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〒 194-0298　東京都町田市相原町 4342
Tel：042-783-2305　Fax：042-783-2311
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2017.7. 1 ～ 8.31 登録分

分類表は 2017 年 9・10 月号（707・708 号）に掲載されています。同月号より，書籍の登録分のみの掲載です。

書名 編著者名等 発行所 出版年月

0　総記

02 書誌・出版
女性誌の源流 浜崎廣　 出版ニュース社 2006.12

04 論文集
抜粋のつづり　その七十六 宮脇保博編 熊平製作所 2017.1

1　哲学・自然科学・宗教

16 生物学・医学
健康格差社会への処方箋 近藤克則　 医学書院 2017.1

2　歴史・地理

20 歴史総記
戦後歴史学という経験 安丸良夫　 岩波書店 2016.12
アーカイブズの現在・未来・可能性を考える 渡辺尚志編 法政大学出版局 2016.12

21 日本史

「満洲国」における抵抗と弾圧 荻野富士夫 他著
小樽商科大学出版
会，日本経済評論
社（発売）

2017.3

報告書　横浜の戦争
横浜市ふるさと歴史財
団近現代歴史資料課市
史資料室担当編

横浜市史資料室 2017.3

福山市史　原始から現代まで 福山市史編さん委員会
編集 福山市 2017.3

東北の近代と自由民権 友田昌宏編著，河西英
通 他著 日本経済評論社 2017.2

新八王子市史　通史編 3　近世（上） 八王子市市史編集委員
会編 八王子市 2017.3

新八王子市史　通史編 4　近世（下） 八王子市市史編集委員
会編 八王子市 2017.3

新八王子市史　通史編 6　近現代（下） 八王子市市史編集委員
会編 八王子市 2017.3

28 伝記　人名辞典　双伝
《元ゼンセン同盟副書記長・連合副事務局長》野口敞也オーラル・
ヒストリー 野口敞也［述］ 2017.2

渋沢栄一，パリ万国博覧会へ行く 渋沢栄一記念財団渋沢
史料館編

渋沢栄一記念財団
渋沢史料館 2017.3

評伝田中清玄 大須賀瑞夫著，
倉重篤郎編 勉誠出版 2017.2
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3　社会科学

30 社会科学総記　社会思想
新市民革命入門 長坂寿久　 明石書店 2016.11

新自由主義的グローバル化と東アジア 中谷義和，朱恩佑，
張振江編 法律文化社 2016.12

革マル派五十年の軌跡　第 5 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 2017.6

31 政治・政治学
熟議民主主義の困難 田村哲樹　 ナカニシヤ出版 2017.5
権利の哲学入門 田上孝一編著 社会評論社 2017.2
琉球独立への本標 宮平真弥　 一葉社 2016.12
ロマ 金子マーティン　 影書房 2016.9

東京を愛したスパイたち
アレクサンドル・ク
ラーノフ著，村野克明
訳

藤原書店 2017.1

33 経済学（1）

公共経済学研究　VI 白井正敏，釜田公良，
古川章好編　

中京大学経済学部
附属経済研究所 2017.3

近現代日本の国策転換に伴う税財政改革 高沢修一　 大東文化大学経営
研究所 2017.3

グローバル資本主義と < 放逐 > の論理 サスキア・サッセン著，
伊藤茂訳 明石書店 2017.4

34 経済学（2）
潜在能力アプローチ 後藤玲子　 岩波書店 2017.3
日本型新自由主義とは何か 菊池信輝　 岩波書店 2016.12
ASEAN 経済共同体の成立 市川顕編　 中央経済社 2017.3

