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理論・一般

０．総 記
ヨーロッパ統計システムにおける統計の品質論と実践
伊藤陽一
統計研究参考資料（法政大） 102 09.８
* 倉敷からはこう見える
大原謙一郎
山陽新聞社
B6.246 07.７
* アナキズム経済学
ジョン・ベッケン編 笠井文郎訳
磯谷武郎（私家版）
A5.36 09.８
* 新しい次世代育成支援の仕組みに向けて
保育サービス研究会編
日本生産性本部生産性労働情報センター
A5.97 09.９
１．ジェンダー・フェミニズム・女性論
植民地主義の逆説，女たちの逆襲
馬場 淳
アジア経済
50-8 09.８
医師不足とジェンダー
辻 一郎
週刊社会保障
2546 09.9.７
* 若者の介護意識
中西泰子
勁草書房
B6.230 09.７
* 日本・ドイツ・イタリア超少子高齢社会からの脱却 冨士谷あつ子，伊藤公雄編 明石書店 A5.252 09.８
２．労働論
生産物の商品化と労働の商品化
頭川 博
高知論叢
95 09.７
21世紀における労働搾取理論の新展開
吉原直毅
経済研究（一橋大）
60-3 09.７
家事労働と価値論・剰余価値論
森田成也
駒沢大学経済学部研究紀要 64 09.３
労働者行動と賃金率の硬直性
植木恒幸
日本大学経済学部経済科学研究所紀要 39 09.３
３．労使（資）関係論
公務員制度改革と公務労使関係の変化
松尾孝一
青山経済論集
61-1 09.６
集団的労使関係における労働者概念
川田知子
労働法律旬報
1702 09.8.下旬
６．社会政策論
* 社会政策の社会学
武川正吾
ミネルヴァ書房
A5.464 09.９
７．社会保障論
フランス社会保障制度におけるフランス的な特徴
岡 伸一
社会学・社会福祉学研究（明治学院大） 130 09.２
国民主人公の人権・社会保障立国へ
（座談会）（鍋谷州春 吉田万三 佐治宏実 櫛田葉子）
社会保障
426 09.秋
介護労働者の専門職化に関する考察
井口克郎
日本医療経済学会会報
74 09.８
８．社会福祉論
北九州・京筑・筑豊地域における社会福祉施設のボランティア受け入れの実態と福祉系大学生のボランティ
ア意識に関する一考察
本郷秀和，松岡佐智
福岡県立大学人間社会学部紀要
18-1 09.７
企業福祉と労働福祉の諸課題
橘木俊詔
いのちとくらし研究所報 28 09.９
世界システムとしての福祉国家体制の成立
岡本英男
東京経大学会誌
262 09.３
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社会福祉学の基礎概念に関する批判的考察
田中治和
東北福祉大学研究紀要
33 09.３
男性雇用保障型レジームの転換
宮本太郎
法学新報（中央大） 115-9/10 09.３
* この国に生まれてよかったか
全大阪生活と健康を守る会連合会編著
日本機関紙出版センター
A5.251 08.３
* 子どもの貧困白書
子どもの貧困白書編集委員会編
明石書店
B5.351 09.10
* 貧困を考えよう
生田武志
岩波書店
B40.237 09.10
* 反貧困いま，「反撃」のとき！
湯浅誠，雨宮処凛対談
東京ボランティア・市民活動センター
A5.55 09.３
* 公的扶助論
岩田正美，杉村宏編著
ミネルヴァ書房
B5.231 09.８
* ホームレス支援における就労と福祉
山田壮志郎
明石書店
A5.316 09.９
９．産業・労働社会学
* 先輩の仕事 ７〜８ 第11集〜第12集
早稲田大学人間科学部産業社会学研究室
B5.232〜B5.216 08.10〜09.９
* 人間を歩く 11〜14 インタビュー記録篇
早稲田大学人間科学部産業社会学研究室
B5.430〜B5.175 08.3〜09.９
11．職業教育・訓練論
アメリカ合衆国での技術教育教員養成に関する認証制の形成
田中喜美，木下龍
産業教育学研究
39-2 09.７
技術教育，職業教育研究の進歩のために
佐々木享
産業教育学研究
39-2 09.７
* 転職の女王が大公開！不滅のハローワーク
八汐田藍
教育評論社
B6.179 06.４
* なぜあの人は楽しそうに働くのか
中越裕史
大和書房
B6.189 09.11
* 本田式サバイバル・キャリア術
本田直之
幻冬舎
B6.203 09.３
* 若者のためのキャリアプランニング
宮崎冴子
雇用問題研究会
A4.63 09.４
* キャリア・チャレンジ
笠木恵司
日本経済新聞出版社
A5.351 09.６
* 東大で教えた就職学
草間俊介著 畑村洋太郎解説
文藝春秋
B6.196 09.８
* 自分らしいキャリアのつくり方
高橋俊介
PHP研究所
B40.197 09.９
* わかりやすい企業年金 第２版
久保知行
日本経済新聞出版社
B40.235 09.８

