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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

2021.10. 1 ～ 10.31 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

1　哲学・自然科学・宗教

戦後民主主義が生んだ優生思想 藤野豊 六花出版 2021.4

なぜ社会は分断するのか 伊藤浩志 専修大学出版局 2021.3

「病者」になることとやめること 鈴木陽子 ナカニシヤ出版 2020.9

2　歴史・地理

日本戦没学生の手記戦中戦後 平野英雄編著 アテネ出版社 2021.3

韓国の歴史を直視する 徳田克
幻冬舎メディアコ
ンサルティング , 
幻冬舎（発売）

2020.11

石井家の人びと 石井寛治編 日本経済評論社 2021.4

ルース・ベイダー・ギンズバーグ ジェフ・ブラックウェル ,  
ルース・ホブデイ編 , 橋本恵訳 あすなろ書房 2021.3

森戸辰男 小池聖一著 , 日本歴史学会編 吉川弘文館 2021.7

山室軍平 室田保夫 ミネルヴァ書房 2020.3

3　社会科学

デジタル・シティズンシップ教育の挑戦 坂本旬 他編著

アドバンテージ
サーバー

2021.5

地震・津波被災校と 3.11 受入校 大森直樹 , 大橋保明編著 
教育文化総合研究所編

2021.4

原発被災校と 3.11 受入校 2021.4

新たな学びの構築へ 中田正敏 他編著 2021.5

学校を離れる若者たち 園山大祐編 ナカニシヤ出版 2021.3

妊娠葛藤白書 ピッコラーレ編 ピッコラーレ 2021.4

さよなら , 男社会 尹雄大 亜紀書房 2020.12

アンジェラ・デイヴィスの教え アンジェラ・デイヴィス著 
フランク・バラット編 , 浅沼優子訳 河出書房新社 2021.2

被差別部落マイノリティのアイデンティティと社会関係 内田龍史 解放出版社 2020.2

気候変動への「適応」を考える 肱岡靖明 丸善出版 2021.1

監獄ビジネス アンジェラ・デイヴィス , 上杉忍訳

岩波書店

2008.9

「反原発」のメディア・言説史 日高勝之 2021.2

ラディカル・オーラル・ヒストリー 保苅実 2021.1

中国の労働者組織と国民統合 小嶋華津子 慶應義塾大学出版
会 2021.2

近代日本の移民と国家・地域社会 木村健二 御茶の水書房 2021.7
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抗路　第 1 ～ 6 号 呉光現 他編集委員
抗路舎 , クレイン

（発売）

2015.9 ～ 
2019.9

抗路　第 7, 8 号 趙博 , 文京洙 , 尹健次編集委員 2020.7,  
2021.2

政策評価の行政学 南島和久
晃洋書房

2020.4

近代家族の形成とドイツ社会国家 馬場わかな 2021.3

イギリス労働党概史 本間圭一 高文研 2021.4

移民・難民・マイノリティ 羽場久美子編著 彩流社 2021.2

医療保険における競争 松本勝明 旬報社 2021.3

時代はさらに資本論 基礎経済科学研究所編
昭和堂

2021.5

利他主義社会学の創造 吉野浩司 2020.5

欧州の排外主義とナショナリズム 中井遼 新泉社 2021.3

資本論　第 11 分冊　新版 カール・マルクス 新日本出版社 2021.5

バナナ・ビーチ・軍事基地 シンシア・エンロー著 , 望戸愛果訳 人文書院 2020.11

遊廓と地域社会 加藤晴美 清文堂出版 2021.3

サラ金の歴史 小島庸平 中央公論新社 2021.2

開発協力のつくられ方 佐藤仁
東京大学出版会

2021.5

インフラ協力の歩み 山田順一 2021.3

グローバル化と地域金融 内田真人 , 福光寛編著 東信堂 2021.3

格差は心を壊す リチャード・ウィルキンソン , ケイ
ト・ピケット著 , 川島睦保訳 東洋経済新報社 2020.4

パンデミックは資本主義をどう変えるか ロベール・ボワイエ著  
山田鋭夫 , 平野泰朗訳 藤原書店 2021.2

医療白書　2020 年度版 ヘルスケア総合政策研究所企画・ 
制作 日本医療企画 2020.11

超長期 GDP 推計 谷沢弘毅 白桃書房 2021.3

本当は怖い自民党改憲草案 伊地知紀子 , 新ヶ江章友編 
山室信一 他著 法律文化社 2017.7

99％のための経済学 ジョン・マクドネル編 
朴勝俊 他訳 堀之内出版 2021.1

鈴木道太研究 増山均編著 明誠書林 2021.3

朝鮮王朝の貧困政策 朴光駿

明石書店

2020.5

アンダーコロナの移民たち 鈴木江理子編著 2021.6

子ども虐待対応における保護者との協働関係の構築 鈴木浩之 2019.11

日本社会教育史 大串隆吉 , 田所祐史 有信堂高文社 2021.1

日本政治史講義 御厨貴 , 牧原出 有斐閣 2021.5

治安維持法の「現場」 荻野富士夫 六花出版 2021.5

歴史認識問題とメディアの政治学 三谷文栄 勁草書房 2021.6

Community-based integrated care and the inclusive 
society 

Hitoshi Miyazawa ・Teruo 
Hatakeyama editors Springer 2021



社会・労働関係文献月録

93

4　労働

生産性向上に効くジョブ型人事制度 加藤守和
日本生産性本部生
産性労働情報セン
ター

2021.4

労働者の基本概念 橋本陽子 弘文堂 2021.2

私が原発を止めた理由 樋口英明 旬報社 2021.6

ホワイトカラー雇用史序説 関口定一著 
関口定一遺稿集刊行委員会編 中央大学出版部 2021.9

アパレルの終焉と再生 小島健輔 朝日新聞出版 2020.12

働き方改革に関する実態調査 東京都労働相談情報センター 編 東京都労働相談情
報センター 2021.3

原発再稼働と公法 山下竜一編 日本評論社 2021.2

建設労働と移民 惠羅さとみ 名古屋大学出版会 2021.2

誰のためのテレワーク？ 大内伸哉 明石書店 2021.5

非典型化する家族と女性のキャリア

労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・研
修機構

2018.3

若年者のキャリアと企業による雇用管理の現状 2021.3

長期雇用社会のゆくえ 2021.3

派遣元事業所のキャリア形成支援と雇用安定措置 2021.3

変化するフリーターの意識と実態 2021.3

仕事と子どもの育成をめぐる格差問題 2021.3

現代ドイツ労働法令集 II 2021.3

第四次産業革命と労働法政策 2021.3

労働基準法解釈総覧　改訂 16 版 厚生労働省労働基準局編 労働調査会 2021.5

シングルマザーの貧困はなぜ解消されないのか 中囿桐代 勁草書房 2021.4

OECD employment outlook

Organisation for 
Economic Co-
operation and 
Development

2021

Female employment and gender gaps in China Xinxin Ma Springer 2021

7　文学・芸術

近代日本の音楽百年：黒船から終戦まで　第 1 ～ 4 巻 細川周平 岩波書店 2020.9 ～ 
2020.12

オリンピックという名の虚構 ヘレン・ジェファーソン・レンスキー 晃洋書房 2021.3


