
 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

　　　　　　　　　　　★　O I S R - W A T C H　★

◆◆◆法政大学大原社会問題研究所公式サイト"OISR.ORG" Newsletter◆◆◆

No.17 2000年5月12日発行

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

★OISR-Watchは法政大学大原社会問題研究所の公式サイト "OISR.ORG"
　　　http://oisr.org
の最新情報をお伝えするニュースレターです。購読は無料です。
月に1回か2回程度、配信します。ご希望の方は
　　　webmaster@oisr.org
までメールでお申し込みください。
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新設について。
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◆ウェッブ・スタイリストの生活と意見［16］人生、谷ありゃ山もある（野村 一夫）
◆単位組合ＷＥＢサイトのタイプについて　（鈴木　玲）
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=======================================================================
【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】
トップページのリニューアルおよび「研究所からのお知らせ」と「研究所のご案内」の新
設について。

　OISR.ORGは日本語のトップページのデザインを4月22日に新しくしました。以前のトッ
プページに比べ、文字が小さくなっていますが、毎日変化しているＷＥＢサイトのコンテ
ンツがトップページでもわかるように工夫されています。最新情報はオレンジ色（ブラウ
ザによってはピンク色にみえる場合もある）ボックスに入っています。なお、字が小さい
と思われる方は、ブラウザで文字の大きさを調整してご覧下さい（野村研究員のコラムも
ご参照下さい）。
　トップページ・リニューアルと同じに、従来の「研究所情報」を「研究所からのお知ら
せ」と「研究所のご案内」に分割しました。「研究所からのお知らせ」は、新着案内、研
究会のお知らせ、新着図書目録など、頻繁に更新される情報を提供します。また「研究所
のご案内」は、研究所の紹介、利用案内などの情報を提供します。
=======================================================================
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊



【2000年4月13日～5月12日】
　　　　新　着　一　覧
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　△▼△▼△　新着情報　△▼△▼△

************************************************************************
【 研究所からのお知らせ 】
http://oisr.org/notice/index.html

(1)加齢過程における福祉研究会会合のお知らせ（00.5.1掲載） 

(2)新着図書目録(2000.4受け入れ分)（00.4.26掲載） 

(3)社会・労働関係文献月録(2000.2受け入れ分）（00.4.26掲載） 

(4)連休中の開館日程について（00.4.14掲載） 

(5)月例研究会のご案内（00.4.14掲載） 

************************************************************************
【 研究所のご案内 】
http://oisr.org/about/index.html

(1)著作権について(00.5.9掲載）

(2)図書・資料使用許可願いフォーム(00.5.9掲載）

************************************************************************

【 大原デジタルライブラリー（電子図書館・資料館） 】
http://oisr.org/dglb/index.html

----------------------------------------------------------------------
★社会労働関係文献データベース★
http://oisr.org/kensaku/ronbun.html
http://133.25.160.82/kensaku/ronbun-ac.html
http://oisr.org/kensaku/washo.html
http://oisr.org/kensaku/yosho.html

○データは、毎月更新しています。（最新： 2000.5.9）

--------------------------------------------------------------------------------
★『大原社会問題研究所雑誌』書評欄★ 
（『大原社会問題研究所雑誌』書評欄オンライン版。執筆者の了解が得られたものから順
次掲載）
http://oisr.org/shohyo/index.html

(1)新川敏光著　『戦後日本政治と社会民主主義：社会党・総評ブロックの興亡』評者：
鈴木玲 (00.5.5掲載）
(2)中河伸俊著　『社会問題の社会学――構築主義からのアプローチ』評者：野村一夫 (
00.5.4掲載）
(3)赤岡功著『作業組織再編成の新理論』評者：庄村長(00.4.28掲載）

--------------------------------------------------------------------------------
★　研究論文 E-TEXTリンク集(労働編) ★ 
（　WWW上に存在する社会・労働関係文献のE-textへのリンク集、およびE-textリンク集
へのリンク。）

□e-textリンク集を5月8日に労働編、社会編、ジェンダー編に３分割しました。

●労働編
http://oisr.org/sp/etextlinks-l.html
●社会編



http://oisr.org/sp/etextlinks-s.html
●ジェンダー編
http://oisr.org/sp/etextlinks-g.html