Ⅱ

労働問題

20．総 記
国力の源は労働だ（インタビュー）（小林正夫 インタビュアー：岩渕美克）
改革者
589 09.８
特集 中小企業労働者のたたかいと現状
社会主義
567 09.９
「公共交通の維持・存続と雇用を守る」たたかい（廣瀬 透）「格差が広がった女性労働者」から見えるこ
と（酒井和子）女性の視点で政治を考える（座談会）（武井芙由子 川上菜々子 豊島美加 鴻巣美智子
司会：中村ひろ子）公正取引問題と労働運動（鎌倉哲男）
* 「日本労働調査論」拾遺 続
山本潔（私家版）
A5.196 09.11
21．雇用・労働市場
北海道における失業・不安定就業問題（Ⅲ）
川村雅則
季刊北海学園大学経済論集
57-1 09.６
* 経済情勢報告 2009〜2010年度
連合総合生活開発研究所編
第一書林
B5.162 09.10
* 急増する個人請負の労働問題
山口 毅
労働調査会
A5.171 09.７
* 雇用大崩壊
宮島 理
中経出版
B6.240 09.８
22．労働条件
非製造業における長期雇用の合理性と若者雇用の短期化
吉村大吾
経済論究（九州大）
134 09.７
23．賃金問題
* 21世紀日本の賃金像を描く
居樹伸雄
日本生産性本部生産性労働情報センター
A5.215 09.10
24．労働時間
企業のワーク・ライフ・バランスに関するアンケート調査（本調査）の報告
松田陽一，國米充之，王静
岡山大学経済学会雑誌 41-2 09.９
* 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
A4.44 09.７
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25．ホワイトカラー労働
流砂の危うさに立つ正社員（報告者：森岡孝二 コメンテーター：櫻井純理）
職場の人権
59 09.７
日本企業のホワイトカラーのタイポロジーに関する実証研究
鈴木竜太
国民経済雑誌（神戸大） 200-2 09.８
26．パート・派遣労働
* あいりん日雇労働調査報告書（付：CD）
西成労働福祉センター
A4.35 09.３
* 派遣のウラの真実
渡辺雅紀
宝島社
B40.187 09.５
新日本出版社
B6.237 09.７
* 派遣村，その後
小川朋編著 「年越し派遣村」実行委員会協力
* パートタイマーの悲惨な物語
浜三千幸
文芸社
B6.258 09.９
28．女性労働
特集 女性が働き続けるうえでの課題
男女賃金格差と結婚後・育児期の就業を中心に
ビジネス・レーバー・トレンド
414 09.９
男女間賃金格差の経済分析（藤井宏一）生涯の時間軸で考える結婚・育児期の就業中断と再就職（奥津眞
里）女性の就業継続の現状と課題（今田幸子）出産・育児期の就業継続と育児休業（池田心豪）企業にお
ける女性従業員の活躍度を測るには男女の賃金格差指数が最適です（浅尾 裕）
企業における女性の能力発揮とキャリア形成に関する研究
牛尾奈緒美
明治大学社会科学研究所紀要
47-2 09.３
30．若年労働
若者が当たり前のように生活していける社会
（インタビュー）（本田由紀 聞き手：渡瀬義孝）
Actio
1294 09.９
特集 若者への就労支援
人材確保と技能習得
労働調査
478 09.８
全建総連における後継者育成事業，技術・技能継承を図る取り組み（小倉範之）若年者雇用に関する課題
