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書名 編著者名等 発行所 出版年月

0　総記

抜萃のつゞり（抜粋のつづり）　その八十 宮脇保博編 クマヒラ・ホール
ディングス 2021.1

1　哲学・自然科学・宗教

「老いの時間」を共に生きる 久保田美法 ナカニシヤ出版 2020.3

2　歴史・地理

身体と環境をめぐる世界史 服部伸編 人文書院 2021.2

記憶と慣行の西洋古代史 中井義明 , 堀井優編著 ミネルヴァ書房 2021.3

資本主義形成期の秩序意識 鹿野政直 筑摩書房 1982.2

韓国併合史の研究 海野福寿 岩波書店 2000.11

戦中・戦後文化論 赤澤史朗 法律文化社 2020.10

桑原武夫の世界
京都大学人文科学研究所みやこの学
術資源研究・活用プロジェクト「桑
原武夫所蔵資料班」編

京都大学人文科学
研究所 2020.3

3　社会科学

古典派経済学と販路説 溝川喜一
ミネルヴァ書房

1966.4

企業勃興 高村直助編著 1992.3

北大 1969 「北大 1969」編集委員会編

メディアデザイン
事務所マツモト , 
北海道機関紙印刷
所（印刷）

2021.1

東大闘争の天王山 河内謙策 花伝社 , 共栄書房
（発売） 2020.12

朝鮮衡平運動史料集　続 部落解放・人権研究所朝鮮衡平運動
史研究会編 解放出版社 2021.2

不動産價格統制の基礎理論（不動産価格統制の基礎理論） 花島得二 改造社 1943.1

日本の財閥と三菱 旗手勲 楽游書房 1978.12

地方財政と地方公会計 財政の健全化と公会計改革研究班編 関西大学経済・政
治研究所 2021.2

日本資本主義社會形成史（日本資本主義社会形成史） 淺田光輝 , 中村秀一郎共著 岩崎書店 1949.1

大正期の政治と社会 井上清編
岩波書店

1975.9

財政学概論 島恭彦 1964.4
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昭和戦時期の娯楽と検閲 金子龍司 吉川弘文館 2021.2

千町歩地主の研究　
中山清 京都女子大学

1985.12

千町歩地主の研究　続 1987.1

戦間期農地政策史研究 坂根嘉弘 九州大学出版会 1990.2

国際的視野からみる近代日本の女性史 富田裕子 , G．ダニエルズ編
慶應義塾大学法学
研究会 , 慶應義塾
大学出版会（発売）

2020.12

イギリス農業発達史（新版） C・S・オーウィン著 , 三澤嶽郎訳

御茶の水書房

1980.7

現代借地制農業の形成 伊藤喜雄 1979.11

織物業の発展と寄生地主制 塩澤君夫 , 近藤哲生編著 1985.2

イギリス古農書考 加用信文 1978.8

柳田國男の農政学 岩本由輝 1976.7

日本農業の社会勘定 栗原源太 1967.9

近代日本における地主経営の展開 大石嘉一郎編著 1985.2

近世村落の構造と家制度　増補版 大石慎三郎 1977.10

封建経済政策の展開と市場構造　新版 津田秀夫 1977.2

農業水利秩序の研究　改装版 農業水利問題研究会編 1981.6

農産物価格政策の展開 白川清 1976.9

日本村落社会の構造 江守五夫 弘文堂 1976.9

大隈財政の研究 中村尚美 校倉書房 1968.12

中小企業政策史論 大沢正 港出版社 1970.11

マルクスの恐慌論 大谷禎之介 , 前畑憲子編 桜井書店 2019.10

東北地方金融の構造と展開 今田治彌編 時潮社 1978.3

滋賀の同和事業史 滋賀県人権センター編 滋賀県人権センター 2021.1

IASB「2018 年概念フレームワーク」と引当金会計 赤塚尚之 滋賀大学経済学部 2020.12

新しき明日をめざして 治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟
岩手県本部編

治安維持法犠牲者
国家賠償要求同盟
岩手県本部

2021.1

日本財閥史 玉城肇 社会思想社 1976.3

現代資本主義と資本輸出 清水嘉治 新評論 1975.3

戦間期の日本帝国主義 小野一一郎編 世界思想社 1985.10

日本独占資本主義成立史 木村隆俊 青木書店 1978.5

共済・保険に関する意識調査結果報告書　2019 年版 岡田太 , 谷川孝美 全国勤労者福祉・
共済振興協会 2021.2

地方自治の財政理論 木下和夫編 創文社 1969.6

農業生産力の展開構造

梶井功 筑波書房

1986.12

農地法的土地所有の崩壊 1987.12

基本法農政下の農業問題 1987.3

小企業農の存立条件 1987.6

農村人口論・労働力論 1987.9

畜産の展開と土地利用 1988.3

食糧需給政策と価格政策 1988.8
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農産物價格論序説（農産物価格論序説） 石渡貞雄 中央公論社 1948.3

