
社会・労働関係文献月録

55

社会・労働関係文献月録
・�分類表は 2015 年 9・10 月号（683・684 号）に掲載
されています。

・�掲載文献は当研究所で閲覧・複写（セルフコピー
10 円／ 1枚）できます。

・�来館せずに掲載文献の閲覧を希望する場合（依頼コ
ピー）は，複写料金（依頼コピー 40 円／ 1枚）と送
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法政大学大原社会問題研究所編
　〒 194-0298　東京都町田市相原町 4342
　tel：042-783-2305　fax：042-783-2311
　e-mail：oharains@adm.hosei. ac. jp

2016.4. 1 ～ 4.30 登録分

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
＊第一次世界大戦開戦原因の再検討 小野塚知二編著 岩波書店 2014.12

＊崩壊するアベノミクス幻想
労働大学出版セン
ター編

労働大学出版セ
ンター

2014.1

＊愛国的無関心 内藤千珠子著 新曜社 2015.1
＊格差・環境問題はなぜ 北村修二著 大学教育出版 2015.1

＊新・犯罪論
荻上チキ，浜井浩一
著

現代人文社 2015.1

＊時ならぬマルクス
ダニエル・ベンサイ
ド著　佐々木力監訳　
小原耕一，渡部實訳

未來社 2015.12

＊増補改訂　日本の無思想 加藤典洋著 平凡社 2015.12
＊格差社会の中の高校生 中澤渉，藤原翔編著 勁草書房 2015.9
＊若者の戦後史 片瀬一男著 ミネルヴァ書房 2015.9
＊アンチヘイト・ダイアローグ 中沢けい著 人文書院 2015.9
＊帝国主義支配を平和だという倒錯 鎌倉孝夫著 社会評論社 2015.8
＊現代暴力論 栗原康著 KADOKAWA 2015.8
＊「赤旗」は，言葉をどう練り上げているか 河邑哲也著 新日本出版社 2015.12

＊日本の反知性主義

内田樹編　赤坂真理，
小田嶋隆，白井聡，
想田和弘，高橋源一
郎，仲野徹，名越康
文，平川克美，鷲田
清一著

晶文社 2015.4

＊奇妙なナショナリズムの時代 山崎望編 岩波書店 2015.9

＊安保法制の何が問題か
長谷部恭男，杉田敦
編

岩波書店 2015.9

＊時代の正体
神奈川新聞「時代の
正体」取材班編

現代思潮新社 2015.12

＊現代と『資本論』 小林晃著 時潮社 2015.9
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＊「解釈改憲=大人の知恵」という欺瞞 今井一著 現代人文社 2015.8
＊『資本論』のシンメトリー 内田弘著 社会評論社 2015.9
＊憲法改正問題資料・上巻 渡辺治編著 旬報社 2015.4
＊憲法改正問題資料・下巻 渡辺治編著 旬報社 2015.4
＊社会意識からみた日本 数土直紀編 有斐閣 2015.3
＊論壇日記　2011.4-2013.3� 小熊英二著 新曜社 2015.9

＊ 21 世紀に，資本論をいかによむべきか？
フレドリック・ジェ
イムソン著　野尻英
一訳

作品社 2015.3

＊現代革命の新たな考察
エルネスト・ラクラ
ウ著　山本圭訳

法政大学出版局 2014.12

＊マルクスと贋金づくりたち 大黒弘慈著 岩波書店 2016.1

＊現代思想の時代
大澤真幸，成田龍一
著

青土社 2014.7

＊抵抗の拠点から 青木理著 講談社 2014.12
＊私たちの声を議会へ 三浦まり著 岩波書店 2015.11
＊ Fukushima�Traces,�2011-2013 赤城修司著 オシリス 2015.3

＊小さな民のグローバル学
甲斐田万智子，佐竹
眞明，長津一史，幡
谷則子共編著

Sophia�
University�Press
上智大学出版

2016.1

＊〈帝国〉
アントニオ・ネグリ，
マイケル・ハート著

以文社 2010.1

1．ジェンダー・フェミニズム・女性論
特集�男女雇用機会均等法成立から三〇年―なぜ日本のジェンダー格差は縮小し
ないのか

労働法律旬報 1844
2015.7 月
下旬

男女雇用機会均等法成立から 30 年（座談会）

司会・浅倉むつ子　
パネリスト：山田省
三　内藤忍　中野麻
美

二〇一〇年平等法と平等義務 宮崎由佳
韓国の「男女雇用平等法」における積極的雇用改善措置
の推進現況および課題

朴宣映

ジェンダー・アイデンティティと子どもの頃の家庭環境が
大卒女性の就業行動に及ぼす影響に関する研究

藤谷優
家政経済学論叢
（日本女子大）

51 2015.7

＊男女共同参画政策
内藤和美，山谷清志
編著

晃洋書房 2015.4

＊変革の鍵としてのジェンダー
落合恵美子，橘木俊
詔編著

ミネルヴァ書房 2015.8

＊女性はなぜ活躍できないのか 大沢真知子著 東洋経済新報社 2015.3
＊女性活躍後進国ニッポン 山田昌弘著 岩波書店 2015.9
＊ジェンダーの政治経済学 原伸子著 有斐閣 2016.2
＊レズビアン・アイデンティティーズ 堀江有里著 洛北出版 2015.7

