科会に参加して（鈴木孝幸）
* 転換期における福祉国家
岡田忠克
関西大学出版部
A5.219 09.３
明石書店
B6.260 09.７
* 脱・格差社会をめざす福祉
鉄道弘済会社会福祉部編
* 保育白書 2009 全国保育団体連絡会・保育研究所編
ちいさいなかま社（発売：ひとなる書房） B5.270 09.８
* 権利としての生活保護法
森川 清
あけび書房
A5.221 09.９
78．労働法
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船員労働法制の基本課題（一）〜（二）
野川 忍
月刊労委労協 634, 638 09.2, 09.６
労使自治を考える 最近の不当労働行為，労働協約の判例を素材に（講演）（西村健一郎）
月刊労委労協
638 09.６
今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告（講演）（増田喜三郎）
月刊労委労協
639 09.７
バブル崩壊後の規制緩和と労働法制の改正
勝亦啓文
企業と人材
951 09.7.20
働く人のための労働法（6）〜（7）
宮里邦雄
まなぶ
621, 622 09.6, 09.７
労働法の規制緩和ではなく規制の組換えを！
山田省三
まなぶ
621 09.６
労働契約の法的定義と性質
柳澤 旭
山口経済学雑誌
57-5 09.３
基本理念は「公正」「効率」「参加」これからの労働法政策を考えよう！
連合
22-4 09.７
特集 『労働法改革』を考える
連合総研レポートDIO
239 09.６
労働時間法制の課題（梶川敦子）雇用における年齢差別の撤廃（柳澤 武）「イニシアチヴ2009−労働法改
革のグランドデザイン」（シンポジウム）（報告）（水町勇一郎）
労働法パラダイム論の現況と労働法規制の多元性
唐津 博
労働法律旬報
1700 09.7.下旬
中国の工会法律扶助
佐藤奈緒
労働法律旬報
1699 09.7.上旬
* 雇用関係の法知識
高橋保他
法学書院
A5.341 09.８
79．労働判例
退職後長期間経過した後の組合加入にもとづく団交申入れと団交応諾義務
宮里邦雄
月刊労委労協
638 09.６
最新労災判例
山口浩一郎
季刊ろうさい
2 09.夏
100年に一度の大不況であっても期間労働者の賃金カットは許されない
伊須慎一郎
季刊労働者の権利
280 09.7Summer
NTT定年後雇用継続事件・大阪地裁で不当判決
在間秀和
季刊労働者の権利
280 09.7Summer
いすゞ自動車派遣切り・プレミアライン勝利決定
酒井健雄
季刊労働者の権利
280 09.7Summer
「こころとからだの学習」裁判東京地裁判決
坂本雅弥
季刊労働者の権利
280 09.7Summer
骨髄バンク パワハラ・セクハラ告発事件判決
棗 一郎
季刊労働者の権利
280 09.7Summer
債権法改正の基本方針と労働事件実務
山野目章夫
季刊労働者の権利
280 09.7Summer
ショーコーポレーション（魚沼中央自動車学校）事件（閉鎖業務移転型解雇） 東京高裁でも労働者が勝訴！
藤田温久
季刊労働者の権利
280 09.7Summer
府中観光不誠実団交事件・都労委命令
鈴木麗加
季刊労働者の権利
280 09.7Summer
「労働者とは誰か？」
河村 学
季刊労働者の権利
280 09.7Summer
最近の労働判例に動きについて（講苑）（鎌田耕一）
中央労働時報
1104 09.６
中労委和解や判決確定にともなう原職復帰等の以後に，給与が低い金額に抑えられ一時金が支払われていな
いことの不当労働行為性
野田 進
中央労働時報
1104 09.６
生活保護 違法指導指示事件に勝訴判決
深堀寿美
賃金と社会保障
1493 09.7.上旬
「未払退職金」の請求には理由ない
労経ファイル
501 09.7.１
またも会社の男女差別を断罪 しかし，資格・賃金の是正を認めず
瀧 秀樹
労働情報 771 09.7.15
インフォーマテック事件
東京高等裁判所
労働判例
978 09.6.15
法人格否認の法理と親会社の雇用責任
新谷眞人
労働判例
981 09.8.1/15
酒食をともなう社内会合後の転落事故死と通勤災害該当性
小西啓文
労働法律旬報
1700 09.7.下旬
フランス破毀院のモラル・ハラスメント概念立直し
山h文夫
労働法律旬報
1700 09.7.下旬
組合員を理由とする昇給・賃金差別が否定された事例
慶谷典之
労働法令通信
2184 09.6.28
* 新公務員労働の理論と実務 13
公務員関係判例研究会編
三協法規出版
A5.209 09.３
* 年間労働判例命令要旨集 平成21年版
労務行政研究所
B5.488 09.８
80．労働委員会
労働委員会の実務と労働者委員の役割（1）〜（2）
水谷研次
月刊労委労協 635, 638 09.3, 09.６
労働紛争解決のあり方について（講演）（野田 進）
月刊労委労協
638 09.６
労働委員会にとっての個別紛争解決サービスを考える
水谷研次
月刊労委労協
639 09.７
労働委員会の委員の報酬について
安藤高行
月刊労委労協
639 09.７
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個別労働紛争処理制度あっせん事例
この人に聴く労使関係（1）
嶋田一夫

