
大原社会問題研究所雑誌　№737／2020.382

社会・労働関係文献月録
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

0　総記

姜在彦文庫図書目録 アリラン図書目録作成委員会編 文化センター・
アリラン 2019.7

1　哲学・自然科学・宗教

近代日本PTSD関係史料集成　第1，2巻　編集復刻版 サトウタツヤ編 六花出版 2019.5

宗教と社会の戦後史 堀江宗正編 東京大学出版会 2019.4

講座同朋運動　第1 ～ 5巻 同和教育振興会編 明石書店 2011.12 ～
2019.3

2　歴史・地理

女たちのアンダーグラウンド 山崎洋子 亜紀書房 2019.5

「生存」の歴史と復興の現在 大門正克 他編 大月書店 2019.2

幸徳・大石ら冤罪に死す 木村勲 論創社 2019.5

印西市史　資料編　近現代2 印西市史編さん委員会, 
印西市教育委員会編

印西市史編さん委
員会, 印西市教育
委員会

2019.6

中国が世界を動かした「1968」 楊海英編, 梅﨑透 他著 藤原書店 2019.5

東洋讀史地圖（東洋読史地図）改訂増補 箭内亙編 冨山房 1931.6

山川均 米原謙 ミネルヴァ書房 2019.7

革命家グラッキュス・バブーフ伝 ジャン＝マルク・シアパ著
田中正人訳 彩流社 2019.4

新聞記者山本祐司
山本祐司著

「新聞記者山本祐司」編纂・刊行の
会編

水書坊 2018.11

一晴の夢, 歩んだ世界 佐藤一晴追悼・遺稿集刊行委員会編 佐藤一晴追悼・遺
稿集刊行委員会 2002.11

石原康則オーラル・ヒストリー（元三菱電機労働組合中央執
行委員長） 鈴木誠（聞き手）

平成26年度日本
学術振興会科学研
究費補助金研究成
果報告書

2019.7

3　社会科学

反労働者的イデオロギー批判 黒田寛一講述
黒田寛一著作編集委員会編 KK書房 2019.9

資本主義に未来はあるか
イマニュエル・ウォーラーステイン 
他著
若森章孝, 若森文子訳

唯学書房, アジー
ル・プロダクショ
ン（発売）

2019.7

2019.11.1 ～ 11.30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。
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廃校活用を通じた地域コミュニティ機能強化の可能性 嶋津隆文 全国勤労者福祉・
共済振興協会 2019.6

民主的自治体労働者論 晴山一穂, 猿橋均編

大月書店

2019.8

日本のポストフェミニズム 菊地夏野 2019.2

「社会を変えよう」といわれたら 木下ちがや 2019.4

記者と国家 西山太吉

岩波書店

2019.8

闘わなければ社会は壊れる 今野晴貴, 藤田孝典編 2019.6

買春（かいしゅん）する帝国 吉見義明 2019.6

岐路に立つ指定管理者制度 松本茂章編著 水曜社 2019.7

戦後憲法を作った人々 石田憲 有志舎 2019.2

安倍改憲をあばく 社民党憲法改悪阻止闘争本部編 東方出版 2019.6

祖国が棄てた人びと 金孝淳
明石書店

2018.11

在朝日本人社会の形成 李東勲 2019.6

戦前・戦時期の金融市場 平山賢一 日本経済新聞出版
社 2019.4

経済成長の誕生 谷沢弘毅 白桃書房 2019.3

ここまで実現した！「庄内FEC自給ネットワーク」の“い
ま”と“これから” 市民セクター制作機構編 市民セクター制作

機構 2019.5

本社は宇宙に在り 濱脇洋二
日本生産性本部生
産性労働情報セン
ター

2019.5

活動ベースの付加価値 河合克彦, 藤井公明 2019.5

社会保険ポイント解説 ’19 ／ ’20 日本生産性本部生産性労働情報セン
ター編 2019.8

中同協50年史 中同協50年史編さん委員会編 中小企業家同友会
全国協議会 2019.7

韓国における社会的経済組織の育成政策と経営実態 呉世雄 全国勤労者福祉・
共済振興協会 2019.6

農協をめぐる問題と改革の課題 日本農業研究所編 日本農業研究所 2019.9

帝国の遺産としてのイギリス福祉国家と移民 日野原由未
ミネルヴァ書房

2019.7

子どもの貧困／不利／困難を考える　III 埋橋孝文 他編著 2019.6

韓国認知症政策のセオリー評価 李玲珠 晃洋書房 2019.6

平成31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

2019.7

障害者排除の論理を超えて 阿部芳久 批評社 2019.3

施設とは何か 麦倉泰子 生活書院 2019.2

移動する女性たち 平畑奈美 春風社 2019.3

介護する息子たち 平山亮 勁草書房 2017.2

職場のトラブル解決事例集 全国社会保険労務士会連合会編
全国社会保険労務
士会連合会

2019.6

地域社会のソーシャルキャピタルと社会保障制度への態度
の関係 上村一樹 2019.6

若年生活困窮者支援とガバナンス 岩満賢次 晃洋書房 2019.3

科学の女性差別とたたかう アンジェラ・サイニー著
東郷えりか訳 作品社

2019.7

ぼそぼそ声のフェミニズム 栗田隆子 2019.6

ヤンキーと地元 打越正行 筑摩書房 2019.6
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ドキュメントひとりが要介護になるとき。 山口道宏編著 現代書館 2019.7

