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【お知らせ】

□向坂逸郎文庫－原資料編を公開
http://oisr.org/kensaku/sakisaka.html
http://oisr.org/kensaku/sakisaka02.html
　大原社研所蔵の向坂逸郎文庫のうち、原資料（図書、雑誌・新聞以外）目録を、戦前と戦
後別、項目別に公開しました。向坂文庫の和書は［和書データベース］
(http://oisr.org/kensaku/washo.html)に統合しました。洋書、雑誌・新聞は現在デー
タ整理中で、近い内にデータの統合をする予定です。
　なお、向坂逸郎氏および向坂文庫に関する解説は、『大原社会問題研究所雑誌』【特集】
向坂逸郎――人と蔵書（2001年8月号）で読むことができます。
http://oisr.org/oz/513/index.html

□労働サイト横断検索再開
http://133.25.160.78/cgi-bin/namazu.cgi
　社会・労働関係リンク集の労働組合・労働関連サイト一覧に掲載されているサイトの内容
をキーワード検索します。ファイルダウンロードの問題からサービス提供を一時中止してい
ましたが、11月30日初めから再開しました。
　現在、21,420 の文書がインデックス化され、502,767 個のキーワードが登録されていま
す。 
　
□協調会史料　都市・農村生活調査資料集成（全12巻)の案内を公開
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/pub/noson.html
　この資料集成は、協調会の調査事業の成果を体系的にまとめたもので、広く知られつつも
利用が難しかった資料群が一望のもとに研究可能となる。先に刊行したマイクロフィルム版
「労働課・情報課保存版　日本社会労働運動資料集成」とあわせて協調会史料の根幹が明ら
かにされる。

監修：法政大学大原社会問題研究所
編集・解説：協調会研究会（高橋彦博・梅田俊英・横関至）
製品仕様：A5版上製凾入り　総4300頁
揃定：本体250,000円+税



柏書房より刊行。

□英語版の更新情報
http://oisr.org/english/toc06.html

"Japanese Posters and Handbills in the 1930s - Communication in Mass 
Society" を12月11日に公開しました。これは「1930年代日本の印刷デザイン」（2001年8
月14日～11月4日の間東京国立近代美術館フィルムセンターで開催）の図録に掲載された大
原社研所蔵ポスター画像と英文タイトルを掲載したものです。
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/museum/page01.html

なお、同図録に掲載された、戦前の社会・労働運動ポスターの解説（執筆・梅田俊英研究
員）の日本語版および英訳版も公開しました。

「戦前日本社会運動の足あと－1930年代ポスターの背景－」
http://oisr.org/dglb/kaisetsu.html 

"Posters from the 1930s -The Social Context"
http://oisr.org/english/explanation.html 
-------------------------------------------------------------------------
OISR.ORG POSTER EXHIBITION: Images of Japanese Labor and Social Movement in 
the Post-1945 Japan （戦後ポスターの英語版スライドショー）にメーデーポスター約
100点を追加しました。
http://oisr.org/posengl/index.html

******************************************************************
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【2001年11月11日～12月29日】
　　　　新　着　一　覧
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　△▼△▼△　新着情報　△▼△▼△

************************************************************************
【 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： 2001.11.15）

-------------------------------------------------------------------------
★　研究論文 E-TEXTリンク集 ★ 
（　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リン集への
リンク。）
労働編　http://oisr.org/sp/etextlinks-l.html
社会政策・社会福祉編　http://oisr.org/sp/etextlinks-sw.html
ジェンダー編　http://oisr.org/sp/etextlinks-g.html
社会政策・社会福祉編　http://oisr.org/sp/etextlinks-sw.html

□社会政策・社会福祉編につぎを追加。(01.12.29) 
岡本悦司「介護保険を突破口に医療保険一本化を」 
岡本悦司「医療保険一本化への戦略」 
岡本悦司「ドイツ医療保険見聞録 」 
岡本悦司「国民健康保険法改正案をめぐって」 
日本労働研究機構「21世紀の高齢者雇用・日米欧比較──エイジフリー化、多様な働き方等
欧米の最近の取り組みに学ぶ──寄稿論文集」 
日本労働研究機構「21世紀の活力ある高齢社会へ向けて──『諸外国の高齢者雇用の実態と
政策』報告書」 
樫原　朗 「イギリス社会保障の動向と現在 」 



