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� ………大内　伸哉・内藤　　忍…597
労働時間�………………………………荒木　尚志…597
労働基準監督署は何をするところか
� ………小畑　史子…597
【内部労働市場】
雇用区分の多様化�……………………今野浩一郎…597
パートタイマーの基幹労働力化�……本田　一成…597
派遣のメリット・デメリット�………島貫　智行…597
日本企業のコア人材のキャリア形成
� ………金井　壽宏…597
均等処遇と女性人材の活用�…………大内　章子…597
日本企業のリストラと心理的契約�…服部　泰宏…597

社員格付制度の変容�…………………平野　光俊…597
【労使関係】
労働組合の役割──組織率の向上について
� ………村杉　靖男…597
「春闘」の意味と役割，今後の課題
� ………久谷與四郎…597
〈ワーク・ライフ・バランスの概念と現状〉
人はなぜ働くのか──古今東西の思想から学ぶ
� ………橘木　俊詔…599
〈創刊 600号記念〉
【労働研究を考えるⅠ】
制度，イデオロギー，そして労働研究の未来
� ………D. ヒュー・ウィッタカー…600
これからの労働研究について考える
� ………マンフレッド・ヴァイス…600
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（インタビュー）
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社会の国際比較』� …………………浦川　邦夫…594
ヘンドリック・マイヤーオーレ著『変貌する日本の職
場環境──労働者の視点から』� …小野　　浩…594
大藪毅著『長期雇用制組織の研究──日本的人材マネ
ジメントの構造』� …………………藤本　雅彦…596
黒崎卓著『貧困と脆弱性の経済分析』
� ………稲倉　典子…596
中村二朗・内藤久裕・神林龍・川口大司・町北朋洋著
『日本の外国人労働力──経済学からの検証』
� ………澤田　康幸…597
石田光男・樋口純平著『人事制度の日米比較──成果
主義とアメリカの現実』� …………梅崎　　修…597
渡辺めぐみ著『農業労働とジェンダー──生きがいの
戦略』� ………………………………奥津　眞里…598
三善勝代著『転勤と既婚女性のキャリア形成』
� ………牛尾奈緒美…598
道中隆著『生活保護と日本型ワーキングプア──貧困
の固定化と世代間継承』� …………周　　燕飛…599

OECD編著／平井文三監訳『公務員制度改革の国際比
較──公共雇用マネジメントの潮流』

� ………前浦　穂高…599
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と労働』� ……………………………大津　定美…601

八代充史・梅崎修・島西智輝・南雲智映・牛島利明編
『能力主義管理研究会　オーラルヒストリー──日
本的人事管理の基盤形成』� ………加藤　隆夫…601

中田喜文・電機総研編『高付加価値エンジニアが育つ
──技術者の能力開発とキャリア形成』

� ………村上由紀子…601
江口匡太著『キャリア・リスクの経済学』
� ………石田潤一郎…601
小杉礼子著『若者と初期キャリア──「非典型」から
の出発のために』� …………………熊沢　　誠…602

山口一男著『ワークライフバランス──実証と政策提
言』� …………………………………川口　　章…602

久保克行著『コーポレート・ガバナンス──経営者の
交代と報酬はどうあるべきか』� …吉村　典久…602

玄田有史著『人間に格はない──石川経夫と 2000 年代
の労働市場』� ………………………太郎丸　博…603

田思路著『請負労働の法的研究』� …鎌田　耕一…603
唐津博著『労働契約と就業規則の法理論』
� ………野川　　忍…604
苅谷剛彦・本田由紀編『大卒就職の社会学──データ
からみる変化』� ……………………浦坂　純子…604

小野公一著『働く人々のキャリア発達と生きがい──
看護師と会社員データによるモデル構築の試み』

� ………松原　敏浩…604
三井正信著『現代雇用社会と労働契約法』
� ………奥田　香子…604
アルヤン�B.�カイザー著『日本的雇用慣行の変化──日
本モデルを超えて』� ………………脇坂　　明…605

（読書ノート）
下村英雄著『キャリア教育の心理学──大人は，子ど
もと若者に何を伝えたいのか』� …長須　正明…594

本田由紀著『教育の職業的意義──若者，学校，社会
をつなぐ』� …………………………西村　幸満…598

白井利明・下村英雄・川﨑友嗣・若松養亮・安達智子
著『フリーターの心理学──大卒者のキャリア自立』
� ………小島　貴子…598
宮本太郎著『生活保障──排除しない社会へ』
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� ………菊池　馨実…602
本田一成著『主婦パート　最大の非正規雇用』
� ………安井　　豪…602
守島基博著『人材の複雑方程式』� …荻野　勝彦…605
佐藤博樹編著『働くことと学ぶこと──能力開発と人
材活用』� ……………………………大木　栄一…605

（論文 Today）
「自営選択とリスク選好との関係」�…安達　貴教…594
「アメリカの妊娠差別禁止法が差別の成否の判断へ与
えた影響」� …………………………富永　晃一…596

「自然災害は地域労働市場にどのような影響を与える
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� ………鈴木　俊光…597
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か？」� ………………………………敦賀　亮太…598

「管理職の人種と新規採用者の人種」
� ………安田　宏樹…599
「グローバルなキャリア──ソーシャル・キャピタルの
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