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ゼンティーズムに着目して�� 林　　邦彦　727

〈船員の働き方〉
船員の安全と健康確保����� 久宗　周二　728
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議体の機能��������� 諏訪　康雄　731
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景や近年の変化とその課題―「教育目的」と
「就職・採用目的」の視点で�� 亀野　　淳　733
大学教育としてのインターンシップの現状と課題
　�������������� 松高　　政　733
大学キャリアセンターから見るインターンシップお
よびキャリアセンターの果たすべき役割
　�������������� 住田　曉弘　733
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をもとに���������� 田口　和雄　734

わが国の 60 代労働者の就業変化と労働市場への影
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〈働くことの意味の変化〉
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　�������������� 米田　幸弘　736
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生産システムと雇用関係の変革―アメリカ自動車
産業における配置転換制度の拡大と「ジョブ型」
雇用システムの変化����� 篠原　健一　737

組織と人事の経済学からみた日本の人材マネジメン
トの特徴再考�������� 伊藤　秀史　737
日本企業の人材ポートフォリオ―仕事配分と賃金
管理による検討������� 西岡　由美　737

テレワーク下で評価への納得感はどのように形成さ
れるか����� 伊達　洋駆・能渡　真澄　737
職場における年齢のダイバーシティと一体感
　�������������� 小泉　大輔　737
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〈2020 年労働政策研究会議報告〉
〈自由論題セッション〉
芸能人の労働者性������� 佐藤　大和　727
管理職層における発言機構の整備―三菱電機の
1981 年役職制度改訂・労働協約改訂
　�������������� 鈴木　　誠　727
大卒若年労働者の学び経験とキャリア形成―「ゆ
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　�������� 平井　晴香・浦坂　純子　727
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　�������������� 田中　洋子　727
自己調整学習方略が学習効果に及ぼす影響と事業戦
略および学習支援の調整効果
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海外勤務経験者の帰国後キャリアトランジション
―日本人女性事例における適応行動とアイデン
ティティ���������� 細萱　伸子　727
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ス������������� 内藤　朋枝　727

（紹　介）
〈新たな労働市場における労働保険の役割〉
労災保険における保険料の決定方法―業種区分お
よびメリット制における保険原理と使用者間負担
調整の関係を中心に����� 北岡　大介　726

〈船員の働き方〉
内航船員の働き方について��� 畑本　郁彦　728
船員の集団的労使関係����� 立川　博行　728
〈ライフキャリアとサードプレイス〉

関係性のウェルビーイングから考える退職後の居場
所������������� 坂倉　杏介　732

（論文（投稿））
公立小中学校教員の生活満足度を規定する要因
　�������������� 神林　寿幸　730
コロナ禍初期の緊急事態宣言下における在宅勤務の
実施要因と所得や不安に対する影響

　�� 石井加代子・中山　真緒・山本　　勲　731

（研究ノート（投稿））
雇用によらない働き方におけるワーク・エンゲイジ
メントの規定要因―雇用者とフリーランスの比
較分析����������� 石山　恒貴　726

（エッセイ）
〈ウィズ・コロナ時代の労働市場〉
〈経済学〉
新型コロナ・ウイルスが雇用に与える影響
　�������������� 川田　恵介　729
コロナ禍が賃金に与える影響�� 周　　燕飛　729
感染症の社会経済史的考察―労働市場への影響を
念頭に����������� 鎮目　雅人　729

新型コロナウイルス感染症をめぐる医療提供体制に
関する一考察�������� 井深　陽子　729

コロナ禍におけるスウェーデンが実施した雇用・経
済対策���� ヨーリオス・コントーニス　729

〈法律〉
感染症対策をめぐる労働者の権利と義務
　�������������� 早川智津子　729
コロナ禍における解雇・雇止め� 高橋　賢司　729
〈人的資源管理〉
人事管理の変化とその影響��� 守島　基博　729
多様な働き方をふまえた評価のあり方
　�������������� 古野　庸一　729
エンジニア派遣企業におけるテレワーク導入と課題
―職種別・常駐先の業種別にみた検証

　�� 寺村絵里子・今川　智美・安藤　史江　729
就労環境の変化が職務ストレスに与える影響
　�� 服部　泰宏・神吉　直人・矢寺　顕行　729
〈教育〉
新型コロナ危機状況における在宅勤務，ビデオ会議
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システムの利用実態とデモグラフィック要因によ
る格差����������� 橋元　良明　729