藤井　良治 「フランス社会保障研究の現在」 

□社会学編につぎを追加。(01.12.29) 
大久保　孝治「忘れられつつある思想家──清水幾太郎論の系譜」 
井上　順孝「2000年12月 宗教への関与のダブルスタンダード 」 
井上　順孝「〈新新宗教〉概念の学術的有効性について 」 
井上　順孝「宗教研究と『出会い型調査』」 
井上　順孝「グローバル化から見た近代日本宗教」 
井上　順孝「異文化の中の新宗教運動」 
井上　順孝「異文化内状況と神社神道 」 
井上　順孝「ハワイ日系人の模索とジレンマ 」 

□E-TEXTジェンダー編につぎを追加。(01.12.29) 
貴戸 理恵「横浜の学童保育のゆくえ 」 
渡辺　大輔 「短期大学のジェンダー化」 

□E-TEXT労働編に、以下の日本労働研究機構の調査報告書を追加。(01.12.27-29) 
ホワイトカラーの管理技能を探る(その２) 
大卒ホワイトカラーの昇進・配置と人事部の役割 
職業適性の測定と評価（概要） 
公共職業訓練の国際比較研究──アメリカのの職業訓練 
雇用延長の実態に関する調査 
裁量労働についての調査 
ファミリー・フレンドリーについての調査（ジェンダー編にも追加） 
「春闘」についての調査 
企業年金・退職一時金についての調査 

□労働編につぎを追加しました。(01.12.27-29) 
小倉和哉「欧州におけるワークシェアリングの現状──フランス、ドイツ、オランダを中心
に」 
平尾智隆「労働市場の展開と職業能力開発──『日本型リカレント・モデル』仮説」
平尾智隆「職業能力開発システムとしてのリカレント教育 ──社会人への経済学教育」
堀口　良一 「近代日本における安全運動──その誕生・背景・思想」 

□社会学・社会問題編に以下の立木　茂雄 氏の論文を追加(01.12.2)。 
"Family system adjustment and adaptive reconstruction of social reality 
among 
the 1995 earthquake survivors"
「震災ストレスと家族システムの対処に関する計量的研究」
「自律し連帯する市民としての大人像」
「災害ストレス・ケア活動の中の家族支援」
「問題維持連鎖とシステム家族療法」

□社会学・社会問題編に以下の山田　晴通 氏の論文を追加(01.12.2)。 
「宮城県石巻市における地域紙興亡略史－地域紙の役割変化を中心に－ 」
「地理学におけるメディア研究の現段階－『情報の地理学』構築のために－」
「ＪＣＴＶの事業展開と経営的成功の背景 」
「ヤヌスの都市－日英のビデオ・クリップにみる《香港》のイメージ－ 」
「『町のテレビ局』郡上八幡テレビの素顔」
「『汝の敵を知れ』－戦時下のナショナル・ジオグラフィック・マガジンが描いた『敵国』
日本－」 
「映画“RUDE BOY”を読む、あるいは、誠実な若さについて 」
「地域メディアの選挙報道 」
「田舎と都会の間、あるいは、『あの日の僕をさがして』をみて」
「『小規模紙』からみる新聞経営」
「見る」ロックと『ロック』する映像
「長野県山形村における地域情報化の展開と住民の『地域』活動」
「地理学におけるエスニシティ研究によせて、あるいは、板前は包丁を研ぐ」
「地理学徒として社会学にむきあう、あるいは、空間理論研究の夢想」
「概説『ユタ日報』－その歴史と意義－ ユタ日報」
「阪神大震災（兵庫県南部地震）踏査報告－1995年１月18日（発生２日目）：西宮市・芦屋
市・神戸市東灘区－」
「『地域のコミュニケーション』という視点」
「地域情報化　その１～３」
「カルチュラル・スタディーズをどうとらえるか」



