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０．総　記

１．ジェンダー・フェミニズム・女性論

経済と人口の弁証法的解釈（報告） 原田康平 久留米大学経済社会研究所 紀要

少子高齢化社会と経済との関係（報告） 駄田井正 久留米大学経済社会研究所 紀要

地域データによる晩婚化・少子化の分析

特集 子どもの権利と保育

人権が守られている保育実践とは「愛されている実感をもって育つこと」（西條久代）子どもたち保育者たちが

保護者とともに育つ保育園をめざして（乾みや子）障害児の保育をめぐる現状と課題（白石恵理子）子どもの

権利保障からみた「子ども・子育て新システム」の諸問題（伊藤周平）

ベーシック・インカムを巡る議論

いまや世は社会思想の時代か？ベーシック・インカム論議にふれて 荒又重雄　北海道自治研究

＊米軍基地と環境問題

＊在日コリアンと在英アイリッシュ

＊協同組合の社会経済制度

＊ポスト３．11の構想

＊論戦「満洲国」・満鉄調査部事件

＊現代の階層社会１，２ 佐藤嘉倫，尾嶋史章編 東京大学出版会

＊創造的福祉社会

立教大学ジェンダーフォーラム，立教大学平和・コミュニティ研究機構共催講演会の記録

ロビン・ルブラン 立教大学ジェンダーフォーラム年報

特集 国連女性差別撤廃委員会委員と語る日本の課題

女性差別撤廃条約批准二五周年と履行における諸課題（ドゥブラヴカ・シモノヴィッチ）CEDAW総括所見が

求めるもの（近江美保）

特集 男女共同参画

労働組合が遅れをとらないために（岡本直美）第三次男女共同参画基本計画における雇用と労働（菅野淑子）

男女共同参画の視点から見た「運用３号」問題と「子ども手当」（北 明美）労働組合と「男女共同参画」（萩

原久美子）「第３次男女共同参画基本計画」の答申に何を盛り込み，政府はどう応えたか（鹿嶋 敬）

＊ジェンダー社会科学の可能性 第３巻

＊女の生，男の法 上

キャサリン・マッキノン著 森田成也，中里見博，武田万里子訳 岩波書店

＊ジェンダー社会科学の可能性 第２巻

1 11.３

1 11.３

46-2 11.３

63-6 11.５

79-5/6 11.３

506 11.３

B40.204 10.６

B6.306 11.５

A5.218 11.７

A5.87 11.８

A5.397 11.８

A5.341, A45.361 11.９

B40.277 11.９

12 11.３

55 11.３

496 11.４

A5.211 11.６

B6.371 11.８

A5.233 11.８

阪南論集 社会科学編

人権と部落問題

政経論叢（明治大）

幻冬舎

東京大学出版会

日本経済評論社

生活経済政策研究所

彩流社

筑摩書房

女性労働研究

労働調査

岩波書店

岩波書店

西本真弓，駿河輝和

高橋一行

世一良幸

佐久間孝正

堀越芳昭

小林英夫，福井紳一

広井良典

辻村みよ子編

大沢真理編
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３．労使（資）関係論

４．労働経済論（含　賃金論）

５．経営労務論

７．社会保障論

８．社会福祉論

11．職業教育・訓練論

21．雇用・労働市場

22．労働条件

23．賃金問題

この人に聴く労使関係（４）

特集 コーポレートガバナンスと労使関係

人本主義（宮島英昭）執行役員制度（吉村典久）スト資金（鈴木不二一）ユニオン・アイデンティティ（UI）

（佐野嘉秀）

＊叢書・働くということ ３巻

＊目からウロコの『賃金論』

＊いま，働くということ

組織に新しい関係を生む良い場づくりとは（対談）（ボブ・スティルガー　八木陽一郎） 人材教育

福祉国家と所得再分配

＊体制転換と社会保障制度の再編

＊社会保険ポイント解説11／12 日本生産性本部生産性労働情報センター

社会福祉事業法制定後60年の社会福祉制度（座談会）

少子・高齢社会における地域福祉

＊雇用連帯社会

フランスにおける実業教育発展の諸断面

＊美しき「絆」のビジネス

＊働くときのＡ・Ｂ・Ｃ 全国労働基準関係団体連合会

