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文獻資料名　＊書名 編著者名等
収録誌名
発行所　

巻号 発行年月

Ⅰ　理論・一般

0．総　記
＊一労働者の政治哲学　抜粋集 豊福良一編 同時代社 2015.1

＊朝日新聞「吉田調書報道」は誤報ではない
海渡雄一，河合弘之，
原発事故情報公開原
告団・弁護団著

彩流社 2015.6

＊いま生きる「資本論」 佐藤優著 新潮社 2015.2
＊愚民文明の暴走 呉智英，適菜収著 講談社 2014.6
＊貧者を喰らう国　【増補新版】 阿古智子著� 新潮社 2014.11
＊暴力階級とは何か� 廣瀬純著 航思社 2015.5
＊いま，松下竜一を読む 下嶋哲朗著 岩波書店 2015.3
＊中東革命のゆくえ 栗田禎子著 大月書店 2014.10
＊沖縄の覚悟 来間泰男著 日本経済評論社 2015.6

＊入会訴訟『日誌』とその研究
髙村不二義�［原著］　
北條浩，上村正名，
村田彰編著

御茶の水書房 2014.9

＊いいがかり�

『原発「吉田調書」
記事取り消し事件と
朝日新聞の迷走』編
集委員会編

七つ森書館 2015.3

＊北朝鮮の人権問題にどう向きあうか 小川晴久著 大月書店 2014.8

＊大格差
タイラー・コーエン著　
池村千秋訳

NTT出版 2014.12

＊民主党政権の挑戦と挫折
伊藤光利，宮本太郎
編

日本経済評論社 2014.8

＊続・時の行路 田島一著 新日本出版社 2014.8

＊いのちの民主主義を求めて�
内山秀夫著　内山秀
夫遺稿集刊行委員会
編

影書房 2015.4

＊三一新書の時代� 井家上隆幸著 論創社 2014.12
＊日本の損害保険産業 松浦章著 桜井書店 2014.9
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＊マルクスとともに資本主義の終わりを考える 的場昭弘著 亜紀書房 2015.3
＊日本共産党をどう理解したら良いか 村岡到著 ロゴス 2015.2
＊国旗，国歌，日本を考える 曽我逸郎著 トランスビュー 2014.5
＊「強い文章力」養成講座� 川上徹也著 ダイヤモンド社 2014.6

＊法の観察
和田仁孝，樫村志郎，
阿部昌樹，船越資晶
編

法律文化社 2014.7

＊憲法と知識人 邱静著 岩波書店 2014.11
＊学生に賃金を 栗原康著 新評論 2015.2
＊もしも君に会わなかったら� 早乙女勝元著 新日本出版社 2014.9
＊民主連合政府をめざして 浜野忠夫著 新日本出版社 2015.6

＊社会はどう壊れていて，いかに取り戻すのか
金子勝，伊東俊彦，
伊多波宗周，高橋若
木，竹田茂夫著

同友館 2015.1

＊必要の理論�

L. ドイヨル，I. ゴフ
著　馬嶋裕，山森亮
監訳　遠藤環，神島
裕子訳

勁草書房 2014.10

＊米国経済白書 2015
萩 原 伸 次 郎 監 修　
『米国経済白書』翻
訳研究会訳

蒼天社 2015.11

＊歴史と向きあう社会学
野上元，小林多寿子
編著

ミネルヴァ書房 2015.7

＊韓国経済発展論 朴根好著 御茶の水書房 2015.3
1．ジェンダー・フェミニズム・女性論

＊家事労働とマルクス剰余価値論� 森田成也著 桜井書店 2014.10
＊子育てと仕事の社会学 西村純子著 弘文堂 2014.8
＊何を怖れる 松井久子編 岩波書店 2015.7

