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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

2018.8. 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

　1　哲学・自然科学・宗教

Philosophy Live Sueki Fumihiko
I n t e r n a t i o n a l 
Research Center 
f o r  J a p a n e s e 
Studies

2018

2　歴史・地理

交差するまちへ 鎌ヶ谷市郷土資料館編 鎌ヶ谷市郷土資
料館 2016.2

館林市史　通史編 3 館林市史編さん委員会編 館林市 2017.6

たどる調べる尼崎の歴史　上・下巻 尼崎市立地域研究史料館編
尼崎市

2016.1

尼崎の歴史　ダイジェスト版 尼崎市立地域研究史料館，尼崎市都
市魅力創造発信課編 2016.1

福山市史　近代現代資料編 IV　 福山市史編さん委員会編 福山市 2016.3

新領域・次世代の日本研究 細川周平，山田奨治，佐野真由子編 人間文化研究機
構国際日本文化
研究センター

2016.11

失われた 20 年と日本研究のこれから　失われた 20 年と日
本社会の変容 瀧井一博編 2017.3

空襲被害を撮影したカメラマンたち 井上祐子 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

2017.3

戦中・戦後の記録写真 II 井上祐子，山辺昌彦，大堀宙 2017.3

大月書店 70 年のあゆみ 大月書店編 大月書店 2016.8

複数の旋律を聞く 森亜紀子 新月社 2016.11

日本中世の山野紛争と秩序 小林一岳編 同成社 2018.4

北海道史事典 北海道史研究協議会編 北海道出版企画
センター 2016.6

世界の日本研究　2015 郭南燕，白石恵理編
国際日本文化研
究センター海外
研究交流室

2016.5

歌舞伎と革命ロシア 永田靖，上田洋子，内田健介編 森話社 2017.1

中核　ロシア革命 100 年 マルクス主義学生同盟・中核派編著 前進社 2017.4

二宮誠オーラル・ヒストリー　第二巻 二宮誠 二宮誠 2016.2

改訂版・労働社会学 50 年　前・後篇
河西宏祐 河西宏祐

2016.1

ハイデルベルク日記 2016.9

園田恭義オーラル・ヒストリー 田口和雄，岩崎馨（聞き手） 出版者不明 2016.1

ゆるぎない歴史認識を 岡まさはる記念長崎平和資料館編 岡まさはる記念
長崎平和資料館 2018.4
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杉本昭典と尼崎の政治・労働運動 前田裕晤監修 鹿砦社 2015.12