部落はなぜつくられたか 本田豊 之潮 2018.9

部落問題・水平運動・融和運動史料に関する実証的研究 鈴木良, 部落問題研究所 部落問題研究所 2005.3

A History of Discriminated Buraku Communities in Japan Teraki Nobuaki, Kurokawa Midori Renaissance 
Books 2019

4　労働

炭鉱と「日本の奇跡」 中澤秀雄, 嶋﨑尚子編著 青弓社 2018.7

労働力調査の解説　第5版 総務省統計局編 総務省統計局 2019.6

続ジェンダー労働論 川東英子 ドメス出版 2019.3

家内労働と在宅ワークの戦後日本経済 高野剛 ミネルヴァ書房 2018.2

「中小企業に産業カウンセラーはいかに関わるか」について
の調査研究

日本産業カウンセラー協会東京支部
編

日本産業カウンセ
ラー協会東京支部 2019.6

労働安全衛生研修所　40年のあゆみ 労働安全衛生研修所40年のあゆみ
編集委員会編

大原記念労働科学
研究所 2019.3

ビジネスパーソンのための未病＆ストレス対策 浅野嘉久, 加賀博 日本生産性本部生
産性労働情報セン
ター

2019.6

中堅・中小企業のための働き方改革　実践40 浅香博胡, 白石多賀子, 山田晴男 2019.9

ブラック職場があなたを殺す ジェフリー・フェファー著
村井章子訳

日本経済新聞出版
社 2019.4

産業保健専門職のコンピテンシー育成に関する研究（II） 労働問題リサーチセンター , 国際産
業保健研究会編

労働問題リサーチ
センター , 国際産
業保健研究会

2019.3

勤労者の生活意識と協同組合に関する調査報告書　2018年
版 大高研道 全国勤労者福祉・

共済振興協会  
2019.7

連帯社会の可能性 中村圭介 2019.6

老いゆく団地 朴承賢 森話社 2019.3

団地と移民 安田浩一 KADOKAWA 2019.3

個々のキャリア形成と職場組織の関与のあり方 連合総合生活開発研究所編 コンポーズ・ユニ
（制作） 2019.8

うず潮 うず潮編集委員会編 うず潮編集委員会 2012.6

次代のユニオンリーダーの意識と実態に関するインタビュー
調査報告書 労働調査協議会（労調協）編 労働調査協議会

（労調協） 2019.9

日本自治体労働組合総連合　公衆衛生部会30年史 自治労連・公衆衛生部会30年史編
集委員会編

日本自治体労働組
合総連合公衆衛生
部会

2019.3

逆流を乗り越えて 日立闘争神奈川支援共闘会議,
日立神奈川争議団編

日立闘争神奈川支
援共闘会議, 日立
神奈川争議団

2011.12

全石油昭和シェル労働組合50年史 全石油昭和シェル労働組合 全石油昭和シェル
労働組合 2019.7

時代へのカウンターと陽気な夢 小野寺忠昭, 小畑精武, 平山昇編 社会評論社 2019.5

自治労宮崎県本部運動史　第1巻　本編, 資料編 自治労宮崎県本部運動史編さん委員
会編

全日本自治団体労
働組合宮崎県本部 2019.7

未来への軌跡 日建協65年史編集委員会編 日本建設産業職員
労働組合協議会 2019.8

ドキュメント「働き方改革」 澤路毅彦, 千葉卓朗, 贄川俊 旬報社 2019.6
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役務提供の多様性と法システムの課題 労働問題リサーチセンター編 労働問題リサーチ
センター 2019.6

平和を欲すれば正義を培え 国際労働事務局（ジュネーブ）, ILO
編

ILO事務所（日本
語翻訳版製作・発
行）

2019

OECD employment outlook 2019 OECD 2019

American labour’s Cold War abroad Anthony Carew AU Press 2018

6　工業

太平洋炭砿　下巻 嶋﨑尚子 他編 釧路市教育委員会 2019.3

「見える」科学 門口信策 ダイヤモンド・
ビジネス企画 2019.7

脱原発社会がはじまった 西尾漠 原水爆禁止日本国
民会議 2019.3

7　文学・芸術

いま, プロレタリア芸術が面白い！　［企画展］ 昭和戦前期プロレタリア文化運動資
料研究会編 市立小樽文学館 2019.7

柳瀬正夢全集　別巻 柳瀬正夢全集刊行委員会編 三人社 2019.7

女性・スポーツ大事典 エレン・J・スタウロウスキー編著
井上則子, 山田ゆかり監訳 西村書店 2019.5

Proletarian art matters now 
Showa Prewar Proletarian Culture 
Movement Materials Research 
Group (ed.)

Municipal Otaru 
Literature 
Museum

2019