3．労使（資）関係論

続・今なお，木鶏をめざして
鈴木勝利　聴き手：
仁田道夫　渡辺章

中央労働時報 1190 2015.4

6．社会政策論

＊ワークフェアの日本的展開
宮嵜晃臣，兵頭淳史
著

専修大学出版局 2015.3

＊台湾の社会福祉 宮本義信著 ミネルヴァ書房 2015.10
8．社会福祉論

＊釜ヶ崎と福音 本田哲郎著 岩波書店 2015.2
＊「地方」の実践からみた日本キリスト教社会福祉 杉山博昭著 ミネルヴァ書房 2015.11

12．社会運動論
＊秘密保護法対策マニュアル 海渡雄一著� 岩波書店 2015.3
＊選挙を盛り上げろ！ 影書房編集部編 影書房 2014.9
＊絶望という抵抗 辺見庸，佐高信著 金曜日 2014.12
＊想像力と複眼的思考 内田雅敏著 スペース伽耶 2014.1
＊革命のつくり方 港千尋著 インスクリプト 2014.10
＊表現の自由と出版規制 山了吉著 出版メディアパル 2015.4
＊戦争か平和か 志位和夫著 新日本出版社 2014.10
＊つながる 9条の絆 緒方靖夫著 新日本出版社 2014.10
＊脱成長を豊かに生きる 白川真澄著 社会評論社 2014.10
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＊動かすな，原発。
小出裕章，海渡雄一，
島田広，中嶌哲演，
河合弘之著

岩波書店 2015.9

＊真剣に話しましょう

小熊英二，古市憲寿，
高原基彰，上野千鶴
子，小川有美，酒井
啓子，篠田徹，湯浅
誠，保坂展人，東浩
紀，菅原琢，韓東賢，
木村草太著

新曜社 2015.1

＊あなたの福島原発訴訟
『生業を返せ，地域を
返せ！』福島原発訴
訟原告団・弁護団編

かもがわ出版 2015.4

13．レイシズム，差別

＊アイヌ民族否定論に抗する
岡和田晃，マーク・
ウィンチェスター編

河出書房新社 2015.1

＊関東大震災時の朝鮮人迫害 山田昭次著 創史社 2014.9

＊ NOヘイト！
加藤直樹 ,� 神原元 ,�
明戸隆浩著

ころから 2015.1

＊差別の日本近現代史
黒川みどり，藤野豊
著

岩波書店 2015.3

＊シリーズここで生きる　またがりビトのすすめ 姜誠著 岩波書店 2014.11
＊ヘイト・スピーチの法的研究� 金尚均編 法律文化社 2014.9
＊ヘイト・スピーチ（差別煽動表現）を許してはいけない 韓国民団中央本部編 新幹社 2014.8
＊被ばく者差別をこえて生きる 青柳純一著 三一書房 2014.4

Ⅱ　労働問題

20．総　記
特集�サービス労働の分析

日本労働社会学
会年報

25 2014.12流通サービス産業の労働実態と労働運動の課題 木暮弘
接客サービス労働過程分析の理論的視座 鈴木和雄

＊日本の風俗嬢 中村淳彦著 新潮社 2014.10
＊失職女子。 大和彩著 WAVE出版 2015.2

＊日本的雇用慣行を打ち破れ 八代尚宏著
日本経済新聞出
版社

2015.4

＊自衛隊この国営ブラック企業 小西誠著 社会批評社 2014.10
＊ここで辞めたらただの負け犬！ 楯岡吾朗著 KADOKAWA 2014.7
＊会社が正論すぎて，働きたくなくなる 細井智彦著 講談社 2014.6

＊ドキュメント��ブラック企業
今野晴貴，ブラック企
業被害対策弁護団著

筑摩書房 2014.8

＊「働くこと」を問い直す� 山崎憲著 岩波書店 2014.11
＊「就活」と日本社会 常見陽平著 NHK出版 2015.1

＊これからの集団的労使関係を問う
仁田道夫，日本労働
組合総連合会（連合）
編著

エイデル研究所 2015.10

21．雇用・労働市場
＊転職の社会学 渡辺深著� ミネルヴァ書房 2014.9
＊危機と雇用 玄田有史著 岩波書店 2015.2
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23．賃金問題
特集�共働き世帯の家計と生活

季刊家計経済研
究

106 2015.Spring

「共働き夫婦の家計と意識に関する調査」について 坂口尚文，田中慶子
日本の共働き世帯における夫と妻の幸福度と子供，時間
配分

吉田千鶴

家事・育児労働に対する妻と夫の評価の比較 浜田浩児
共働き夫婦の家計のかたち 鈴木富美子

＊公務員の賃金
早川征一郎，盛永雅
則，松尾孝一著

旬報社 2015.12

24．労働時間・ワークライフバランス
特集�労働時間法制の今後

労働調査 540 2015.4

労働時間法制をめぐる議論の混乱と今後のあり方 毛塚勝利
連合の考える労働時間法制のあり方 伊藤彰久
労働時間法制の見直しに関して 半沢美幸
情報労連における労働時間縮減の取り組み 才木誠吾
労働時間規制改革をめぐる動向と今後の労働時間規制の
あり方