＊カード式図解キャリアデザイン

Ⅱ　労働問題

労働市場における３つのギャップ

日本企業における雇用システムの変容と生産力低下の可能性 飯田和人

ものづくり中小企業（大田区）の就業におけるキャリア形成と就職支援

大熊省三　　中小企業季報（大阪経済大）

特集 雇用・就業と労働市場

シェアー・エコノミー（中根誠人，チャド・スタインバーグ）二重構造論（玄田有史）ゆとり教育（岩木秀夫）

東日本大震災による地域雇用への影響 山本恭逸 ビジネス・レーバー・トレンド

＊労働再審 第４巻

特集 働きやすい職場づくり

看護職員の働きやすい職場とは（佐藤英仁）職場環境の改善は労働条件の整備から（濱喜代子）問題点を改善

し男性ならではの強みを生かし，誰もが働きやすい職場環境を作る（眞野孝二）教育現場における働きやすい

職場づくり（米田雅幸）環境整備・多様な人材の確保 定着と受け入れ（宮澤美代子）

建設産業における今日的「一人親方」の現状と就業実態

特集 賃金・福利厚生と働き方

生活給（笹島芳雄）時短（小倉一哉）ファミリー・フレンドリー（坂爪洋美）

＊全契約社員の正社員化

産業別に見た男女間賃金格差の推移

日本における職務評価システム

1132 11.４

609 11.４

A5.232 11.７

A5.127 11.８

B6.213 11.９

269 11.５

51-1/2 11.３

A5.251 11.６

A5.163 11.８

94-6 11.５

170 11.３

B6.253 11.９

51-1/2 11.３

B6.201 10.12

B5.263 11.１

B5.122 11.８

42 11.３

79-3/4 11.３

1 11.４

609 11.４

434 11.５

B6.267 11.９

534 11.４

51-5/6 11.３

609 11.４

A5.297 11.５

64-4 11.３

587 11.５

中央労働時報

日本労働研究雑誌

ミネルヴァ書房

労働大学出版センター

ミネルヴァ書房

経済学論纂（中央大）

京都大学学術出版会

月刊福祉

社会学論叢（日本大）

岩波書店

経済学論纂（中央大）

繊研新聞社

学文社

大月短大論集

政経論叢（明治大）

日本労働研究雑誌

大月書店

医療労働

経済学論纂（中央大）

日本労働研究雑誌

早稲田大学出版部

経済学論究（関西学院大）

社会主義

福岡道生 聴き手：仁田道夫，渡辺章

三谷直紀編著

菅原修一

橘木俊詔

関野満夫

柳原剛司

（出席者：岩田克夫 板山賢治 鈴木五郎 司会：蟻塚昌克）

今泉礼右

井手英策編

日高定昭

生駒尚美

梶原宣俊

宮崎理枝

西澤晃彦編

柴田徹平

河西宏祐

栗田匡相

森ます美
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24．労働時間

26．パート・派遣労働

28．女性労働

30．若年労働

31．中高年労働

32．障害者労働

33．外国人労働

規制緩和下における地方のタクシー事業と賃金問題について 矢尾板操

男女間の賃金格差解消のためのガイドライン解説

＊国際貿易と賃金格差

ワーク・ライフ・バランス各論としての男性の育児休業

特集 労働時間と働き方をめぐる課題 適正化に向けて求められること

ビジネス・レーバー・トレンド

仕事特性・個人特性と労働時間（報告）（小倉一哉）パネルディスカッション（パネリスト：田中誠二 狩野尚

徳 小澤修 本山ふじか 小倉一哉 コーディネーター：佐藤厚）わが国の労働時間の現状と今後の課題につ

いて（報告）（田中誠二）

特集 欧米を中心とした非正規雇用の動向 日本との比較の視点から

ビジネス・レーバー・トレンド

正・非とも雇用の安定が焦点 経済成長は派遣に有利に働く（フランソワ・ミション）米国に次いで規制は緩

いが，非正規雇用の割合は高くない（ゲイリー・スレーター）パートは「非正規」と見られないフレキシブル

雇用とのバランスが課題（アルヤン・カイザー）多種多様な非典型雇用 中間層が薄い労働市場（アーベル・

ヴァレンズエラ・Jr.）パネルディスカッション（コーディネーター：浅尾裕 パネリスト：ゲイリー・スレー