＊埼玉県よしかわ発男女共同参画物語
よしかわ女／男たち
のあゆみを記録する
会編著

生活思想社 2001.2

＊証言・現代の性暴力とポルノ被害
ポルノ被害と性暴力
を考える会編

東京都社会福祉
協議会

2010.11

2．労働論
非正規雇用による日本の貧困と『資本論』 伍賀一道 経済 244 2016.1
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6．社会政策論

＊社会政策
駒村康平，山田篤裕，
四方理人，田中聡一
郎，丸山桂著

有斐閣 2015.8

11．職業教育・能力開発・労働教育

権利主張を支えるワークルール教育（二） 道幸哲也 労働法律旬報 1838
2015.4 月
下旬

12．社会運動論

＊デモクラシー・プロジェクト

デヴィッド・グレー
バー著　木下ちがや，
江上賢一郎，原民樹
訳

航思社 2015.4

＊大間原発と日本の未来 野村保子著 寿郎社 2015.3

＊ブラック・デモクラシー
藤井聡編　適菜収，
中野剛志，薬師院仁
志，湯浅誠著

晶文社 2015.11

＊ナゴヤ・ピース・ストーリーズ
平田雅己，菊地夏野
編

風媒社 2015.1

＊原発を阻止した地域の闘い　第一集 日本科学者会議編 本の泉社 2015.11

＊ 2015 年安保�国会の内と外で
奥田愛基，倉持麟太
郎，福山哲郎著

岩波書店 2015.12

＊ SEALDs
SEALDs（自由と民
主主義のための学生
緊急行動）編

大月書店 2015.11

＊みるく世や　やがて 浦島悦子著 インパクト出版会 2015.1
＊鎌田慧評論集『悪政と闘う―原発・沖縄・憲法の現場から』 鎌田慧著 コールサック社 2015.7
＊民を殺す国・日本 大庭健著 筑摩書房 2015.8
＊地方自治と脱原発 小野一著 社会評論社 2016.2
＊沖縄抵抗主体をどこにみるか 佐々木辰夫著 スペース伽耶 2016.1

13．レイシズム，差別
＊部落解放同盟「糾弾」史 小林健治著 筑摩書房 2015. . 6
＊レイシズムを解剖する 高史明著 勁草書房 2015.9
＊ #鶴橋安寧 李信恵著 影書房 2015.9
＊「在日特権」の虚構　増補版 野間易通著 河出書房新社 2015.2
＊ヘイト・スピーチ法　研究序説 前田朗著 三一書房 2015.3

Ⅱ　労働問題

20．総　記
＊雇用身分社会 森岡孝二著 岩波書店 2015.1

＊「緑の雇用」のすべて
興梠克久編著　全国
森林組合連合会監修

日本林業調査会 2015.2

＊原発労働者 寺尾紗穂著 講談社 2015.6
＊�早大を出た僕が入った 3つの企業は，すべてブラックで
した

小林拓矢著 講談社 2015.3

＊介護クライシス 西久保浩二著 旬報社 2015.9
＊中流崩壊 榊原英資著 詩想社 2015.7
＊私たちはどのように働かされるのか 伊原亮司著 こぶし書房 2015.2
＊ルポ�雇用なしで生きる 工藤律子著 岩波書店 2016.2
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21．雇用・労働市場
特集�ブラック企業問題における負の連鎖―ブラックバイト現場の実態を中心に

労働法律旬報 1841
2015.6 月
上旬

ブラックバイトの法律問題 佐々木亮
学生バイトをめぐる問題と，学校および労組関係者の課
題

川村雅則

ブラックバイト問題とは何か 今野晴貴
「ブラックバイト」問題から職場・業界を変える 川村遼平
耐える強さを，変える力に 青木克也，北村諒
塾業界におけるブラックバイト問題と〝社畜化〟 宮田賢
若者の「使い捨て」が疑われる企業（ブラック企業）に
対する労働行政の取組みと課題