「フィクションとしての都市」
「地域．（特集　現代マス・コミュニケーション理論のキーワード）」
「ホームページを利用した日本の大学の広報活動の概況」
「個人研究室で管理するインターネットサーバの運用とサイトの構築」
「多メディア・多チャンネル時代における日本の地方民放テレビ局の動向」
「新聞界の「先端」から学ぶこと－大不況下における小規模紙経営」
「昭和初期の長野県松本市における小規模日刊紙－紙面からみた『朦朧新聞』の実態－」 
「globe：小室哲哉の歌詞が描き出す世界． 」
「ＦＭ西東京にみるコミュニティＦＭの存立基盤」
「＜幻のコミューン＞が形成される－『デジタル時代』の地域社会 」
「富山県山田村のコンピュータ利用状況調査（速報資料） 神谷浩夫，金哲，許宇亘と連名. 
」

□ジェンダー編）に以下の立木　茂雄氏の論文を追加(01.12.2)。 
「三田市　男女共同参画社会に関する市民意識調査　報告書」（平成12年３月）

□労働編に以下の論文を追加(01.12.1)。 
石井久子 「アメリカにおける労働者派遣の拡大：その実態と展望 」
石井久子 「1990年代におけるアメリカの雇用拡大と失業率の低下 」
上田　悟司 「社会システムの歴史的成立とその変容──日本型雇用システムにみる主体と
歴史的制約 」

□社会政策・社会福祉編に以下の論文を追加(01.12.1)。 
飯塚　正史 「社会保障で日本は沈まない 」
岩村　正彦「社会保障と会計検査（上）」
岩村　正彦「社会保障と会計検査（下） 」
醍醐　聰 「公私年金分担の実態と年金制度改革への提言」
高山憲之「1994年の年金改正と会計検査」
高山憲之「社会保障の現状と課題 」
吉田　浩 「少子化と子育て・就業支援事業の効果の検証 」

□労働編に次の論文を追加。(01.11.21)
小野塚　知二 「日本におけるイギリス労働史研究」
中野　隆生 「日本におけるフランス労働史研究」

***********************************************************************
【 社会労働関係リンク集 】
http://oisr.org/links/toc03.html　インデックス
http://oisr.org/links/general.html　労働組合（中央組織・単産・地方組織一覧）
http://oisr.org/links/general2.html　労働組合（単組・単産地方組織一覧―その1）
http://oisr.org/links/general3.html　労働組合（単組・単産地方組織一覧―その2）
http://oisr.org/links/general4.html　労働関連団体・個人一覧
http://oisr.org/links/general-o.html　社会・労働関係リンク集：労働組合・労働関
連組織 （国際・海外）一覧(11月24日新設）

□労働組合（中央組織・単産・地方組織一覧）
http://oisr.org/links/general.html

ＫＤＤＩ労働組合(ＫＤＤＩ労組）

□労働組合（単組・単産地方組織一覧―その1）に以下のサイトを追加。
http://oisr.org/links/general2.html

立川ブラインド工業労働組合 
特殊製紙労働組合 
上小建設労働組合 
全徳島建設労働組合 
NTT労働組合東京支部 
通信産業労働組合東日本地方本部 
通信産業労働組合山形支部 
全国一般労働組合岡山地方本部NOA（日逓岡山）支部 



通信産業労働組合ME京都分会を労働組合
JMIUタイツウ支部 
JAM神鋼機器工業労働組合 
四国電力外務員労働組合 
首都圏建設産業ユニオン杉並支部 
KDDI労働組合本社中央支部 
健生会医療労働組合 
コープやまぐち労働組合 
NTT労働組合秋田県支部

□労働組合（単組・単産地方組織一覧―その2）に以下のサイトを追加。
http://oisr.org/links/general3.html

静岡県教職員組合田方支部 
静岡ゼネラルユニオン 
ユニオンなごや 
全国一般愛知ネット 
武庫川ユニオン 
瀬戸市教職員組合 
小牧市教労 
名古屋市教職員組合 
静岡県教職員組合榛原支部 
ぎふスクラムネット（岐阜一般労働組合） 
尚美学園大学教職員組合 
派遣ユニオン東海(01.12.9)
中小労働ネット(全国一般労組栃木地本)
大阪市学校園教職員組合城北支部 
交野市教職員組合 
兵庫県高等学校教職員組合（全教） 
中小労働ネット(全国一般労組栃木地本) 
泉大津市教職員組合 