(1)「技術革新・グローバル化の中での所得分配―賃金格差変動を中心に」FRI経済研究所
/日本経済研究センター (00.5.9e-textリンク集労働編に追加）

(2)「労働生産性に及ぼす技術進歩の影響 」FRI経済研究所/日本経済研究センター (00.5.
9e-textリンク集に追加）

(3)「『パートタイム』労働と均等待遇原則－－経済学的アプローチ」大沢　真理 (00.5.
9e-textリンク集労働編およびジェンダー編に追加）

(4)「多様化する雇用形態とその対応」大石　邦弘 （本文はPDFファイル）(00.5.9e-text
リンク集労働編に追加）

(5)「新しい雇用システムの展望 」大石　邦弘 (00.5.9e-textリンク集労働編に追加）

(6)「Micosoft Accessを使った人材・労務管理と人件費の削減～女性労働者に焦点をおい
て～」雑喉　香奈子（ざこうかなこ）(00.5.9e-textリンク集労働編およびジェンダー編
に追加）

(4)「悪化する労働需給と雇用創造への課題 －日米雇用創出パターン比較からのインプリ
ケーション－ 」山田 久 (00.5.9e-textリンク集労働編に追加）

(5)「ドイツにおける財政構造改革・福祉再編と介護保険の導入」町田 俊彦 (00.5.9e-
textリンク集社会編に追加）

(6)「障害者の権利と障害者の文化──オランダ便り・６（最終回）」立岩　真也 (00.5.
9e-textリンク集社会編に追加）

(7)「福祉サービス業の基礎理論」祐川　尚素 (00.5.9e-textリンク集社会編に追加）

(8)「介護保険と日本経済」大守　隆 (00.5.9e-textリンク集社会編に追加）

(9)「年金制度等の改革－総人件費コントロールの観点から」松山 幸弘(00.5.9e-textリ
ンク集社会編に追加）

(11)「労働政策過程の変容は何故生じたのか－－久米郁男『労働政策過程の成熟と変容』
を読む」五十嵐 仁(00.5.8e-textリンク労働編に追加） 

(12)"The Radicalizing Effect of the Cold War on Union Politics of Railway 
Workers" Akira Suzuki (00.5.8e-textリンク労働編に追加） 

(13)「健康の批判理論序説」野村 一夫 (00.5.8e-textリンク社会編に追加） 

(14)以下の二村一夫氏の論文をE-textリンク集に追加(00.5.8) 

　文献研究 日本労働運動史(戦前期)
　明治40年の足尾暴動について 
　「足尾暴動の基礎過程」再論 
　全国坑夫組合の組織と活動(1) 
　全国坑夫組合の組織と活動(2) 
　研究動向 労働運動史 
　研究動向 労使関係・労働運動 
　日本労働運動史参考文献案内

(15)以下の森岡正博氏の論文をE-textリンク集に追加(00.5.8) 

　無痛文明論(1)-(5) 
　姥捨山問題 
　引き裂かれた生命(1)-(11) 
　脳死との出会いと別れ 
　ウーマン・リブと生命倫理 
　男性から見た避妊 



　暴力としての中絶 
　ディープエコロジーの環境哲学 
　自然を保護することと人間を保護すること 
　クローン技術をめぐって－単性生殖の夢（柴谷篤弘との対談） 

(16)「炭鉱労働者の履歴と広域移動」高橋　伸一(00.5.5E-TEXTリンク集労働編に追加） 

(17)「書評 猿田正機著『トヨタシステムと労務管理』」高橋　伸一税務経理協会（1995
年7月発行）
(00.5.5E-TEXTリンク集労働編に追加） 

(18)「家族療法の物語論的転回」浅野　智彦 (00.5.3E-TEXTリンク集社会編に追加） 

(19)「家族療法における権力」浅野　智彦 (00.5.3E-TEXTリンク集社会編に追加） 

(20)「構成主義から物語論へ」浅野　智彦 (00.5.3E-TEXTリンク集に追加） 

(21)「見下し」の理論と差別意識(00.4.26E-TEXTリンク集社会編に追加）

(22)「三者関係としての差別」佐藤　裕(00.4.26E-TEXTリンク集社会編に追加）

(23)「『差別する側』の視点からの差別論」佐藤　裕(00.4.26E-TEXTリンク集社会編に追
加）

(24)「『差別表現』を考える－差別－被差別関係の『ねじれ』と他者化」佐藤　裕(00.4.
26E-TEXTリンク集社会編に追加）

(25)「男性の家事参加」佐藤　裕(00.4.26E-TEXTリンク集社会編に追加）

************************************************************************
【 社会労働関係リンク集 】
http://oisr.org/links/toc03.html
　
（リンク集全般）