森﨑巌

労働運動の課題としての「均等待遇」 中村和雄

＊「職業紹介事業 I」　1～ 28 加瀬和俊監修
近現代資料刊行
会

2014.12 ～
2015.11

22．労働条件
有給休暇をなかなか取得できないのですが 東京共同法律事務所 月刊労働組合 614 2015.9

23．賃金問題
実質賃金めぐり国会で論戦 篠崎肇 月刊労働組合 609 2015.4

24．労働時間・ワークライフバランス
特集�「生活」から考える労働時間規制

労働法律旬報 1838
2015.4 月
下旬

「生活」から考える労働時間規制（シンポジウム）

開会のあいさつ：棗
一郎　司会：浜村彰　
パネリスト：長谷川
聡　圷由美子　渥美
由喜　閉会のあいさ
つ：毛塚勝利

新しい労働時間法制（労基法改正案）の問題点 新村響子
特集�男性の育休取得で職場が変わる

人事実務 1155 2015.12
男性が育休取得しやすい職場環境とは 山口理栄
男性の育休支援に関する実務ポイント 新田香織
“イクメンプロジェクト” などで，男性の育休取得を推進
（インタビュー）

中條絵里

26．非正規労働
＊非正規公務員の現在 上林陽治著 日本評論社 2015.11

＊正社員がゼロになる！？ 『労働情報』特別号
協同センター・
労働情報

2014.5

27．在宅就業・家内労働

在宅勤務の自律性に関する研究 脇夕希子
商経論叢（九州
産業大）

56-1 2015.7

28．女性労働
妊娠・出産，育児休業等を理由とする不利益取扱いに関す
る解釈通達解説

河村のり子
労働法学研究会
報

2610 2015.12. 1

15 年版『男女共同参画白書』を読む 酒井和子 月刊労働組合 613 2015.8

＊働く婦人　第 1巻～第 9巻，別冊
福島鑄郎，吉田健二，
マイク・モラスキー編

皓星社 1998.5

＊不妊治療とキャリア継続 乙部由子著 勁草書房 2015.11

＊女性官僚という生き方
村木厚子，秋山訓子
編

岩波書店 2015.12
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＊女性研究者とワークライフバランス
仲真紀子，久保（川
合）南海子編

新曜社 2014.9

＊なぜ女性は仕事を辞めるのか

岩田正美，大沢真知
子編著　日本女子大
学現代女性キャリア
研究所編

青弓社 2016.2

30．若年労働
特集�UNDER35：若者からの自治研宣言

月刊自治研 675 2015.12

ゆるい公務員（講演） 若新雄純

UNDER35 のこれまで＆これから（座談会）

西尾祥之　横井直人　
仲正恵　小田隆介　
安部裕貴　コーディ
ネーター：高山尚子

自治研活動「大和高田市既存施設の活用研究」を通して
学んだこと

西川侑里

若手職員と若い市民ボランティアの協働「河川環境楽園
夏フェス」

廣瀬真一

「前橋の地域若者会議」がめざすもの 高橋良祐，鈴木正知
デフレ下で激変した大学生の生活 近藤和樹 月刊労働組合 609 2015.4
＊国際比較・若者のキャリア 岩上真珠編 新曜社 2015.3
＊高卒女性の 12 年 杉田真衣著 大月書店 2015.7

31．中高年労働
特集�これでいいのか　高齢者雇用

月刊労働組合 614 2015.9
同じ仕事で年収は 3割減

連帯ユニオン関東支
部長澤運輸分会

継続雇用制度の問題点と労働組合の役割 山岡直明
求められる〝働きに見合った処遇〟 荒川創太
賃金減額に多くの人が不満 労働大学調査研究所

32．障害者労働
採用計画の検討　3 相澤欽一 人事実務 1155 2015.12
特集�就労支援の検証と課題

ノーマライゼー
ション

35-11 2015.11

わが国の障害者就労問題 岩田克彦

就労支援政策の検証と課題（座談会）

叶義文　久保寺一男　
斎藤なを子　宮坂勇　
山内桂子　松井亮輔　
司会：藤井克徳

「共に働き，ともに生きる」　共働学舎の 40 年 宮嶋望
「みんなに，はたらくよろこびを！」 天野貴彦
多世代全対象型の就労支援を目指して 安倍真紀
社会福祉法人むそうにおける就労支援の取り組み 戸枝陽基

＊障がい者雇用の教科書 二見武志著 太陽出版 2015.4

＊大人の発達障害と就労支援・雇用の実務

山下喜弘監修　田中
建一，加藤千恵子編
著　渋谷英雄，高橋
正己，永井由美共著

日本法令 2015.8

33．外国人労働

外国人実習生の法的保護のあり方 田中恒行 労働法律旬報 1845
2015.8 月
上旬

ビザに関するトラブル事例 野口勝哉 人事実務 1155 2015.12
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＊市民が提案するこれからの移民政策
吉成勝男，水上徹男，
野呂芳明編著