関東大震災復興における賀川豊彦とその同労者の取り組み
に見る地域形成の視座の検討 伊丹謙太郎 全国勤労者福祉・

共済振興協会 2016.12

ホワイトカラー・オーラル・ヒストリー：団塊の世代の仕
事とキャリア 4

比較史的アプローチによる企業研究
チーム監修

中央大学企業研
究所 2016.11

努力 大倉喜八郎述
東京経済大学史料委員会編 東京経済大学 2016.3

3　社会科学

漱石と『資本論』 小島英俊，山崎耕一郎 祥伝社 2017.2

大原孫三郎 阿部武司編著 PHP 研究所 2017.9

白沢久一 宮武正明 大空社出版 2017.7

浜野よしふみ国会発言集 電力総連編 浜野喜史 2017

新聞奨学生 横山真 大月書店 2018.2

善き経営 GBI の理論と実践 立教大学経営学部編 丸善雄松堂 2016.5

社会への投資 三浦まり編著 岩波書店 2018.3

「外国人の人権」の社会学 丹野清人 吉田書店 2018.2

自殺対策の政治学 森山花鈴 晃洋書房 2018.3

つながりを求めて 辰巳頼子，鳫咲子編著 耕文社 2017.8

自然共生の活力ある水引づくり 濱田澄麿 鉱脈社 2016.9

日本地方自治の群像　第 1 ～ 8 巻 佐藤俊一 成文堂 2010.11 ～
2017.12

移動と移民 栗田和明編 昭和堂 2018.3

終活期の安倍政権 二宮厚美 新日本出版社 2017.11

非戦・対話・NGO 大橋正明 他編著 新評論 2017.12

非営利組織会計基準の統一 宮本幸平 森山書店 2015.3

資料館・博物館で女性たちの歴史に出会うブックレット 1，2 濱田すみれ，梅山美智子編 アジア女性資料
センター

2016.5, 
2018.4

オモニがうたう竹田の子守唄 山根実紀著
山根実紀論文集編集委員会編

インパクト出版
会 2017.12

くらし福祉研究会報告書 くらしと協同の研修所編 くらしと協同の
研修所 2018.5

原発災害・避難年表 原発災害・避難年表編集委員会編著 すいれん舎 2018.3

家族がハンセン病だった ハンセン病家族訴訟弁護団編 六花出版 2018.5

Yurufemi magazine　vol.1 熱田敬子 他編 ゆる・ふぇみカフェ 2016.4

静岡県水平社の歴史 竹内康人 解放出版 2016.7

活路は共闘にあり 五十嵐仁 学習の友社 2017.2

被災経験の聴きとりから考える 土屋葉 他著 生活書院 2018.2

戦前期石井記念愛染園に関する研究 井村圭壮 西日本法規出版 2004.12

近代日本の少年非行史 作田誠一郎
学文社

2018.2

社会福祉論の基本問題 木村敦 2015.12

ストリート人類学 関根康正編 風響社 2018.2

二一世紀を平和と人権の世紀に 柳河瀬精 柳文庫 2016.11
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ただ限りなく発見者
大池文雄著，小島亮編 風媒社

2016.1

『批評』復刻版 2016.1

アメリカのフェミニズム運動史 栗原涼子
彩流社

2018.3

メディアと市民 前田朗 2018.4

ヘイト・クライムと植民地主義 木村朗，前田朗共編，前田朗 他著 三一書房 2018.2

研究討論集会特別報告集　2016 年 5 月 自由法曹団編 自由法曹団 2016

反戦自衛官　増補版 小西誠 社会批評社 2018.3

東日本大震災と高齢化 熊沢由美編著，佐藤康仁，楊世英著 同文舘出版 2018.3

環境政策史 西澤栄一郎，喜多川進編著

ミネルヴァ書房

2017.3

バナナのグローバル・ヒストリー ピーター・チャップマン著
小澤卓也，立川ジェームズ訳 2018.5

日米地域銀行の存続と再編 由里宗之 2018.4

社会保険の考え方 西村健一郎 他著 2018.5

生活保護ソーシャルワークはいま 岡部卓，長友祐三，池谷秀登編著 2017.7

『厚生（労働）白書』を読む 田多英範編著 2018.6

国際的難民保護と負担分担 杉木明子

法律文化社

2018.3

環境ガバナンスの政治学 坪郷實 2018.3

地方自治論 幸田雅治編 2018.4

いまから始める地方自治 上田道明編 2018.2

震災等の被害にあった「社会的弱者」の生活再建のための
公的支援の在り方の研究 土屋葉  他著 愛知大学 2015.3

関西大学と大正ロマンの世界 浜本隆志 関西大学出版部 2017.9

政治学の批判的構想 衛藤幹子 法政大学出版局 2017.7

北海学園大学開発研究所六十年史 北海学園大学開発研究所編 北海学園大学開
発研究所 2018.3

「道北地域の保育者の就業実態と就業意識に関するアンケー
ト調査」結果報告書 名寄市立大学編 名寄市立大学 2017.3

祖父母であること 安藤究 名古屋大学出版
会 2017.8

中国食糧データ集 張馨元編 東京大学社会科
学研究所

2008.3

リスクとどうつきあうか 東京大学社会科学研究所編 2016.3

災害 専修大学人文科学研究所編 専修大学出版局 2018.3

農業の労働力調達と労働市場開放の論理 堀口健治 早稲田大学地域・
地域間研究機構 2016.5

内務省の社会史　増補版 副田義也 東京大学出版会 2018.5

ダイバーシティ（多様性）社会の構築 国立国会図書館調査及び立法考査局
編 国立国会図書館 2017.2

現代日本の世帯変動 国立社会保障・人口問題研究所編 国 立 社 会 保 障・
人口問題研究所 2016.3

社会保障のしくみと法 伊藤周平
自治体研究社

2017.7

自由を愛し平和を貫くために 徳本正彦，松見俊，金子勝著
福岡県自治体問題研究所編 2017.1

明治・大正期における農民層分解
鈴木達郎著
秋田近代史研究会鈴木達郎著作集編
集委員会編

秋田近代史研究
会 2016.11
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武相の女性・民権とキリスト教 武相の女性・民権とキリスト教研究
会，町田市立自由民権資料館共編

