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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

2017.2. 1 ～ 2.28 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
＊経済の時代の終焉 井手英策著 岩波書店 2016.2
＊国家と治安 木下ちがや著 青土社 2015.1
＊刑務所処遇の社会学 平井秀幸著 世織書房 2015.11

＊憲法と民主主義を学びなおす
山口二郎，杉田敦，
長谷部恭男編

岩波書店 2016.6

＊平和国家のアイデンティティ 酒井哲哉編 岩波書店 2016.6
＊科学技術をめぐる抗争 金森修，塚原東吾編 岩波書店 2016.7
＊民主主義と市民社会 宇野重規編 岩波書店 2016.8
＊日常からの挑戦 鶴見太郎編 岩波書店 2016.9
＊社会の変容と宗教の諸相 井上順孝編 岩波書店 2016.11
＊徹底検証安倍政治 中野晃一編 岩波書店 2016.5
＊移動と生存 柄谷利恵子著 岩波書店 2016.5
＊ローザの子供たち，あるいは資本主義の不可能性 植村邦彦著 平凡社 2016.6

1．ジェンダー・フェミニズム・女性論
＊ジェンダー・バックラッシュとは何だったのか� 石楿著 インパクト出版会 2016.2

＊〈68 年〉の性
小松原由理編著
神奈川大学人文学研
究所編

青弓社 2016.2

＊にじ色の本棚
原ミナ汰，
土肥いつき編著

三一書房 2016.1

＊リブ新宿センター資料集成　パンフレット篇
リブ新宿センター資料
保存会編

インパクト出版会 2008.4

＊リブ新宿センター資料集成　ビラ篇
リブ新宿センター資料
保存会編

インパクト出版会 2008.4

＊ロールズと自由な社会のジェンダー 金野美奈子著 勁草書房 2016.8
2．労働論

＊生産的労働概念の再検討 安田均著 社会評論社 2016.5
12．社会運動論

＊原発をとめる・戦争をとめる 鎌田慧［ほか］編 梨の木舎 2016.3

＊社会をちょっと変えてみた
駒崎弘樹，
秋山訓子著

岩波書店 2016.5
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Ⅱ　労働問題

＊現代資本主義企業と労働時間
労務理論学会誌編集
委員会編

労務理論学会 2016.2

＊通勤の社会史
イアン・ゲートリー著
黒川由美訳

太田出版 2016.4

26．非正規労働
＊労働者派遣の実務事典�第 2 版 小見山敏郎著 労務行政 2015.12
＊「非正規労働」を考える 小池和男著 名古屋大学出版会 2016.5

28．女性労働
＊職務格差 大槻奈巳著 勁草書房 2016.3

30．若年労働

＊仕事と就活の教養講座
細谷実編著
中西新太郎，小園弥生著

白澤社 2016.3

32．障害者労働

＊詳説障害者雇用促進法
永野仁美，長谷川珠子，
富永晃一編

弘文堂 2016.1

Ⅲ　労働問題

36．ハラスメント
職場のパワーハラスメントを考える 岡田康子 中央労働時報 1210 2016 年 10月

Ⅳ　経営労務

60．総　記
＊財界支配 佐々木憲昭著 新日本出版社 2016.1

Ⅴ　労働・社会政策

70．総　記
＊少子化は止められるか？ 阿部正浩編著 有斐閣 2016.3
＊ヨーロッパ・コーリング ブレイディみかこ著 岩波書店 2016.6

＊ポスト工業社会における東アジアの課題
筒井淳也，グワンヨン
シン，柴田悠編著

ミネルヴァ書房 2016.3

＊福祉国家の制度と組織 佐々木伯朗著 有斐閣 2016.3
71．雇用・労働市場政策

＊ドイツ・ハルツ改革における政府間行財政関係 武田公子著 法律文化社 2016.1
76．社会保障政策

地域包括ケアシステムの構築と介護保険施設の役割（４）� 介護保険情報 182 2015 年 5 月
78．労働法・社会保障法

＊よくわかる世界の労働法
フレッシュフィールズ
ブルックハウスデリン
ガー法律事務所編

商事法務 2016.1

＊雇用形態を理由とする労働条件格差是正の法理 李羅炅著 専修大学出版局 2016.2

Ⅶ　歴史

100．総　記
＊サリドマイド事件日誌　第 1～ 4巻 川俣修壽編著 緑風出版 2016.4
＊戦争を悼む人びと シャーウィン裕子著 高文研 2016.2
＊文化運動年表　明治・大正編 浦西和彦著 三人社 2015.12
＊文化運動年表　昭和戦前編 浦西和彦著 三人社 2016.12
＊戦後 70 年〈パネルDジャパン〉秘史 松井道男著 第三書館 2016.2
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101．生活・労働史（日本）
＊村に火をつけ，白痴になれ 栗原康著 岩波書店 2016.6
＊学生，戦時下の強制労働 鈴木光治著 本の泉社 2015.12

102．生活・労働史（外国・国際）
＊日本とフィリピンを生きる子どもたち 野口和恵著 あけび書房 2015.1

104．ジェンダー・フェミニズム・女性史（外国・国際）
＊海を渡る「慰安婦」問題 山口智美［ほか］著 岩波書店 2016.6

111．社会主義運動史（外国・国際）
＊ルカーチと革命の時代 安岡直著 御茶の水書房 2016.4

＊われわれの友へ
不可視委員会著
HAPAX訳

夜光社 2016.1

112．諸社会運動史
＊戦後ドイツの抗議運動 井関正久著 岩波書店 2016.6