現代人文社 2015.5

35．労災，職業病，健康問題

労働者のメンタルヘルスと労災補償 渕野由夏
九州国際大学法
学論集（九州国
際大）

21-1・
2・3
合併号

2015.3

＊戦後七〇年　労働災害と職業病の年表 山本健治著 第三書館 2015.6
36．ハラスメント

最近の女性活用とマタハラ通達・判例等をめぐる最新動向 木下潮音
労働法学研究会
報

2610 2015.12. 1

38．生活問題・ワーキングプア

＊下層化する女性たち
小杉礼子，宮本みち
子編著

勁草書房 2016.1

39．福祉労働・ケア労働
7 ～ 8 割が職場でストレス　メンタル不調感じる者も多数 村上久美子 月刊労働組合 614 2015.9
＊介護はいかにして「労働」となったのか 森川美絵著 ミネルヴァ書房 2015.1
＊ホームヘルプサービスのリアリティ 齋藤曉子著 生活書院 2015.8

Ⅲ　労働運動

40．総　記

＊松崎明著作集　第 2巻～第 4巻
松崎明著『松崎明著
作集』刊行委員会編

『松崎明著作集』
刊行委員会

2015.5 ～ 12

＊『労働運動研究』総目録 労働運動研究所 2015.3

＊労働運動の新たな地平
中村浩爾，寺間誠治
編著

かもがわ出版 2015.8

41．労働組合・運動論
＊労働組合の結成・運営〈第 2版〉 君和田伸仁著 中央経済社 2015.5

44．単産，単組

集団労使交渉で賃金・生活と業界秩序を守る
連帯ユニオン関西地
区生コン支部

月刊労働組合 609 2015.4

JP 労組定期全国大会の討議から 城田孝一 月刊労働組合 613 2015.8

＊夢を追いかけた男たち
夢を追いかけた男た
ち刊行実行委員会編
集

夢を追いかけた
男たち刊行実行
委員会

2015.9

46．賃金闘争（含　生活改善闘争）
大手では昨年実績上回る　中堅・中小への波及が今後の課題 月刊労働組合 609 2015.4
統一闘争の力を発揮した結果　業種によって構造維持のみ
の組合も

月刊労働組合 609 2015.4

ベア要求貫くも回答にバラつき　景気回復には程遠い中小
の現実を反映

月刊労働組合 609 2015.4

1 万円・5%前後の回答も　パートの時給引き上げも前進 月刊労働組合 609 2015.4
2 年続きの宴の後に残るもの　賃上げ春闘後にしのびよる悪
夢

山田行雄 月刊労働組合 609 2015.4

48．リストラ・雇用対策

4 波のスト打ち抜く
全国一般東京東部労
組全溶支部

月刊労働組合 614 2015.9
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49．権利闘争
特集�行政関連非正規労働者の闘い

月刊労働組合 609 2015.4

組合結成で職場を変える
東京都人権啓発セン
ター労働組合

ハローワークで組合結成 藤井麻里

競争入札でも継続雇用守る
連合ユニオン東京行
政関連ユニオン

雇用上限突破の取り組みに集中（インタビュー） 野角裕美子

現場の意見を聞け！
全国一般三多摩労働
組合白百合分会

月刊労働組合 609 2015.4

24 時間ストを構えて勝利
全国一般東京東部労
組多摩ミルク支部

月刊労働組合 613 2015.8

10 年かけて 350 人を正規雇用化　15 春闘では 5千円以上の
ベア要求　時給制社員の処遇改善が最大の課題

東京交通協力会労働
組合

月刊労働組合 614 2015.9

52．労働組合と政治
安全保障関連法案の強行採決に関する談話 神津里季生 月刊労働組合 613 2015.8

戦争法案の採決を糾弾し廃案を求める声明
全労連　第 8 回幹事
会

月刊労働組合 613 2015.8

Ⅳ　経営労務

60．総　記
＊裁判事例から見える　労務管理の対応策� 山口寛志著 新日本法規出版 2014.5

＊新しい人事労務管理　〔第 5版〕
佐藤博樹，藤村博之，
八代充史著

有斐閣 2015.1

62．賃金管理
＊戦後労働史からみた賃金 小池和男著 東洋経済新報社 2015.9

69-2．高年齢者雇用
特集�定年延長・継続雇用時代におけるシニア層のモチベーション向上を考える

情報誌ワークラ
イフ

012 2015.10

定年延長・継続雇用時代におけるシニア層のモチベーショ
ン向上とは（インタビュー）

逢見直人

イオンリテールにおける 60 歳以上の雇用への取組み（イ
ンタビュー）

泉澤匡範

全労生「望ましい労働市場と働き方に関するアンケート
調査」より

編集部

特集�高齢期まで働くために必要な健康づくりと体力づくり

エルダー 37‐12 2015.12
高齢期まで働くための健康づくり 徳弘雅哉
高齢期まで働くための体力づくり 樋口善之
社員の健康保持増進対策と産業保健スタッフの役割 能川和浩

