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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

水俣市所蔵・淇水文庫徳富蘇峰寄贈図書目録 同志社大学人文科学研究所編 同志社大学人文
科学研究所 2017.11

　1　哲学・自然科学・宗教

科学技術と倫理 「科学技術と倫理」研究プロジェク
ト編 北九州市立大学 2018.3

創立 50 周年記念誌 日本科学者会議東京支部武蔵野通研
分会編

日本科学者会議
東京支部武蔵野
通研分会

2017.12

優生保護法が犯した罪　増補新装版 優生手術に対する謝罪を求める会編 現代書館 2018.4

2　歴史・地理

中近世の被差別民像 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 2018.3

大正 = 歴史の踊り場とは何か 鷲田清一編著 講談社 2018.5

極秘公文書と慰安婦強制連行 今田真人 三一書房 2018.2

旧アメリカ兵捕虜との和解 徳留絹枝 彩流社 2017.8

敗戦と占領
坪井秀人編 臨川書店

2018.6

バブルと失われた 20 年 2018.6

続  忘れられぬ人々 赤松良子 ドメス出版 2017.12

桑江朝幸物語 沖縄県軍用地等地主会連合会編 沖縄県軍用地等
地主会連合会 2018.2

祖父三輪寿壮 三輪健二 鳳書房 2017.12

A pirate’s view of world history 稲賀繁美編
人間文化研究機
構国際日本文化
研究センター

2017.8

3　社会科学

インタビュー集　時代を拓くあなたへ 全国革新懇編 新日本出版社 2018.6

マルクス社会主義論の批判的研究 荒木武司 文理閣 2018.4

哲学入門 黒田寛一講述
黒田寛一作編集委員会編 あかね図書販売 2018.5

マルクスの業績と限界 村岡到編 ロゴス 2018.4

マルクス「日本論」のルーツを探る 小田孝 銀河書籍 2017.11
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そろそろ左派は〈経済〉を語ろう ブレイディみかこ，松尾匡，
北田暁大 亜紀書房 2018.6

政治的空間における有権者・政党・政策 三船毅編 中央大学出版部 2018.3

日報隠蔽 布施祐仁，三浦英之 集英社 2018.2

中国・北朝鮮脅威論を超えて 進藤榮一，木村朗編著 耕文社 2017.1

沖縄平和論のアジェンダ 星野英一 他著
法律文化社

2018.4

セクシュアリティと法 谷口洋幸，綾部六郎，池田弘乃編
石田仁 他著 2017.1

右派はなぜ家族に介入したがるのか 中里見博 他著 大月書店 2018.5

経済学は悲しみを分かち合うために 神野直彦 岩波書店 2018.6

経済理論・応用・実証分析の新展開 松本昭夫編著 中央大学出版部 2017.11

ソーシャル・インパクト・ボンドの動向に係る海外事情調査

労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・
研修機構

2017.3

ものづくり企業の経営戦略と人材育成に関する調査 2017.3

ものづくり企業の新事業展開と人材育成に関する調査 2016.2

NPO の就労に関する研究 2016.5

ものづくり産業における労働生産性向上に向けた人材確保，
定着，育成等に関する調査結果 2017.3

経済社会の歴史 中西聡編 名古屋大学出版
会 2017.12

巨大企業と地域社会 筒井正夫 日本経済評論社 2016.11

世界から見た中国経済の転換 中條誠一，唐成編著
中央大学出版部

2017.1

中国政治経済の構造的転換 谷口洋志編著 2017.1

金融化資本主義 コスタス・ラパヴィツァス著
斉藤美彦訳 日本経済評論社 2018.6

人口論入門 杉田菜穂 法律文化社 2017.9

鈴木商店の経営破綻 武田晴人 日本経済評論社 2017.9

中小企業における事業継続の取組 中小企業研究センター編 中小企業研究セ
ンター 2017.12

ワーク・ライフ・バランスと経営学 平澤克彦，中村艶子編著 ミネルヴァ書房 2017.11

製品アーキテクチャと人材マネジメント 都留康 岩波書店 2018.2

加瀬勉闘いに生きる　上・下 加瀬勉 柘植書房新社 2018.3　
2018.5

近江天保一揆の基礎的研究 古川与志継 サンライズ出版 2018.4

連合の春闘結果集計データにみる賃上げの実態 2017
連合総合生活開発研究所編 連合総合生活開

発研究所

2017.1

日本における社会基盤・社会組織のあり方に関する研究報
告書 2017.9

「上部構造」の社会学 隈栄二郎 合同フォレスト，
合同出版（発売）2018.4

社会学批判と現代 内藤辰美 春風社 2018.6

現代社会の信頼感 佐々木正道，吉野諒三，矢野善郎編著 中央大学出版部 2018.3

日本における社会改良主義の近現代像 玉井金五，杉田菜穂
法律文化社

2016.11

レイチェル・カーソンに学ぶ現代環境論 嘉田由紀子，新川達郎，村上紗央里編 2017.1

「稼得とケアの調和モデル」とは何か 田中弘美 ミネルヴァ書房 2017.1

福祉国家の日韓比較 金成垣 明石書店 2016.2
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社会保険ポイント解説　’18 ／ ’19 日本生産性本部生産性労働情報セン
ター編

