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〒 194-0298　東京都町田市相原町 4342
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2018.10. 1 ～ 10.31 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

「心身／身心」と「環境」の哲学 伊東貴之編
人間文化研究機
構国際日本文化
研究センター

2018.3

Fourier 解析とwavelet の基礎 水谷正大 大東文化大学経
営研究所 2018.3

島の野帖から 阿部安成 滋賀大学経済学
部 2018.4

神の国をめざして　1，2（1895 ～ 1946） 秋元巳太郎原著，杉森英子編著
救世軍出版供給
部

1991.7 ～
1992.12

神の国をめざして　3（1945 ～ 1965） 吉田信一編著 1987.3

神の国をめざして　4（1966 ～ 1995） 吉田信一，持丸智惠子編著 1995.1

2　歴史・地理

岩波講座  日本歴史　第 1～ 22 巻 大津透 他編 岩波書店 2013.11 ～
2016.2

南太平洋から見る日本研究 郭南燕，将基面貴巳編
人間文化研究機
構国際日本文化
研究センター

2018.3

復興と離陸
大門正克 他編 大月書店

2012.3

過熱と揺らぎ 2010.12

運動の時代
坪井秀人編 臨川書店

2018.7

東アジアの中の戦後日本 2018.7

新府中市史　民俗分野報告書（一） 府中市編 府中市 2018.3

やながわの成り立ち 田淵義樹著
柳川市史編集委員会編 柳川市 2018.3

ギリシア・ローマ史における歴史学と考古学 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 2018.3

3　社会科学

ヨーロッパと怪物 成城大学文芸学部ヨーロッパ文化学
科編

成城大学文芸学
部 2018.6

されどマルクス 吉原直毅監修 日本評論社 2018.5

高畠素之の亡霊 佐藤優 新潮社 2018.5

デモクラシーとセキュリティ 杉田敦編

法律文化社

2018.5

都道府県出先機関の実証研究 水谷利亮，平岡和久 2018.5

憲法改正論の焦点 辻村みよ子 2018.5



80 大原社会問題研究所雑誌　№724／2019.2

打倒安倍政権 五十嵐仁 学習の友社 2018.4

普選運動秘史 小泉又次郎 批評社 1927.3

精動連絡（精動連絡）　第十～十二報 内閣情報部編 内閣情報部 1940.1 
～ 2

設立 40 周年を祝う集い 福岡県自治体問題研究所編 福岡県自治体問
題研究所 2018

「地域力」で立ち向かう人口減少社会 熊谷文枝 ミネルヴァ書房 2018.6

広がる隣人との距離 花園大学人権教育研究センター編 批評社 2018.3

社会統合 齋藤純一編

岩波書店

2010.5

社会保障 宮本太郎編 2010.3

公共性 阪口正二郎編 2011.12

コミュニケーション 北田暁大編 2010.2

教育 広田照幸編 2012.1

家族 岡野八代編 2010.6

生 加藤秀一編 2010.7

国家権力犯罪を糺す宮澤・レーン・スパイ冤罪事件総資料
目録

北大生・宮澤弘幸「スパイ冤罪事件」
の真相を広める会事務局編

北大生・宮澤弘
幸「スパイ冤罪
事件」の真相を
広める会事務局

2018.1

今次の共産黨事件に就て（今次の共産党事件に就て） 帝國在郷軍人會本部編輯（帝国在郷
軍人会本部編輯）

帝國在郷軍人會
本部（帝国在郷
軍人会本部）

1928.4

ときめき憲法　選挙制度・国会・九条改憲 山内敏弘，只野雅人，山本哲子 日野・市民自治
研究所 2018.5

老いぼれ記者魂 早瀬圭一 幻戯書房 2018.6

関西経済の構造分析 豊原法彦編著

中央経済社，中
央経済グループ
パブリッシング
（発売）

2018.3

ようこそ，難民！ 今泉みね子 合同出版 2018.2

経営者 永野健二 新潮社 2018.5

本社の移転・立地の要因に関する調査研究 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 2018.3

府内中小企業における非財務項目の認識

新技術の労働に及ぼす影響に関する調査研究報告書 労働問題リサーチセンター，
産業社会研究センター編

労働問題リサー
チセンター 2018.3

「イノベーションへの対応状況調査」（企業調査）結果及び
「イノベーションへの対応に向けた働き方のあり方等に関す
る調査」（労働者調査）結果 労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・