Ⅴ　労働・社会政策

70．総　記
「地域包括ケアシステム」でめざす地域とは 石川貴美子 月刊自治研 675 2015.12
＊日本の社会政策　改訂版 久本憲夫著 ナカニシヤ出版 2015.9

＊税と社会保障負担の経済分析
上村敏之，足立泰美
著

日本経済評論社 2015.11

＊中間層消滅 駒村康平著 KADOKAWA 2015.3
＊貧困大国ニッポンの課題 橘木俊詔著 人文書院 2015.12
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＊ 21 世紀の不平等
アンソニー・B. アト
キンソン著　山形浩
生，森本正史訳

東洋経済新報社 2015.12

＊ 21 世紀の資本
トマ・ピケティ著　
山形浩生，守岡桜，
森本正史訳

みすず書房 2015.1

＊学歴の階層差はなぜ生まれるか 荒牧草平著 勁草書房 2016.1
＊危機と再建の比較財政史 井手英策著 ミネルヴァ書房 2013.6

＊御船美智子論文集
御船美智子論文集刊
行委員会編

光生館 2015.3

＊分断社会を終わらせる
井手英策，古市将人，
宮﨑雅人著

筑摩書房 2016.1

＊福祉国家の財政と所得再分配 関野満夫著 高菅出版 2015.4

＊交響する社会
井手英策，菊地登志
子，半田正樹編

ナカニシヤ出版 2012.4

＊平成史【増補新版】 小熊英二編著 河出書房新社 2014.2

＊いつも「時間がない」あなたに

センディル・ムッラ
イナタン，エルダー・
シャフィール著　大田
直子訳

早川書房 2015.5

＊事例研究の革新的方法［新装版］ 大谷順子著 九州大学出版会 2015.9
＊ 21 世紀日本の格差 橘木俊詔著 岩波書店 2016.2

71．雇用・労働市場政策

＊労働社会の変容と格差・排除
櫻井純理，江口友朗，
吉田誠編著

ミネルヴァ書房 2015.12

＊求職者支援と社会保障 丸谷浩介著 法律文化社 2015.12
72．賃金政策

最低賃金めぐる労使の攻防 亀崎安弘 月刊労働組合 614 2015.9
中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告 月刊労働組合 614 2015.9
2015 年度　地域別最低賃金改定の目安に関する談話 神津里季生 月刊労働組合 614 2015.9
不十分な内容に抗議し，地賃段階での上積みを強く求めて
いく

井上久 月刊労働組合 614 2015.9

73．労働基準政策
「今後の労働時間法制等の在り方（報告）」に断固反対する
意見書

鵜飼良昭 月刊労働組合 609 2015.4

労働時間把握の義務化，上限規制など　求められる法制度
の改革

森崎巌 月刊労働組合 613 2015.8

76．社会保障政策
特集�第 19 回厚生政策セミナー　テーマ　多様化する女性のライフコースと社会保障
―人口減少社会を支え続ける社会保障の挑戦

季刊社会保障研
究

51‐2
2015.
Autumn

ポスト近代期の日本における女性と家族の変容（講演） 鈴木透
逆機能を解消して機能強化を（講演） 大沢真理
労働市場における男女格差の現状と政策課題（講演） 川口章
セカンド・シフトを超えて　家庭内労働をめぐる諸側面
（講演）

大石亜希子

女性のライフコースの多様性と貧困（講演） 阿部彩
日本の女性と移動（講演） 林玲子
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パネル討論（討論）

モデレーター：森田
朗　パネリスト：鈴
木透　大沢真理　川
口章　大石亜希子　
阿部彩　林玲子

季刊社会保障研
究

51‐2
2015.
Autumn

アベノミクスと所得格差 小塩隆士 週刊社会保障 2851 2015.11. 23
＊介護保険の検証 増田雅暢著 法律文化社 2016.1
＊介護保険と階層化・格差化する高齢者 水野博達著 明石書店 2015.4