社会労働関係リンク集目次リニューアル(00.4.22) 

なお、OISR.ORG内のリンク集全てを網羅したリンク集総目次も4.22に掲載しました。
http://oisr.org/links/index.html

-----------------------------------------------------------------------
（追加したサイトとその解説）

(1)群馬一般ネット(00.5.9追加>
　労働相談、組合作り、労働条件、経営分析、労働法などトピックについて豊富な情報を
提供している。

(2)岡山労働組合会議(00.5.8追加）
　加盟単産・地域組織のリスト、活動紹介、イベント情報など。労働相談の窓口も設けて
いる。 

(3)住信情報サービス労働組合(00.5.6追加） 
　住信情報サービス株式会社（住友信託銀行情報処理部門の子会社）の労働組合で、１９
９９年７月２３日に結成された。経営側が従業員代表に対して便宜供与しているのに対し、
組合に対して便器供与を拒否している。会社への要求・交渉内容、従業員代表との関係な
ど。

(4)大阪市労組(00.5.2追加） 
　2000年4月に開設。「大阪市をよくする提案」、「行政のプロ・市職員コーナー」など。

(5)熊本県立大学外国人教員を守る会(00.5.1追加）
　熊本県立大学の外国人教員に対する差別問題についてのサイト。「専任教員」として採
用されても、日本人教員と違い任期が設けられている。



(6)愛知県豊橋市職員労働組合(00.5.1追加）
　介護保険問題（『介護保険市民の会ニュース』）、愛知万博・新空港問題、「ミレニア
ムメッセージ」など。

(7)国労東海本部電気協議会(00.5.1追加）
　JR東海エリアで働く電気系統の組合員により構成されている。「国労都東海電気」（機
関誌）最新号の画像、電気職協の要求など。

(8)全農林筑波地方本部(00.5.1追加）

(9)全東急ストア労働組合(00.5.1追加）
　主に組合員向け。「全東急ストア労働組合とは？」で、組合の基本方針、組織構成、出
版物、組合ソングなどの紹介をみることができる。

(10)連合北海道 (00.4.24追加） 
『　Monthly Online連合北海道』、労働相談、組織紹介など。 

(11)JR連合(00.4.18追加）
　「ＪＲ連合組織概況」、「ＪＲ東日本の民主化」、「政策・提言」、ニュースなど。組
織概況では、組合別組織人員比率、国鉄時代からの組合変遷などをみることができる。政
策・提言ではＪＲ連合の対経営政策、労使関係への考え方などが示されている。 

(12)韓国の被爆者を支援する活動を紹介するホームページ(00.4.18追加） 
　
(13)岡山大学医学部職員組合 (00.4.14追加） 
　看護婦増員要求、「電脳版『くみあいだより』」、定員外職員のコーナーなど。

(14)全国一般労働組合全国協議会神奈川生活クラブ生協支部 (00.4.14追加） 
　大会決議、春闘要求、新賃金制度導入問題、賃金体系に関する資料などが「資料集」で
みられる。
---------------------------------------------------------------------------
(URL・名称を変更したサイト）