岡田俊宏

＊パパの働き方が社会を変える！ 吉田大樹著 労働調査会 2014.9

＊いのちが危ない残業代ゼロ制度�
森岡孝二，今野晴貴，
佐々木亮著

岩波書店 2014.11

28．女性労働
特集�声をあげる女性たち

社会評論 180 2015. 春

出版流通現場で働く非正規労働者 伊豆野千穂子
組合活動を振り返って 中村泰子
戦争が近づいている島 清水早子
争議は終わっていない 鈴木圭子
地方自治体で働く非正規職員の現状 鎌倉淑子
学校給食を孤立させる浅薄な報道 栗原美子
一匹羊の不安で満ちたりた生活 広田匡子
「処遇改善」は安心して働ける職場あってこそ 日向よう子
働いても貧しい現実のなかで 金景好
老人ホーム厨房の一日 阪上知子

＊�女性と労働　貧困を克服し男女ともに人間らしく豊かに
生活するために

日本弁護士連合会第
58 回人権擁護大会シ
ンポジウム第 1 分科
会実行委員会編

日本弁護士連合
会

2015.10

30．若年労働
特集�若者「使い捨て」企業問題にどう取り組むか―社会的ネットワークの可能性

社会政策 6-3 2015.3

〈小特集趣旨〉日本的雇用関係と「ブラック企業」 田中洋子
なぜ学生はブラックバイトを辞められないのか 坂倉昇平
ブラック企業被害対策弁護団の取り組み 嶋﨑量
若者「使い捨て」企業に対峙する首都圏青年ユニオンの
取り組み

神部紅

若者の「使い捨て」問題への大学の取り組みと連携の可
能性

上西充子

＊ブラック企業と奨学金問題
川村遼平，大内裕和，
木村達也著　愛知か
きつばたの会編

ゆいぽおと出版　
KTC中央出版発
売

2014.11

＊ポストドクター 北野秋男著 東信堂 2015.1
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32．障害者労働

障害者雇用推進に向けた支援の条件に関する研究

有岡栞，徳竹健太郎，
酒寄学，宇留野功一，
宇留野光子，高山忠
雄，安梅勅江

厚生の指標 62-4 2015.4

33．外国人労働

＊建設業における外国人技能実習制度と不法就労防止
建設労務安全研究会
編

労働新聞社 2014.9

35．労災，職業病，健康問題

＊格差と不安定のグローバル経済学

ジェームス・K. ガル
ブレイス著　塚原康
博，鈴木賢志，馬場
正弘，鑓田亨訳

明石書店 2014.10

36．ハラスメント
特集�いじめ・ハラスメントのない職場

労働の科学 70-3 2015.3

労使で取り組むいじめ・ハラスメントのない職場 内藤忍
パワーハラスメント防止に向けた組織的対応 三木明子
いじめ・ハラスメントによる健康影響・組織への影響と防
止対策

津野香奈美

いじめ・ハラスメントは急性・慢性的に心身に影響を与える 永田耕司
ハラスメント対策と組織オンブズの導入 多田記子
ハラスメント対策を労働条件改善の中心的な課題として 浜田紀子

