
社会・労働関係文献月録

85

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

2021.8. 1 ～ 8.31 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

アーカイヴズ ブリュノ・ガラン著 , 大沼太兵衛訳 白水社 2021.2

守れ！文化財 「守れ！文化財～モノとヒトに光を
灯す～」事業実行委員会編

「守れ！文化財～
モノとヒトに光を
灯す～」事業実行
委員会

2021.3

1　哲学・自然科学・宗教

災害の倫理 ナオミ・ザック著 
阪本真由美 , 北川夏樹訳 勁草書房 2020.4

「聖女」の誕生 三浦麻美 八坂書房 2020.10

2　歴史・地理

グローバル・ヒストリー ゼバスティアン・コンラート著 
小田原琳訳 岩波書店 2021.1

日本帝国期の世界史 奥保喜 柘植書房新社 2020.11

解放しない人びと , 解放されない人びと 鈴木英明 東京大学出版会 2020.10

日本史を学ぶための図書館活用術 浜田久美子

吉川弘文館

2020.3

関東大震災鉄道被害写真集　新装版 東京鉄道局写真部編 2020.9

日本史「今日は何の日」事典 吉川弘文館編集部編 2021.1

『海南新聞』松山俘虜収容所関連記事集成 梶原克彦編
愛媛大学リサーチ
ユニット「グロー
カル地域研究」

2020.3

民衆暴力 藤野裕子 中央公論新社 2020.8

大娘たちの尊厳を守るために
山西省における日本軍性暴力の実態
を明らかにし , 大娘たちと共に歩む
会（山西省・明らかにする会）編

山西省における日
本軍性暴力の実態
を明らかにし , 大
娘たちと共に歩む
会（山西省・明ら
かにする会）

2020.9

報告書　YOKOHAMA1968・1989 横浜市ふるさと歴史財団近現代歴史
資料課市史資料室担当編 横浜市史資料室 2021.3

占領期の名古屋 阿部英樹編著 風媒社 2020.10

証言 天安門事件を目撃した日本人たち 六四回顧録編集委員会編 ミネルヴァ書房 2020.10

歴史の中のロシア革命とソ連 塩川伸明 有志舎 2020.8

櫛田民蔵 石河康国 社会評論社 2021.3

なぜ彼女は革命家になったのか ゲルハルト・レオ著 , 小杉隆芳訳 法政大学出版局 2020.8
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3　社会科学

非常勤講師はいま！ JAICOWS 女性科学研究者の環境改
善に関する懇談会

JAICOWS 女性科
学研究者の環境改
善に関する懇談会

2021.3

戦争をいかに語り継ぐか 水島久光 NHK 出版 2020.6

萩からの報告　あのとき , 私達はいかに行動したか イージス・アショア配備計画の撤回
を求める住民の会編

イージス・アショ
ア配備計画の撤回
を求める住民の会

2021.4

可能なるアナキズム 山田広昭 インスクリプト 2020.9

ママは殺人犯じゃない 青木惠子 , 里見繁 インパクト出版会 2017.8

帝国大学における研究者の知的基盤 吉葉恭行 , 加藤諭 , 本村昌文編 こぶし書房 2020.3

目に見えない傷 レイチェル・ルイーズ・スナイダー著 
庭田よう子訳 みすず書房 2020.6

常若マネジメント 北村真一
みらいパブリッシ
ング , 星雲社（発
売）

2019.10

ヤマトグループ 100 年史 ヤマトホールディングス株式会社編 ヤマトホールディ
ングス 2020.11

アナキズムの歴史 ルース・キンナ著 , 　米山裕子訳 河出書房新社 2020.11

日本会議の野望 俵義文 花伝社 , 共栄書房
（発売）

2018.7

パンデミックの政治学 加藤哲郎 2020.10

結核がつくる物語 北川扶生子 岩波書店 2021.1

映し出されたアイヌ文化 内田順子編 吉川弘文館 2020.3

環太平洋地域の移動と人種 田辺明生 , 竹沢泰子 , 成田龍一編 京都大学学術出版
会 2020.1

帝国陸海軍の戦後史 山縣大樹 九州大学出版会 2020.9

医療保険制度の再構築 西沢和彦 慶應義塾大学出版
会

2020.10

漂泊のアーレント　戦場のヨナス 戸谷洋志 , 百木漠 2020.7

村落社会研究　第 20 集 村落社会研究会編 御茶の水書房 1984.9

認知症社会の希望はいかにひらかれるのか 井口高志
晃洋書房

2020.8

市民社会の文化社会学 兼子諭 2021.3

松方財政と殖産興業政策 梅村又次 , 中村隆英編
国際連合大学 , 東
京大学出版会（発
売）

1983.12

日米安保と砂川判決の黒い霧 吉田敏浩 彩流社 2020.10

内なる壁を突き破る 在日本朝鮮人人権協会性差別撤廃部
会編

在日本朝鮮人人権
協会性差別撤廃部
会

2020.12

コミュニティ・スタディーズ
吉原直樹 作品社

2013.6

絶望と希望 2016.3

「自分時間」を生きる 朴和美 三一書房 2020.4

山梨の子ども白書　2021 山梨の子ども白書編集委員会編 山梨の子ども白書
編集委員会 2021.2

伝統的経済社会の歴史的展開　上巻（日本編） 葉山禎作 , 阿部正昭 , 中安定子編 時潮社 1983.3
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社会保障法 伊藤周平 自治体研究社 2021.1