コロナ感染拡大が新規大卒就職に与えた影響
　�������������� 堀　有喜衣　729
〈心理学〉
ウィズ・コロナ時代のキャリア形成
　�������������� 宮城まり子　729
コロナ禍における「ひきこもり生活」がもたらす心
理的影響���������� 斎藤　　環　729

〈社会学〉
ネガティブ・ケイパビリティと新型コロナ感染とい
う危機����������� 有田　　伸　729

（学界展望）
労働経済学研究の現在―2018～20 年の業績を通
じて������ 安藤　道人・奥平　寛子・���　

� 川田　恵介・原　ひろみ　728

（ディアローグ）
労働判例この 1年の争点
　�������� 山田　省三・両角　道代　736

（追　悼）
目くるめく光輝―花見忠先生を偲んで
　�������������� 中嶋士元也　737

（書　評）
土岐将仁著『法人格を越えた労働法規制の可能性と
限界―個別的労働関係法を対象とした日独米比
較法研究』���������� 鎌田　耕一　726

早川智津子著『外国人労働者と法―入管法政策と
労働法政策』��������� 根岸　　忠　726

前田泰樹・西村ユミ著『急性期病院のエスノグラフ
ィー―協働実践としての看護』
　�������� 水川　喜文・秋谷　直矩　729
原田謙著『「幸福な老い」と世代間関係―職場と
地域におけるエイジズム調査分析』
　�������������� 袖井　孝子　730
小川慎一著『日本的経営としての小集団活動―
QCサークルの形成・普及・変容』

　�������������� 小松　史朗　731
川上泰彦編著『教員の職場適応と職能形成―教員

縦断調査の分析とフィードバック』
　�������������� 佐藤　　仁　732
山口慎太郎著『子育て支援の経済学』
　�������������� 安井　健悟　732
ジリアン・トーマス著／中窪裕也訳『雇用差別と闘
うアメリカの女性たち―最高裁を動かした 10
の物語』����������� 菅野　淑子　733

小塩隆士著『日本人の健康を社会科学で考える』
　�������������� 湯田　道生　733
西成田豊著『日本の近代化と民衆意識の変容―機
械工の情念と行動』������ 勝俣　達也　733

惠羅さとみ著『建設労働と移民―日米における産
業再編成と技能』�� チャールズ・ウェザーズ　734

松尾孝一著『ホワイトカラー労働組合主義の日英比
較―公共部門を中心に』��� 上田　眞士　734
橋本陽子著『労働者の基本概念―労働者性の判断
要素と判断方法』������� 岩永　昌晃　734
川上淳之著『「副業」の研究―多様性がもたらす
影響と可能性』�������� 萩原　牧子　735
荒木淳子著『企業で働く個人の主体的なキャリア形
成を支える学習環境―職場，実践共同体，越
境』������������� 佐藤　　厚　735

西村幸満著『生活不安定層のニーズと支援―シン
グル・ペアレント，単身女性，非正規就業者の実
態』������������� 大沢真知子　736
佐藤忍著『日本の外国人労働者受け入れ政策―人
材育成指向型』�������� 上林千恵子　736

佐野嘉秀著『英国の人事管理・日本の人事管理―
日英百貨店の仕事と雇用システム』

　�������������� 平野　光俊　737

（読書ノート）
服部泰宏著『組織行動論の考え方・使い方―良質
のエビデンスを手にするために』

　�������������� 松永伸太朗　728
坂爪洋美・高村静著『管理職の役割』
　�������������� 八代　充史　735

（論文Today）
なぜ失業保険市場は存在しないのか
　�������������� 小松　功拓　726
消防士の実施する仕事中のストレス・リカバリー方
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略������������� 堀尾　柾人　728
「やる気」の源とその効果を考える
　�������������� 秋山　史子　729
福祉国家の守護者たち―緊縮財政下のイギリスに
おける現場従事者のモラル・エコノミー
　�������������� 山邊　聖士　730
差別のメカニズム―駐英米軍データを用いたコン
タクト仮説の検証������ 丹治　伶峰　731
反トラスト法の視点からみた労働契約における競業
避止約定���������� 黄　　若翔　732
行政データを用いた階層化の文脈の探求
　�������������� 田上　皓大　733
高校時代の性別構成が理工系選択のジェンダーギャ
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