39．福祉労働・ケア労働
＊アメリカの看護師と派遣労働� 早川佐知子著 溪水社 2015.5
＊感情労働としての介護労働 吉田輝美著 旬報社 2015.2

＊�東京都の公立保育園における非正規職員の実態調査報
告書

明星大学人文学部垣
内国光研究室編

明星大学人文学
部垣内国光研究
室

2014.12

＊日本の保育労働者
垣内国光，義基祐正，
川村雅則，小尾晴美，
奥山優佳著

ひとなる書房 2015.7

＊私たち非正規保育者です

垣内国光，高橋光幸，
小尾晴美監修　非正
規保育労働者実態調
査委員会編著

かもがわ出版 2015.8

Ⅲ　労働運動

40．総　記

＊パワハラにあったときどうすればいいかわかる本
いじめ・メンタルヘ
ルス労働者支援セン
ター，磯村大著

合同出版 2014.11

41．労働組合・運動論
＊労働組合で社会を変える 石川源嗣著 世界書院 2014.10
＊労働組合のレシピ 二宮誠著 メディア・ミル 2014.11

＊日本の労働組合　改訂増補第 4版 岩崎馨著
日本生産性本部
生産性労働情報
センター

2015.8
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42．ナショナルセンター

＊働く人を守る 久谷與四郎編著
日本リーダーズ
協会

2015.1�

46．賃金闘争（含　生活改善闘争）
特集�2015 年春季労使交渉の動向―賃金上昇による好循環の継続へ� �

ビジネス・レー
バー・トレンド

483 2015.62015 春闘の傾向と特徴（インタビュー） 須田孝
春闘六〇年の軌跡 荻野登

51．教育文化宣伝活動

＊ブラック企業に負けない！学校で労働法・労働組合を学ぶ

川村雅則，角谷信一，
井沼淳一郎，笹山尚
人，首藤広道，中嶌
聡著

きょういくネット
発行　桐書房発
売

2014.11

54．労働者福祉・協同組合運動
特集�生協の共済事業　最新事情

生活協同組合研
究

471 2015.4
生協共済と組合員参加 江澤雅彦

座談会「生協共済の推進について」（座談会）
岡田太（司会）　阿部
田克美　田中隆幸　
和田長太郎

Ⅳ　経営労務

60．総　記
＊残業代請求訴訟反論パターンと法的リスク回避策 髙井重憲著 日本法令 2014.9

＊新聞・通信社のための人事・労務Q&A　2014 年版

日本新聞協会労務委
員会人事管理研究会
編著　安西法律事務
所監修

日本新聞協会 2014.10

＊�労務管理の古典にみる労働の現場を歩いた先駆者たち 水口哲樹著 企業通信社 2014.2
＊均等法と育児・介護休業法で会社は変わる！ 布施直春著 労働調査会 2014.1

＊社長が代わると，どうして人事制度が変わるのか？ 吉岡利之著
日本生産性本部
生産性労働情報
センター

2015.12

64．定年制，退職金，企業年金
厚生年金基金座談会　制度移行に向けての現場の声（覆
面座談会）

企業年金 428 2015.4

特集�公的年金改革について

年金と経済 34-1 2015.4
公的年金改革 牛丸聡
2014 年財政検証について考える 駒村康平
マクロ経済スライドとその完全発動の意義と課題 小塩隆士
パートへの厚生年金の適用拡大について 永瀬伸子

66．教育・訓練
特集�人としての魅力がカギ　これからのビジネスリーダー育成

人材教育 316 2015.4
戦略的かつ効果的に育成するリーダーシップ・パイプライン 髙橋潔
全ての人がリーダーとなる「出番型リーダーシップ」 榎本英剛
リーダーのための「コンフリクト・マネジメント」 宍戸拓人

特集�成長戦略を担う人材開発部門

人材教育 322 2015.10
日米双方のよさを活かすハイブリッド型戦略人事のすすめ 平野光俊
人材から最大限の能力を引き出す戦略人事 3 つのポイント トム・ぺダーセン
「ビジネスパートナー」というもう1つの戦略人事（インタ
ビュー）

村上剛
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69-2．高年齢者雇用
特集�高齢女性社員が活躍する会社

エルダー 37-5 2015.5

高齢女性が働くということについて 浅尾裕
シニア女性の就労の場を拡大するために家事代行サービ
ス事業に参入

株式会社かじワン

シニアの女性スタッフを拡大し主力戦力に　知識と経験
が若手スタッフに気づきを与える

株式会社日本ケアリ
ンク

女性ならではの健康問題を理解し働き続けられる環境を
整えることが重要（インタビュー）

宮内文久

Ⅴ　労働・社会政策

70．総　記
バイオシミラーの環境整備を 武藤正樹 週刊社会保障 2823 2015.4. 27
特集�地域から考える社会のあり方

電機連合NAVI 55 2015 春

米沢地域を支える人づくり 横山繁美
地域における労働組合の役割（中小企業と地域の活性化） 井上正則
神奈川地協　障がい福祉活動について 村田謙造
社会福祉法人電機神奈川福祉センターの地域における連
携の実態と政策・制度への対応

