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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

ケアの倫理と共感 マイケル・スロート著 
早川正祐 , 松田一郎訳 勁草書房 2021.11

2　歴史・地理

エゴ・ドキュメントの歴史学 長谷川貴彦編
岩波書店

2021.6

共振する帝国 T. フジタニ著 , 板垣竜太 他訳 2021.11

天皇がバイブルを読んだ日 レイ・ムーア編 講談社 1982.7

目撃天安門事件 加藤青延 PHP エディター
ズ・グループ 2020.7

ロシア革命とソ連型社会＝政治体制の成型 藤田勇 日本評論社 2021.7

慟哭の日本戦後史 樋口健二 こぶし書房 2021.6

時務の研究者　姜徳相 姜徳相 （述） 
姜徳相聞き書き刊行委員会編 三一書房 2021.4

評伝九津見房子 堀和恵 郁朋社 2021.1

労働弁護士「宮里邦雄」55 年の軌跡 宮里邦雄 論創社 2021.11

巣鴨日記　正・続　合本新装版 重光葵 吉川弘文館 2021.11

3　社会科学

ボクらは『貧困強制社会』を生きている 藤田和恵 くんぷる 2021.8

大都市東京の「多文化空間」で生きる人びと 大野光子 ハーベスト社 2020.8

日本の国際協力　アジア編 重田康博 他編著 ミネルヴァ書房 2021.6

愛媛の勤評闘争 愛媛県歴史教育者協議会編 愛媛県歴史教育者
協議会

1973.7

愛媛の民主教育 愛媛民主教育研究所 1976.7

DDT 革命 C．F．サムス著 , 竹前栄治編訳 岩波書店 1986.8

アメリカンビレッジの夜 アケミ・ジョンソン著 
真田由美子訳 紀伊國屋書店 2021.9

資料愛媛勤評闘争 近代史文庫史料委員会「勤評闘争研
究グループ」編 近代史文庫 1987.3

地図で見るアメリカハンドブック　新版 クリスティアン・モンテス , パスカ
ル・ネデレク著 , 鳥取絹子訳

原書房
2021.7

地図とデータで見る軍事戦略の世界ハンドブック ブルーノ・テルトレ編 
土居佳代子訳 2021.7

第三の道とその批判 アンソニー・ギデンズ著 
今枝法之 , 干川剛史訳 晃洋書房 2003.11



96 大原社会問題研究所雑誌　№764／2022.6

時給はいつも最低賃金 , これって私のせいですか？国会議
員に聞いてみた。 和田靜香著 , 小川淳也取材協力 左右社 2021.11

地域医療再生と自治体病院 金川佳弘 , 藤田和恵 , 山本裕 自治体研究社 2010.2

貿易自由化と女性 近江美保 尚学社 2013.6

平等と差別の法理 小西國友 信山社 2021.8

子どもたちがつくる町 村上靖彦 世界思想社 2021.8

近世後期隠岐嶋流人の研究 松尾壽 清文堂出版 2021.8

分権時代における自治体職員の働き方 全日本自治団体労働組合自治研作業
委員会編

全日本自治団体労
働組合自治研作業
委員会

2011.11

ケア宣言 ケア・コレクティヴ著 
 岡野八代 , 冨岡薫 , 武田宏子訳 大月書店 2021.11

東洋のマンチェスターから「大大阪」へ 阿部武司 , 沢井実 大阪大学出版会 2010.11

日米安保と沖縄基地論争 高橋哲哉 朝日新聞出版 2021.7

ハザードランプを探して 藤田和恵 扶桑社 2021.8

看護制度と政策 野村陽子 法政大学出版局 2018.4

ソール・アリンスキーとデモクラシーの挑戦 石神圭子 北海道大学出版会 2021.3

緊縮ノスタルジア オーウェン・ハサリー著 
星野真志 , 田尻歩訳 堀之内出版 2021.4

にほんでいきる 毎日新聞取材班編
明石書店

2020.12

保育の質を考える 近藤幹生 , 幸田雅治 , 小林美希編著 2021.2

満洲国軍朝鮮人の植民地解放前後史 飯倉江里衣 有志舎 2021.2

日本のフェミニズム 井上輝子 有斐閣 2021.12

改正国家公務員法の解説 永田一郎 労務行政研究所 1948.12

新型コロナウイルスと私たちの社会　2021 年前半 森達也編著 論創社 2021.9

4　労働

雇用システムの生成と変貌 草野隆彦著 , 労働政策研究・研修機
構編

労働政策研究・研
修機構、労働政策
研究・研修機構研
究調整部成果普及
課（販売）

2021.9

性別定年制の史的研究 大森真紀 法律文化社 2021.11

ドイツ経営参加制度 久保敬治 勁草書房 1956.3

経営協議会論 高宮晋 同文館 1948.10

勤務評定 猪間駿三 日本能率協会 1959.6

人事考課制度の考え方と実際 田中慎一郎編 日本経営者団体連
盟弘報部 1961.1

近代大阪の工業教育 沢井実 大阪大学出版会 2012.6

頭取が勝てなかった 11 人の銀行員 成瀬昇 , 甲賀邦夫 , 宮崎雄介編著 同時代社 1993.4

炬火をかかげて 愛媛県教組 40 周年記念誌編集委員
会編 愛媛県教職員組合 1986.9

Human resource issues in Singapore Gregory Thong Tin Sin (ed.) Addison-Wesley 1996

Industrial relations and personnel management Prof Dr M V Pylee,  
A Simon George

Vikas Publishing 
House Pvt Ltd 1995
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Industrial relations Paul Edwards (ed.) Blackwell 
Publishing 2003

Partnership and modernisation in employment relations Mark Stuart, Miguel Martinez Lucio  
(eds.) Routledge 2005

Labour management relations in Singapore Tan Chwee Huat Prentice Hall 1995

Organizational justice and human resource management Robert Folger, Russell Cropanzano Sage Publications 1998

Personnel management Arun Monappa. Mirza S Saiyadain
Tata McGraw-
Hill Publishing 
Company Limited

1996

Human resources management Mirza S Saiyadain Tata McGraw-
Hill, cop 1988

Personnel/human resource management P. Subba Rao. V. S. P. Rao
Konark 
Publishers Pvt 
Ltd

1997

Personnel management and human resources C S Venkata Ratnam. B K 
Srivastava

Tata McGraw-
Hill Publishing 
Company Limited

1991

ダム建設と地域住民補償 古賀邦雄 水曜社 2021.6

7　文学・芸術

《産まない女》に夜明けはこない 洲崎圭子 世織書房 2021.6

韓国演劇運動史 柳敏榮著 , 津川泉訳 風響社 2020.12

いわさきちひろと戦後日本の母親像 宮下美砂子 世織書房 2021.6