ター／ハルトムート・ザイフェルト／フランソワ・ミション／アーベル・ヴァレンズエラ・Jr.）規制緩和の波

とともに，非典型雇用が大幅に拡大（ハルトムート・ザイフェルト）

改正パートタイム労働法の施行で職場はどのように変化したか

渡辺木綿子 ビジネス・レーバー・トレンド

特集 女性の格差・分断・連帯

裁断された女たちはつながれるか（対談）（逆井征子 栗田隆子 司会：村尾祐美子 榊原裕美）生活保護受給

期間における母子世帯の就業と収入構造（藤原千沙）女性労働者の非正規雇用化と格差拡大（岩間暁子）均等

待遇アクション21のめざすもの（酒井和子）

シンガポール「能力主義」が子どもをもつ女性労働者に与える影響 落合絵美

有配偶女子のワーク・ライフ・バランスとライフコース

＊働く女性の母性保護

＊一生働く覚悟を決めた女性たちへ

＊幸せなワーキングマザーになる方法

C. L. グリーンバーグ，B. S. アヴィグドル著 森田由美訳 NTT出版

地方圏における若年不安定就業者とキャリア展開の課題（下）

フランスにおける若年雇用と若年失業の最新動向

特集 職場改善で仕事を広げ，雇用を創る

雇用を生みだす改善事例（エルダー編集部）職場改善のための知識と技法（神代雅晴）

特集 生涯現役社会実現の方途を探る

生涯現役社会の実現を（樋口美雄）70歳まで働ける企業の実現を目指して（藤村博之）

障害のある子どもたちにとって「働く力」とは

＊障害者の職業能力開発 改訂新版

外国人介護福祉士をめぐる諸問題

＊在日外国人と多文化共生

22-2 11.２

2498 11.4.１

A5.53 11.７

36 11.3/４

434 11.５

433 11.４

433 11.４

55 11.３

55 11.３

67-1 11.３

A5.118 11.４

B40.191 11.６

B6.272 11.７

62-5/6 11.３

51-1/2 11.３

33-4 11.４

33-5 11.５

122 11.５

B5.454 11.６

45-3 10.12

A5.321 11.２

地域創造（福島大）

労働法学研究会報

三菱経済研究所

電機連合NAVI

女性労働研究

女性労働研究

人口問題研究

学習の友社

扶桑社

大分大学経済論集

経済学論纂（中央大）

エルダー

エルダー

クレスコ

雇用問題研究会

流通経済大学論集

明石書店

原 正樹

黒川義教

脇坂 明

菅 桂太

駒田富枝

古川裕倫

石井まこと，木本喜美子，中澤高志

田部井英夫

白石恵理子

道脇正夫

立川和美

佐竹眞明編著
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35．労災，職業病，健康問題

36．ハラスメント

37．勤労者意識

38．生活問題

40．総　記

41．労働組合・運動論

42．ナショナルセンター

44．単産，単組

46．賃金闘争（含　生活改善闘争）

49．権利闘争

52．労働組合と政治

54．労働者福祉・協同組合運動

勤労者における抑うつ状態と体力との関連の継続的研究

久保田晃生，竹内亮，原田和弘他

＊辞めたいと思っているあなたへ

＊企業のうつ病対策ハンドブック

＊職場復帰を成功させる

＊救える死

現場の相談例と判例から考えるパワーハラスメント対策

＊わかりやすいパワーハラスメント裁判例集 増補版

＊就労と将来の暮らしに関する意識調査（結果報告書）＜20代学生編＞

＊就労と将来の暮らしに関する意識調査（結果報告書）＜20代社会人編＞

＊就労と将来の暮らしに関する意識調査（結果報告書）＜50代編＞

＊キャッシュ・フォー・ワーク

Ⅲ　労働運動

特集 M＆Aに労組はどう対応すべきか

外資ファンドによる企業再生が残したもの（塩崎秀樹）企業再編と労働法の課題（有田謙司）企業再編におけ

る形態の多様化と労働組合対応の整理（小島 泰）

非正規労働者の組織化

“会社の発展のための労働組合づくり”の奨め

＊基礎からまなぶ労働組合入門 増補改訂版

労働大学調査研究所監修 労働大学出版センター