(1)東京ふじせ企画労働組合(00.5.11URL変更）

(2)ワーキング・ウイメンズ・インターナショナル・ネットワーク (00.5.5URL変更）

(3)GREENPEACE JAPAN（00.5.5URL変更）

(4)市民オンブズマンいばらき（00．5.5URL変更）

(5)ねりま区政ウオッチャーズ(東京)（00.5.5URL変更） 

(6)名古屋市民オンブズマンタイアップグループ（00.5.5URL変更）

(7)茂木新聞社ホームページ　Ｍｏｇｎｅｔ(ハンセン病関連情報等)（00.5．5URL変更）

(8)アジア太平洋資料センター(ＰＡＲＣ)(00.5.5URL変更）

(9)Asia & Africa Association（00.5.5URL変更）

(10)自治労大阪府職員労働組合(00.4.25コメント変更） 

(11)闘う管理職・藤井雅夫さんのページ(00.4.24URL変更） 

(12)伊勢丹労働組合 (00.4.24URL・コメント変更） 

(13)情報労連東海地方協議会(00.5.4URL変更）

(14)札幌地域労働組合(00.4.21URL変更） 

(15)山口県教職員組合(00.4.21URL変更)

(16)自治労大阪府職員労働組合(00.4.21URL変更） 



(17)通信産業労働組合京都支部(00.4.21URL変更）

(18)塚本さんの過労性腰痛・過労性頸肩腕障害労災認定裁判を支える会(00.4.21URL変更）

(19)村田製作所労働組合(00.4.21URL変更） 　 

************************************************************************

【 スタッフ個人サイト 】

★　スタッフ個人サイトの近況　★
http://oisr.org/links/toc04.html

○個人サイトの近況○

●二村一夫著作集
http://oisr.org/nk/index.html
　好評連載中『高野房太郎とその時代』は第１０回「長崎屋繁盛記」まで掲載(5/10)。初
期論文「明治４０年の足尾暴動について」ほか９本の論文も一挙公開。現在、遡及入力中
につき随時大量増補中。《編集雑記》高野家の旧跡探検 (5/5)。全国坑夫組合の組織と活
動(2)を新たに掲載！(5/6)　

●五十嵐仁ホームページ
http://oisr.org/iga/home.htm
「何故、90年代の大変化を真正面から説明しないのか？―水口憲人・北原鉄也・久米郁男
編著『変化をどう説明するか：政治編』についての若干のコメント」を連載中（全4回）。
「その１」4/18「その２」4/21、「その3」4/25、「その４」4/28。久米郁男「労働政策
過程の成熟と変容」についての論評「労働政策過程の変容は何故生じたのか」もアップ。
また、井戸正伸『経済危機の比較政治学－日本とイタリアの制度と戦略』の書評を掲載(5
/10)

●Akira Suzuki's Japan Labor Research Information
http://oisr.org/aki/index.html
トップページなどのデザインを一新しました。労使関係英文文献リストも追加・更新して
います。

●ソキウス（野村一夫）
http://socius.org
「ソキウス・レヴュー」設定。書評２本公開！（5/4）

●こんにちは 小関隆志 です
http://oisr.org/koseki/index.html
いじめ問題のリンク集、児童虐待問題のリンク集を作成しました。

************************************************************************

【 研究所刊行物 】
http://oisr.org/pub/toc05.html

(1)『証言 産別会議の運動』刊行のお知らせ(00.4.28掲載） 

(2)『大原社会問題研究所雑誌』 2000年6月号予告。（00.4.26掲載） 

************************************************************************

【 英語版 】
http://oisr.org/english/toc06.html

---------------------------------------------------------------------------
Links to Labor and Social Websites in Japanにつぎのサイトを追加し、あるいは
URLを訂正しました。
http://oisr.org/links/elinks.html

(1)Concerning the grievances of foreign teachers against Kumamoto Prefectural 



University(00.5.1追加）

(2)QANTAS AIRWAYS JAPANESE FLIGHT ATTENDANTS UNION(00.4.25追加） 

(3)Association of Citizens for Supporting South Korean Atomic Bomb Victims(00.4.
18追加） 

*************************************************************************

【社会問題研究リソース】 
社会問題研究に関するさまざまな基本文献やインターネット上のリソースを提供す
る研究案内です。
http://oisr.org/sp/index.html

*************************************************************************

【レッスン】
OISR.ORG作成の舞台裏をお見せします。社会科学系サイトの水準向上のために、ともに学
び、ともに悩みます。OISR-Watch 連載のコラムもここで順番に読めるようにしました。
http://oisr.org/lesson/index.html

**************************************************************************

【OISR-WATCH】
OISR-WATCHの 最新号・バックナンバーと、掲載コラムを著者別に見ることができます。
http://oisr.org/watch/index.html