（広岡建史）製造現場における技能者の育成・確保をめぐる課題（藤本 真）ものづくり現場における若者
雇用の課題と金属労協の政策（松崎 寛）
* 貧困社会と若者
市村聖治
同時代社
A5.222 09.３
* 若年非正規雇用の社会学
太郎丸博
大阪大学出版会
B6.207 09.６
* 若年就労問題と学力の比較教育社会学
原 清治
ミネルヴァ書房
A5.303 09.９
* ノンエリート青年の社会空間
中西新太郎，高山智樹編
大月書店
B6.409 09.９
32．障害者労働
障害者の就労ニーズと政策課題
江本純子
大阪体育大学健康福祉学部研究紀要
6 09.３
国際労働機関（ILO）からの報告書の持つ意義と障害者雇用の現状
清水俊朗
社会保障
426 09.秋
重度障害者の雇用政策の在り方および総合政策との関連について
山田雅穂
総合政策研究（中央大） 特別号 09.３
アメリカにおける障害者に対する所得保障の歴史と現状（上） 百瀬 優
立教経済学研究 63-1 09.７
* 障害者就業・生活支援センター事業の効果的運営のあり方に関する調査研究
全国就業支援ネットワーク
A4.108 09.３
推進事業検討委員会編
* 欧米諸国における障害認定制度
高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター
A4.289 09.４
* HIV感染患者の就労に関する質問紙調査・インタビュー調査報告書 第二報
はばたき福祉事業団 A4.100 09.６
* アスペルガー症候群就労支援編
佐々木正美，梅永雄二監修
講談社
A5.98 09.８
33．外国人労働
* 外国人労働者の雇用実態と就業・生活支援に関する調査
労働政策研究・研修機構
A4.159 09.６
35．労災，職業病，健康問題
労働者のストレス対処に関する研究
中村修，菊池武剋
東北福祉大学研究紀要
33 09.３
特集 夜勤・交代労働と夜勤規制の運動
労働と医学
102 09.７
トヨタの夜勤労働・過重労働と健康・生活（佐々木昭三）村上過労死判決の画期的な意義と看護現場の実
態（大村淑美）「『24時間型社会』を考えるシンポジウム」が問いかけたこと（川村好正）夜勤規制の国際
労働基準と日本の現状（村上剛志）
* ソーシャルスキルと職業性ストレス
田中健吾
晃洋書房
A5.188 09.10
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* 医療施設等におけるメンタルヘルス向上のための職場環境改善チェックリスト
吉川 徹編
労働科学研究所出版部
A4.16
* 職場のメンタルヘルス相談室
菅佐和子他
新曜社
A5.213
36．ハラスメント
* わかりやすいセクシュアルハラスメント裁判例集 改訂版
21世紀職業財団
A5.345
* パワハラって何？
21世紀職業財団
A5.17
* 職場におけるコミュニケーションの状況と苦情・不満の解決に関する調査（企業調査・従業員調査）
労働政策研究・研修機構
A4.414
* 職場におけるコミュニケーションの状況と苦情・不満の解決に関する調査（労働組合調査）
労働政策研究・研修機構
A4.142
* 職場のいじめとパワハラ・リストラQA150
水谷英夫
信山社
B5.374
* わかりやすいパワーハラスメント裁判例集
21世紀職業財団
A5.179