＊連合・男女平等への歩み 連合・総合男女平等局

＊通信労組30年のあゆみ

特集 反戦・春闘の爆発を

「日本経済復元」を旗印とした「救国」春闘の宣言（猪狩真人）「日本経済再生のための賃上げ」を懇願する

「全労連」指導部（神長 徹）「グローバル競争」を名分とした賃金切り下げの宣言（宇津宮研）

特集 三池争議と向坂逸郎（シンポジウム）

向坂逸郎にとっての三池（石河康国）三池争議とは（平井陽一）

＊異形の労働組合指導者「松崎明」の“死”とその後

特集 レイドロー報告30年 協同組合運動におけるその意義と現代性

レイドロー報告30年 協同組合運動におけるその意義と現代性（堀越芳昭）レイドロー報告30年と協同組合セ

クター論（報告）（鈴木 岳）レイドロー報告30年と協同組合民主主義（報告）（杉本貴志）レイドロー報告30

年と４つの優先分野の今日性（報告）（澤口隆志）レイドロー報告30年と国際協同組合運動・協同組合原則

（報告）（白石正彦）

特集 レイドロー報告30年 その意義と現代性

レイドロー報告30年 その意義と現代性（報告）（堀越芳昭）レイドロー報告以後の国際協同組合運動の新展

開（報告）（石塚秀雄）

58-4 11.４

B6.221 11.６

A5.187 11.７

A5.118 11.８

B6.171 11.８

2499 11.4.15

A5.364 11.６

A4.42 11.６

A4.91 11.６

A4.81 11.６

A5.87 11.９

36 11.3/４

58-3 11.３

252 11.５

A5.111 11.４

A4.218 11.９

A4.52 11.８

252 11.５

631 11.５

B6.240 11.７

29-3 10.８

29-3 10.８

厚生の指標

PHP研究所

信山社

学習の友社

新日本出版社

労働法学研究会報

21世紀職業財団

雇用開発センター

雇用開発センター

雇用開発センター

岩波書店

電機連合NAVI

経営論集（明治大）

新世紀

通信産業労働組合

新世紀

大原社会問題研究所雑誌

高木書房

協同組合研究

協同組合研究

木村盛世

労務・社会保険法研究会編

大槻久美子

天笠 崇

小川英郎

永松伸吾

遠藤公嗣

黒江修平

宗形 明
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60．総　記

61．人事・労務管理

62．賃金管理

64．定年制，退職金，企業年金

66．教育・訓練

68．安全衛生管理

70．総　記

Ⅳ　経営労務

特集 中小企業経営者に「人を大切にする経営」を提言

伸びる中小企業の条件（講演）（坂本光司）中小企業と「人を大切にする経営」の現状と課題（パネルディスカ

ッション）（パネリスト：大橋正義 石渡美奈 村田毅之 江田博 コーディネーター：平沼高）

人事管理の形成と「テイラー戦略」（２）

日本企業における人的資源管理の新展開に関する検討

田島博実 紀要 社会学・社会情報学（中央大）

合同労組・地域ユニオンとその対策実務

＊就業規則総覧 改訂13版 経営書院編 産労総合研究所出版部経営書院

＊災害時の労務管理ハンドブック 丸の内総合法律事務所編 産労総合研究所出版部経営書院

＊新時代に相応しい自律型役割給・実績給の構築

梅本迪夫 日本生産性本部生産性労働情報センター

企業年金の廃止および受給者減額に関する判例法理

特集「定年後の仕事と生活に関する調査」報告

定年後・就労者の家計状況（小熊 信）定年後・就労者の生活充実感（湯浅 論）職場いきいき度とその要因

について（滝口哲史）定年後・就労者の位置づけと能力活用（加藤健志）定年制度に対するスタンスとその背

景（井出久章）60歳以降の就労理由とその準備（小倉義和）定年後の仕事，生活と労働組合の取り組み課題

（西村博史）「女性」からみた定年後就労（後藤嘉代）

＊チャレンジする年金運用 企業年金連絡協議会資産運用研究会編

特集 中堅社員の能力育成

キャノンにおける「OJT指導者研修」の導入（本間道博）これからの職場での人材育成とOJTリーダーの教育

（藤本雅彦）

特集 報・連・相で組織力アップ!