＊最低生活保障と社会扶助基準
山田篤裕，布川日佐
史，貧困研究編集委
員会編

明石書店 2014.11

77．社会福祉・貧困・就業支援政策
子どもの貧困と子育て支援 伊藤周平 経済 244 2016.1
障害者権利条約の国際モニタリングにみる成年後見制度の
評価

上山泰 週刊社会保障 2851 2015.11. 23

＊社会福祉のトポス 岩田正美著 有斐閣 2016.1

＊若者の貧困・居場所・セカンドチャンス
青砥恭，さいたま
ユースサポートネッ
ト編

太郎次郎社エディ
タス

2015.8

＊生活保護「改革」と生存権の保障 吉永純著 明石書店 2015.8
78．労働法・社会保障法

36 協定をめぐる労務リスクとトラブル防止のポイント 野口大
労働法学研究会
報

2602 2015.8. 1

使用者側からみる昨今の労働法制の注意点 海老澤大造
労働法学研究会
報

2602 2015.8. 1

特集�労働者派遣法改正のゆくえ

労働法律旬報 1845
2015.8 月
上旬

二〇一五年労働者派遣法改正案の問題点 沼田雅之
「直接雇用申込みみなし」規定の分析 塩見卓也
派遣法「改正」の経過と背景 北健一

特集�注目すべき労働法制の動き
国際経済労働研
究

1055 2015.11・12
最近の立法にみる新たな労働法制の展開 野川忍
ブラック企業の実態からみる，政府の労働時間改革の問
題点

今野晴貴

＊労働者の権利
鵜飼良昭，徳住堅治，
井上幸夫，鴨田哲郎
編

旬報社 2015.5

＊精神疾患と障害差別禁止法 所浩代著 旬報社 2015.12
＊ QA労働・家族・ケアと法［理論編＆実例編］ 水谷英夫著 信山社 2016.1

79．労働判例・社会保障判例

実務に活かす平成 26 年の重要労働判例解説 森戸英幸
労働法学研究会
報

2604 2015.9. 1

マタハラ最高裁判決の意義と今後の企業対応 新村響子
労働法学研究会
報

2604 2015.9. 1

一般平等取扱法にいう障害概念とHIV 感染者に対する解雇
の有効性

松井良和 労働法律旬報 1838
2015.4 月
下旬

地公法における特別職・一般職の区分と「非常勤職員」に
よる退職手当請求

早津裕貴 労働法律旬報 1841
2015.6 月
上旬

鉄道事業における安全配慮義務の履行請求 原俊之 労働法律旬報 1844
2015.7 月
下旬
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社会保障法判例 常森裕介
季刊社会保障研
究

51‐2
2015.
Autumn

Ⅵ　世界労働

91．アジア
特集�アジアの労働新時代―ASEAN経済共同体（AEC）発足と日系企業の環境
変化

ビジネス・レー
バー・トレンド

489 2015.12

ASEAN経済統合が各国労働法制に与える影響 香川孝三
ODAで整備の進む投資環境 西澤信善
最近の労働法制及び労働事情 竹内哲
最低賃金及び賃金支払い方法をめぐる問題点 斉藤善久
社会変容の岐路に立つ進出日系企業 中村良二
日系進出企業の投資環境としての労使関係 北澤謙
アジア諸国の最低賃金の動向 国際研究部

＊椅子取りゲーム
孔枝泳著　加納健次，
金松伊訳

新幹社 2015.8

＊アジア的生産様式論争史 福本勝清著 社会評論社 2015.11
＊「満洲国」労工の史的研究 王紅艶著 日本経済評論社 2015.8
＊韓国の少子化と女性雇用 裵海善著 明石書店 2015.12

93．ヨーロッパ

＊英国労働者教育史

マーガレットT．ホッ
ジェン著　�新海英行
監訳　英国成人教育
史研究会訳

大学教育出版 2015.4

95．北アメリカ
米で最賃引上げ運動が拡大 山崎憲 月刊労働組合 613 2015.8

＊アメリカを創る男たち 南修平著
名古屋大学出版
会

2015.7

96．中央，南アメリカ

＊越境するペルー人
田巻松雄，Sueyoshi�
Ana 編

宇都宮大学国際
学部

2015.7

Ⅶ　歴史

100．総　記

＊植木枝盛　無天雑録
家永三郎，外崎光広
編�

法政大学出版局 2015.5

＊テロ・革命思想および自由 内海洋一編 創文社 1981.3
＊北の商都「小樽」の近代 内藤辰美著 春風社 2015.6
＊ラテンアメリカ 1968 年論 小倉英敬著 新泉社 2015.11

＊ 68 年 5 月
ローラン・ジョフラン�
著コリン・コバヤシ訳

インスクリプト 2015.7

＊戦後 70 年　日本転覆思想史 小滝透著 第三書館 2015.6
＊政の言葉から読み解く戦後 70 年 宇治敏彦著 新評論 2015.6

＊日本の右翼

歩平，王希亮著　�山
邉悠喜子，�宮崎教四
郎，和田千代子，齋
藤一晴，奥村正雄訳

明石書店 2015.7

＊戦後日本の社会思想史 小野寺研太著 以文社 2015.6
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＊毒ガスの島 樋口健二著 こぶし書房 2015.6
＊日韓関係史　1965-2015�I　政治� 木宮正史，李元徳編 東京大学出版会 2015.6
＊日韓関係史　1965-2015�II　経済 安倍誠，金都亨編 東京大学出版会 2015.7
＊日韓関係史　1965-2015�III　社会・文化 磯崎典世，李鍾久編 東京大学出版会 2015.1
＊「在日」の精神史 1～ 3 尹健次著 岩波書店 2015.9 ～ 11