欧州統合と社会経済イノベーション 八木紀一郎，清水耕一，
徳丸宜穂編著 日本経済評論社 2017.1

アメリカの資本蓄積と社会保障 本田浩邦　 日本評論社 2016.12
35 経営学

時代を超えた経営者たち 井奥成彦編　 日本経済評論社 2017.3

時代変化に適応したイノベーションを迫られる大阪のプラスチック
射出成形業

大阪府商工労働部大阪
産業経済リサーチセン
ター編

大 阪 産 業 経 済 リ
サーチセンター 2017.3

38 社会

持続可能な地域における社会政策策定にむけての事例研究　vol.6 法政大学大原社会問題
研究所編

法政大学大原社会
問題研究所 2017.3

子どもたちの階級闘争 ブレイディみかこ　 みすず書房 2017.4

空襲被災者運動関連資料目録  1 大岡聡 他著

政治経済研究所付
属東京大空襲・戦
災資料センター戦
争災害研究室 

2016.3

空襲被災者運動関連資料目録  2 大岡聡 他著

政治経済研究所付
属東京大空襲・戦
災資料センター戦
争災害研究室 

2016.9

Takeo Kikuchi’s lecture notebooks in the United States as a 
student

中央大学史料委員会専
門委員会編

中央大学広報室大
学史資料課 2017.3

平成 29 年度新入社員「働くことの意識」調査報告書 日本生産性本部，日本
経済青年協議会編

日本生産性本部，
日本経済青年協議
会

2017.7

文化的再生産の社会学  増補新版 宮島喬　 藤原書店 2017.4
社会的包摂と身体 榊原賢二郎　 生活書院 2016.11

「復興」が奪う地域の未来 山下祐介　 岩波書店 2017.2
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「サークルの時代」を読む 宇野田尚哉 他編 影書房 2016.12

黒人ハイスクールの歴史社会学

ジョン・L・ルーリー，
シェリー・A・ヒル著，
倉石一郎，久原みな子，
末木淳子訳

昭和堂 2016.11

39 社会問題
外国人の子ども白書 荒牧重人 他編 明石書店 2017.4

ジェンダー史とは何か ソニア・O・ローズ著，
長谷川貴彦，兼子歩訳 法政大学出版局 2016.12

イギリス女性参政権運動とプロパガンダ 佐藤繭香　 彩流社 2017.2
昔の貧困・今の貧困 稲葉茂勝　 ミネルヴァ書房 2017.2
医療利用組合運動と保健国策 青木郁夫　 高菅出版 2017.3

ナチスドイツと障害者「安楽死」計画  新装版 ヒュー・G・ギャラファー
著，長瀬修訳 現代書館 2017.1

なごや子ども貧困白書 子ども＆まちネット編 風媒社 2016.12

なぜ母親は娘を手にかけたのか 井上英夫，山口一秀，
荒井新二編 旬報社 2016.5

孤立していく子どもたち しんぶん赤旗社会部　 新日本出版社 2017.1
心に刻み石に刻む 飛田雄一　 三一書房 2016.11

4　労働

40 労働

日本労働年鑑　第 87 集 法政大学大原社会問題
研究所編 旬報社 2017.6

42 労働史　労働者状態史

炭鉱の記憶と関西
大阪産業労働資料館，
関西・炭鉱と記憶の会
編

関西大学経済・政
治研究所 2017.3

43 雇用と失業　労働者
人口減少時代の地域雇用 益村眞知子編著 九州大学出版会 2017.3

若年女性の雇用・活躍と企業の取組
大阪府商工労働部大阪
産業経済リサーチセン
ター編

大 阪 産 業 経 済 リ
サーチセンター 2017.3

働き女子 @ 台湾 蔡蕙頻著，日野みどり
訳 凱風社 2016.11

44 労働条件

戦後賃金の軌跡 田口和雄　
中央経済社，中央
経済グループパブ
リッシング（発売）

2017.3

国家と石綿 永尾俊彦　 現代書館 2017.2
電通事件 北健一　 旬報社 2017.2

45 労働者生活　国民生活　労働者福祉

戸山ハイツ『未来の物語』を語ろう！報告書 東京家政大学女性未来
研究所編

東京家政大学女性
未来研究所 2016.11

46 労使関係

企業競争力強化のための社内コミュニケーション形成に関する調査
大阪府商工労働部大阪
産業経済リサーチセン
ター編

大 阪 産 業 経 済 リ
サーチセンター 2017.3

49 労働法　労働政策
ブラック企業・セクハラ・パワハラ対策 佐々木亮，新村響子　 旬報社 2017.5

〈働く〉ときの完全装備　新版 橋口昌治，肥下彰男，
伊田広行　 解放出版社 2016.11

労働者保護法の基礎と構造 桑村裕美子　 有斐閣 2017.2
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5　産業

50 産業一般

大阪における本社の立地・移転の状況に関する調査研究
大阪府商工労働部大阪
産業経済リサーチセン
ター編

大 阪 産 業 経 済 リ
サーチセンター 2017.3

6　工業

60 工業

地方製造業の展開 高崎経済大学地域科学
研究所編 日本経済評論社 2017.3

7　文学・芸術

71 プロレタリア文学
新編　宮本百合子と十二年 不破哲三　 新日本出版社 2017.3

72 日本文学
検閲と発禁 水沢不二夫　 森話社 2016.12
佐藤春夫と大逆事件 山中千春　 論創社 2016.6

74 美術

柳瀬正夢全集 4 柳瀬正夢全集刊行委員
会編 三人社 2016.12