タイミングのいい報・連・相でチームのビジョンを達成する（坂本敦子）手書きの報・連・相はチーム全員を

成長させる（北山節子）

Off-JTが従業員のキャリアに及ぼす影響

メンタルヘルスからの職場復帰へ労使が協力してサポートが必要 中西史子

建設の仲間支援と東日本マスクプロジェクトが始動

新入社員を迎える職場のメンタルヘルス対策

特集 最近のメンタルヘルス関係の厚労省通達指針と報告書の活用

労働組合の職場復帰支援対策（大槻久美子）安全衛生委員会の活性化でメンタルヘルス対策の推進を（村上剛

志）システムエンジニアのメンタルヘルス問題（網野 裕）教職員のパワハラ問題の取り組み（杉本正男）最

近の厚労省のメンタルヘルスに関する検討会報告の問題点（中林正憲）

＊震災に備える企業のリスクマネジメント

Ⅴ　労働・社会政策

持続可能な地域社会のデザイン（講演）（植田和弘） 久留米大学経済社会研究所 紀要

少子高齢化と持続可能な地域づくり（パネルディスカッション）

（コーディネーター：藤田八暉 パネリスト：森本英香 原田康平他）久留米大学経済社会研究所 紀要

人口減少時代に対応した持続可能な社会づくり（講演）（森本英香） 久留米大学経済社会研究所 紀要

47-4 11.４

55-4 11.３

21 11.３

2498 11.4.１

B5.594 11.３

A5.94 11.７

A5.234 11.７

2622 11.3.28

495 11.３

A5.265 11.７

665 11.５

269 11.５

66 11.３

69 11.３

382 11.５

664 11.４

109 11.４

B5.170 11.６

1 11.３

1 11.３

1 11.３

月刊社労士

福岡大学商学論叢

労働法学研究会報

週刊社会保障

労働調査

日本経済新聞出版社

産業訓練

人材教育

大学院紀要（法政大）

職場の人権

安全センター情報

産業訓練

労働と医学

労働調査会

中川誠士

向井 蘭

西村健一郎

佐藤雄一郎

永倉冬史

久保田浩也
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76．社会保障政策

「福祉のまちづくりサポーター養成講座」にみる地域福祉推進人材養成に関する研究

渡邊英勝 社会福祉学研究（日本福祉大）

特集「地域の再生・子育ての社会化」を考える子育てフォーラム 困難を絆に

子育ての社会化と市民の役割（講演）（汐見稔幸）子育ての社会化とは何か（講演）（大田 堯）子ども問題の

根本を考える（パネルディスカッション）（コーディネーター：平本哲男 コメンテーター：新澤誠治 宮崎

隆志 パネリスト：市原悟子 平野和弘 山崎英子）

子どものセーフティネット検証と子ども権利基盤

特集 地域における産業・中小企業の新たな動き

山口県周南地域における｢小さな移出産業｣の誕生（大田康博）グローバル化時代の改革課題に挑戦する地域産

業・中小企業の新たな動向（吉田敬一）

特集 東日本大震災 支援・復興をどうはかるか

被災者・被災地の声にこたえて生活・地域社会の再建へ（大門実紀史）福島原発災害の危機と国民の安全（イ

ンタビュー）（野口邦和）医療崩壊の現場を襲った大震災（長瀬文雄）

地域経済における産業集積効果の実証分析 大塚章弘，森岡隆司，黒瀬誠

利根川源流のまち「みなかみ」における地域再生への取り組み

林健一，佐藤寛 中央学院大学社会システム研究所紀要

女性と貧困

貧困はなぜ救済されないか

特集子どもの貧困の現状とこれから

子どもの貧困をなくすためには何が必要か（大井琢）子どもの貧困の現状と課題（武内一）保健室から見える

子どもの貧困（関口てるみ）子どもたちの生活は今（石川幸枝）子どもの貧困（浅井春夫）

特集 税と社会保障の一体改革

税・社会保障の一体改革と情報システム（渡辺智之）市町村介護保険分析の標準化（田近栄治，菊池潤）介護

保険と高齢者住宅（河口洋行，油井雄二）税と社会保障の一体改革（田近栄治）終身年金パズルの行動経済

学：フレーミング効果と心理会計（竹内 幹）

介護サービス供給主体の広域展開に関する研究 芳賀祥泰 社会福祉学研究（日本福祉大）

韓国における民間保育施設の現状と課題 張 京姫 社会福祉学研究（日本福祉大）

