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社会・労働関係文献月録 

『大原社会問題研究所雑誌』2011年度総目次 

月例研究会 

所　報　2011年12月 

　コミュニティ・ユニオンの10年 

　コミュニティ・ユニオンによる「派遣切り」に 

　　　対する取り組み 

　メンタルヘルスに関わる労働相談をめぐる困難 

　個人加盟組合が行う労働相談が組合加盟に 

　　　結びつく要因についての数量分析 

■書評と紹介 

　佐久間孝正著『在日コリアンと在英アイリッシュ』 

　石河康国著『労農派マルクス主義』 
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642 April 2012No.

Special Issue：New Approaches to Studies on Community 
　　Unions in Japan 
    10 Years Change of Community Unions: from 2 Surveys on Union Members
 
　Working through the Law, around the Law, and to Change the 
　　Law: Analysis of Community Unions’Engagement of Temp Work Issues
 
　Difficulties about a labor consultation concerning mental health
　
　Statistical Analysis of the Factors that Influence the Rate of Workers who 
　　Join Individually-affiliated Unions among Recipients of Labor-issue 
　　Counseling Services Provided by these Unions

Book Reviews
    SAKUMA Kosei, Koreans in Japan and Irish in the UK Old-comers and 
　　Citizen Rights
　ISHIKO Yasukuni, Marxism Rono School: Theory Characters History 

Bibliography of Publication on Labour and Social Issues

Annual Index of The Journal of Ohara Institute for Social Research
(Academic Year 2011)

Monthly Research Meeting
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【特集】コミュニティ・ユニオン研究の新たな動向 
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03－5903－6255独立行政法人 労働政策研究・研修機構 

エッセイ　　　　　 ［労働経済］ 
　　　　　　　　　　 労働経済学　　　　　　　　　　　　　神代和欣 
　　　　　　　　　　 人的資本理論　　　　　　　　　　　　赤林英夫 
　　　　　　　　　　 人事の経済学　　　　　　　　　　　　松繁寿和 
　　　　　　　　　　 労働市場サーチ理論　　　　　　　　　今井亮一 
　　　　　　　　　 ［社会政策・労使関係・人事管理］ 
　　　　　　　　　　 社会政策　　　　　　　　　　　　　　久本憲夫 
　　　　　　　　　　 労使関係論　　　　　　　　　　　　　石田光男 
　　　　　　　　　　 雇用制度比較　　　　　　　　　　　　宮本光晴 
　　　　　　　　　　 産業社会学　　　　　　　　　　　　上林千恵子 
　　　　　　　　　　 人的資源管理論　　　　　　　　　　　上林憲雄 
 
 
書評　　　　　　　　櫻井宏二郎著『市場の力と日本の労働経済―技術進歩，グローバル化と格差』　　　　　　　　　　　冨浦英一 
　　　　　　　　　　服部泰宏著『日本企業の心理的契約―組織と従業員の見えざる約束』　　　　　　　　　　　　　　　若林直樹 
 
論文 Today　　　 　「何を与えれば，人はより働くのか？  ―フィールド実験による検証」　　　　　　　　　　　　　　　森　知晴 
 
フィールド・アイ　　全米最長のストライキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳澤　武 

　　　 外国人労働者と共に働き生きる 
◆巻頭言＜俯瞰＞外国人労働者医療の現場から　平 
野敏夫　◆外国人労働者就労・生活支援の現状と課 
題　渡邊博顕　◆外国人労働者の安全健康課題と対 
策視点　毛利一平　◆多文化共生社会へ地域でとも 
に―「ユ二バーサルデザイン」「共育 (ともいく)」を 
キーワードに　池上重弘　◆外国人非正規滞在者の 
就労実態と政策転換の方向　鈴木江理子　◆移住労 
働者の人権確立と自立を支援する―違いを尊重し合 
い，いっしょに，できることから始めよう　鳥井一 
平　◆参加型安全衛生活動をともに―ブラジル人と 
日本人介護職員によるグループホームでの職場改善 
成田博厚 
 
◆健康影響予測評価（HIA）と企業における活用・ 
　５　海外工場の新設に対するHIA 
　…………………………………………上原正道・他 
◆職業ドライバーの安全と健康・３　急増する熱中 
　症と企業の対策……………………………作本貞子 
◆産業安全保健エキスパート　職場の実践・９　労 
　働災害を発生させないために！…………川野政彦 
◆研究室とつないで・15  埼玉工業大学人間社会学 
　部心理学科…………………………………曽我重司 
◆メーカーとつないで・15  アクトインテリア株式 
　会社…………………………………………荒川忠夫 

【特集】 

特集　この学問の生成と発展 

［教育・心理］ 
　職業指導論　　　　　　　　　　　　　木村　周 
　産業・組織心理学　　　　　　　　　　渡辺直登 
　キャリア教育　　　　　　　　　　　　菊池武剋 
　教育社会学　　　　　　　　　　　　　潮木守一 
　高等教育論　　　　　　　　　　　　　金子元久 
［労働法］ 
　労働法学　　　　　　　　　　　　　　西谷　敏 
　労働法社会学　　　　　　　　　　　　石田　眞 
　労働の法と経済学　　　　　　　　　　飯田　高 
　労働市場法学　　　　　　　　　　　　有田謙司 
　ジェンダー労働法学　　　　　　　　浅倉むつ子 
 