日本生産性本部
生産性労働情報
センター

2018.7

平成 28 年熊本地震　大学避難所 45 日 熊本学園大学編著 熊本日日新聞社 2017.11

介護人材を活かす取組
労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・

研修機構
2017.3

介護者の就業と離職に関する調査 2016.5

まちづくりとしての地域包括ケアシステム 田城孝雄，内田要編 東京大学出版会 2017.12

海の放射能に立ち向かった日本人 奥秋聡 旬報社 2017.7

市民運動としてのＮＰＯ 高田昭彦 風間書房 2018.3

九条の会 飯田洋子 花伝社，共栄書
房（発売） 2018.7

同志社関連新聞記事スクラップ集成　第一分冊，第二分冊 同志社大学人文科学研究所第 18 期
第 1 研究編

同志社大学人文
科学研究所 2017.1

検証　国立大学法人化と大学の責任 田中弘允，佐藤博明，田原博人 東信堂 2018.7

「慰安婦」問題と未来への責任 中野敏男 他編 大月書店 2017.12

戦時体制下日本の女性団体 胡澎著，莊嚴訳 こぶし書房 2018.6

国家を超えた女性の移動と国民国家・国家間関係の変容 甲南大学総合研究所編 甲南大学総合研
究所 2018.2

〈化外〉のフェミニズム 柳原恵 ドメス出版 2018.3

危機のなかの若者たち 乾彰夫，本田由紀，中村高康編 東京大学出版会 2017.11

東大闘争の語り 小杉亮子 新曜社 2018.6

日大全共闘 1968 叛乱のクロニクル 眞武善行 白順社 2018.5

貧困問題の新地平 丸山里美編 旬報社 2018.2

最低生活保障の実証分析 山田篤裕 他著 有斐閣 2018.7

地域精神医療の真髄 和迩秀浩編著 日本評論社 2017.9

部落問題解決過程の研究　第 4 巻，第 5 巻 部落問題研究所編 部落問題研究所
出版部

2015.3　
2016.1

問いとしての部落問題研究 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 2018.3

グローバル・エコロジー 中央大学社会科学研究所研究チーム
「グローバル・エコロジー」編 中央大学出版部 2018.3

水俣病問題のいま 花田昌宣，田尻雅美編 部落解放・人権
研究所 2017.1

いま何が問われているか 花田昌宣，久保田好生編 くんぷる 2017.12

もう「ゴミの島」と言わせない 石井亨 藤原書店 2018.3

復興に抗する 中田英樹，高村竜平編 有志舎 2018.2

環境経済・政策学事典 環境経済・政策学会編 丸善出版 2018.5

The rush to development Martin Hart-Landsberg Monthly Review 
Press 1993

Bowling alone Robert D. Putnam Simon & 
Schuster 2000

4　労働

連合総研 30 周年記念誌
連合総合生活開発研究所編 連合総合生活開

発研究所 2017.12
調査研究報告書概要
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労働生産性の国際比較　2017 年版 日本生産性本部生産性総合研究セン
ター編