公的扶助における現金給付とケースワークの分離 木下武徳 北星学園大学社会福祉学部北星論集

地域における「政策医療」の担い手と経営形態の多様化

小林甲一，塚原薫，横井由美子他 名古屋学院大学論集社会科学篇

通所介護事業所における介護職員の離職率に関する研究 原田 亘 社会福祉学研究（日本福祉大）

少子高齢化社会の社会保障制度改革に必要な視点

RSA改革を通じたフランスワークフェア政策の転換

高齢者の要介護認定有無別医療費の比較分析

２次医療圏をもとに日本の医療提供体制を考える（7）～（8）

高橋泰，石川雅俊，柏原純一　　社会保険旬報

介護保険は持続可能か

自治体病院再編の方向

ISO9001と病院機能評価における継続的質改善の考察

地域の医療政策を誰が担うか

高齢者医療制度の再構築（上）

特集 税と社会保障一体改革のねらい

経団連批判と全商連の取り組み（中山 真）震災対策，いのちと安全最優先にした政策への転換を（井上 久）

震災と社会保障改革の見直し

ドイツにおける介護の現状と改革のゆくえ

被災者支援と社会保障法

ドイツ社会法典第２編とニーズ共同体 上乗せ受給問題

6 11.３

225 11.４

170 11.３

61-4 11.４

871 11.６

22 11.３

11-2 11.３

506 11.３

506 11.３

465 11.５

4-1 11.１

6 11.３

6 11.３

48 11.３

47-4 11.３

6 11.３

381 11.５

51-1/2 11.３

58-5 11.５

2455,2458 11.4.1, 11.5.１

2457 11.4.21

2457 11.4.21

2458 11.5.１

2458 11.5.１

2459 11.5.11

436 11.初夏

2622 11.3.28

2625 11.4.18

2625 11.4.18

2626 11.4.25

協同の発見

社会学論叢（日本大）

商工金融

前衛

地域経済研究（広島大）

北海道自治研究

北海道自治研究

民医連医療

一橋経済学

企業年金

経済学論纂（中央大）

厚生の指標

社会保険旬報

社会保険旬報

社会保険旬報

社会保険旬報

社会保険旬報

社会保障

週刊社会保障

週刊社会保障

週刊社会保障

週刊社会保障

井上 仁

大矢さよ子

奥田浩二

堀江奈保子

小澤裕香

安西将也，延原弘章

堤 修三

伊関友伸

進士君枝

宮山徳司

田近栄治，河口洋行，菊池潤

土田武史

小梛治宣

菊池馨実

田畑洋一
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77．社会福祉政策

子ども新システムの建設的議論を

統一感なき成年後見法政策に終止符を！

中国の社会保障改革と専門職制度の確立

東日本大震災をバネに共通番号を！

社会保障と税の一体改革をめぐる論点

制度の効率的な運営と財源の確保が課題（座談会）（前）

消費税率引上げを前提に国民の合意形成を（座談会）（後）

障害者自立支援法の廃止と新法制定のゆくえ

外国人の生活保護受給権，その前後左右

特集 介護保険の10年と社会保障のゆくえ

介護保険と地域包括ケアシステム（佐藤卓利）介護保険の10年と2011年改定の動向（里見賢治）

特集 まるごと見てきたフランスとイギリスの働くルールと生活保障

フランス，イギリスの暮らし・社会保障（三成一郎）フランスとイギリスの非正規労働者の労働条件と解雇規

制（柴田外志明）緊縮政策とたたかうフランスとイギリスの労働者（岡田則男）まるごと見てきたフランス，

イギリスの労働者生活（藤田 宏）

群馬県の社会的養護の現状（1）～（2） 亀井　聡　　新島学園短期大学紀要

介護保険法施行後の高齢者虐待問題に関わる援助者の対応と課題

藤江慎二 社会福祉学研究（日本福祉大）

特別養護老人ホームの終末期ケアに関する研究 田中克恵 社会福祉学研究（日本福祉大）

福祉サービスにおける措置委託制度の理論的意義と契約化の課題

佐橋克彦　　北星学園大学社会福祉学部北星論集

ドイツにおける障害者の地域スポーツ活動への参加を支える社会的制度とその論理に関する一考察

特集 超高齢社会と介護労働

「介護労働者の就業・離職状況に関する調査」について（坂口尚文）超高齢社会を支える（対談）（辻哲夫 太