町田市教育委員
会 2016.5

部落問題と新聞報道　長崎の場合 阿南重幸 長崎人権救所 2016.8

平成 26 年（2014）静岡県の事業所 静岡県企画広報部情報統計局統計調
査課編

静岡県企画広報
部情報統計局統
計調査課

2016.9

特別消費者価格調査報告 総理庁統計局編 総理庁統計局 1949

女性も男性も人間らしく働ける社会を 真のポジティブアクション法の実現
を目指すネットワーク編

真のポジティブ
アクション法の
実 現 を 目 指 す
ネットワーク

2017

いま，この時代に働くこと 生きること フォーラム　労働・社会政策・ジェ
ンダー編

フォーラム　労
働・ 社 会 政 策・
ジェンダー

2016.7

講座・人権ゆかりの地をたずねて 世界人権問題研究センター編 世界人権問題研
究センター 2016.12

日大闘争の記録　8　（附：CD） 三橋俊明 他編 日大闘争を記録
する会 2017.9

子どもたちのための公平性 ユニセフ・イノチェンティ研究所著
日本ユニセフ協会広報室訳 日本ユニセフ協

会
2016.4

未来を築く ユニセフ・イノチェンティ研究所 2017.7

養育費・婚姻費用の新算定表マニュアル 日本弁護士連合会両性の平等に関す
る委員会編著 日本加除出版 2017.7

ドイツ歴史学派の研究 田村信一

日本経済評論社

2018.3

軍拡と武器移転の世界史 横井勝彦，小野塚知二編著 2012.3

軍縮と武器移転の世界史 横井勝彦編 2014.3

資料集名古屋における共同保育所運動 東海ジェンダー研究所編 日本評論社 2016.12

日本型経営とコーポレート・ガバナンス  中込賢次
日本生産性本部
生産性労働情報
センター

2017.9

協力し学び合う日本型組織のつくり方 竹村之宏，竹村亘弘 2016.5

社会保険ポイント解説 ’16 ／’17 日本生産性本部生産性労働情報セン
ター編 2016.1

平成 28 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

2016.7

『資本論』刊行 150 年に寄せて 不破哲三 日本共産党中央
委員会出版局

2017.9

野党連合政権へ新たな一歩を 五十嵐仁 2017.1

企業年金におけるマイナンバーの利活用および業務プロセ
スの改善に関する研究 年金総合研究所編

年金総合研究所

2016.5

退職給付会計の課題の考察 年金総合研究所退職給付会計プロ
ジェクトチーム編 2015.4

我が国経済の活性化と年金運用に期待される役割

年金総合研究所編

2015.8

企業年金の現状と課題 2016.1

社会保障制度への理解を深める教育のあり方 2016.5

公的年金制度の歴史とその展望 2016.1

国際比較から見る年金制度の課題 2017.2

民間流通制度導入後の国内産麦のフードシステムの変容に
関する研究 吉田行郷 農林水産省農林

水産政策研究所 2016.8
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震災復興過程のコミュニティ形成に係る行政・NPO 等・地
域住民の協働 中尾公一