Ⅵ

群馬県労働委員会
中央労働時報
聴き手：仁田道夫，渡辺章
中央労働時報

1104 09.６
1105 09.７

世界労働

91．アジア
李明博殺人政権退陣！ 求め10万人決起
室田順子
国際労働運動
396 09.８
大恐慌下で広がり深まる労働者の闘い
賀山 宏
国際労働運動
396 09.８
世界恐慌下における労働運動の方向
動労千葉国際連帯委員会
月刊交流センター
231 09.６
エド・クベロ委員長が総会でIMFの代表として発言
早川 寛
労働情報
771 09.7.15
* 人の移動とアジアの地域統合 報告書
早稲田大学グローバルCOE
A4.277 08.12
* 階級のない国の格差
増田英樹
教育評論社
B6.254 09.７
93．ヨーロッパ
国際労働運動の暦
国際労働運動
396 09.８
グローバル化の中の安心 模索するヨーロッパ
竹信三恵子
月刊労働組合
534 09.７
改正労働基準法の周知について
厚生労働省労働基準局
労経ファイル
501 09.7.１
95．北アメリカ
GM破産，30年代を超える大失業の開始
村上和幸
国際労働運動
396 09.８
世界の労働組合
国際労働運動
396 09.８
アメリカの生活と労働の今（116）
片山政幸
旬刊福利厚生
2013 09.6.８
* 大搾取！
スティーブン・グリーンハウス著 曽田和子訳
文藝春秋
B6.461 09.６
98．国際労働運動
特集 建築インター第７回アジア・太平洋地域建設労働組合セミナー
建交労雑誌版 理論集
41 09.夏
第７回アジア太平洋地域建設労働組合セミナー（報告）（神田豊和 玖村徳則 笠松鉄平 富岡紀夫 クリ
スチャン・ハリジャント ビスモ・サニョト ウラジミール・トゥーパス）世界経済危機に対し労働組合
の国際的共同を強めよう（神田豊和 廣瀬肇）セミナーに参加して（国土交通省全建設労働組合 鈴木由
美 清水昌法 笠松鉄平 玖村徳則 古澤一雄）アジアアスベスト会議（AAC）香港会議に参加して（富
岡紀夫）
99．ILO，国際機関
古賀事務局長の苦労あれば，楽しさあり
古賀伸明
連合
22-4 09.７

Ⅶ

歴

史

100．総 記
近代日本の世界史教科書における東洋史と世界史の叙述
伊集院立
社会志林（法政大）
56-1 09.７
* 行田市史 資料編 近代２
行田市史編さん委員会編
行田市
A5.826 09.３
* 裁判所のレッドパージ
加藤栄一
光陽出版社
B6.142 09.７
* 無実の死刑囚
高見澤昭治
日本評論社
B6.342 09.７
* 日録・大杉栄伝
大杉豊編著
社会評論社
A5.531 09.９
101．生活・労働史（日本）
アジア・太平洋戦争下，神戸港における朝鮮人・中国人・連合国軍捕虜の強制連行・強制労働
飛田雄一
研究紀要（世界人権問題研究センター） 14 09.３
戦前期京都市西陣地区の朝鮮人労働者
高野昭雄
研究紀要（世界人権問題研究センター） 14 09.３
福利厚生の世紀（20）〜（26）
森田慎二郎
旬刊福利厚生
2007〜2019 09.4.8〜09.8.８
* 労働力動員と強制連行
西成田豊
山川出版社
A5.100 09.８
105．社会事業・慈善事業史
* 近代の岡山における社会事業の特質と展開過程
二宮一枝
大学教育出版
A5.181 09.１
106．社会・労働政策史（日本）
* 米国統治下沖縄の職業と法
中野育男
専修大学出版局
A5.202 09.７
108．労働運動史（日本）
* 住友別子鉱山労働運動の顛末
住友別子鉱山
A5.817 29.10
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* 北海道に於ける左翼労働運動沿革史
［出版者不明］
B5.1冊 31
109．労働運動史（外国・国際）
* イギリス労働運動史
浜林正夫
学習の友社
B6.287 09.７
110．社会主義運動史（日本）
* 日本赤軍私史
重信房子
河出書房新社
B6.511 09.７
112．諸社会運動史
広島型融和運動の成立
手島一雄
研究紀要（世界人権問題研究センター） 14 09.３
* 自由民権運動の系譜
稲田雅洋
吉川弘文館
B6.195 09.10
* 松川裁判から，いま何を学ぶか
伊部正之
岩波書店
B6.316 09.10
* 友愛の政治経済学 賀川豊彦著 加山久夫，石部公男訳 野尻武敏監修
日本生活協同組合連合会出版部（発売：コープ出版） A5+23p.171 09.６
* 下山事件全研究 新版
佐藤 一
インパクト出版会
B6.631 09.８
* 1968 下
小熊英二
新曜社
A5.1011 09.９
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