負けない人たち 金子勝 自由国民社 2016.9

植民地権力と朝鮮農民 松本武祝 社会評論社 1998.4

人新世の「資本論」 斎藤幸平 集英社 2021.3

制服ガールの総力戦 杉村使乃 春風社 2021.2

福祉再考 田中聡子 , 志賀信夫編著 , 酒井珠江 
他著 旬報社

2020.12

経済地理学とは何か 中澤高志 2021.2

日本の障害差別禁止法制 池原毅和
信山社

2020.11

財政危機の経済社会学 寺岡寛 2020.11

その名を暴け ジョディ・カンター , ミーガン・
トゥーイー著 , 古屋美登里訳 新潮社 2020.7

ワーカーズコープの未来　改訂版 大八木秀明 新日本プロセス
（印刷） 2021.3

資本論　第 10 分冊　新版 カール・マルクス 新日本出版社 2021.3

六〇年安保闘争と知識人・学生・労働者 猿谷弘江 新曜社 2021.3

災害女性学をつくる 浅野富美枝 , 天童睦子編著 生活思想社 2021.3

中途採用人材を活かすマネジメント 尾形真実哉 生産性出版 2021.3

ベルリン・オリンピック反対運動 青沼裕之
青弓社

2020.5

ナチス機関誌「女性展望」を読む 桑原ヒサ子 2020.9

車椅子の横に立つ人 荒井裕樹 青土社 2020.8

地主制成立期の農業構造 山崎隆三 青木書店 1986.10

「依存」の思想 大槻宏樹 早稲田大学出版部 2020.9

語りと教育の近代史 松山鮎子 大学教育出版 2020.10

「子どもの貧困対策研究会」報告書　令和 2 年度
大阪府市町村振興協会おおさか市町
村職員研修研究センター（マッセ
OSAKA）編

大阪府市町村振興
協会おおさか市町
村職員研修研究セ
ンター（マッセ
OSAKA）

2021.3

EU の規範とパワー 市川顕 , 髙林喜久生編著
中央経済社 , 中央
経済グループパブ
リッシング（発売）

2021.3

日本帝国主義下の台湾 凃照彦

東京大学出版会

1975.6

日本金融論の史的研究 加藤俊彦編 1983.2

境界線の学校史 木村元編 2020.11

日本型開発協力の形成 下村恭民 2020.12

外交を記録し , 公開する 服部龍二 2020.3

女性の大学進学拡大と機会格差 日下田岳史
東信堂

2020.10

分断都市から包摂都市へ 全泓奎編 2020.12

国際協力の戦後史 荒木光弥著 , 末廣昭 他編 東洋経済新報社 2020.11

ワールド・エコノミー
イマニュエル・ウォーラーステイン
責任編集 
山田鋭夫 , 市岡義章 , 原田太津男訳

藤原書店 1991.6

戦後「バラック街」再考 同志社大学人文科学研究所編 同志社大学人文科
学研究所 2021.3
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人的資本の会計 島永和幸 同文舘出版 2021.3

