
(提言)

企業と恋愛・結婚の自由 山� 文夫…535

労働法学のニューフロンティア 菅野 和夫…536

たしかな第三ステージを築くために 浅倉むつ子…538

地域から雇用を考える 片山 善博…539

キャリア開発の自己責任化と長期休暇

………今野浩一郎…540

(論文)

ホワイトカラー ｢サービス残業｣ の経済学的背景

労働時間・報酬に関する暗黙の契約

………高橋 陽子…536

民営紹介は公営紹介よりも ｢効率的｣ か 両大戦間

期のデータによる検証 神林 龍…536

障害者雇用と市場評価 大阪府内個別企業障害者雇

用状況開示のイベントスタディ 長江 亮…536

雇用調整における不確実性の影響について 企業パ

ネルデータによる実証分析 安井 健悟…536

企業表彰が株価・人気ランキングに与える影響 均

等推進とファミリー・フレンドリーの市場評価

………川口 章・長江 亮…538

都道府県データを用いた地域労働市場の分析 失業・

無業の地域間格差に関する考察 勇上 和史…539

男女間賃金格差は嗜好による差別が原因か

………佐野 晋平…540

〈仕事・出会い・結婚〉

職縁結婚の盛衰と未婚化の進展

………岩澤 美帆・三田 房美…535

フリーターのその後 就業・所得・結婚・出産

………酒井 正・�口 美雄…535

結婚と出産は男女の賃金にどのような影響を及ぼして

いるのか 川口 章…535

〈男女雇用平等と均等法〉

均等法の現状と課題 男女雇用機会均等政策研究会

報告書を素材にして 浜田冨士郎…538

男女の雇用格差と賃金格差 阿部 正浩…538

間接差別法理の内容と適用可能性 相澤美智子…538

自己雇用という働き方の現状と可能性 暗い ｢今｣

と明るい ｢兆し｣ 高橋 徳行…538

〈地域雇用〉

地域の中の若年雇用問題 太田 聰一…539

地域振興の観点からみた地域雇用問題 都市圏別就

業者数増減から推論される構造的課題と対処戦略

………藻谷 浩介…539

規制撤廃でよみがえる大阪経済 増田 悦佐…539

〈長期休暇〉

長期休暇が企業経営に与える影響 因果関係に関す

る一考察 小倉 一哉…540

長期休暇と能力形成 大木 栄一…540

長期休暇の法的課題 ｢休暇利益｣ の対立構造

………野田 進…540

(研究ノート)

育児休業法の規制的側面 労働需要への影響に関す

る試論 森田 陽子…536

(紹介)

〈仕事・出会い・結婚〉

スウェーデンにおける男性の働き方と子育て

………永井 暁子…535

〈男女雇用平等と均等法〉

東京電力におけるポジティブ・アクションの取り組み

………遠藤 卓実…538

〈地域雇用〉

自治体による就業支援としての ｢ジョブカフェ｣ の現

状 高橋 陽子…539

地方自治体におけるキャリアと就業支援の実践 彩

の国キャリア塾について 小島 貴子…539

｢各国の地域雇用開発｣ に関する研究ワークショップ

………平田 周一…539

〈長期休暇〉

長期休暇改革の経済的効果 桜本 光…540

長期休暇と精神保健 ｢ケ｣ と ｢ハレ｣ の往復運動

を 小田 晋…540

欧州における長期休暇制度 ワーク・ライフ・バラ

ンス政策の試み 前田 信彦…540
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(学界展望)

労働法理論の現在 2002～2004 年の業績を通じて

………唐津 博・毛塚 勝利

奥田 香子・川田 琢之…536

(特集：スポーツと労働)

プロ野球と労働市場 橘木 俊詔…537

メジャーリーグ (MLB) におけるプロ選手の法的地

位 川井 圭司…537

プロスポーツ選手の労働者性 永野 秀雄…537

プロ野球監督の能力 大竹 文雄・安井 健悟…537

サッカーと労働 小池 和男…537

大相撲の報酬制度に学ぶ 中島 隆信…537

ゴルフの経済学 勇上 和史…537

スーパースターの経済学 大橋 勇雄…537

企業がスポーツチームを持つべきか

………佐々木 勝…537

体育会系の能力 松繁 寿和…537

スポーツとジェンダー 笹沼 朋子…537

キャリアトラジション スポーツ選手のセカンドキャ

リア教育 田中ウルヴェ京…537

｢プロスポーツ選手｣ と子供の職業認知

………下村 英雄…537

サッカーボールに込められた願い 逢見 直人…537

(座談会)

仕事と生活のなかの見えない現実

………玄田 有史・田中 早苗・浜田 敬子…535

(対談)

プロ野球とストライキ

………花見 忠・石嵜 信憲…537

アイスホッケーにみる人材育成と企業経営

………中野 克彦・藤村 博之…537

スポーツエージェントビジネスの奥にあるもの

………次原 悦子・守島 基博…537

(書評)

都留康・電機連合総合研究センター編 『選択と集中

日本の電機・情報関連企業における実態分析』

………久本 憲夫…535

濱口桂一郎著 『労働法政策』 和田 肇…535

佐藤 (粒来) 香著 『社会移動の歴史社会学 生業
なりわい

／

職業／学校』 尾�煌之助…536

労働政策研究・研修機構編 労働政策研究報告書 No.

11 『企業が参画する若年者のキャリア形成支援

学校・NPO・行政との連携のあり方』

………大久保幸夫…536

西谷敏著 『規制が支える自己決定 労働法的規制シ

ステムの再構築』 大内 伸哉…537

高橋賢司著 『成果主義賃金の研究』

………藤内 和公…537

中村圭介・前浦穂高著 『行政サービスの決定と自治体

労使関係 村松 岐夫…537

清家篤・山田篤裕著 『高齢者就業の経済学』

………高木 朋代…538

中村圭介著 『変わるのはいま 地方公務員改革は自

らの手で』 松尾 孝一…538

白波瀬佐和子著 『少子高齢社会のみえない格差 ジェ

ンダー・世代・階層のゆくえ』 橘木 俊詔…539

労働政策研究・研修機構編 労働政策研究報告書No.

12 『就業形態の多様化と社会労働政策 個人業務

委託とNPO就業を中心として』

………松原 明…539

佐藤博樹・佐藤厚編 『仕事の社会学 変貌する働き

方』 藤本 真…539

山田昌弘著 『希望格差社会』 本田 由紀…540

小杉礼子編 『フリーターとニート』

………堀田 聰子…540

(読書ノート)

佐藤博樹編著 『パート・契約・派遣・請負の人材活用』

………二宮 大祐…535

橘木俊詔編著, 苅谷剛彦・齋藤貴男・佐藤俊樹著 『封

印される不平等』 太田 清…536

日本経済新聞社編 『働くということ』

………浅川 正健…537

国民生活金融公庫総合研究所編 『自営業再考 自ら

働く場を創出する ｢自己雇用者｣』

………馬 駿…538

(論文 Today)

ボテロ他 ｢労働市場規制の強さは法の起源で決められ

ている｣ 安井 健悟…538

C.ジョルス ｢伝統的な 『反差別法』 と新しい 『便宜

法』 との類似性｣ 長谷川珠子…539
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T. W.リー／T. R.ミッチェル ｢人が組織から離れ

るとき 自発的離職行動のメカニズム｣

………西村 孝史…540

(フィールド・アイ)

育児による勤務時間短縮 脇坂 明…538

健康とストレス 脇坂 明…539

妊娠・出産に対する差別 脇坂 明…540

(資料)

労働文献目録 535～537
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