石原康則

特集�誰が地域を担うのか

都市問題 106-5 2015.5
地域の課題を誰が担うのか 新川達郎
地域における自治会の役割とその担い手 森裕亮
官民役割分担の二面性 原田晃樹
民生委員・児童委員はいま 金井敏

特集�自治体と再生可能エネルギー

都市問題 106-5 2015.5

エネルギー源別に見た自治体の再生可能エネルギーに対
する取り組み

山下英俊，藤井康平

地方自治体の再生可能エネルギー政策 内藤悟
需要家としての自治体と再生可能エネルギー 増原直樹
日本の木質バイオマスと地域林業の課題 近藤加代子

＊社会調査の源流 村上文司著 法律文化社 2014.11

＊母子世帯のワーク・ライフと経済的自立 周燕飛著
労働政策研究・
研修機構

2014.6

＊鵺の鳴く夜を正しく恐れるために� 稲葉剛著 エディマン 2014.12
＊失われし 20 年における世帯変動と就業異動 山口幸三著 日本統計協会 2014.11

＊格差拡大の真実
経済協力開発機構編
著　小島克久，金子
能宏訳

明石書店 2014.10

＊若者は本当にお金がないのか？ 久我尚子著 光文社 2014.6
＊アメリカの福祉改革とジェンダー� 佐藤千登勢著 彩流社 2014.6

＊子どもの貧困／不利／困難を考える　I
埋橋孝文，矢野裕俊
編著

ミネルヴァ書房 2015.8

＊子どもの貧困／不利／困難を考える　II
埋橋孝文，大塩まゆ
み，居神浩編著

ミネルヴァ書房 2015.8

＊福祉レジーム 新川敏光編著 ミネルヴァ書房 2015.11

＊ユーロ危機と欧州福祉レジームの変容
福原宏幸，中村健吾，
柳原剛司編著

明石書店 2015.8
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71．雇用・労働市場政策
特集�雇用の変化と社会保険

日本労働研究雑
誌

659 2015.6

就業形態の変化と社会保険・企業福祉 駒村康平，丸山桂
健康保険制度における適用拡大の影響と課題 田極春美
非正規雇用増加の要因としての社会保険料事業主負担の
可能性

金明中

非正規労働者への被用者保険の適用拡大の在り方と法的
課題

衣笠葉子

75．職業教育・訓練政策
特集�「働く」を学ぶ

クレスコ 170 2015.5

「俗流キャリア教育」を乗り越えて，「権利としてのキャ
リア教育」のほうへ

児美川孝一郎

あらためて今，働く者の「権利」を考える 渡辺輝人
労働法・労働組合を学校で学ぶ 川村雅則
「自分と向き合う力」を育てる 光真志
「ブラック企業に負けない力」を育てる 角谷信一
定時制高校での進路指導 長尾啓三郎
支援学校高等部の生徒たちの姿から 林陽子
若者の雇用環境と，周囲にできること 今野晴貴
安倍政権の「雇用改革」は何をめざしているか 伊藤圭一

76．社会保障政策
マクロ経済スライド　フル発動の意義 小塩隆士 週刊社会保障 2820 2015.4. 6
特集�介護保険制度のゆくえ

都市問題 106-4 2015.4

介護保険と地方分権の 15 年 神野直彦
予防給付の地域支援事業化を考える 結城康博
介護報酬引き下げによる事業者への影響 浅川澄一
介護従事者の処遇改善と人材確保に向けて 高野龍昭
急増する「無届け介護ハウス」の実態と課題 NHK取材班

データヘルス計画の特徴と課題　5 岡山明 社会保険旬報 2602 2015.5. 1
大都市圏の医療介護提供体制をどう考えるのか　下 松田晋哉，村松圭司 社会保険旬報 2602 2015.5. 1
医薬分業の過去，現在，将来 漆畑稔 社会保険旬報 2602 2015.5. 1
ドイツで見た緩和ケアの進化 山路憲夫 社会保険旬報 2616 2015.9. 21
医薬分業の過去，現在，将来 漆畑稔 社会保険旬報 2616 2015.9. 21
特集�海外の社会保障事情