全国勤労者福祉・
共済振興協会

2016.12

とやまの未来創生 全国勤労者福祉・共済振興協会編 2016.8

中間支援組織調査を通して見た日本の労働統合型社会的企
業（WISE）の展開と課題 藤井敦史 2016.11

社会的企業による職縁の再構築機能 今村肇，桜井政成 2016.12

社員による企業ボランティア参加に関する現状と課題 小林智穂子 2016.11

社会保障の規範的基礎としての勤労に関する研究 西村淳 2016.5

客員研究員報告書 清水太郎，今井迪代 2016.6

沖縄県における生活困窮者の支援に関する現況と課題 濱里正史 2017.8

自立的就労支援策としての福祉と交通の政策リンケージ 塙武郎，渋谷博史 2016.4

公的扶助の機能評価 日田剛 2016.4

分権型福祉国家・福祉社会の確立に向けて 駒村康平 2016.9

社会連帯における子育て支援の役割機能 手塚崇子 2016.8

母子世帯の子育ての困難をめぐる重層的要因 村上潔 2017.2

社会的排除状態の拘束性 高橋義明 2016.1

コミュニティ経済に関する調査研究 広井良典 2016.5

基盤産業の立地が地域経済に与える影響に関する調査研究
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

2016.3

海外で経営現地化に取組む中小企業 2016.3

バイオ医薬品事業の活性化に向けて 2016.3

中小企業の成長要因 中小企業研究センター 中小企業研究セ
ンター 2016.12

2014 年度「連帯社会」連続講座
連帯社会研究交流センター編 連帯社会研究交

流センター
2016.3

人と人がつながる社会へ 2016.4

安心社会を支える職場・地域での連帯基盤の再構築に向け
て

連合総合生活開発研究所編 コンポーズ・ユニ
（制作）

2016.9

住民自治と社会福祉のあり方に関する調査研究報告書 2016.5

連合の春闘結果集計データにみる賃上げの実態 2016 2016.1

神奈川の教育事情を聞く（4）

神奈川県高等学校教育会館・県民図
書室編

神奈川県高等学
校教育会館

2014.2

神奈川の教育事情を聞く（5） 2016.3

神奈川の教育事情を聞く 2005.5

神奈川県公立学校管理規則関係資料集 2006.1

神奈川県教職員人事制度関係資料集 2004.4

技術高校を知っていますか？

神奈川県高等学校教育会館・高校教
育制度と自治史研究会編

2011.6

情報公開・個人情報保護と学校自治 2012.8

主任制度と学校自治 2003.12

管理運営規則と学校自治 2008.3

教職員の勤評問題と「神奈川方式」 1999.3

諸外国における社会包摂志向の医療展開についての研究 髙山一夫，松田亮三，石橋修
非営利・協同総
合研究所いのち
とくらし

2016.6

TPP と共済規制問題 中川雄一郎編 2016.8

イギリスの医療・福祉と社会的企業視察報告書 非営利・協同総合研究所いのちとく
らし編 2016.6

Handbook of U.S. labor statistics Mary Meghan Ryan (ed.) Bernan Press 2018
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Anti-nuclear protest in post-Fukushima Tokyo Alexander James Brown Routledge 2018

Introduction to Japanese Household Surveys Takashi Unayama Springer 2018

Down and out in late Meiji Japan James L Huffman University of 
Hawaii Press 2018

Labor ＆ desire Paula Rabinowitz
University of 
North Carolina 
Press

1991

Rechtspopulismus und Gewerkschaften 
Dieter Sauer, Ursula Stöger, Joachim 
Bischoff, Richard Detje, Bernhard 
Müller  

VSA Verlag 2018

Detroit B. J. Widick Wayne State 
University Press 1989

4　労働

日本労働年鑑　第 88 集 法政大学大原社会問題研究所編
旬報社

2018.6

地域医療の未来を創る 岡野孝信，岡部義秀編著 2016.11

芸術と労働 白川昌生 他著，杉田敦編 水声社 2018.3

失業者の存在形態 法政大学大原社会問題研究所編 東洋経済新報社 1956

アメリカン・レイバー 日比野啓，下河辺美知子編著 彩流社 2017.1

雇用は契約 玄田有史 筑摩書房 2018.3

殻を突き破るキャリアデザイン 筒井美紀 有斐閣 2016.11

ソフトワーカーの労働実態調査報告書　2015，2016 情報産業労働組
合連合会 2016

若者たちの海外就職 神谷浩夫，丹羽孝仁編著 ナカニシヤ出版 2018.3

就労支援で高齢者の社会的孤立を防ぐ 藤原佳典，南潮編著
ミネルヴァ書房

2016.11

ヒト・仕事・職場のマネジメント 澤田幹 他著 2016.1

非メランコリー親和型の気分障害を有する若年者の休業と
復職支援の動向に関する研究

高齢・障害・求職者雇用支援機構障
害者職業総合センター編

高齢・障害・求
職者雇用支援機
構障害者職業総
合センター

2016.4

精神障害者に対する「自己理解の支援」における介入行動
に関する基礎調査 2016.4

地域の就労支援の現状把握に関する調査研究 II 2016.4

障害のある労働者の職業サイクルに関する調査研究 2016.4

低所得労働者の社会的包摂に対する価値の評価と包摂のた
めの社会保障制度設計 赤井研樹，青木恵子

全国勤労者福祉・
共済振興協会

2016.1

障がい者の雇用と企業の新しい人的資源管理システム 福間隆康 2016.9

高齢法改正に伴う人事・賃金制度の再構築と社会保障制度
のあり方に関する研究 田口和雄，岩崎馨，鬼丸朋子 2016.9

多様な就業形態の仕事の質に関する実証研究 島貫智行，佐藤博樹 2016.9

インターンシップ等，大学との連携による人材育成に関す
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 2016.3