(1) OISR-WATCHのページに16号とコラムを掲載。（00．4．18） 

**********************************************************************

【OISR.ORG全文検索】
http://oisr.org/cgi-bin/namazu.cgi
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なお、コラムのバックナンバーは、
http://oisr.org/watch/index.html
で見ることができます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ウェッブ・スタイリストの生活と意見［16］
人生、谷ありゃ山もある

野村一夫

　ゴールデンウイークは前半風邪で寝込んでしまい、後半はそのつじつま合わせで押せ押
せの仕事に没頭しているうちに休み明けを迎えてしまいました。みなさまはいかがお過ご
しでしたでしょうか。
　一年ぶりにトップページのデザインを変えました。前号のコラムでご紹介したようにメ
ーリングリストでいろいろ議論したことをほどほど生かす形でまとめてみたものです。ア
イデアや趣味はそれぞれ所員が持ち寄ったもので、文字通りの合作になります。まあ、妥
協策ともいいますが。
　これまでのトップページはごく一部を除いて静態的なものにしていました。これからは
動態的なページになります。スタッフは俄然いそがしくなりますが、コンテンツ自体が活
発に動いていますので、それをかんたんに一覧できるようにしていきたいと考えています。

　繁忙期を越した最近、とりわけ活発なのが個人サイトでして、これまではじっさいに行
ってみないと動きがつかめなかったわけですが、今回の改編で一気に更新状態が見えるよ
うになりました。これまであまりクリックされたことのないみなさんも、ぜひトップペー



ジをご確認の上、それぞれの個人サイトに行ってみてください。ディープな知的世界が広
がります。
　また「大原デジタルライブラリー」のE-Textコーナーも登録数が着々と増えています。
ゆくゆくはこのコーナーも独立させることになるかと思いますが、今回ファイルを三分割
いたしました。「労働編」「社会編」「ジェンダー編」です。とくに「社会編」について
は分類上の議論があり得るかと思いますが、しばらくはこの態勢で行く予定です。
　さて、新学期開始後すっかり授業で忙しくなってしまって、思うように仕事が進まない
ウェッブ・スタイリストですが、現在はナマズ（というツール群）を使用した全文検索専
用の別サーバを構築中です。パーティションマジックというソフトで複数のOS（基本ソフ
ト）を作動させるデュアルブート構築に挑戦して見事に失敗し、一時はパソコンが臨死状
態にまで陥るという難産でしたが、なんとか先が見えてきた段階です。企業のように新品
のサーバがかんたんに買えないので、あるものでなんとかしようとして余計な苦労をして
いるということですね。
　全文検索ができると、リンク集が一気にデータベースとして利用できるようになります。
すでに現在もできますが、サイト数の急速な増大によってサーバの負担がだんだん大きく
なってきまして、「労働サイト」の全文検索は別サーバに移してなんとか安全に展開でき
るようにしたいのです。こつこつこつと構築、構築、構築、しかありませんね。

（のむらかずお・兼任研究員・社会学）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

単位組合ＷＥＢサイトのタイプについて

鈴木　玲

　OISR-WATCHの編集・発行を担当している鈴木 玲（すずき あきら）です。OISR-WATCHの
第2号から4号までコラムを書いていましたが、それ以降裏方に徹していました。コラムに
カムバックします。
　研究所ＷＥＢサイト関係では、OISR-WATCH編集以外に、社会・労働関係リンク集の拡大・
メンテの仕事をしています。リンク集や、リンクされている労働組合・社会運動サイトに
ついて連載コラムを書いていきます。
　リンク集にある労働組合サイトは、全国組織、産別組織（単産）、地方組織、単位組合
（単組）などにに分類されていますが、最近は単位組合サイトの増加が目立っています。
単位組合は、民間でいうと企業・事業所別組合、公務でいうと官庁・県庁・市役所別、教
育関係では学校別に結成された組合を意味します。単位組合サイトの内容は多種多様です
が、大まかに言って、いくつかのタイプに分けることができます。

