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書名 編著者名等 発行所 出版年月

0　総記

あのとき 土佐内吉治 土佐内吉治 1983.4

2　歴史・地理

明治期の民権と民衆 牧原憲夫著
藤野裕子， 戸邉秀明編 有志舎 2019.9

近代日本の文明化と国民化

「産業戦士」の時代 佐々木啓 大月書店 2019.2

動員・抵抗・翼賛 テッサ・モーリス－スズキ 他著 岩波書店 2007.6

開国の時代

日本近代史研究会編著 日本ブックエース 2010.1 ～ 5

太平洋戦争の時代

占領下の時代

高度成長の時代

明治維新の時代

自由民権運動の時代

日清戦争の時代

日露戦争の時代

第一次大戦の時代

関東大震災の時代

昭和恐慌の時代

国家総動員の時代

ロシヤ革命史話 葦津珍彦 新勢力社 1967.11

日本人事名鑑　第四十版 新日本興信所編 新日本興信所 1982.12

評伝 細川嘉六 金澤敏子 他著 能登印刷出版部 2019.12

戦後史を生きる 兵藤釗著 
聞き手：野村正實， 上井喜彦 同時代社 2019.7

凛として 飯塚恭子 飯塚恭子 2018.11

中国国民革命の友として
姜徳相 新幹社

2018.11

日帝末期暗黒時代の灯として 2019.6

この人を見よ 下村湖人 田澤記念館 2010.2

ナディエジュダ・A・ヨッフェ回顧録 ナディエジュダ・アドルフォーヴナ・
ヨッフェ著， ハル・ニケイドロフ訳 柘植書房新社 2019.2
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3　社会科学

フランス革命とマルクスの思想形成 ジャン・ブリュア著， 渡辺恭彦訳 八朔社 2019.6

社会学者の見たマルクス フェルディナント・テンニース著
片桐幸雄訳 社会評論社 2019.3

黄色いベスト運動 野田努， 水越真紀， 小林拓音編 Ｐヴァイン 2019.4

暴力・国家・ジェンダー 中島康予編著 中央大学出版部 2019.10

明治思想における人間と国家

植手通有 あっぷる出版社

2015.5

徳富蘇峰論 2015.6

丸山真男研究 2015.7

おかしな国会物語 柳沢錬造 富士社会教育セン
ター出版局 1982.6

壁の向こうの住人たち A.R. ホックシールド著
布施由紀子訳 岩波書店 2018.10

文部科学省の解剖 青木栄一編著
東信堂

2019.3

自治体行政と地域コミュニティの関係性の変容と再構築 役重眞喜子 2019.2

公文書は誰のものか？ 榎澤幸広， 清末愛砂編集代表
飯島滋明 他編 現代人文社 2019.6

明治社会主義政党史 太田雅夫 ミネルヴァ書房 1971.1

民社党「全国議員名鑑」 日本工業新聞社産業情報センター編 日本工業新聞社産
業情報センター 1981.4

フランスと世界 渡邊啓貴， 上原良子編著 

法律文化社

2019.11

SDGs 時代の平和学 佐渡友哲 2019.12

日本の経済学史 橘木俊詔 2019.10

貧困と就労自立支援再考 埋橋孝文， 同志社大学社会福祉教育・
研究支援センター編 2019.10

若者支援とソーシャルワーク 岡部茜 2019.8

新・現代障害者福祉論 鈴木勉， 田中智子編著 2019.9

「保険化」する社会保障の法政策 伊藤周平 2019.10

都市計画法令要覧　昭和 56 年度版 都市計画法制研究会編 ぎょうせい 1981.9

日本の財政と社会保障 持田信樹 東洋経済新報社 2019.3

住民税は安くできる 太田哲二
中央経済社

1986.2

ミャンマー会計制度の研究 谷口隆義 2019.9

麦酒（ビール）とテポドン 文聖姫 平凡社 2018.12

人口政策の比較史 小島宏， 廣嶋清志編著 日本経済評論社 2019.9

AI 等の新技術の進展に伴う労働態様と職業能力の変化に関
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 2019.3

農業における派遣労働力利用の成立条件 高畑裕樹 筑波書房 2019.2

農村經營の理想（農村経営の理想） 杉山元治郎 洛陽堂 1915.7

農村問題早わかり 鈴木文治 科學思想普及會 1912.7

連合の春闘結果集計データにみる賃上げの実態 2019 連合総合生活開発研究所編 連合総合生活開発
研究所 2019.10

格差社会論　新版 前田修也 他著
佐藤康仁， 熊沢由美編著 同文舘出版 2019.3
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人間論の社会学的方法 副田義也 東信堂 2019.10