＊内山節著作集 3　戦後日本の労働過程 内山節著
農山漁村文化協
会

2015.7

＊尾崎秀実とゾルゲ事件 太田尚樹著 吉川弘文館 2016.3
＊更生保護の展開と課題 内田博文著 法律文化社 2015.1

＊岩波新書で「戦後」をよむ
小森陽一，成田龍一，
本田由紀著

岩波書店 2015.7

＊思想としてのファシズム 千坂恭二著 彩流社 2015.7

＊吉野作造政治史講義
吉野作造講義録研究
会編

岩波書店 2016.1

＊雑誌新聞解題事典 1935　附・ジャーナリスト名鑑　第 1巻
～第 3巻�

小林昌樹編・解題 金沢文圃閣 2015.9

＊ 21 世紀歴史学の創造　4

研究会「戦後派第一
世代の歴史研究者は
21 世紀に何をなすべ
きか」�編　木畑洋一，
南塚信吾，加納格著

有志舎 2012.9

＊東京記者聯盟機関誌／復刻版　号外　第 1巻～第 2巻 不二出版 2004.1
＊東京記者聯盟機関誌／復刻版　号外　解題・総目次・索引 河原功解題執筆 不二出版 2004.1
＊復刻版　記録映画　第 1巻～第 3巻 不二出版 2015.12

＊復刻版　記録映画　解説・総目次・索引
阪本裕文，佐藤洋解
説

不二出版 2015.12

101．生活・労働史（日本）
＊面々授受　市民久野収の生き方 佐高信著 岩波書店 2003.7
＊軍国教師から沖縄・平和運動へ 吉田賢治著 西日本新聞社 2015.6
＊日本で初めて労働組合をつくった男　評伝・城常太郎 牧民雄著 同時代社 2015.6
＊尾髙惇忠　富岡製糸場の初代場長� 荻野勝正著 さきたま出版会 2015.6
＊女性の自立と政治参加 吉川春子著 かもがわ出版 2015.7
＊山代巴　模索の軌跡� 牧原憲夫著 而立書房 2015.4
＊ある戦時下の抵抗 岩倉博著 花伝社 2015.8

＊大杉栄全集　第 1巻～第 12 巻，別巻
大杉栄著　大杉栄全
集編集委員会編

ぱる出版
2014.1 ～
2016.1

＊語り継ぐ在日の歴史 白宗元著 三一書房 2015.7
＊気骨の判決 清永聡著 新潮社 2008.8
＊佐野碩―人と仕事 菅孝行編 藤原書店 2015.12
＊部落史の先駆者・高橋貞樹 沖浦和光著 筑摩書房 2015.12
＊五日市憲法草案とその起草者たち 色川大吉編著 日本経済評論社 2015.11
＊�日本の朝鮮侵略史研究の先駆者　歴史家山辺健太郎と現
代�

中塚明編著 高文研 2015.12

＊ハナ 鄭甲寿著 ころから 2015.11
＊水俣病の民衆史�第一巻～第六巻 岡本達明著 日本評論社 2015.3 ～ 8

＊もはや堪忍成り難し
岸本隆巳著　酒井一
監修

叢文社 2007.1

＊復刻版　われらの詩　第 1巻～第 2巻，別巻 三人社 2013.6
＊復刻版　われらの詩�付録 海老根勲解説 三人社 2013.6
＊森崎和江 内田聖子著 言視舎 2015.12
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102．生活・労働史（外国・国際）

＊キューバ革命勝利への道
フィデル・カストロ・
ルス著　工藤多香子，
田中高，富田君子訳

明石書店 2014.1

＊ある反戦ベトナム帰還兵の回想
W．D．エアハート著　
白井洋子訳

刀水書房 2015.5

103．ジェンダー・フェミニズム・女性史（日本）

＊「慰安婦」問題を／から考える
歴史学研究会，日本
史研究会編

岩波書店 2014.12

＊繊維女性労働者の生活記録運動 辻智子著
北海道大学出版
会

2015.11

＊平林たい子
グプタ・スウィーティ
著�

翰林書房 2015.9

＊�編集復刻版　行動する女たちの会　資料集成　第 1巻～
第 5巻

高木澄子，中嶋里美，
三井マリ子，山口智
美，山田滿枝編

六花出版 2015.7 ～ 12

＊�時代が求めた「女性像」―「女性像」の変容と変遷　
第 20 巻～第 21 巻

岩見照代監修 ゆまに書房 2013.11

＊近現代日本の家族形成と出生児数 石崎昇子著 明石書店 2015.8
＊［新装版］遊廓のストライキ 山家悠平著 共和国 2015.7
＊明治前期婦人問題重要文献�I 中山整爾他著 湖北社 1983.3
＊明治前期婦人問題重要文献�II 平民社同人他著 湖北社 1984.4
＊明治前期婦人問題重要文献�III 川尻宝岑他著 湖北社 1986.5