日本生産性本部
生産性労働情報
センター

2018.1

国際移動と親密圏 安里和晃編 京都大学学術出
版会 2018.1

明治日本の産業革命遺産・強制労働 Q&A 竹内康人 評論社 2018.5

働き方の多様化と法的保護のあり方
連合総合生活開発研究所編 連合総合生活開

発研究所

2017.12

非正規労働の現状と労働組合の対応に関する国際比較調査
報告書 2017.9

働き方の二極化と正社員

労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・
研修機構

2016.11

雇用調整助成金の政策効果に関する研究 2017.1

壮年非正規雇用労働者の仕事と生活に関する研究 2017.3

若年者のキャリアと企業による雇用管理の現状 2016.5

米国・ドイツ企業の雇用管理の変化と実態 2016.5

「改正労働契約法への対応状況に関するインタビュー調査」
結果 2017.4

改正労働契約法とその特例に，企業はどう対応しようとして
いるのか　多様な正社員の活用状況・見通しは，どうなっ
ているのか

2016.5

雇用保険受給者等の就職の実態 2017.3

欧州の新たな非典型就労組織に関する研究 2017.3

「人材（人手）不足の現状等に関する調査」（企業調査）結果
及び「働き方のあり方等に関する調査」（労働者調査）結果 2016.12

キャリアコンサルティングの実態，効果および潜在的ニーズ 2017.3

求人情報・求職情報関連事業の実態 2016.5

企業の人材ニーズ等に関する調査 2016.12

日本的雇用システムと法政策の歴史的変遷 2017.3

地方における雇用創出 2017.3

東日本大震災からの復旧・復興過程と雇用・労働の記録
（一般資料整理 ) 2017.3

UIJ ターンの促進・支援と地方の活性化 2016.5

非正規労働者の組織化と労働組合機能に関する研究 2016.5

非正規労働者の組織化とその効果 2017.3

育児・介護と職業キャリア 2017.3

妊娠等を理由とする不利益取扱い及びセクシュアルハラス
メントに関する実態調査結果　第 1 分冊本編　第 2 分冊個
人調査データ編

2016.5

企業の人材活用と男女のキャリア 2017.3

中小企業における採用と定着 2017.3

中小企業をめぐるヒトの移動概要 2016.5

労働力不足時代における高年齢者雇用 2016.11

地域における高齢者の多様な活躍のヒアリング事例 2017.3

中高年齢者の転職・再就職調査 2016.4

高年齢者の雇用に関する調査（企業調査） 2016.5

壮年期の正社員転換 2016.11
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職業能力の評価

労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・
研修機構

2016.5

キャリア形成支援の国際的な理論動向の紹介 2016.5

適性検査を活用した相談ケース記録の分析と考察 2016.5

職業情報の整備に関する基礎的研究 2017.3

官・民・諸外国の職業分類等の現状と比較 2017.3

高等学校の進路指導とキャリアガイタンスの方法に関する
調査 2017.3

2007 年の最低賃金法改正後の労働者の賃金の状況 2016.5

諸外国における最低賃金制度の運用に関する調査 2017.3

ヨーロッパの育児・介護休業制度 2017.3

「労働時間管理と効率的な働き方に関する調査」結果および
「労働時間や働き方のニーズに関する調査」結果 2016.3

子育て世帯のディストレス 2017.3

子育て世帯の追跡調査　（第 2 回：2015 年） 2016.9

中国進出日系企業の研究 2017.3

組織変動に伴う労働関係上の諸問題に関する調査 2017.1

次世代幹部人材の発掘と育成に関する研究 2017.3

企業における転勤の実態に関するヒアリング調査 2016.11

企業内プロフェッショナルのキャリア形成  Ｉ， Ⅱ 2016.5 
2017.3

「職業相談の勘とコツの『見える化』ワークショップ」の研
究開発 2016.5

日本企業における人材育成・能力開発・キャリア管理 2017.3

北欧の公共職業訓練制度と実態 2016.5

諸外国における教育訓練制度 2017.3

離職者訓練（委託訓練）に関する調査研究 2016.5

企業の人材育成・教育訓練等の広報及び情報の公表に関す
る調査結果概要 2016.8

現代先進諸国の労働協約システム 2016.5

ドイツにおける集団的労使関係システムの現代的展開 2017.3

生活時間を取り戻す 労働教育センター編集部編 労働教育センター 2017.6

労働者のメンタルヘルス情報と法 三柴丈典 法律文化社 2018.6

「メンタルヘルスの取り組み」に関する企業アンケート調査
報告書 　第８回 

日本生産性本部メンタル・ヘルス研
究所編

日本生産性本部
生産性労働情報
センター

2017.12

就業機会と報酬格差の社会学 有田伸 東京大学出版会 2016.3

仕事と暮らし　10 年の変化 佐藤厚，
連合総合生活開発研究所編著

連合総合生活開
発研究所 2017.11

食と健康の一億年史 スティーブン・レ著，大沢章子訳 亜紀書房 2018.4

甘みの文化 山辺規子編 ドメス出版 2017.1

余暇対策の展望 公刊資料出版編纂 国土政策調査会 1989.1

一人ひとりが力を発揮するための職場風土と職場環境 中部産業・労働政策研究会編 中部産業・労働
政策研究会 2018.3

「男女の初期キャリア形成と活躍推進に関する調査」報告書　
平成 29 年度 国立女性教育会館編 国立女性教育会

館 2018.3
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私が歩んだ労働組合運動（付：ＣＤ） 私が歩んだ労働組合運動編集委員会
編