田貞司）介護産業から他産業への転職行動の経済分析（鈴木 亘）介護事業所の勤務条件に対する潜在的有資

格者の選好（佐野洋史，石井加代子）

特集 今，地域で共に学び・生きる運動は

義務化阻止は何をめざしたのか（座談会）（片桐健司 高木千恵子 半田清雄 司会：名谷和子）養護学校義務

化反対闘争四〇年（北村小夜）障害者運動は，障害者隔離政策といかに闘ってきたか（楠敏雄）「共に学ぶ」

に巻き込まれ続けた三〇年（山下浩志）すべての子どもが地域（校区）への就学通知を受け取ることは，地域

で生きていく原点（谷奥克己）

保育・保育労働をめぐる問題（Ⅰ）～（Ⅱ） 川村雅則　　季刊北海学園大学経済論集

特集 都市と福祉

都市の福祉課題にどう対応するか（鼎談）（側垣一也 平田厚 司会：上野谷加代子）民生委員・児童委員活動

の課題（金井敏）人のつながりの再構築（菅瀬浩治）ホームレス自立支援（田渕勝彦）横浜市の待機児童対策

（安形和倫）

特集 今日の自治体行政と社会福祉

指定管理者制度と社会福祉（角田英昭）「地域主権改革」と地方自治法の「抜本改正」（白藤博行）今日の自治

体行政と障害福祉（二見清一）今日の自治体行政と子ども家庭福祉（川松 亮）今日の自治体行政と保育改革

（藤井伸生）

特集 触法障害者への支援 司法と福祉の連携を考える

罪を犯した知的・発達障害者への弁護活動を通して思うこと（副島洋明）矯正施設を退所した知的障害者への

地域生活移行支援（小野隆一）触法障害者の支援（浜井浩一）

国際社会における介護労働者の育成と介護労働の実態について 立川和美　　流通経済大学論集

2623 11.4.４

2623 11.4.４

2628 11.5.16

2628 11.5.16

2627 11.5.2/９

2627 11.5.2/９

2627 11.5.2/９

870 11.５

1534 11.3.下旬

1535 11.4.上旬

82 11.春季

30, 31 10.3, 11.３

6 11.３

6 11.３

48 11.３

31-1 10.２

90 11.Spring

130 11.Spring

58-310.12

94-6 11.５

38 11.３

31-4 11.４

45-4 11.３

週刊社会保障

週刊社会保障

週刊社会保障

週刊社会保障

週刊社会保障

週刊社会保障

週刊社会保障

前衛

賃金と社会保障

賃金と社会保障

労働総研クォータリー

金沢大学経済論集

季刊家計経済研究

季刊福祉労働

月刊福祉

総合社会福祉研究

ノーマライゼーション

椋野美智子

上山 泰

沈 潔

川渕孝一

小塩隆士

（清家篤 吉川洋 峰崎直樹 中村秀一）

（清家篤 吉川洋 峰崎直樹 中村秀一）

笠井 昂

田中 宏

奥田睦子
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78．労働法

79．労働判例

80．労働委員会

91．アジア

民主社会と労働法の貢献

中国契約法における事情変更の原則

中国労働契約法の立法根拠と位置づけについて

特集 日航不当解雇は何をもたらすか

もうけ最優先の「効率化」がこわす安全，公共性（穀田恵二）歪められた日本の航空行政をただしてこそ（津

惠正三）日本航空の整理解雇の無効は明白である（山口 泉）

特集 雇用平等法の新たな展開

性差別禁止の現代的展開（長谷川聡）今なぜ雇用平等法を問題にするのか（和田 肇）雇用形態間における均

等待遇（緒方桂子）年齢差別禁止の特徴と規制の方向性（山川和義）雇用平等を実現するための諸法理と救済

のあり方（渡辺 賢）

「社会保障法における労働」とは何か

新型解雇をうちやぶれ！（シンポジウム）（東海林智　大岡義久　今泉義竜他）

特集 教職員に対する「組合活動調査」「通報制度」

道教委「通報制度」について（伊藤誠一）「通報制度」について憲法との関係で（渡邊賢）「服務規律調査」「通

報制度」について（姉崎洋一）道教委「服務規律実態調査」とは何か（佐藤博文）

特集 深夜労働の実態と法的規制のあり方

医師の深夜労働の実態と問題点（池田 寛）看護師の深夜労働の実態（中野千香子）パイロットの深夜勤務

（長澤利一）客室乗務員の深夜勤務の実態と問題点について（飯田幸子）郵便内務労働者の深夜労働の実態と