Ⅲ

09.３
09.９
09.３
09.５
09.６
09.６
09.８
09.９

労働運動

40．総 記
集団の再生（講演）（水町勇一郎）
月刊労委労協
640 09.８
41．労働組合・運動論
最近の非正規労働者を巡る判例の動向と労働組合の役割（講演）（古川景一）
月刊労委労協
640 09.８
成人を迎える連合 どこへ向かうのか
飯田康夫
スタデイ
48-6 09.６
イエローカード状態の労組財政
飯田康夫
スタデイ
48-7 09.７
民主党政権の実現を前に連合が元気印
飯田康夫
スタデイ
48-8 09.８
特集 非正規労働組合の可能性
賃金と社会保障
1497 09.9.上旬
請負労働者組合組織化における地域労働市場の影響（伊藤大一）派遣も労供もできるのは労働組合だけ
（伊藤彰信）
* 労働組合運動の可能性
竹内真一
学習の友社
B6.143 09.８
* 今なぜ労働運動か
生活経済政策研究所
A5.81 09.９
42．ナショナルセンター
* 全労連20年史
全国労働組合総連合編
大月書店
A5.521 09.10
* 憲法と地方自治がいきる職場・地域をめざして
日本自治体労働組合総連合
A4.120 09.９
43．地域別，産業別共闘
産業別組合にみる非典型労働者の組織化戦略の特質
田口和雄
高千穂論叢
44-2 09.８
* 建設連合近十年史
日本建設組合連合記念事業実行委員会編
日本建設組合連合
B5.87 09.７
* 受け継がれるもの
日建協55年史編集委員会編
日本建設産業職員労働組合協議会
A4.162 09.８
44．単産，単組
* 新日本窒素労働組合60年の軌跡
熊本学園大学水俣学研究センター
28cm.147 09.10
52．労働組合と政治
ドイツ労働協約法の制定と労働組合
平澤克彦
商学集志（日本大）
79-1 09.６
54．労働者福祉・協同組合運動
* ICA協同組合原則を学ぶ
栗本 昭
日本生活協同組合連合会医療部会
A5.55 09.５

Ⅳ

経営労務

60．総 記
* 中小企業研究センター年報 2009
中小企業研究センター
A4.111 09
* 組織は人なり
野中郁次郎監修
ナカニシヤ出版
B6.265 09.10
* ビジネス・イノベーション・システム
土井教之編著
日本評論社
A5.325 09.９
61．人事・労務管理
イギリスの日系無組合企業における生産と労働
藤原篤志
駒沢大学経営学部研究紀要
38 09.１
従業員満足と攻めのERM
岩出 博
産業経営研究（日本大） 31 09.３
企業が求める学生像と企業内キャリア形成
青木裕和
所報（日本大学経済学部産業経営研） 63 08.11
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近年の人事労務管理の動向
黒田兼一
明治大学社会科学研究所紀要
47-1 08.10
管理監督者に対する労働時間把握及び健康管理の責任の所在
佐久間大輔
労働と医学
102 09.７
* 働き方の柔軟度と企業経営に関する調査研究報告書 平成20年度
日本テレワーク協会
A4.71 09.３
64．定年制，退職金，企業年金
日米企業組織にみる退職後所得保障制度の比較考察
角田大祐
高千穂論叢
44-2 09.８
66．教育・訓練
特集 わが社の新入社員はこうして鍛える！
企業と人材
953 09.9.５
最近の新入社員の特徴と育成のポイント（小池陽二郎）育てるカギは，「ガンバルきっかけ」をどうつくる
か！（インタビュー）（竹岡義和 聞き手：江頭紀子）
新入社員研修におけるトイレ掃除の意味と意義についての研究
大森 信
産業経営研究（日本大） 31 09.３
デンマークの職業訓練システム
菅沼 隆
週刊社会保障
2541 09.8.３
* 中小ものづくり企業における人材育成（OJT）指導者の養成の実施・検証
職業能力開発総合大学校能力開発研究センター A4.158 09.７
68．安全衛生管理
労働安全衛生活動としてのメンタルヘルス
月崎時央
社会保障
426 09.秋
特集 メンタルヘルス 次の一手
人材教育
249 09.９
メンタルヘルスの次の一手はセルフケア，リーダーシップと人的資源管理（佐藤 隆）部下を見守る上司
の姿勢が異変の早期発見につながる（岩舩展子）人事が本来の役割を果たすことが最も効果的なメンタル
ヘルス対策（川端 裕）