私が歩んだ労働
組合運動編集委
員会

2017.11

判事の家　増補版 橘かがり コールサック社 2018.2

戦間期日本の労働運動 中村正明　 大阪大学大学院
経済学研究科 2017.7

三浦義オーラル・ヒストリー 三浦義述 高千穂大学経営
学部 2017.1

春闘の歴史と課題 岩崎馨，降籏英明
日本生産性本部
生産性労働情報
センター

2018.2

担雪塡井 草野忠義　
小さな小さな自
分史編さん委員
会

2012.5

連合北海道二十年史 連合北海道二十年史編集事務局編 連合北海道 2010.2

戦後東海地域労働組合資料目録 
名古屋大学大学院経済学研究科附属
国際経済政策研究センター情報資料
室編

名古屋大学大学
院経済学研究科
附属国際経済政
策研究センター
情報資料室

2017.12

交通労連 30 年史 全国交通運輸労働組合総連合編纂委
員会編

全国交通運輸労
働組合総連合編
纂委員会

1995.7

交通労連 50 年史 全国交通運輸労働組合総連合編 全国交通運輸労
働組合総連合 2014.1

ひろば　第 1 巻，2 巻　復刻版， 不二出版編 不二出版 2018.6

損保労連 50 年史 損害保険労働組合連合会編 損害保険労働組
合連合会 2017.9

戦後日本における教育労働運動の諸相 広田照幸編 日本大学文理学
部広田研究室 2017.12

キャバ嬢なめんな。 布施えり子 現代書館 2018.4

国共病組 50 年のあゆみ 国家公務員共済組合連合会病院労働
組合編

国家公務員共済
組合連合会病院
労働組合

2012.7

全水道 50 年史 全水道 50 年史編纂委員会編 全日本水道労働
組合 2001.1

航空労協 50 年のあゆみ 航空宇宙産業労働組合協議会編
航空宇宙産業労
働組合協議会（航
空労協）

2017.11

電機連合 50 年史（付：CD-ROM） 全日本電機・電子・情報関連産業労
働組合連合会編

全日本電機・電
子・情報関連産
業労働組合連合
会

2003

近江絹糸人権争議オーラル・ヒストリー　3 朝倉克己述 梅崎修 2017.1

全印刷局労働組合 70 年史 全印刷 70 年史編纂委員編 全印刷局労働組
合 2017.8

闘う出版労働運動の光芒 出版関連労組交流会議編著 出版関連労組交
流会議 2017.11

労働組合法の基礎と活用 道幸哲也
日本評論社

2018.4

ドイツ労働法の変容 名古道功 2018.1

The company and the union William Serrin Alfred A. Knopf 1973
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Devil’s pact F. C. Duke Zeller Carol Publishing 
Group 1996

Dangerous premises Don J. Lofgren ILR Press 1989

Levi’s children Karl Schoenberger Grove Press 2000

Working stiffs, union maids, reds, and riffraff Tom Zaniello ILR Press 1996

Confessions of a union buster Martin Jay Levitt with Terry 
Conrow

Crown 
Publishers 1993

Poletown Jeanie Wylie University of 
Illinois Press 1989

Brave new workplace Robert Howard Viking 1985

Homestead William Serrin Times Books 1992

Running steel, running America Judith Stein
University of 
North Carolina 
Press

1998

Compulsory arbitration and Government intervention in 
labor disputes Herbert R. Northrup, Ph.D Labor Policy 

Association 1966

The UAW and Walter Reuther Irving Howe, B.J. Widick Random House 1949

Communism and anti-Communism in early Cold War Italy Andrea Mariuzzo Manchester 
University Press 2018

5　産業

国際花と緑の博覧会　ユニオン・スクエアガーデン記念写
真集

花の万博出展委員会編 花の万博出展委
員会

1991.2

国際花と緑の博覧会　ユニオン・スクエアガーデン寄せ書
き集 1991.2

現代地域政策学 入谷貴夫 法律文化社 2018.1

国際研究集会「万国博覧会と人間の歴史」報告書 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

2017.11

社団法人日本貨物検数協会五十年史 日本貨物検数協会編 日本貨物検数協
会 1993.11

日米サービス産業の品質と生産性 日本生産性本部生産性総合研究セン
ター編

日本生産性本部
生産性労働情報
センター

2018.2

対人サービス職等の分野における能力評価の試み 労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・
研修機構 2017.3

7　文学・芸術

詩集　風吹きあがる 部落解放文学賞実行委員会編 解放出版社 1994.8

上野英信展 福岡市文学館編 福岡市文学館 2017.11

ボットムくん選集 中山かおる 全日本海員組合 1995.11

ロマン・ロード 長井勝一編集制作 藤木企業 1992.2

新宿　ゴールデン街のひとびと 佐々木美智子著，佐々木美智子写真
集製作支援委員会編 七月堂 2018.5

「映画と美術（アート）が出会うとき」記録集 成城大学大学院文学研究科編 成城大学大学院
文学研究科 2018.1


