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書名 編著者名等 発行所 出版年月

0　総記

公共図書館の選書業務における選書ツールの研究 木下朋美 樹村房 2022.2
奈良県教職員組合文書目録 森下徹編 部落問題研究所 2022.3

1　哲学・自然科学・宗教

近代日本の優生学 本多創史 明石書店 2022.1
近世感染症の生活史 鈴木則子 吉川弘文館 2022.4

2　歴史・地理

七三一部隊と大学 吉中丈志編 京都大学学術出版
会 2022.4

印西の歴史　第一三号 印西市史編さん委員会編
印西市立木下交流
の杜歴史資料セン
ター

2022.3

私のいない部屋 レベッカ・ソルニット著 
東辻賢治郎訳 左右社 2021.10

3　社会科学

ケアへの法哲学 池田弘乃 ナカニシヤ出版 2022.3

京都の部落解放運動史 『京都の部落解放運動史』編纂委員
会編 解放出版社 2022.4

近代の部落問題
朝治武 , 黒川みどり , 内田龍史編 解放出版社（発売）

2022.3
戦時・戦後の部落問題 2022.3
現代の部落問題 2022.3
教育格差の診断書 川口俊明編

岩波書店
2022.3

経済の起原 大澤真幸 2022.1
家と子どもの社会史 鈴木理恵編 吉川弘文館 2022.3
女性と子どもの健康が未来を拓く 磯邉厚子 他著 晃洋書房 2022.2
福島原発災害 10 年を経て 鈴木浩 自治体研究社 2021.12
犯罪からの社会復帰を問いなおす 掛川直之

旬報社

2022.4

出所者支援ハンドブック 掛川直之 , 飯田智子編著 
中川英男 他著 2022.2

不安解消！出所者支援 掛川直之編著 2018.10
児童養護施設という私のおうち 田中れいか 2022.1
天皇制国家の専制的構造

渡辺治

2021.11
明治憲法下の治安法制と市民の自由 2021.11
戦後日本の治安法制と警察 2021.12
戦後政治史の中の天皇制 2022.1
現代政治史の中の象徴天皇制 2022.2
日本国憲法「改正」史 2022.3
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ライフ・トークの社会空間 文貞實 松籟社 2022.3
ガイドライン多様な生活環境にある子どもへの対応 木村真実 , 長谷川泰編著 新日本法規出版 2022.1
沖縄とセクシュアリティの社会学 玉城福子 人文書院 2022.2

米国経済白書 2021
萩原伸次郎監修 , 『米国経済白書』翻
訳研究会訳 , 大統領経済諮問委員会
編

蒼天社出版 2022.2

日本の私立大学はなぜ生き残るのか ジェレミー・ブレーデン ,  
ロジャー・グッドマン著 , 石澤麻子訳 中央公論新社 2021.9

大学進学にともなう地域移動 遠藤健 東信堂 2022.2
減災・復興政策と社会的不平等 田中正人 日本経済評論社 2022.2
公務員の法的地位に関する日独比較法研究 早津裕貴

日本評論社
2022.2

増税の合意形成 田中雅子 2022.3

近現代日本教員史研究 船寄俊雄 , 近現代日本教員史研究会
編著 風間書房 2021.12

性的人身取引 シドハース・カーラ著 , 山岡万里子訳
明石書店

2022.2
日本の「非正規移民」 加藤丈太郎 2022.3
外国人の子ども白書　第 2 版 荒牧重人 他編 2022.2

「外国人嫁」の国際社会学 大野恵理 有信堂高文社 2022.1

日本企業のグローバル戦略に関する研究　3 労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・研
修機構 2022.3

朝鮮の治安維持法 荻野富士夫
六花出版

2022.1
ヤヌシュ・コルチャックの教育実践 大澤亜里 2022.2
人間に光あれ 藤野豊 , 黒川みどり 2022.3
介護職・相談援助職への暴力とハラスメント 副田あけみ , 菅野花恵 勁草書房 2022.2