　　（１） 最も多いのは、「一応ＷＥＢサイトを作ってみた」タイプです。ページ数は
あまり多くなく、組合規約、組合の簡単な歴史・紹介、執行部役員紹介、組織図など、組
合パンフレットのＷＥＢ版のようなものです。このタイプのサイトは民間部門に多い印象
を受けます。　　
（２） 「組合員専用」タイプ。トップページと組合紹介などをブラウズできるが、
それ以外のサイトは組合員専用でパスワードが要求されます。民間大企業の一部の組合は
このタイプのサイトです。
　　（３） 「教育・宣伝（教宣）」タイプ。主に組合員向けですが、（１）と違い内容
が豊富で、（２）と違い外部にも公開されています。組合新聞のＷＥＢ版、一般組合員向
けの組合活動に関する解説、婦人部など専門部の紹介などの情報が提供されています。こ
のタイプは、一部の民間組合と多くの公務員組合にみられます。
　　（４） 「発信」タイプ（その１：運動型）。使用者と対立関係にあったり、労働争
議の当時者である組合のサイトに多く、その大部分が民間部門の中小企業です。このタイ
プの組合の多くが労働委員会闘争、裁判闘争を行っており、その経過が報告され、サイト
を訪問する人に支持をアピールしています。また、いくつかのサイトは、使用者との団交
の議事録をＷＥＢ上で公開しています。
　　（５） 「発信」タイプ（その２：政策提言型）。国家公務員・地方公務員組合のサ
イトの多くは、官庁や地方公共団体の政策に関する提言を発信しています。また、小・中・
高校の教職員組合は教育問題について、国立大学の教職員組合は独立法人化問題について
の提言を発信しています。
　　（６） 「個人趣味」タイプ。組合員個人が運営しているサイトで、組合の情報はあ
る程度提供していますが、内容の大部分が作成者個人の趣味に関するものです。このタイ
プの組合サイトは、現在社会・労働リンク集に掲載していません。

　これらのタイプにあてはまらない組合サイトはありますし、いくつかのタイプの混合型
の組合サイトもあります。それぞれの単位組合の財政状況などにより、インターネットに



割り当てるリソースは左右され、その「出来映え」にも違いが出てきます。また、ほとん
どの場合、ＷＥＢ担当者は仕事や他の組合活動により、ＷＥＢサイトに費やす時間に制約
を受けていると思います。リソースや時間の制約はありますが、ＷＥＢ担当者の方は、内
容を「教育・宣伝」タイプまたは「発信」タイプに近づけるようがんばっていただきたい
ものです。

　次回は、組合サイトのなかから「注目サイト」を紹介します。

（すずき　あきら、専任研究員）

◇○◆●◆◇○◆●◆◇○◆●◆◇○◆●◆◇○◆●◆◇○◆●◆◇○◆●◆
お詫び

□OISR-WATCH16号発行の際、不手際があったことをお詫びいたします。一部の読者が出さ
れた『人事評価と労働組合』報告書を希望する旨のリプライメールが、当研究所
Webmaster宛だけでなく、購読者全員に送付されてしまいました。大変申し訳ありません
でした。

◇○◆●◆◇○◆●◆◇○◆●◆◇○◆●◆◇○◆●◆◇○◆●◆◇○◆●◆
編集後記

□OISR-WATCH１７号をお届けします。トップページのリニューアル後、初めての発行です。
トップページの「使い勝手」はいかがですか？ご意見などありましたらご連絡ください。

□ただいま、『日本労働年鑑第７０集』のゲラ原稿のチェックを行ってます。完成まであ
と一息です。次号で年鑑のご案内ができると思います。ご期待下さい。

（文責：鈴木玲）
******************************************************************

　OISR.ORGでは皆様のご意見・ご感想をお待ちしております。
　更新情報ニュースレター "OISR-Watch" （無料）をご希望の方は
　こちらにお申し込みください。
　　　E-mail: webmaster@oisr.org

　購読を中止するときもこちらにご連絡ください。

　　法政大学大原社会問題研究所　(http://oisr.org)

　　　〒194-0298 東京都町田市相原町4342
　　　TEL 042-783-2307　FAX 042-783-2311

******************************************************************

〔2000年5月11日開始、担当・鈴木玲〕

　　 OISR-Watch

法政大学大原社会問題研究所　(http://oisr.org)