研修機構
2017.11

高齢者の多様な活躍に関する取組 2018.3

「米政策の見直しに関する研究」 日本農業研究所編 日本農業研究所 2018.6

新規居住者（勤労者）と農業従事者等との融合による新し
いコミュニティの形成に関する調査研究 井原友建 他著 全国勤労者福祉・

共済振興協会 2018.5

地域の主体形成と伝統社会
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
2018.3

階級社会と格差・貧困 2018.3

世帯主の年齢各歳別の家計収支
一橋大学経済研究所附属社会科学統
計情報研究センター編
白川清美，千葉亮太著

一橋大学経済研
究所附属社会科
学統計情報研究
センター

2018.3
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現代生活保護の法的検討／障害者の所得保障 日本社会保障法学会編
日本社会保障法
学会，法律文化
社（発売）

2018.5

共済・保険に関する意識調査結果報告書　2017 年版 岡田太，谷川孝美 全国勤労者福祉・
共済振興協会 2018.6

日本における外国人ケア労働者の受け入れと育成をめぐる
現状と課題 鹿毛理恵，前山由香里 アジア女性交流・

研究フォーラム 2018.3

空襲被災者運動関連資料目録　3，　4 大岡聡，植野真澄，山辺昌彦，
赤澤史朗，松田英里

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

2017.12 ～
2018.3

空襲被災者と戦後日本　展示図録
空襲被災者運動研究会
（大岡聡・山辺昌彦・赤澤史朗・
植野真澄・松田英里）編著

政治経済研究所
付属東京大空襲・
戦災資料センター

2018.3

社会福祉事業が果たす地域自立に向けた福祉のまちづくり
への役割 蕭閎偉

全国勤労者福祉・
共済振興協会

2018.5

農福連携事業による「効果」の実証について 植田剛司，永井啓一，坂本清彦 2018.7

災害時におけるコミュニティ組織やNPO間の連携や協働の
あり方に関する調査研究 安立清史 2018.6

刑務所しか居場所がない人たち 山本譲司 大月書店 2018.7

米騒動 100 年 滑川市立博物館編 滑川市立博物館 2018.7

國民錬成と體錬（国民錬成と体錬） 淺井淺一（浅井浅一） 教育科學（教育
科学社） 1944.1

主権者はつくられる 池田賢市，桜井智恵子，教育文化総
合研究所「研究会議」編著

アドバンテージ
サーバー 2018.7

アカデミック・ハラスメントの解決 北仲千里，横山美栄子 寿郎社 2017.8

人権教育プログラム　学校教育編 東京都教育庁指導部指導企画課編 東京都教育庁指
導部指導企画課 2018.3

もうひとつの占領 茶園敏美 インパクト出版会 2018.4

地域防災活動への女性の参画の実践 東北大学文学部社会学研究室編 東北大学文学部
社会学研究室 2018.4

アジアにおける性的マイノリティの人権と市民社会 田村慶子，疋田京編 アジア女性交流・
研究フォーラム 2018.3

養育費・面会交流に関する制度的諸問題 養育費相談支援センター編 養育費相談支援
センター 2018.3

優良男子女子靑年團の經營指針（優良男子女子青年団の経
営指針） 成  涓 創生社 1928.2

隣保館活動と部落差別解消推進法 中尾由喜雄 和歌山人権研究
所 2018.3

清流に殉じた漁協組合長 相川俊英 コモンズ 2018.2

米軍機墜落と米軍板付基地撤去運動 宮下和裕 自治体問題研究
所 2018.6

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

Bowling alone  Robert D.Putnam Simon & 
Schuster 2000
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4　労働