笠松明広著作集 笠松明広
笠 松 明 広 さ ん 著
作・回想集編集委
員会

2017.11

グローバル時代における関西の位置と社会経済問題の解決
を考える

関西・大阪の社会経済問題の歴史と
現状研究班編 関西大学経済・政

治研究所
2022.3

自助・共助・公助の政治学 自助・共助研究班編 2022.3
自称サヨク活動家の 50 年 吉田智弥 吉田智弥 2022.3

差別の歴史を考える連続講座講演録 2021 年度 京都部落問題研究資料センター編 京都部落問題研究
資料センター 2022.3

教育総研 30 年史 教育文化総合研究所編 教育文化総合研究
所 2022.3

米騒動・大戦後デモクラシー百周年論集　III 井本三夫 集広舎 2022.2
新時代の経営学 甲南大学経営学会編 千倉書房 2022.3
コロナ禍を契機とする企業の取引・拠点変化について 大阪府商工労働部大阪産業経済リ

サーチ＆デザインセンター編
大 阪 産 業 経 済 リ
サーチ＆デザイン
センター

2022.3

中小企業視点の DX ストーリー 2022.3

エビデンスで紐解く地域の未来 栗田匡相編著
中央経済社，中央
経済グループパブ
リッシング（発売）

2022.3

アントロポセン時代の国際関係 星野智編著
中央大学出版部

2022.3
グローバリゼーションへの抵抗 西海真樹編著 2022.3
グローバル化による環境・社会の変化と国際連携 西川可穂子，中野智子編著 2022.3
日本企業とアジアの挑戦

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

2022.2
メガイベントと都市の暴力 2022.3
グリーン社会とソーシャル・イノベーション 2022.3

深化する中小企業研究
大阪経済大学中小企業・経営研究所

『中小企業季報』200 号記念企画委員
会編

同友館 2022.3

『中外電報』奈良県関係記事　I 奈良県立同和問題関係史料センター
編 奈良県教育委員会 2022.3

人文社会科学とジェンダー 日本学術協力財団編 
永瀬伸子 他執筆 日本学術協力財団 2022.1
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変容するアジア食料農業と農政 日本農業研究所編 日本農業研究所 2022.2

アジア経済研究所 60 周年記念誌 日本貿易振興機構（ジェトロ）アジ
ア経済研究所編

日本貿易振興機構
アジア経済研究所 2021.7

労働者協同組合法の解説 日本労働者協同組合（ワーカーズ
コープ）連合会編

日本労働者協同組
合連合会 2021.11

地理的表示の保護制度の創設 内藤恵久 農林水産省農林水
産政策研究所 2022.3

共事者の社会へ 花園大学人権教育研究センター編 批評社 2022.3

ドイツ協同組合法　 二上護，石塚秀雄
非営利・協同総合
研究所いのちとく
らし

2022.2

The working class from Marx to our times Marcelo Badaró Mattos
Palgrave 
Macmillan

2022
Rural Workers, Sindicatos and Collective Bargaining in Rio 
Grande do Sul Davide Carbonai 2022

Working democracies Joan S. M. Meyers Cornell 
University Press 2022

Toyota City in transition Nobuhiko Nibe, Mari Nakamura, 
Hiroshi Yamaguchi (eds.) Springer 2022

Health insurance politics in Japan Takakazu Yamagishi
ILR Press, 
imprint of Cornell 
University Press 

2022

4　労働

日本女性差別事件資料集成　20　第 1 ～ 8 巻
すいれん舎編 すいれん舎

2022.1
日本女性差別事件資料集成　20　別冊　解題・資料 2022.1
外国人労働相談最前線 今野晴貴 , 岩橋誠 岩波書店 2022.4
産業変動の労働社会学 永田大輔 , 松永伸太朗

晃洋書房

2022.1
女性の仕事と日本の職場 寺村絵里子 2022.2
居住支援の現場から 杉野衣代 2022.1
日本の労使紛争処理制度 村田毅之 2022.1
職業婦人の歴史社会学 濱貴子 2022.2
賃金破壊 竹信三恵子