Ⅴ

労働・社会政策

70．総 記
「地域資源を活かした新たな事業展開」を支える諸条件
古永義尚
日本政策金融公庫論集
4 09.８
特集 地方分権改革の現在と行方
都市問題
100-8 09.８
分権一括法以降の分権改革の見取り図と今後の展望（大杉 覚）自治立法権・自治行政権の拡充に向けて
（金澤和夫）地方税制改革の現状と課題（関口 智）
中心市街地活性化の課題
村上義昭
日本政策金融公庫論集
4 09.８
関西学院大学・地域・まち・環境総合政策研究センター研究報告（４）
関根孝道，萬田剛史，熊田豊
Journal of policy studies（関西学院大） 31 09.３
特集 現代日本の労働と貧困
科学的社会主義
138 09.10
生活保護「母子加算」を復活させよう！（嶋h英治）教育の機会均等と教育費負担軽減をめぐって（田中
眞吉）『労働経済白書』に見る労働者の状態（津野公男）
家族と地域生活力
赤塚朋子
家政経済学論叢（日本女子大） 45 09.７
都市再生とコンパクトシティ論
山田良治
経済理論（和歌山大）
350 09.７
政権交代と少子化対策
椋野美智子
週刊社会保障
2541 09.8.３
特集 教職員の地位と人権
人権と部落問題
61-10 09.９
教職員集団の社会的役割と教職員組合（新堰義昭）民主教育を破壊する「教職員評価」「教員免許更新制」
（武内正次）ILO・ユネスコ勧告をめぐる教職員の地位と人権の新たな状況（八木英二）
採択20年批准15年 子どもの権利条約を日本の教育にどう生かすか
（座談会）（三宅良子 松村忠臣 石井郁子）
前衛
847 09.９
規制改革の攻勢と保育制度「改革」
里見賢治
賃金と社会保障
1496 09.8.下旬
フィンランドの地方自治と地方財政
小野島真
明大商学論叢
91-1 09.２
71．雇用・労働市場政策
ワークシェアリングを考える
清家 篤
週刊社会保障
2544 09.8.24
* 「雇用ニューディール」研究委員会報告書
連合総合生活開発研究所
B5.30 09.10
* 地方自治体における雇用創出への取組みに関する調査
労働政策研究・研修機構
A4.163 09.６
73．労働基準政策
* 実務の現場からみた労働行政
石嵜信憲
中央経済社
A5.259 09.11
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74．安全衛生政策
* 送検事例と労働災害 平成21年版
労働調査会
B5.122 09.７
* 産業人メンタルヘルス白書 2009
日本生産性本部メンタル・ヘルス研究所
A4.231 09.８
75．職業教育・訓練政策
* 欧米諸国における公共職業訓練制度と実態
労働政策研究・研修機構
A4.359 09.６
* 相談機関におけるキャリア支援プログラムの実態調査
労働政策研究・研修機構
A4.45 09.６
* 働くことと学ぶことについての調査
労働政策研究・研修機構
A4.269 09.６
* 職業訓練基準の分野別見直しに係る基礎研究
職業能力開発総合大学校能力開発研究センター A4.159 09.７
76．社会保障政策
介護労働の変容と財政課題
西島文香
高知論叢
95 09.７
福祉・環境主導で不況脱却を
丸尾直美
改革者
590 09.９
給付付き税額控除とは何か
森信茂樹
月刊福祉
92-11 09.10
待機児の解消に向けて
山縣文治
月刊福祉
92-11 09.10
特集 障害者自立支援法改正の方向性
月刊福祉
92-10 09.９
障害者自立支援法見直しの背景とポイント（大塚 晃）障害者自立支援法見直しの論点（座談会）（星野泰