労働時間規制（廣岡元穂）ホテル従業員の深夜労働の実態（三田圭子）コンビニ深夜労働の実態（山下元信）

深夜業の実態の変化と法規制の重要課題（吉田美喜夫）

＊労働相談事例集

＊社会法の基本理念と法政策 山田晋，有田謙司，西田和弘，石田道彦，山下昇編 法律文化社

＊ワークルール・エグゼンプション

＊労働法入門

新国立劇場合唱団員事件

最新労災判例（9）

不当労働行為救済命令に関する訴訟における第三者の訴訟参加（二） 福本知行　　金沢法学

休職期間満了により退職取扱とされた労働者からの労働契約上の地位確認等の請求が退けられた事例

堺市・泉ヶ丘東中学校教諭過労自死裁判大阪地裁の勝利判決（2010年３月29日）で確定

採用「内々定」の取消しと損害賠償責任の成否

サービスの自由移動原則と国内労働法優先主義との衝突

弁護士短信 労働事件簿（61）

労組法上の「使用者」概念と義務的団交対象事項

＊労働判例に見る危機管理対応

「有期労働契約に関する連合の考え方」について

不当労働行為の救済と労働委員会 アメリカと日本（講演）

直接雇用予定者に対する派遣先事業主の使用者性

有期契約労働者の雇止め

Ⅵ　世界労働

中国主要少数民族の労働力移動の傾向について 大西広，オマルジャン・ハサン 東アジア経済研究
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4 10

月刊労委労協

社会科学研究（東京大）

社会科学研究（東京大）

前衛

日本労働法学会誌

山口経済学雑誌

労働法律旬報

労働法律旬報

労働法律旬報

労働教育センター

学習の友社

岩波書店

月刊労委労協

季刊ろうさい

労働基準

労働と医学

労働判例

労働法律旬報

労働法律旬報

労働法律旬報

日本経団連出版

月刊労委労協

月刊労委労協

中央労働時報

中央労働時報

高木 剛

胡 光輝

常 凱

柳澤 旭

労働問題研究会編

脇田 滋編著

水町勇一郎

古川景一，川口美貴，宮里邦雄

山口浩一郎

小畑史子

田村和男

山田省三

山本志郎

齋藤 耕

萬井隆令

河本 毅

村上陽子

中窪裕也

富永晃一

岩本俊也
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93．ヨーロッパ

97．オセアニア

99．ILO，国際機関

100．総　記

101．生活・労働史（日本）

103．ジェンダー・フェミニズム・女性史（日本）

105．社会事業・慈善事業史

107．社会・労働政策史（外国・国際）

108．労働運動史（日本）

111．社会主義運動史（外国・国際）

112．諸社会運動史

Successful and unsuccessful experiences of employees in Singaporean hotels during intercultural service encounters

Kyoko Morikoshi 北星学園大学短期大学部北星論集

拡大EUの雇用・労働問題

＊フランス，イギリス働くルールと生活保障の最新事情

労働総研・フランス，イギリス調査団編 本の泉社

オーストラリアの労働事情とワーキング・ホリデー制度 増田正勝 広島経済大学経済研究論集

＊国際公務員のキャリアデザイン

＊ガイドブックILO国際労働基準

Ⅶ　歴　史

＊風景の裂け目

＊不破哲三時代の証言

＊横手市史通史編近現代

＊アメリカのスパイ・CIAの犯罪

＊登戸研究所から考える戦争と平和

＊写真・ポスターに見るナチス宣伝術

＊早川康弌 「早川康弌思想と軌跡」刊行会

＊15の春まで筑豊にて

＊昔ガヨカッタハズガナイ 山中　恒　　辺境社（発売：勁草書房）

＊軍艦島に耳を澄ませば

＊失業と救済の近代史

＊わたくしは永遠に失望しない

＊社会事業成立史の研究

1990年代以降のドイツにおける労働協約体制の変容

敗戦直後日本の労働運動（4）～（6） 美馬孝人 季刊北海学園大学経済論集

＊総評資料目録 労働政策研究・研修機構

＊社会主義と哲学 アントニオ・ラブリオーラ著 小原耕一，渡部実訳 同時代社

＊連続大量差別はがき事件

＊農民運動指導者の戦中・戦後
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