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ハイコスト（?）経済に暮らし働く人たち

「仕事と私的生活のポジティブな関係性」
哲史…606

………太田

仁志…610

「オーストラリアにおける整理解雇規制──仕事選択

雇用と年齢 ……………………………櫻庭

涼子…611

………藤本

法（Work Choice）制定前と制定後の動向について」
………天野

誠二…609

技術者需要と移民の増加 ……………大湾

秀雄…614

………大湾

舞…610

「介護労働者はなぜ離職するのか──賃金の役割」
………菅原

涼子…612
涼子…613

産業の多様性と起業家を生み出す小企業

「従業員のコミットメントと well-being」
………佐藤

………櫻庭
食と安全と職業の教育 ………………櫻庭

晋介…608

「教職の専門職性と学校への親の関与との関係」
………澤田

炭鉱閉鎖後の地域再生・雇用政策

生産オフショアリングと所得格差
………大湾

慎矢…611

「バック・トゥ・ザ・フューチャー？──海外の公共部

秀雄…616

フランスにおける学校から職業生活への移行
………勇上

門における業績連動給導入に関する研究整理から得
られる示唆」 ………………………鬼丸

秀雄…615

和史…617

朋子…612

「イギリス労働法における連関（Nexus）概念の展開」

（発表）

………新屋敷恵美子…613

第 34 回（平成 23 年度）労働関係図書優秀賞 ……615

「評価の恣意性と成果主義的賃金制度──大リーグの

第 12 回（平成 23 年度）労働関係論文優秀賞 ……615
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