トランプ時代の世界経済 吉見太洋編

中央大学出版部

2020.11

中国政治経済の構造的転換　II 谷口洋志編著 2020.12

明治財政確立過程の研究　増補版 藤村通 1981.5

魚津の米騒動 中田尚 中田尚 2020.11

村と土地の社会史 岩本由輝 刀水書房 1989.4

太平洋戦争の経済史的研究 安藤良雄

東京大学出版会

1987.4

日本官僚制と行政文化 井出嘉憲 1982.4

多文化共生の社会への条件 宮島喬 2021.2

近代日本の軍事と財政 室山義正 1984.12

日本蚕糸業史分析 石井寛治 1972.9

地方財政 大内力編 1976.8

近代日本の家族政策と法 福島正夫編 1984.5

日本農村の社会的性格　日本の農村社会

福武直

1976.1

日本村落の社会構造 1976.2

日本農村の社会問題　農村社会調査報告 1976.3

日本の農村　農村社会論集 1976.4

日本農村社会論　現代日本社会論 1976.5

豊原村 豊原研究会編 1978.10

中小企業政策の史的研究 由井常彦 東洋経済新報社 1964.11

住友財閥 作道洋太郎編 日本経済新聞社 1982.4

近代日本の行政村 大石嘉一郎 , 西田美昭編著

日本経済評論社

1991.2

戦前期ペザンティズムの系譜 野本京子 1999.11

農業問題の論理 齊藤仁 1999.4

現代日本地方財政史　上巻 藤田武夫 日本評論社 1976.4

農業革命の研究 飯沼二郎 農山漁村文化協会 1985.8

イギリス農業発達史 C・S・オーウィン著 , 三澤嶽郎訳

農林水産業生産性
向上会議

1958.3

イタリア農業百年史 M・バンデイーニ著 , 富山和夫訳 1959.3

アメリカ農業政策史 マレイ・R・ベネディクト著 
山口辰六郎監修 1958.9

河田嗣郎の男女平等思想 亀口まか 白澤社 , 現代書館
（発売） 2020.11

日本地主制成立過程の研究 太田健一 福武書店 1981.2

土地改良百年史 今村奈良臣 他著 平凡社 1977.11

家と共同体 岩本由輝 , 國方敬司編 法政大学出版局 1997.3

自由と進歩の学び舎 法政大学法学部編 法政大学法学部 2021.3
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日本資本主義と農村開発 岡田知弘

法律文化社

1989.6

障害法の基礎理論 河野正輝 2020.12

18 歳から考える日本の政治　第 3 版 五十嵐仁 2021.3

幸せつむぐ障がい者支援 小賀久 2020.12

ハーグ条約の理論と実務 大谷美紀子 , 西谷祐子編著 2021.1

人生 100 年時代の年金制度 日本年金学会編 2021.1

社会的及び公的責任・具体的権利・社会福祉の必要充足の
原理・科学的な社会福祉学の構築　オンデマンド版 竹原健二 本の泉社 2020.7

イギリス地主制の研究 吉岡昭彦

未來社

1984.3

官僚国家と地方自治 大島太郎 1981.3

フランス絶対王制の構造 中木康夫 1975.12

日本における農民分解の機構 犬塚昭治 1967.5

戦争障害者の社会史 北村陽子 名古屋大学出版会 2021.2

問いからはじめる教育史 岩下誠 ほか著

有斐閣

2020.10

薹灣米穀經濟論（台湾米穀経済論） 川野重任 1941.1

都市に聴け 町村敬志 2020.12

近代日本経済思想史　Ⅰ 長幸男 , 住谷一彦編 
宮沢俊義 , 大河内一男監修 1971.11

明治維新の社會構造（明治維新の社会構造） 堀江英一 1955.9

地方産業の発展と地主制 大橋博著 
大橋博氏遺稿集刊行委員会編 臨川書店 1982.1

都市と農村の間 渡辺善次郎 論創社 1983.6

Critical Sociology David Fasenfest (ed.)
Dept. of Sociology, 
University of 
Oregon

2021

4　労働

グローバル連帯落穂拾い 小島正剛
コンポーズ・ユニ

2021.2

「人生 100 年時代」長寿社会における新たな生き方・暮ら
し方に関する調査研究報告書 連合総合生活開発研究所編 2021.1

働くこととフェミニズム フォーラム労働・社会政策・ジェン
ダー編 ドメス出版 2020.10

日本の外国人労働者受け入れ政策 佐藤忍 ナカニシヤ出版 2021.3

日本の近代化と民衆意識の変容 西成田豊 吉川弘文館 2021.1

桝本純オーラルヒストリー 桝本純述 高千穂大学経営学
部 2021.1

英国の人事管理・日本の人事管理 佐野嘉秀
東京大学出版会

2021.2

嗜好品の社会学 小林盾編 2020.11

賃金と物価 飯田経夫編 日本経済新聞社 1968.12

アジアの労使関係と労働法　改訂増補版 熊谷謙一 日本生産性本部生
産性労働情報セン
ター

2021.2

日本の労働生産性の動向 2020 日本生産性本部生産性総合研究セン
ター編

2021.1

労働生産性の国際比較 2020 2021.1

労働者と公害・環境問題 法政大学大原社会問題研究所 ,  
鈴木玲編 法政大学出版局 2021.3
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戦後 大原社会問題研究所雑誌の歩み 早川征一郎 法政大学大原社会
問題研究所 2021.3

検証良心の自由　レッド・パージ 70 年 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

2020.12

Working class experiences of social inequalities in (post-) 
industrial landscapes Lars Meier Routledge 2021

International & comparative employment relations
Greg J.Bamber, Fang Lee Cooke, 
Virginia Doellgast, Chris F.Wright 
(eds.)

SAGE 2021

Japanese investment and British trade unionism Hitoshi Suzuki Palgrave 
Macmillan 2020

Making cultures of solidarity Diarmaid Kelliher
Routledge, Taylor 
& Francis Group

2021

The UAW Frank Goeddeke, Jr.  
Marick F.Masters 2021

Labor in the Age of Finance Sanford M.Jacoby Princeton 
University Press 2021

Organizing Insurgency Immanuel Ness Pluto Press 2021

5　産業

地方産業の思想と運動 祖田修 ミネルヴァ書房 1980.12

商品生産・流通の史的構造 北条浩 御茶の水書房 1987.6


