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0　総記

抜萃のつゞり（抜粋のつづり）　その七十八 宮脇保博編 熊平製作所 2019.1

1　哲学・自然科学・宗教

くらしと健康 小塩隆士 岩波書店 2018.12

2　歴史・地理

「明治一五〇年」で考える ダニエル・V・ボツマン, 塚田孝,
吉田伸之編 山川出版社 2018.11

大逆事件と新村善兵衛 石山幸弘 川辺書林 2017.11

大逆事件余波と群馬　下 石山幸弘 みやま文庫 2018.2

金沢象嵌職人の生活世界 青木秀男, 近藤敏夫編著 社会理論・動態研
究所 2018.12

続・清水安三と中国 太田哲男 太田哲男 2018.12

Portrait of an American labor leader, William L. Hutcheson Maxwell C. Raddock
American 
Institute of Social 
Science

1955

3　社会科学

経済学入門 黒田寛一講述, 黒田寛一著,
編集委員会編 KK書房 2019.1

中小企業の農業参入に関する調査研究 中小企業研究センター編 中小企業研究セン
ター 2018.12

国境を越える農民運動
マーク・エデルマン,
サトゥルニーノ・ボラス・Jr.
岡田ロマンアルカラ佳奈訳

明石書店 2018.11

米騒動と社会福祉 大阪ソーシャルワーカー協会編 晃洋書房 2018.1

戦後社会運動史論 3 広川禎秀, 山田敬男編 大月書店 2018.12

米騒動100年 北日本新聞社編集局編 北日本新聞社 2018.12

シングルマザー自立への道 江成道子 啓文社書房，            
啓文社（発売） 2018.1

日大闘争の記録 9 （附：CD） 三橋俊明 他編 日大闘争を記録す
る会 2019.1

全共闘以後　改訂版 外山恒一 イースト・プレス 2018.12

精神医療運動史 浅野弘毅 批評社 2018.1

2019.3.1 ～ 3.31登録分
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4　労働

ジェンダー労働論 川東英子 ドメス出版 2018.9

日本女性差別事件資料集成　10　第1 ～ 4巻
（日本シェーリング事件，他）

すいれん舎編 すいれん舎

2014.2
日本女性差別事件資料集成　10　第5 ～ 8巻

（東朋学園事件）

日本女性差別事件資料集成　10　第8，9巻
（コナミデジタルエンタテインメント事件）

日本女性差別事件資料集成　10　別冊　解題・資料

日本女性差別事件資料集成　11　第1 ～ 3巻
（福岡セクシュアル・ハラスメント事件）

2014.1
日本女性差別事件資料集成　11  第4 ～７巻

（A短大事件）

日本女性差別事件資料集成　11　第8巻
（甘木市社会福祉協議会事件）

日本女性差別事件資料集成　11　別冊　解題・資料

日本女性差別事件資料集成　12　第1 ～ 5巻
（金沢セクシュアル・ハラスメント事件）

2015.8日本女性差別事件資料集成　12　第6 ～ 8巻
（京都大学矢野事件）

日本女性差別事件資料集成　12　別冊　解題・資料

日本女性差別事件資料集成　13　第1 ～ 4巻
（セクハラ労災行政訴訟）

2015.12
日本女性差別事件資料集成　13　第5 ～ 7巻

（パワハラ暴力賃金等請求事件）

日本女性差別事件資料集成　13　別冊　解題・資料 2016.1

近代日本の消費と生活世界 中西聡, 二谷智子 吉川弘文館 2018.12

「戸山未来・あうねっと」記念シンポジウム報告書 東京家政大学松岡ゼミ報告書企画委
員会企画・編

東京家政大学女性
未来研究所 2018.9

多様な働き方の進展と人材マネジメントの在り方に関する
調査（企業調査 ・ 労働者調査） 労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・研

修機構 2018.11
企業の人的資産情報の「見える化」に関する研究

國鐵勞働組合運動史　編纂資料第1號，2號
（国鉄労働組合運動史）

國鐵労働組合文教部（国鉄労働組合
文教部）編

國鐵労働組合文教
部（国鉄労働組合
文教部）

1952.6 ～
1953.5

私鉄総連70年史 私鉄総連本部70年史編纂委員会編 日本私鉄労働組合
総連合会 2018.11

ひろば　第3 ～ 5巻　復刻版
不二出版編 不二出版 2018.1

『ひろば』解説・総目次・索引

帝国ホテル労働組合70年のあゆみ 帝国ホテル労働組合編 帝国ホテル労働組
合 2018.11

戦後日本における教職員組合 広田照幸編 日本大学文理学部
広田研究室 2018.12

Labor's mind Tobias Higbie University of 
Illinois Press 2019

The fight for time Paul Apostolidis Oxford 
University Press 2019

Labor radical Len De Caux Beacon Press 1970
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The labor spy racket Leo Huberman Modern Age 
Books, inc. 1937

Labor today B. J. Widick Houghton Mifflin 
Company 1964

International unionism John Crispo
McGraw-Hill 
Company of 
Canada Limited 

1967

5　産業

近代日本の地域発展と鉄道 恩田睦 日本経済評論社 2018.11

ウォルマートのグローバル・マーケティング戦略 増補版 丸谷雄一郎 創成社 2018.9

6　工業

無人化と労働の未来 コンスタンツェ・クルツ,
フランク・リーガー , 木本栄訳 岩波書店 2018.11

7　文学・芸術

中野重治・堀田善衞往復書簡  1953‐1979 竹内栄美子, 丸山珪一編 影書房 2018.11

エマソンと社会改革運動 西尾ななえ 彩流社 2018.1

日文研所蔵　近世艶本資料集成VI
人間文化研究機構国際日本文化研究
センター編, 川聞多翻刻,
アンドリュー・ガーストル英訳

人間文化研究機構
国際日本文化研究
センター

2018.11

童謡百年史 井上英二 論創社 2018.1