啓 川h洋子 野沢和弘 白江浩 山岡修 コーディネーター：小澤温）
スウェーデンの新しい成人歯科医療（下）
竹h 孜
月刊保団連
1006 09.７
特集 地域医療を守る取り組み
「崩壊」を防ぐために
月刊保団連
1006 09.７
一人の廃業者も出さないために闘う（高本英司）深刻な治療中断などの実態が浮き彫りに（松井岩美 松
永比呂志）歯科技工士の過酷な労働環境（大澤文雄）他
家族介護者の抑うつ傾向に影響を及ぼす介護保険サービスの検討
坪井章雄
厚生の指標
56-10 09.９
インドネシア人看護師・介護士の日本への受け入れに関する諸問題
国際協力論集（神戸大） 17-1 09.７
三原一郎，中園直樹，松尾博哉他
1990年代の高齢者福祉計画に関する実証的研究
和気康太
社会学・社会福祉学研究（明治学院大） 131 09.３
社会保障のネオパラダイムを求めて（11）〜（16）
ネオパラダイム研究会
社会保険旬報
2393〜2399 09.7.11〜09.9.11
公立病院改革の本質と課題（下）
島崎謙治
社会保険旬報
2395 09.8.１
年金積立運用改革を考える視点
運用改革研究会
社会保険旬報
2395 09.8.１
総選挙前夜の社会保障 新政権の動く磁場
二宮厚美
社会保障
426 09.秋
社会保障給付に関する差押禁止の意義
渡邊絹子
週刊社会保障
2542 09.8.10
医療経済学発展のためにはジョブマーケット形成が課題
（インタビュー）（池上直己）
週刊社会保障
2543 09.8.17
「子ども手当」を考える
増田雅暢
週刊社会保障
2543 09.8.17
大量失業時代の失業保障制度
岡 伸一
週刊社会保障
2543 09.8.17
ドイツ医療保険における新たな競争
土田武史
週刊社会保障
2544 09.8.24
英国における最近の医療状況とGP
真野俊樹
週刊社会保障
2545 09.8.31
新政権に期待する年金改革
若杉敬明
週刊社会保障
2545 09.8.31
「家族」の変化と社会保障法の適用
増田幸弘
週刊社会保障
2547 09.9.14
社会保険の対象から外れた人への対応が課題（インタビュー）
（貝塚啓明） 週刊社会保障
2547 09.9.14
社会保障の財政計画
丸尾直美
週刊社会保障
2546 09.9.７
特集 破綻する「医療改革」どう打開するか
前衛
847 09.９
国民が安心できる医療制度の再構築へ（谷本 諭）診療報酬の大幅引き上げは医療危機打開の処方箋（滝
本博史）
特集 フィンランドに学ぶ
北海道自治研究
488 09.９
タイパレ夫妻札幌講演会（イルッカ・タイパレ ヴァップ・タイパレ 通訳：山田眞知子）未来委員会の
見るフィンランド高齢社会の課題と展望（山田眞知子）
* 日本医師会年次報告書 2008−2009
日本医師会編
東京法規出版
B5.717 09.10
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77．社会福祉政策
今後の社会福祉士養成上予想される問題とその対策についての一考察
西川友理
大阪体育大学健康福祉学部研究紀要
6 09.３
デンマークにおけるドメスティックバイオレンスの支援策
吉中季子
大阪体育大学健康福祉学部研究紀要
6 09.３
リハビリテーション2020（２）（対談）
（深浦順一 川合秀治）
介護保険情報
10-5 09.８
看護と介護の連携を進めるシステム構築の契機に（インタビュー）
（齋藤訓子） 介護保険情報
10-6 09.９
特集 特別養護老人ホームにおける看護と介護の連携
介護保険情報
10-6 09.９
特養の特性ふまえたモデル事業に職員の配置基準の見直しも（インタビュー）（木村晴恵）要介護認定方法