パラダイムチェンジの時代に適応するための 2 つの改革 加賀博
日本生産性本部生
産性労働情報セン
ター

2021.3

大都市制度をめぐる論点と政策検証 五石敬路編

日本評論社

2020.10

開発コンサルタントという仕事 笹尾隆二郎 2020.10

沖縄憲法史考 小林武 2020.9

日本農本主義研究 斎藤之男
農山漁村文化協会

1976.12

日本農業教育史 高山昭夫著 , 碓井正久監修 1981.5

新・資本主義論 ポール・コリアー著 , 伊藤真訳 白水社 2020.9

ケアするのは誰か？ ジョアン・C・トロント著 
岡野八代訳・著

白澤社 , 現代書館
（発売） 2021.3

コロナがあらわにした分断される意識 花園大学人権教育研究センター編 批評社 2021.3

分水嶺にたつ市場と社会 斎藤修 , 古川純子編著 文眞堂 2020.12

囚人と狂気 梅澤礼

法政大学出版局

2019.3

正義と差異の政治 アイリス・マリオン・ヤング著 
河村真実 , 山田祥子訳 2020.10

二〇世紀転換期イギリスの福祉再編 山本卓 2020.12

アーレント読本 日本アーレント研究会編 2020.7

「戦後民主主義」の歴史的研究 出原政雄 , 望月詩史編 法律文化社 2021.3

近代日本少年少女感情史考 北田耕也 未來社 1999.10

日本の対外金融と金融政策 伊藤正直
名古屋大学出版会

1989.12

世界史のなかの東アジアの奇跡 杉原薫 2020.10

社会的養護のもとで育つ若者の「ライフチャンス」 永野咲

明石書店

2017.12

遊び・育ち・経験 松本伊智朗編集代表 
小西祐馬 , 川田学編著 2019.5

支える・つながる 松本伊智朗編集代表 
山野良一 , 湯澤直美編著 2019.5

大人になる・社会をつくる 松本伊智朗編集代表 
杉田真衣 , 谷口由希子編著 2020.4

教える・学ぶ 松本伊智朗編集代表 
佐々木宏 , 鳥山まどか編著 2021.2

生まれ , 育つ基盤 松本伊智朗編集代表 
松本伊智朗 , 湯澤直美編著 2021.3

教員の報酬制度と労使関係 岩月真也 2020.10

高校生運動の歴史 高橋雄造 2020.10

子どもの貧困対策としての学習支援によるケアとレジリエ
ンス 松村智史 2020.11

学力工場の社会学 クリスティ・クルツ著 , 濱元伸彦訳 2020.12

世界を動かす変革の力 アリシア・ガーザ 2021.1

ドイツ社会国家における「新自由主義」の諸相 福田直人 2021.3

フランス土地近代化史論 湯浅赳男 木鐸社 1981.2

国内避難民問題のグローバル・ガバナンス 赤星聖 有信堂高文社 2020.11

財政学の扉をひらく 高端正幸 , 佐藤滋 有斐閣 2020.12
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賀川豊彦 松野尾裕 龍溪書舎 2020.9

八ッ場ダムと倉渕ダム 相川俊英 緑風出版 2020.10

川の変遷と村 玉城哲 論創社 1984.1

Mobilizing Japanese youth Christopher Gerteis Cornell 
University Press 2021

Working life and gender inequality Angelika Söstedtt, Katarina Giritli 
Nygren, Marianna Fotaki (eds.) Routledge 2021

4　労働

「働き方改革」の達成と限界 横田伸子 , 脇田滋 , 和田肇編著 関西学院大学出版
会 2021.1

地域から変える 中村圭介 教育文化協会 , 旬
報社（制作・発売）2021.3

就業形態の多様化に関する総合実態調査報告　令和元年 厚生労働省政策統括官付雇用・賃金
福祉統計室編

厚生労働省政策統
括官（統計・情報
政策担当）

2021.3

美容師の人的資源管理 荒尾千春

晃洋書房

2020.11

労働法の最前線 村田毅之 2020.12

社会的うつ 奥田祥子 2020.4

日本労働年鑑　第 91 集 法政大学大原社会問題研究所編 旬報社 2021.6

情報労連 De-self 労働組合　50 年のあゆみ 情報労連「De-self 労働組合」編 情報労連「De-self
労働組合」 2021.3

労働組合機関誌文藝誌目錄（労働組合機関誌文芸誌目録）　
No.1 大原社会問題研究所編 大原社会問題研究

所 1951.10

働き方改革の進行がホワイトカラーのコミュニケーション
に与える影響 中部産業・労働政策研究会編 中部産業・労働政

策研究会 2021.3

日本の女性起業家のキャリア形成 李侖姫
明石書店

2020.11

水俣に生きた労働者 富田義典 , 花田昌宣 , チッソ労働運
動史研究会編著 2021.3

クラウドワークの進展と社会法の近未来 浜村彰 , 石田眞 , 毛塚勝利編著 労働開発研究会 2021.3

外国人労働者の雇用状況に関する分析

労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・研
修機構

2020.12

人生 100 年時代のキャリア形成と雇用管理の課題に関する
調査 2020.12

「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の活用状況等に
関する調査結果 2021.1

雇用類似の働き方に関する諸外国の労働政策の動向 2021.2

労働者性に係る監督復命書等の内容分析 2021.2

Advances in industrial and labor relations David Lewin, Paul J.Gollan (eds.) Emerald 
Publishing 2021

Workers against the city Donald W.Rogers University of 
Illinois Press

2020

The labor board crew Ronald W.Schatz. 2021

Konflikte beim Kranich Peter Imbusch, Joris Steg Campus 2021

From collective bargaining to collective begging Dominic D.Wells Temple 
University Press 2021
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5　産業

産業革命期における地域編成 神立春樹 御茶の水書房 1987.11

地域金融機関と信用保証協会の事業承継の支援 家森信善編著 神戸大学経済経営
研究所 2021.3

6　工業

生産職場の戦後史 上田修編著 御茶の水書房 2020.12

7　文学・芸術

文化は人を窒息させる ジャン・デュビュッフェ著 
杉村昌昭訳 人文書院 2020.5

バクバクっ子の在宅記 平本歩
現代書館

2017.8

風の狭間で 高山久子 2017.7

戦後文学のみた〈高度成長〉 伊藤正直 吉川弘文館 2020.11

傷魂 宮澤縱一 冨山房インターナ
ショナル 2020.11

アナイス・ニンとの対話 アナイス・ニン研究会訳 鳥影社 2020.12

監獄の回想 アレキサンダー・バークマン著  
小田透訳 ぱる出版 2020.12