賃金と社会保障 1634 2015.5 下旬ニュージーランドの現行保健制度の問題点と日本への示唆 芝田英昭
インドネシアの年金・所得保障と貧困削減策 菅谷広宣

ヘルパーが記録した一日二四時間の介助記録と本人への詳
細な聴き取りを行政に提出して二四時間介護を得た事例

髙野亜紀 賃金と社会保障 1634 2015.5 下旬

大都市圏の医療介護提供体制をどう考えるのか　上 松田晋哉 社会保険旬報 2601 2015.4. 21
実現するか〝院内薬局〟 川渕孝一 週刊社会保障 2821 2015.4. 13
公的扶助法における自営業者の位置付け 丸谷浩介 週刊社会保障 2821 2015.4. 13
健康権保障の国際的動向と日本の課題 棟居徳子 週刊社会保障 2823 2015.4. 27

社会保障改革後の課題と展望 矢野聡 週刊社会保障 2824
2015.5. 4-11
春季特別

医療・介護一体改革への懸念 田中耕太郎 週刊社会保障 2825 2015.5. 18

保険と共済の存在意義（シンポジウム） 総合司会：大植正一 賃金と社会保障 1644
2015.10 下
旬
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＊検証「社会保障改革」

新井康友，荻原康一，
小澤薫，菅野道生，
小池隆生，自治労連
地方自治問題研究機
構編

自治体研究社 2014.10

＊社会保障改革のゆくえを読む 伊藤周平著 自治体研究社 2015.10
77．社会福祉・貧困・就業支援政策

コミュニティの再生と福祉社会 丸尾直美 週刊社会保障 2820 2015.4. 6
特集�高齢者の住まい

月刊福祉 98-5 2015.5

住まい（インタビュー）
井上由起子　
聞き手：湯川智美

住み慣れた地域で暮らし続ける 野口定久
低所得者の住まい 道中隆
孤独死を考える 結城康博
スウェーデンの住まい 水村容子
フランスの世代間同居 松田智生
急増する空き家と政策対応 平山洋介

特集�子ども・若者の貧困と社会保障の貧困

総合社会福祉研
究

45 2015.4

若者問題と社会福祉実践の課題 山本耕平
若者支援実践におけるピアスタッフの実践的価値 岡部茜
若者支援政策の変遷とその課題 南出吉祥
韓国の若者運動 姜乃榮
スクールソーシャルワーカーからみた子どもの貧困と学校 岩田美香

特集�貧困への新たな視点

統計 66-5 2015.5

多元的貧困の考え方 小塩隆士
所得格差や貧困の潜在的リスクとその将来見通し 稲垣誠一
貧困と幸福 野崎華世
母親の非典型時間帯労働が子どもへの時間的・経済的イ
ンプットに及ぼす影響

大石亜希子

大学への進学・卒業が貧困リスクに与える効果 浦川邦夫，姉川恭子
親の解雇が子どもの大学進学に与える影響について 藤井麻由

＊生活保護削減のための物価偽装を糾す！ 白井康彦著 あけび書房 2014.9

＊夜間保育と子どもたち
全国夜間保育園連盟
監修

北大路書房 2014.2

＊ブラックアジア�インド番外編　絶対貧困の光景 鈴木傾城著 ラピュータ 2014.6
＊隠された貧困 大山典宏著 扶桑社 2014.7

78．労働法・社会保障法

2015 年の労働法制の行方 水町勇一郎
労働法学研究会
報

2594 2015.4. 1

フランスの二〇一三年雇用安定化法（講演） 柴田洋二郎 月刊労委労協 706 2015.5
最近の労働法改正に伴いおさえておきたい雇用関係の助成
金とその活用

渡辺葉子
労働法学研究会
報

2598 2015.6. 1

＊労働者派遣法の研究 高橋賢司著 中央経済社 2015.1
＊労働者派遣をめぐる裁判例 50� 渡邊岳著� 労働調査会 2014.9
＊労働法の「常識」は現場の「非常識」 小嶌典明著� 中央経済社 2014.10
＊改正生活保護法　 森川清 あけび書房 2014.6
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79．労働判例・社会保障判例
特集�生活保護制度の法的課題―判例・裁判例の分析と 2013 年改正の意義

季刊社会保障研
究

50-4 2015.Spring

関連諸法との関係からみる生活保護法 笠木映里
生活保護基準の設定に対する法的コントロール 山下慎一
補足性原則の諸相� 嵩さやか
生活保護受給と稼働能力の活用 黒田有志弥
生活保護ケースワークの法的意義と限界 丸谷浩介