の見直しの議論について（石田光広）
特集 がんばる社協！！
月刊福祉
92-11 09.10
住民が地域福祉をデザインし，活動を推進する（川西市社会福祉協議会 清和台地区福祉委員会）多文化
共生を，より身近な地域で実現するために（荒川区社会福祉協議会）他
スウェーデン・デンマーク福祉研修プログラム
柳本有一
研究所報（兵庫大）
12 08.３
生活保護における就労支援のあり方について
新保美香
社会学・社会福祉学研究（明治学院大） 131 09.３
高齢者虐待防止法の課題
山田祐子
社会学論叢（日本大）
165 09.６
日本における男性介護者支援の課題
斎藤真緒
生活協同組合研究
403 09.８
介護保険における小規模多機能型居宅介護の福祉政策的意義 高橋誠一 東北福祉大学研究紀要 33 09.３
老人保健施設における転落死亡事故の裁判例に関する研究
菅原好秀
東北福祉大学研究紀要 33 09.３
山間地における地域の活性化と福祉活動（１）〜（２）
辻 浩
日本社会事業大学研究紀要
54〜55 07.12〜09.２
社会福祉施設のコンプライアンスについての認識と導入に関する研究
李明鉉，辛福基，姜大善
日本社会事業大学研究紀要
55 09.２
上場福祉企業の経営戦略
姫野孝雄
日本社会事業大学研究紀要
55 09.２
福祉・保健・医療政策と高度福祉専門職の養成と研修体制
阿部 實
日本社会事業大学研究紀要
55 09.２
* Q&A貧困とセーフティネットの基礎知識
平松 茂
明石書店
B6.234 09.９
78．労働法
障害者自立支援法と介護保険法（上）
伊藤周平
賃金と社会保障
1495 09.8.上旬
特集 ヨーロッパ労働法の現在
日本労働研究雑誌
590 09.９
EU労働法とイギリス労働法制（有田謙司）ヨーロッパ労働法の今（大内伸哉）オランダの労働法制改革に
おけるフレキシキュリティ理念と平等原則（大和田敢太）他
労働法の規制方法の再構成
小西康之
明治大学社会科学研究所紀要
47-2 09.３
交渉相手とすべき労働組合とは？
峰 隆之
労働法学研究会報
2459 09.8.15
イギリス労働法研究の展開と現在
（座談会）（秋田成就 石橋洋 唐津博 古川陽二）
労働法律旬報
1702 09.8.下旬
労働基準法一部改正の意義と課題
緒方桂子
労働法律旬報
1701 09.8.上旬
有斐閣
A5.324 09.10
* 働く人の法律入門 第２版
西村健一郎，村中孝史編
* 労働法全書 2010 平成22年版
労務行政研究所
A5.3518 09.10
* 労働総覧 平成22年版
労働法令
B6.3592 09.11
* 個別労働紛争解決手続マニュアル
松田純一編
新日本法規出版
A5.417 09.６
* 派遣先のためのよくわかる労働者派遣Q&A
渡辺葉子
労務行政
A5.188 09.７
79．労働判例
過労死・過労自殺損害賠償訴訟における勝訴・敗訴の分水嶺
川人博，須田洋平，原宏之
労働法律旬報
1701 09.8.上旬
* 労働判例百選 第８版
村中孝史，荒木尚志編
有斐閣
B5.255 09.10
80．労働委員会
高見澤電機製作所外２社事件
中央労働時報 別冊
1376 09.９
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行政訴訟の手続きについて（講苑）（小松秀大）
個別労働関係紛争処理制度あっせん事例
使用者の誠実交渉義務の具体的内容および事前協議合意協定の意義
全国労働委員会会長連絡会議の経過について
平成二〇年における不当労働行為事件命令の概観（２）
平成二〇年における労働委員会取扱事件の概況