104．ジェンダー・フェミニズム・女性史（外国・国際）

＊歴史をひらく

早川紀代，秋山洋子，
伊集院葉子，井上和
枝，金子幸子，宋連
玉編

御茶の水書房 2015.6

＊日本軍の性奴隷制
鄭鎭星著　鄭大成，
岩方久彦訳

論創社 2008.12

105．社会福祉史
＊社会事業施設団体の形成史 井村圭壯著 学文社 2015.1

＊中島重と社会的基督教 倉田和四生著
関西学院大学出
版会

2015.8

＊日本の社会事業施設史 井村圭壯著 学文社 2015.5
＊在日朝鮮人資料叢書 8〈在日朝鮮人運動史研究会監修〉 金耿昊編纂 緑蔭書房 2013.9
＊在日朝鮮人資料叢書 12〈在日朝鮮人運動史研究会監修〉 大石忠雄編纂 緑蔭書房 2015.6

106．社会・労働政策史（日本）
＊労働行政史　第二巻 労働省編 労働法令協会 1969.3

108．労働運動史（日本）

＊権利闘争関係資料集
日本国家公務員労働
組合協議会編

日本国家公務員
労働組合協議会

1985.7

109．労働運動史（外国・国際）

＊戦時ストライキ
マーティン・グラバー
マン著　北川知子訳

こぶし書房 2015.5

110．社会主義運動史（日本）

＊解雇無効確認請求事件公判記録（第一部）（第二部）
日本専売公社広島地
方局著

日本専売公社広
島地方局

1971.3
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＊ゾルゲを中心とする国際諜報団事件 警察庁警備部著
警察庁警備部発
行　大蔵省印刷
局印刷

1957.6

＊部外秘　昭和三十四年　治安の現状と展望 警察庁警備局編 警察庁警備局 1959
＊ビラはり裁判・公判記録 毛沢東思想学院 1987.8
＊国際共産主義運動の現状 公安調査庁編 公安調査庁 1967.7
＊資料　昭和三十三年六月十五日　最近における日共の動
向について

警察庁警備局警備一
課編

警察庁警備局警
備一課

1958.6

＊革共同政治局の敗北 1975 ～ 2014 水谷保孝，岸宏一著 白順社 2015.6

＊マルクスと日本人
佐藤優，山﨑耕一郎
著

明石書店 2015.7

＊不破哲三と日本共産党 村岡到著 ロゴス 2015.11
111．社会主義運動史（外国・国際）

＊東ドイツと「冷戦の起源」1949 ～ 1955 年 清水聡著 法律文化社 2015.1
＊小さな革命・東ドイツ市民の体験 ふくもとまさお著 言叢社 2015.8
＊ジェノサイドと文化大革命 楊海英著 勉誠出版 2014.9
＊戦争と平和，そして革命の時代のインタナショナル 山内昭人著 九州大学出版会 2016.2
＊スターリン秘史―巨悪の成立と展開　第 2巻～第 5巻 不破哲三著� 新日本出版社 2015.2 ～ 12
＊中国共産党のメディアとプロパガンダ� 梅村卓著 御茶の水書房 2015.1

＊ 21 世紀歴史学の創造　5

研究会「戦後派第一
世代の歴史研究者は
21 世紀に何をなすべ
きか」�編　南塚信吾，
古田元夫，加納格，
奥村哲著

有志舎 2013.6

112．諸社会運動史
＊軽井沢を青年が守った 荒井輝允著 かもがわ出版 2014.6
＊庁用　内外情勢の回顧と展望　昭和三十六年一月 公安調査庁編 公安調査庁 1961.1
＊庁用　内外情勢の回顧と展望　昭和三十九年一月 公安調査庁編 公安調査庁 1964.1
＊庁用　内外情勢の回顧と展望　昭和四十年一月 公安調査庁編 公安調査庁 1965.1

＊奥浩平　青春の墓標�
レッド・アーカイヴズ
刊行会編

社会評論社 2015.6

＊私の 1960 年代 山本義隆著 金曜日 2016.1
＊グローバル・ヒストリーとしての「1968 年」 西田慎，梅﨑透編 ミネルヴァ書房 2015.7
＊ひとびとの精神史　第 3巻 栗原彬編 岩波書店 2015.9

＊香港雨傘運動
區龍宇著　早野一編
訳

柘植書房新社 2015.9

　お詫びと訂正
本誌 693 号（2016 年 7 月号）に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
　表紙
（誤）藤野裕子編『都市と暴動の民衆史―東京・1905 － 1923 年』
（正）藤野裕子著『都市と暴動の民衆史―東京・1905 － 1923 年』