若年女性の雇用・育成・定着に関する調査

第 2 回　非正規労働者の働き方・意識に関する実態調査

連合総合生活開発研究所編 連合総合生活開
発研究所

2016.3

新たな就職氷河期世代を生まないために 2016.1

労働者派遣の将来 2016.6
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雇用・賃金の中長期的なあり方に関する調査研究報告書

連合総合生活開発研究所編 コンポーズ・ユ
ニ（制作）

2016.9

とりもどせ！教職員の「生活時間」 2016.12

地域は活きている 2016.3

労働組合の職場活動に関する研究委員会報告書 2016.9

労働組合の基礎的な活動実態に関する調査研究報告書 2016.4

あきらめずたたかって良かった JMIU 安川合同支部編 JMIU 安 川 合 同
支部 2017

中小企業従業員に対する老後所得保障のあり方に関する研
究報告書 年金総合研究所編 年金総合研究所 2014.7

労働史からみた同一労働差別賃金 柳田勘次 兵庫県労働史研
究会 2017.4

賃金のあり方を考える 労務理論学会誌編委員会編 労 務 理 論 学 会，
晃洋書房 （発売） 2018.3

「流動社会」における生活最低限の理論的・実証的研究 岩田正美 他著 日本女子大学 2011.3

安倍政権下のトヨタ自動車 猿田正機編著，杉山直 他著 中京大学企業研
究所 2018.3

生協組合員理事トップセミナー報告集　第 17 回 くらしと協同の研究所編 くらしと協同の
研究所 2016.5

これからの人事考課制度のあり方 愛知県経営者協会編 愛知県経営者協
会 2016.5

府内製造業の技能系・技術系正社員の育成に関する調査 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 2016.3

契約社員に関する実態調査 東京都労働相談情報センター編 東京都労働相談
情報センター 2016.3

岡山県労働委員会 70 年史 岡山県労働委員会事務局編 岡山県労働委員
会 2016

全道庁運動史　第 5 巻 全道庁運動史編集委員会編
自治労全北海道
庁労働組合連合
会

2016.6

健全な学校経営に向けた教職員評価・賃金制度の構築実務　
改訂増補版 東狐貴一

日本生産性本部
生産性労働情報
センター

2016.7

日本の労働生産性の動向 日本生産性本部生産性総合研究セン
ター編 2017.1

メンタルヘルスセルフケアハンドブック

加賀博

2016.9

リクルータースキルハンドブック 2016.9

派遣社員のためのキャリアデザインハンドブック 2016.12

人材組織教育総合手法 2017.8

企業内の労使関係　改訂増補版 村杉靖男 2016.9

主要産業の労使意思疎通実態調査報告書 労働研究センター編 2016.6

ダイアローグ型人事制度のすすめ　改定増補版 島森俊央，吉岡利之 2016.11

働き方改革と新しい労務管理の法律実務 Q ＆ A 100 加納明夫 2017.9

口述労働法入門　改訂版 小西義博 2016.11

労働組合費に関する調査報告　第 18 回 日本労働組合総連合会

日本労働組合総
連合会／連合総
合生活開発研究
所

2015.1

戦後教員組合運動の地域社会史的研究 森下徹編著 部落問題研究所 2017.3
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八幡製鉄労組中央委員会　技術研究所支部委員会　メモ　
及び　別紙（＝別冊） 清水亮

ニシダ印刷製本
（印刷・製本） 2016.11

IMF・JC 加盟をめぐる闘い 清水亮 2017

全駐留軍労働組合運動史　第 8 ～ 10 巻 全駐留軍労働組合編 全駐留軍労働組
合

2012.8 ～
2016.9

The Wobblies Patrick Renshaw Anchor Books 1968

The return of work in critical theory
Christophe Dejours, Jean-Philippe 
Deranty, Emmanuel Renault, 
Nicholas H. Smith. 