プレカリアート ガイ・スタンディング 法律文化社 2016.6

大学生・大学院生の多様な採用に対するニーズ調査

労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・
研修機構

2018.3

企業の多様な採用に関する調査 2018.3

厚生労働省「多様化調査」の再集計・分析結果 2018.5

仕事の世界の見える化に向けて 2018.5

キャリアコンサルタント登録者の活動状況等に関する調査 2018.4

若年者の離職状況と離職後のキャリア形成 2017.2 ～
2018.3

雇用システムの生成と変貌―政策との関連 I，　Ⅱ 2018.3

雇用バッファの動向 2018.5

諸外国における副業・兼業の実態調査 2018.4

職業分類改訂委員会報告 2018.3

諸外国における育児休業制度等，仕事と育児の両立支援に
かかる諸政策 2018.3

組織変動に伴う労働関係上の諸問題に関する調査 2018.3

ものづくり産業を支える企業の労働生産性向上に向けた人
材確保・育成に関する調査結果 2017.11

現代先進諸国の労働協約システム（フランス） 2018.3

パートタイマーに関する実態調査　平成 30 年 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 2018.3

ケアとしての就労支援 斎藤環，松本俊彦，井原裕監修 日本評論社 2018.5

大阪における高度外国人材の採用と定着
大阪府商工労働部大阪産業経済リ
サーチセンター，大阪経済大学中小
企業・経営研究所編 大阪産業経済リ

サーチセンター

2018.3

府内中小企業における技能系・技術系正社員の育成・職業
能力向上

大阪府商工労働部大阪産業経済リ
サーチセンター編 2018.3

ライフキャリア研究会報告 電機連合総合研究企画室編 電機連合総合研
究企画室 2018.7

「働き方改革と労働基準法改正についての勤労者の意識調
査」の結果報告書

京都勤労者学園，
京都社会労働問題研究所編

京都勤労者学園，
京都社会労働問
題研究所

2018.3

イギリスはいかにして持ち家社会となったか スチュアート・ロー著
祐成保志訳 ミネルヴァ書房 2017.9

地域連合会・地域協議会の組織と活動に関する調査研究委
員会報告書 連合総合生活開発研究所編 連合総合生活開

発研究所 2018.3

労働運動の再生を目指して かながわ産労センター，
ニュースタイル労働運動研究会編

かながわ産労セ
ンター，ニュー
スタイル労働運
動研究会

2018

ものがたり現代労働運動史　1　1989 ～ 1993 高木郁郎 明石書店 2018.6

新宿区職労 70 年のあゆみ 新宿区職員労働組合編 新宿区職員労働
組合 2018.5

Brave new workplace Robert Howard Viking 1985

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

The company and the union William Serrin Alfred A. Knopf 1973
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Poletown Jeanie Wylie University of 
Illinois Press 1989

Levi’s children Karl Schoenberger Grove Press 2000

Homestead William Serrin Times Books 1992

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

1998

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

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

Confessions of a union buster Martin Jay Levitt with Terry 
Conrow 

Crown 
Publishers 1993

Devil’s pact F.C. Duke Zeller Carol Publishing 
Group 1996

Dangerous premises Don J. Lofgren ILR Press 1989

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

Association 1966

5　産業

報告書　豊かな海と暮らし 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 2018.3

海外郵便事業事情調査報告　2017 年 日本郵政グループ労働組合編 日本郵政グループ
労働組合 2018.3

地域の「稼ぐ力」を高める仕組みづくり

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

2018.3

大阪の健康関連事業への取組の実態と課題 2018.3

中小企業の生産性向上に資する大阪の知識集約型ビジネス・
サービス業（KIBS）についての調査研究 2018.3

6　工業

人材の採用と確保に関する調査 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

2018.3

デジタルものづくりによる付加価値向上イノベーション 2018.3

日本蚕糸業の衰退と文化伝承 高崎経済大学地域科学研究所編 日本経済評論社 2018.3

7　文学・芸術

カルチャー・ミックス　Ⅱ 岡林洋，清瀬みさを編著 晃洋書房 2018.3

埴谷雄高論 藤一也 沖積舎 2001.9

民権家の創作と精神世界 町田市立自由民権資料館編 町田市教育委員
会 2018.3

Okinawa1965 都鳥伸也，都鳥拓也著，佐野亨編 七つ森書館 2018.4

国策紙芝居からみる日本の戦争
神奈川大学日本常民文化研究所非文
字資料研究センター「戦時下日本の
大衆メディア」研究班編著

勉誠出版 2018.2

久保栄・「新劇」の思想 祖父江昭二 エール出版社学
術部 2018.3


