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【特集】発達障害者の就労を支える

◆発達障害の人の就労を支える―人材育成と活用す
る職場…………………………………………鈴木慶太
◆発達障害者就労の課題と支援………………梅永雄二
◆発達障害者と共に働くための視点―産業保健専門
職の役割………………………………………塩田直樹
◆発達障害当事者の立場から考える … ウイ クアン ロン
◆特性を活かす―インクルージョン採用の実践につ
いて……………………………………………高川智美
◆障がいの特徴を理解し組織でカバーする仕組みをつくる
―障がい者雇用の成功モデルを目指す  … 佐藤謙介

◆巻頭言＜俯瞰＞発達障害のある労働者への合理的
配慮の意義と課題……………………………小島健一

◆労研アーカイブを読む・37 …………………椎名和仁
◆報告　第３回労働時間日本学会研究集会…池田大樹
◆凡夫の安全衛生記・18 ……………………福成雄三
◆産業安全保健専門職と活用・5　労働安全コンサル
タント・労働衛生コンサルタント ……………谷　直道
◆にっぽん仕事唄考・57………………………前田和男
◆織という表現・18…………………………阿久津光子
◆口絵　安全な運行とドライバーの健康のために
輸送事業者の取り組み・6 ………新潟運輸株式会社
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一年間に起きた社会・労働分野の変化と

課題がわかる貴重なデータブック

最新2018年版 第88集
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本年鑑５つの特徴
❶その年に起きた社会・労働分野の変化や問題、
課題を正確に記録、解説。
「特集」と「5つの基本テーマ」で構成、収録。
❷特に重要なテーマについては、「特集」でさらに
深く詳しく解説。

❸政治・経済・経営・社会保障などの視点からも論述。
❹理解が深まる豊富な図表とグラフ。
❺社会全体の動きやポイントになる出来事を
　６つの分野に分けて「年表」で巻末に収録。

序　章　 政治・経済の動向と労働問題の焦点
　≪特集≫

　労働教育の現状と課題
第１部　労働経済と労働者生活
第２部　経営労務と労使関係
第３部　労働組合の組織と運動
第４部　労働組合と政治・社会運動
第５部　労働・社会政策
≪付録≫　労働組合の現状 ／労働組合名簿／統計・事項索引／年表

本体15,000円+税
A5判・上製・504頁

――おもな内容――

『日本労働年鑑』は、日本の社会、政治、社会政策
の現在と過去の変容に関心のある人にとって貴重な
情報源となります。過去50年で、おそらく今日ほど労
働問題とそこから派生する経済、教育、社会福祉、社
会運動の諸分野の課題が多くの人々の関心を呼んで
いる時期はありません。私がこれらの問題について調
べるとき、バランスのとれた詳しい情報源として最初に
参照するのは『日本労働年鑑』です。

ハーバード大学歴史学部教授（日本近現代史、労働史）

アンドルー・ゴードン
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