旬報社
2021.11

日本労働年鑑　第 92 集 法政大学大原社会問題研究所編 2022.6
同一価値労働同一賃金の実現 森ます美 , 浅倉むつ子編著 勁草書房 2022.2
韓国と日本の女性雇用と労働政策 裵海善 明石書店 2022.3

ジョブ型人事システムの作り方と事例 佐藤純
日本生産性本部生
産性労働情報セン
ター

2022.5

「労働時間制度に関する調査結果」の分析

労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・研
修機構

2021.12
過重負荷による労災認定事案の研究　その 3 2021.12
企業の賃金決定に関する研究 2022.2
職業と生活に関する調査 2022.3
大都市の若者の就業行動と意識の変容 2022.3
非典型的キャリアをたどる若者の困難と支援に関する研究 2022.3
職業特性に着目したコロナウイルス流行の雇用・所得格差
等への影響に関する研究 2022.3

ミドルエイジ層の転職と能力開発・キャリア形成 2022.3
「長期勤続システム」の可能性 2022.3
変わる雇用社会とその活力 2022.3
自動化技術の普及による雇用の代替可能性に関する個人調
査 2022.3

派遣労働をめぐる政策効果の実証分析 2022.3
派遣労働者の同一労働同一賃金ルール施行状況とコロナ禍
における就業状況に関する調査 2022.3
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諸外国における外国人労働者受入制度に関する調査

労働政策研究・研修機構編 労働政策研究・研
修機構

2022.3
先進各国のキャリア関連資格及びキャリア支援のオンライ
ン化に関する研究 2022.3

職業レディネス・テストの改訂に関する研究　II 2022.3
労働時間の研究 2022.3
諸外国の労働時間法制とホワイトカラー労働者への適用に
関する調査 2022.3

わが国の福利厚生の導入と利用の実態とその諸要因 , そし
て有効性の検証 2022.3

諸外国における雇用型テレワークに関する法制度等の調査
研究 2022.3

新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における労働者の
働き方の実態に関する調査 2022.3

働く人の仕事と健康 , 管理職の職場マネジメントに関する
調査結果 2022.3

金融業における AI 技術の活用が職場に与える影響 2022.3
管理職ヒアリング調査結果 2022.3
ものづくり産業における DX（デジタルトランスフォーメー
ション）に対応した人材の確保・育成や働き方に関する調
査結果

2022.3

ものづくり中小企業における在職者訓練の役割と今後の方
向性 2022.3

諸外国におけるハラスメントに係る法制 2022.3
中国の新たな就労形態に関する法規制と労働者性判断基準
に関する研究 2022.3

多様化する労働契約の在り方に関する調査 2022.3

How labor powers the global economy Emmanuel D. Farjoun,  
Moshé Machover, David Zachariah Springer 2022

The Routledge handbook of the anthropology of labor Sharryn Kasmir, Lesley Gill (eds.)
Routledge

2022
Work organizational reforms and employment relations in 
the automotive industry Kenichi Shinohara 2022

Advanced introduction to the sociology of work Amy S. Wharton Edward Elgar 
Publishing 2022

The Working Class at Home, 1790-1940 Joseph Harley, Vicky Holmes, Laika 
Nevalainen (eds.) Palgrave 

Macmillan 
2022

Dissecting the Danchi Tatiana Knoroz 2022

Twenty-two cents an hour Doug Crandell
ILR Press, an 
imprint of Cornell 
University Press

2022

5　産業

海上物流を支える若者たち 森隆行
海文堂出版

2019.5
モーダルシフトと内航海運 森隆行編 , 松尾俊彦 他著 2020.4
日本の「ゲームセンター」史 川﨑寧生 福村出版 2022.3

6　工業

東北地方の自動車産業 佐伯靖雄編著 晃洋書房 2021.11
北海道新聞が伝える核のごみ考えるヒント 関口裕士著 , 北海道新聞社編 北海道新聞社 2021.5

7　文学・芸術

他者の発見 石野由香里 早稲田大学出版部 2021.6
スポーツ根性論の誕生と変容 岡部祐介 旬報社 2021.11