□労働関連団体・個人一覧に以下のサイトを追加。
http://oisr.org/links/general4.html

私鉄労働運動研究会 
池田さん裁判を支える会
NTT 労働者
東京争議団共闘会議 
KE Voice（日立国際電気の自主的組合活動） 

□社会・労働関係リンク集：労働組合・労働関連組織 （国際・海外）一覧に以下のサイト
を追加。(01.12.03) 
http://oisr.org/links/general-o.html
（韓国の組合サイトを中心に追加しました。）

起亜自動車労働組合 
大宇精密労働組合 
大宇自動車販売労働組合 
大宇自動車労働組合 
現代自動車労働組合販売本部 
韓国大学職員組合(Korean University Workers' Union) 
韓国民間サービス労働組合連盟(Korean Federation of Private Service Workers' 
Union) 
ソウル地下鉄労働者組合(SSLU) 
韓国全国メディア労働者組合 (National Union of Media Workers) 
韓国運輸・公共・社会サービス労働組合連盟 (Korean Federation of Transportation 
Public and Social Service Workers' Unions) 
韓国教員組合連盟(Korean Federation of Teachers' Associations) (英語） 
韓国タクシー・運輸組合連盟（Federation of Korean Taxi Transport Workers' 
Unions） 
韓国全国電力労働者組合(The Korean National Electrical Workers Union) 
ドイツ ver.di 



Labor Notes 
Union of Australian Women 
イギリス　鉄道・海運・運輸労働組合(RMT) 
SOTSPROF:Trade Union Association of Russia 
VKT:The All Russian Confederation of Labour 
Confederation of Labor Podkrepa（ブルガリア） 
Kilusang Mayo Uno（KMU)（フィリピン） 
Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) 
Czech-Moravian Confederation of Trade Unions 
The Confederation of Hugarian Trade Unions 

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

□Japanese Posters and Handbills in the 1930s - Communication in Mass 
Society (01.12.11掲載）

□Posters from the 1930s - The Social Context(01.12.9掲載)

□Links to Labor-Related Websites in Japan

http://oisr.org/links/general-e.html
All Japan Prefectural and Municipal Workers' Union (JICHIRO)
Labor Net Nippon

***********************************************************************
【 スタッフ個人サイト 】
http://oisr.org/links/toc04.html

○個人サイトの最新情報についてはトップページ、および各サイトの更新情報をご参照くだ
さい○

■ソキウス（野村一夫）
http://socius.org
　ソキウスを移転しました。honya.co.jpのソキウスはそのまま公開しますが、「ソキウ
ス・クラシック1995-2001」と改名します。ソキウス本体はVersion 8.0以降を引き継ぐ形
で、一から自分の独自ドメイン上で構築していきます。
http://www.socius.jp
　コンセプトは「アトリエ」。第一に、自分の作業場として機能するということ、第二に、
それを公開するということ。この順序を大事にして、これからは、読者への配慮から辛抱し
てきた技術も遠慮なく実行することにしました。XHTML仕様ですので最新ブラウザでご覧く
ださい。

■五十嵐仁の諸国探検記
http://oisr.org/iga2/home2.htm
　１１月２６日、義父の容態が悪化したため一時帰国し、「探検記」を中断しました。その
後、葬儀もすみましたので、12月１２日から旅行と「探検記」を再開しました。ヨーロッパ
の旅を終えて、今、トルコにおります。この先、キプロス、アラブ首長国連邦を経て、イン
ド、タイ、カンボジア、マレーシア、シンガポールなどのアジア諸国を訪問します。

■二村一夫著作集
http://oisr.org/nk/index.html
　前回以降、つぎの４本を掲載しました。
☆「日本における職業集団の比較史的特質──戦後労働組合から時間を逆行し，近世の〈仲
間〉について考える」（大阪市立大学経済学会『経済学雑誌』第102巻第2号、2001年9月号
収録）(11.20掲載)
☆《編集雑記》　紹介『Web 大学出版』(2001.11.16掲載、11.24訂正)
☆《編集雑記》　インターネット時代の著作権(2)(2001.12.10掲載) 
☆《編集雑記》　9.11事件雑感──「季節のごあいさつ」とともに(2001.12.24掲載、細部
の手直し継続中) 
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