Ⅵ

中央労働時報
中央労働時報
岩村正彦
中央労働時報
中央労働時報
中央労働時報
中央労働時報

1106
1106
1106
1106
1106
1106

09.８
09.８
09.８
09.８
09.８
09.８

世界労働

90．総 記
* 家計所得の国際比較研究
統計分析プロジェクト研究会編
統計情報研究開発センター B5.188 09.２
93．ヨーロッパ
* ドイツの求職者基礎保障
ブリジッテ・シュテック，ミカエル・コッセンス編 田畑洋一監訳
学文社
A5.234 09.８
95．北アメリカ
* アメリカの外国人労働者受入れ制度と実態
労働政策研究・研修機構
A4.77 09.６
98．国際労働運動
特集 国際労働運動の潮流と新たなIMF運動
IMFJC
295 09.夏
IMF世界大会の成果とこれからのIMF運動の展開（インタビュー）（鎌田 晋）アジア労働運動の最近の動
向（野木正弘）確かな雇用，確かな未来・・・IMF世界大会の意義（西原浩一郎）国際労働運動の潮流
萌芽期から，社会的拮抗勢力の構築へ（小島正剛）

Ⅶ

歴

史

100．総 記
明治期における実業教育概念の形成について
齋藤健次郎
産業教育学研究
39-2 09.７
* 社会保険労務士制度四十年の歩み
全国社会保険労務士会連合会
B5.421 09.３
* 日本社会党・社会民主党新居浜総支部64年誌
社民党新居浜総支部
A4.88 09.６
* もうひとつの横浜事件
小泉文子
田畑書店
B6.335 09.８
101．生活・労働史（日本）
戦時期近江絹糸紡績株式会社における労務管理と社内教育
筒井正夫
女性史学
19 09
* 在日コリアン女性20人の軌跡
かわさきのハルモニ・ハラボジと結ぶ2000人ネットワーク生活史
聞き書き・編集委員会編
明石書店
B6.252 09.８
* 「事業場報告」が記録した中国人強制連行
上野志郎
北海道新聞社出版（製作協力） A5.221 09.８
105．社会事業・慈善事業史
大正期における方面委員制度誕生の社会的背景と意味に関する一考察
北場 勉
日本社会事業大学研究紀要
55 09.２
* 賀川豊彦
Ｋ−Ｈ. シェル著 後藤哲夫訳
教文館
A5.210 09.８
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（３）
岩本由輝
東北学院大学経済学論集
171 09.９
敗戦直後日本の労働運動（２）〜（３） 美馬孝人
季刊北海学園大学経済論集 56-4〜57-3 09.3〜09.６
春闘史総括に向けた予備的考察
上田眞士
久留米大学商学研究
15-1 09.６
111．社会主義運動史（外国・国際）
1899年ジャッピーJapy大会（フランス社会主義諸組織全体大会）の研究（１）〜（２）
横山謙一
国学院法政論叢 29〜30 08.3〜09.３
* マヤコフスキイ・ノート 新版
水野忠夫
平凡社
A6.624 06.12
* リカルド・フロレス・マゴン
ディヴィド・プール著 横田乃里子訳
磯谷武郎（私家版） A5.38 08.12
112．諸社会運動史
* 回想の松川弁護
大塚一男
日本評論社
B6.331 09.10
日本経済評論社
B6.285 09.６
* 庄幸司郎たたかう戦後精神
松本昌次編
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