救護施設からの風 大阪福祉事業財団救護施設高槻温心
寮編著， 加美嘉史， 松木宏史監修

クリエイツかもが
わ 2019.9

新入学お祝い金事業および入学後受給者調査報告書 しんぐるまざあず・ふぉーらむ編 し ん ぐ る ま ざ あ
ず・ふぉーらむ 2019.1

Voice 安保法制違憲訴訟・女の会 生活思想社 2019.6

新制中学の誕生 赤塚康雄 柘植書房新社 2019.4

山川菊栄研究 伊藤セツ ドメス出版 2018.11

戦後保育はいかに構築されたか 清原みさ子 他著 新読書社 2019.6

明治から大正・昭和へ

歴史教育者協議会編

日本図書センター

1996.10

15 年戦争のなかで

廃墟からの出発

21 世紀にむけて

テーマ別子どものあゆみ

火山噴火

岩切信編

2018.3

地震・津波 2018.3

気象 2018.3

沖縄の基地

林茂夫， 松尾高志編

2002.3

本土の基地 2002.3

戦場と後方 2002.3

住民と基地 2002.3

「若者の性」白書 日本性教育協会編 小学館 2019.8

「生活保護なめんな」ジャンパー事件から考える 生活保護問題対策全国会議編
尾藤廣喜 他著 あけび書房 2017.7

米軍機墜落と米軍板付基地撤去運動（補遺版 20190602） 宮下和裕 自治体問題研究所 2019.6

入門障害者政策 山村りつ編著
ミネルヴァ書房

2019.11

ふくしま原子力災害からの複線型復興 丹波史紀， 清水晶紀編著 2019.6

Socialist register 2020 Leo Panitch, Greg Albo (eds.) Merlin Press 2019

Political power and social theory Ruth Braunstein (ed.) Emerald 2019

Employment, hours, and earnings Mary Meghan Ryan (ed.) Bernan Press 2019

4　労働

キャリア権時代のキャリアデザイン 加賀博
日本生産性本部生
産性労働情報セン
ター

2019.11

「職業紹介事業 II」　22 ～ 28， 別冊 加瀬和俊監修 近現代資料刊行会 2019.8

LGBTI の雇用と労働 三成美保編
晃洋書房

2019.7

賃金と働き方 宮坂純一 2019.6

労働ソーシャルワーク 秋元樹 旬報社 2019.10

「国民料理」の形成 西澤治彦編 ドメス出版 2019.10

労使関係のルールと現場協議制 福田武 東洋館出版社 1977.3

日本の人事システム 上林憲雄， 平野光俊編 同文舘出版 2019.7
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産業能率ト指導實績（産業能率と指導実績） 大阪府立産業能率研究所編 大阪府立産業能率
研究所 1936.3

アセチレン溶接安全教程 松沢春雄， 田口昇 産業労働福利協会 1953.1

同盟略史前篇 II 鉄労教宣局編 鉄道労働組合教宣
局 1975.9

経営秩序と労働法 矢野範二 他 組本社 1980.5

労働契約の基礎と法構造 國武英生 日本評論社 2019.3

労働法の基礎構造 西谷敏 法律文化社 2016.6

Collective mobilization in changing conditions Jonas Axelsson, Jan Ch.Karlsson, 
Egil J.Skorstad

Palgrave 
Macmillan 2019

Labor, global supply chains, and the garment industry in 
South Asia Sanchita Banerjee Saxena (ed.) Routledge, Taylor 

& Francis Group 2020

Gewerkschaftliche Geschlechterpolitik Judith Holland Nomos 2019

Entgrenzung von Arbeitsverhältnissen Hans Hanau, Wenzel Matiaske (eds.) Nomos edition 
sigma 2019

Collective bargaining in labour law regimes Ulla Liukkunen (ed.) Springer 2019

Unity and convergence of international trade union action 
in the 20th century : Unité et convergence de l’action 
syndicale internationale au XXe siècle

Alexandre Bibert, Sylvain 
Schirmann (eds.) L'Harmattan 2019

Trade unions and labour movements in the Asia-Pacific 
region

Byoung-Hoon Lee, Sek-Hong Ng,  
Russell D.Lansbury (eds.) Routledge 2020

General council report 2019 Trades Union Congress  
(2019: Brighton)

Trades Union 
Congress 2019

La CGT en question(s)
Michel Dreyfus, Michel Pigenet, 
David Hamelin, Morgan Poggioli 
(eds.)  

Éditions 
universitaires de 
Dijon

2019

The world in a city David M.Struthers. University of 
Illinois Press 2019

5　産業

気動車 1， 2 高野武司， 中央鉄道教習所編 日本国有鉄道 1960.12

国鉄二つの大罪 国鉄国民会議編 啓正社 1986.1

小説日本国有鉄道 近藤豊 学陽書房 1983.3

これでよいのか国鉄 サンケイ新聞国鉄特別取材班 サンケイ新聞社出
版局 1975.2

われ瀕死の国鉄を愛す 鹿田明 たたら書房 1971.4

国鉄ざっくばらん 高木文雄 東洋経済新報社 1977.12

都市鉄道の技術社会史 高嶋修一 山川出版社 2019.7

目の眩んだ者たちの国家 キム・エラン 他著， 矢島暁子訳 新泉社 2018.5

戦前期日本における百貨店 加藤諭 清文堂出版 2019.8

6　工業

「黒い羽根」の戦後史 藤野豊 六花出版 2019.9

図説ディーゼル動車　訂補第 9 版 鉄道科学社編集部編 鉄道科学社 1959.11

脱原発の運動史 安藤丈将 岩波書店 2019.4
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7　文学・芸術

社会主義リアリズム ミシェル・オクチュリエ著， 矢野卓訳 白水社 2018.10

埴谷雄高語る 埴谷雄高著， 栗原幸夫話し相手 河合文化教育研究
所 1994.9

里村欣三の風骨 里村欣三著， 大家眞悟編著 論創社 2019.3

歌は分断を越えて 坪井兵輔 新泉社 2019.3


