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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

2021.2. 1 ～ 2.28 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

0　総記

田川孝三文庫図書目録
アリラン図書目録作成委員会編 文化センター・ア

リラン
2020.8

高峻石文庫図書目録 2020.7

梅本克己文庫目録 日本鉄道福祉事業協会・労働資料館
編

日本鉄道福祉事業
協会・労働資料館 2020.10

2　歴史・地理

歴史学の縁取り方 恒木健太郎，左近幸村編 東京大学出版会 2020.9

人口と健康の世界史 秋田茂，脇村孝平責任編集 ミネルヴァ書房 2020.8

日本史のなかの「普遍」 三谷博 東京大学出版会 2020.1

日本ファシズムと東アジア 藤原彰，野沢豊編 青木書店 1977.7

イギリス革命思想史 田村秀夫 創文社 1970.10

パリ・コミューンにおける人民主権と公教育 髙橋則雄 すずさわ書店 2019.11

評伝 川島つゆ　上・下 古庄ゆき子 ドメス出版 2014.1 ～
2020.6

魂輝 城間和行著，城間和行著作集『魂輝』
刊行委員会編

フリースペース
Shiromakai，聖恵
会ワークホーム聖
恵（印刷）

2020.10

大学的富山ガイド 富 山 大 学 地 域 づ く り 研 究 会 編， 
大西宏治，藤本武責任編集 昭和堂 2020.10

3　社会科学

アルゼンチン正義を求める闘いとその記録 アクティブ・ミュージアム「女たち
の戦争と平和資料館」（wam）編

「戦争と性」編集
室 2020.7

東京オリンピックの社会学 阿部潔 コモンズ 2020.4

東北沿岸部における，経済的に困難な状況下の子育て世帯
への調査結果

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
編

セーブ・ザ・チル
ドレン・ジャパン 2017.11

岐路に立つ欧州福祉レジーム 福原宏幸，中村健吾，柳原剛司編 ナカニシヤ出版 2020.10

転換期・名古屋の都市公共政策 伊藤恭彦，小林直三，三浦哲司編著 ミネルヴァ書房 2020.9

孤塁 吉田千亜

岩波書店

2020.4

「犠牲区域」のアメリカ 石山徳子 2020.9

性暴力被害を聴く 金富子，小野沢あかね編 2020.9

官僚制の思想史 中野目徹編 吉川弘文館 2020.6
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敗戦から廃校まで 京都大学大学文書館編 京都大学大学文書
館 2020.9