社会保障法判例 永野仁美
季刊社会保障研
究

50-4 2015.Spring

育良精機大阪工場事件 東京地方裁判所
別冊中央労働時
報　

1476 2015.4

肥後銀行事件 熊本地方裁判所 労働判例 1108 2015.5. 1
日本政策金融公庫（うつ病・自殺）事件 大阪高等裁判所 労働判例 1108 2015.5. 1
特集�JAL 整理解雇事件―最高裁決定と大阪地裁判決

労働法律旬報 1840 2015.5 下旬

日本航空整理解雇事件上告審決定を弾劾する 船尾徹
人選基準の合理性を欠く整理解雇は無効 増田尚
日本航空事件大阪訴訟意見書 高橋賢司
ILO勧告から見た日本航空整理解雇事件 堀浩介
JAL整理解雇と空の安全 長澤利一
新しい会社更生と「倒産村」 北健一

日本航空（整理解雇）事件・大阪地裁判決　 労働法律旬報 1840 2015.5 下旬
80．労働委員会

ニチアス（神奈川）事件
別冊中央労働時
報

1476 2015.4

ニチアス（奈良）事件
別冊中央労働時
報

1476 2015.4

＊労働委員会の役割と不当労働行為法理 道幸哲也著 日本評論社 2014.8

Ⅵ　世界労働

91．アジア
＊バングラデシュの船舶リサイクル産業と都市貧困層の形成� 佐藤彰男著 明石書店 2014.9

＊アジアの労使関係と労働法 熊谷謙一著
日本生産性本部
生産性労働情報
センター

2015.8

92．中近東
＊湾岸アラブ諸国の移民労働者 細田尚美編著 明石書店 2014.10

93．ヨーロッパ

＊フランスに学ぶ男女共同の子育てと少子化抑止政策�
冨士谷あつ子，伊藤
公雄編著

明石書店 2014.7

＊現代ドイツの労働協約 岩佐卓也著 法律文化社 2015.2
95．北アメリカ

いまなぜアメリカ労働運動なのか 篠田徹 連合 28-3 2015.6

Ⅶ　歴史

100．総　記
＊ロシアを動かした秘密結社 植田樹著 彩流社 2014.5
＊変容するドイツ政治社会と左翼党 木戸衛一著 耕文社 2015.5
＊佐高信の昭和史 佐高信著 KADOKAWA 2015.1
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＊曼陀羅　国神不敬事件の真相　翻刻版
小笠原日堂著　礫川
全次注記・解題

批評社 2015.2

＊私記　白鳥事件 大石進著 日本評論社 2014.11
＊伏字の文化史 牧義之著 森話社 2014.12
＊中島及著作集「一字一涙」 鍋島高明編 高知新聞社 2014.12
＊〈階級〉の日本近代史 坂野潤治著 講談社 2014.11
＊沖縄闘争の時代 1960/70 大野光明著 人文書院 2014.9
＊「社会（コンヴィヴィアリテ）」のない国，日本 菊谷和宏著 講談社 2015.3
＊戦後日独関係史 工藤章，田嶋信雄編 東京大学出版会 2014.7

＊自由・民権・平和 松永昌三著
慶應義塾大学出
版会

2014.9

＊戦前期農村の消費 尾関学著 御茶の水書房 2015.10
101．生活・労働史（日本）

＊検証　日本統治下朝鮮の戦時動員
ブランドン・パーマー
著　塩谷紘訳�

草思社 2014.10

＊占領下の東京下町 木村千惠子著 日本経済評論社 2014.10
＊『女工哀史』の誕生 和久田薫�著 かもがわ出版 2015.5
＊昭和文学の傷痕� 坂本満津夫著� 鳥影社 2014.9
＊忘れられぬ人々 赤松良子著 ドメス出版 2014.8
＊平野謙のこと，革命と女たち 阿部浪子著 社会評論社 2014.8
＊柳田國男の継承者　福本和夫 清水多吉著� ミネルヴァ書房 2014.7