Columbia 
University Press

2018

Working for respect Adam Reich, Peter Bearman 2018

American labor on stage Susan Duffy Greenwood 
Press 1996

The local union Leonard R. Sayles, George Strauss Harcourt, Brace 
& World, Inc. 1967

The New York hotel industry Morris A. Horowitz Harvard 
University Press 1960

America needs a raise John J. Sweeney with David Kusnet Houghton Mifflin 
Company 1996

Playing for dollars Paul D. Staudohar

ILR Press

1996

Trouble on board Paul K. Chapman 1992

Holding the line Barbara Kingsolver 1996

Labor in Israel Jonathan Preminger 2018

The government of the steel workers’ union Lloyd Ulman John Wiley and 
Sons, Inc. 1962

Feminization of the labor force Jane Jenson, Elisabeth Hagen, 
Ceallaigh Reddy (eds.)

Oxford 
University Press 1988

Choke points Jake Alimahomed-Wilson, Immanuel 
Ness (eds.) Pluto Press 2018

The Routledge companion to employment relations 
Adrian Wilkinson, Tony Dundon, 
Jimmy Donaghey, Alexander J.S. 
Colvin (eds.) Routledge

2018

Scabs and traitors Thomas Linehan 2018

Workers’ movements and strikes in the twenty-first 
century

Jörg Nowak, Madhumita Dutta, 
Peter Birke (eds.)

Rowman ＆ 
Littlefield 
International

2018

City unions Mark H. Maier Rutgers 
University Press 1987

A year in the life of a factory Maynard Seider Singlejack Books 1984

Organizing the unemployed James J. Lorence.
State University 
of New York 
Press

1996

The living wage Robert Pollin, Stephanie Luce The New Press 2000

The Unions Alvin Schwartz The Viking 
Press 1972

Congress report 2017 Trades Union 
Congress 2018

The end of the line Kathryn Marie Dudley University of 
Chicago Press 1994
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On the line Harvey Swados 

University of 
Illinois Press

1990

Rainbow at midnight George Lipsitz 1994

Trade unions and community Dorothee Schneider 1994

Frontiers of labor Greg Patmore and Shelton 
Stromquist (eds.) 2018

End of the line Richard Feldman, Michael Betzold 
(eds.) 

Weidenfeld & 
Nicolson 1988

5　産業

地域産業創造の三点セットとその可能性 齊藤幹雄，北浦正行，山口政人
全国勤労者福祉・
共済振興協会

2016.8

東日本大震災被災地における水産業中小企業と地域雇用の
再生 杭田俊之 2016.11

シンガポールの交通事情
交通運輸政策研究会編 交通運輸政策研

究会
2016

交通政策の提言　2016 2016.7

地域とともに歩む郵便局をめざして 人口減時代に向かう地域社会と郵便
局のあり方研究会

JP 総合研究所
2016.8

100 年後も愛される会社をめざして 創業 150 周年－日本郵政グループの
新たな飛躍研究会 2016.8

原発震災のテレビアーカイブ 小林直毅編著 法政大学出版局 2018.3

郵便の歴史 井上卓朗，星名定雄 鳴美 2018.3

駄菓子屋の社会学 椙田萌美 ノンブル社 2016.1

Pedal to the metal Lawrence J. Ouellet Temple 
University Press 1994

6　工業

戦後石炭史 園田稔 セキツウ 1970.4

石油・エネルギーの要点解説 日本エネルギー経済研究所編 東洋経済新報社 1979.12

金型製造業，成形業における イノベーション 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 2016.3

電機産業の現場力調査研究会報告 電機連合総合研究企画室 電機連合総合研
究企画室 2016.3

中国ドローン産業報告書 2017 伊藤亜聖 東京大学社会科
学研究所 2017.3

航空機産業と航空戦力の世界的転回 横井勝彦編著 日本経済評論社 2016.12

福島原発設置反対運動裁判資料　第 1 ～ 7 巻，別冊 安田純治編・解説，澤正宏解題 クロスカルチャー
出版

2012.1 ～
2012.11

原発災害とアカデミズム
福 島 大 学 原 発 災 害 支 援 フ ォ ー ラ
ム［FGF］，東京大学原発災害支援
フォーラム［TGF］

合同出版 2013.2

地域エネルギー供給において協同組合が果たしうる役割 三浦一浩，手塚智子 全国勤労者福祉・
共済振興協会 2017.6

7　文学・芸術

早川三代治展 市立小樽文学館編 市立小樽文学館 2016.12

炭鉱の河 永田博夫 文芸社 2015.5

日本の労働映画百選 働く文化ネット労働映画百選選考委
員会編

働く文化ネット
労働映画百選選
考委員会

2016.6