日本におけるメチル水銀中毒事件研究 2020 水俣病研究会編著 弦書房 2020.7

袴田巖上告趣意書（抜粋） 袴田巖著，田中輝和編 袴田事件弁護団，
袴田さん支援クラブ 2020.8

近代日本における農民支配の史的構造 菅野正

御茶の水書房

1978.2

オープン・フィールド
チャールズ・S・オーウィン， 
クリスタベル・S・オーウィン著 
三澤嶽郎訳

1980.7

住民運動と行政権力のエスノグラフィ 山本崇記

晃洋書房

2020.3

フェミニズムはもういらない，と彼女は言うけれど 高橋幸 2020.6

レズビアンヘルスと看護研究 藤井ひろみ 2020.7

通信制高校のすべて　増補版 手島純編著

彩流社

2018.12

ひきこもりのライフストーリー 保坂渉 2020.4

大阪ミナミの子どもたち 金光敏 2020.6

偽装，捏造，安倍晋三 佐高信 作品社 2019.6

一九七〇年端境期の時代 鹿砦社編集部編 鹿砦社 2020.11

アフリカにおけるジェンダーと開発 甲斐田きよみ 春風社 2020.9

竹中平蔵への退場勧告（レッドカード） 佐高信 旬報社 2020.10

医療現場からみた新型コロナウイルス 香山リカ，徳田安春 新日本出版社 2020.8

「1968」を編みなおす 大野光明，小杉亮子，松井隆志編 新曜社 2020.4

99％のためのフェミニズム宣言
シンジア・アルッザ，ティティ・バ
タチャーリャ，ナンシー・フレイザー
著，惠愛由訳

人文書院 2020.10

公募委託調査研究報告書 全労済協会編 全国勤労者福祉・
共済振興協会 2020.9

市民がつくる社会の学び 山口香苗 大学教育出版 2020.8

「不法」なる空間にいきる 本岡拓哉 大月書店 2019.3

日本の農業経営　増訂 磯辺秀俊編

東京大学出版会

1970.6

明治大正期の経済 中村隆英 1985.4

近代日本金融史序説 石井寛治 1999.6

スレブレニツァ・ジェノサイド 長有紀枝編著
東信堂

2020.10

米国地域社会の特別目的下位自治体 前山総一郎 2020.8

武器としての「資本論」 白井聡 東洋経済新報社 2020.7

秘史 日本の農地改革 大和田啓気 日本経済新聞社 1981.5

大恐慌期日本の経済統制 平沢照雄 日本経済評論社 2001.1

社会保険ポイント解説’ 20 ／’ 21 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

2020.9

日本農学史 斎藤之男 農業総合研究所 1968.8

河川工学者三代は川をどう見てきたのか 篠原修 農 文 協 プ ロ ダ ク
ション、農山漁村
文化協会（発売）

2020.5

洪水と水害をとらえなおす 大熊孝 2020.8

農村自治の變貌　第二巻 蝋山政道 農林省農業総合研
究所 1951.3
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イギリスの農業経済 三沢嶽郎 農林水産業生産性
向上会議 1958.9

伝統高校 100　東日本篇
猪熊建夫

武久出版

2019.11

伝統高校 100　西日本篇 2019.11

日本の精神科医療の歴史的検証と政策提言 滝沢武久 2020.2

日本家族制度と小作制度　上・下 有賀喜左衞門 未來社 1966.6 ～
1972.3

女性の世界地図 ジョニー・シーガー著 
中澤高志 他訳

明石書店

2020.10

ハワイ日系人の教育観とアイデンティティ 横山香奈 2020.8

障害基礎年金と当事者運動 髙阪悌雄 2020.8

子ども支援と SDGs 五石敬路編著 2020.8

農業史 荒木幹雄 1985.9

財政思想史

島恭彦 有斐閣

1982.11

日本財政論 1982.12

地域論 1983.1

国家独占資本主義論 1983.2

東洋社会論 1983.4

朝鮮人学校の子どもたち 松下佳弘
六花出版

2020.10

アクティブラーニングで学ぶ震災・復興学 庄司美樹，新里泰孝，橋本勝編著 2020.9

ソーシャルワークはマイノリティをどう捉えてきたのか 西﨑緑

勁草書房

2020.8

コロナ危機後の医療・社会保障改革 二木立 2020.9

子どもの学びと成長を追う 東京大学社会科学研究所， 
ベネッセ教育総合研究所編 2020.9

4　労働

企業中心社会を超えて 大沢真理 岩波書店 2020.8

昔のお仕事大図鑑 小泉和子監修 日本図書センター 2020.10

都市居住の社会学 大谷信介 ミネルヴァ書房 2020.10

家計簿と統計 佐藤朋彦 慶應義塾大学出版
会 2020.7

企業競争力を高めるこれからの人事の方向性 労務行政研究所編 労務行政 2020.10

ホワイトカラー労働組合主義の日英比較 松尾孝一 御茶の水書房 2020.10

ITUC 国際労働組合総連合
日本労働組合総連合会国際政策局編 日本労働組合総連

合会
2020.4

ITUC 国際労働組合総連合規約集 2020.10

EU 性差別禁止法理の展開 黒岩容子 日本評論社 2019.9

6　工業

すごい工場 出口弘親 あさ出版 2020.7

原子力発電と地域政策

井上武史 晃洋書房

2014.3

原子力発電と地方財政 2015.3

原子力発電と地域資源 2020.7
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7　文学・芸術

カルチャー・ミックス　III 清瀬みさを編著 晃洋書房 2020.10

雪松という女 三浦佐久子 龍書房 2020.9

伊藤信吉論 東谷篤 沖積舎 2010.12

　