＊関東大震災記憶の継承
関東大震災 90 周年
記念行事実行委員会
編

日本経済評論社 2014.10

＊平和と平等を追い求めて 宮本英子著 ドメス出版 2015.2
＊マルクスを日本で育てた人　評伝・山川均　Ⅰ 石河康国著� 社会評論社 2014.11
＊マルクスを日本で育てた人　評伝・山川均　Ⅱ 石河康国著 社会評論社 2015.4
＊評伝布施辰治� 森正著 日本評論社 2014.11
＊民生委員の父林市蔵 平瀬努著 潮書房光人社 2014.8

＊山本作兵衛と日本の近代

有馬学，マイケル・
ピアソン，福本寛，
田中直樹，菊畑茂久
馬編著

弦書房 2014.8

＊松田解子 松田解子の会編 新日本出版社 2014.10
＊金天海 樋口雄一著 社会評論社 2014.10
＊加治時次郎の生涯とその時代� 大牟田太朗著 鳥影社 2014.6
＊戦後史のなかの生活記録運動 北河賢三著 岩波書店 2014.10
＊宮本百合子における女性労働と政治 池田啓悟著 風間書房 2015.4
＊横山源之助伝 立花雄一著 日本経済評論社 2015.10
＊成瀬仁蔵研究 中嶌邦著 ドメス出版 2015.9

102．生活・労働史（外国・国際）
＊抵抗と絶望 金哲著　田島哲夫訳 大月書店 2015.3
＊日本人移民はこうして「カナダ人」になった 田村紀雄著 芙蓉書房出版 2014.10

103．ジェンダー・フェミニズム・女性史（日本）

＊日本人「慰安婦」
「戦争と女性への暴
力」リサーチ・アク
ション・センター編

現代書館 2015.3

＊パンパンとは誰なのか� 茶園敏美著
インパクト出版
会

2014.9
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＊日本占領とジェンダー 平井和子著 有志舎 2015.9
＊近現代の女性史を考える 折井美耶子著 ドメス出版 2015.10

104．ジェンダー・フェミニズム・女性史（外国・国際）	 	 	 	 	 	
＊歴史は墨でぬりつぶせない 中原道子著 スペース伽耶 2015.7
＊「慰安婦」問題と戦時性暴力� 髙良沙哉著 法律文化社 2015.1
＊慰安婦と戦場の性 秦郁彦著 新潮社 2014.10

105．社会福祉史
＊「保育」の戦後史 松島のり子著 六花出版 2015.5

＊英国の社会的養護当事者の人権擁護運動史
マイク・スタイン著　
津崎哲雄訳

明石書店 2014.9

106．社会・労働政策史（日本）

＊北海道石炭じん肺訴訟� 伊藤誠一著
北海道大学出版
会

2014.12

108．労働運動史（日本）
＊近江絹糸「人権争議」の真実� 朝倉克己著 サンライズ出版 2014.8

109．労働運動史（外国・国際）
＊歴史に生きるローザ・ルクセンブルク 伊藤成彦編著 社会評論社 2014.9

111．社会主義運動史（外国・国際）
＊ロシアでの討論 岡田進著 ロゴス 2015.6
＊スターリン秘史　巨悪の成立と展開　第１巻 不破哲三著� 新日本出版社 2015.6

＊金正恩著作集�
チュチェ思想国際研
究所編

白峰社 2014.1

＊クーデターの技術
クルツィオ・マラパ
ルテ著　手塚和彰，
鈴木純訳

中央公論新社 2015.3

112．諸社会運動史

＊革マル派五十年の軌跡　第３巻
日本革命的共産主義
者同盟革マル派政治
組織局編

あかね図書販売 2015.9

＊弁護士・藤田一良� 藤田一良著 緑風出版 2014.11

＊横浜事件と再審裁判
横浜事件第三次再審
請求弁護団編著

インパクト出版
会

2015.2

＊シリーズここで生きる　水俣から福島へ� 山田真著� 岩波書店 2014.10

＊自由民権〈激化〉の時代
高島千代，田﨑公司
編著�

日本経済評論社 2014.10

＊北海道深川西高校「あゆみ会事件」
森谷長能著　深川西
高『自由の学園』を
記録する会編

文理閣 2014.9

＊戦後史のなかの福島原発 中嶋久人著 大月書店 2014.7
＊原子力推進の現代史 秋元健治著 現代書館 2014.9
＊「成田」とは何か 宇沢弘文著 岩波書店 2015.3
＊都市と暴動の民衆史 藤野裕子著 有志舎 2015.10


