
第　１　号　（����）
発刊のことば ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 細野　武男（�１�）

論文　能率と社会的条件 ･･････････････････････････････････････････････････････ 後藤　金十郎（�４�）

　　　ソンディ心理学序説（�） ･･････････････････････････････････････････････････ 鈴木　清（����）

　　　教育集団研究におけるヒューマン・リレーションズ・アプローチの問題 ････････････ 森　楙（����）

　　　産業社会学の理論体系をめぐる諸問題（�） ････････････････････････････････ 岡田　至雄（����）

　　　アメリカ黒人解放運動の視点（�） ･･････････････････････････････････････････ 須田　稔（���）

書評　講座『現代社会学』（第１巻北川隆吉編）（第２巻芥川集一編） ･･･････････････ 細野　武男（���）

第　２　号　（����）
論文　現代エネルギー問題の所在 ････････････････････････････････････････････････ 有沢　広巳（�１�）

　　　大正期における軍国主義教育批判 ･･････････････････････････････････････････ 奥田　修三（����）

　　　アメリカ黒人解放運動の視点（�） ･･････････････････････････････････････････ 須田　稔（����）

書評　大橋薫・大藪寿一編『社会病理学』 ･･････････････････････････････････････････ 真田　是（���）

第　３　号　（����）
論文　アメリカ社会学とドイツ歴史学派 ･･････････････････････････････････････････ 細野　武男（�１�）

　　　社会開発論批判 ････････････････････････････････････････････････････････････ 真田　是（����）

研究ノート　

　　　Ｄ��マッツァの「非行とドリフト」論をめぐって ････････････････････････････ 仲村　祥一（����）

資料　大学における学力の研究－予備的分析－ ････････････････････････････････････ 鈴木　清（����）

学界動向

　　　法学界の状況－社会法と現代法学－ ･･････････････････････････････････････ 富山　康吉（����）

講演記録　

　　　日本の産業公害 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 宮本　憲一（����）

第　４　号　（����）
論文　技術の社会的性格 ････････････････････････････････････････････････････････ 大谷　良一（�１�）

　　　モア，シェイクスピア，スウィフトの人間観・社会観（その１） ･･････････････ 武並　義和（����）

　　　バーナード・マラマッド試論－ユダヤ人とは何か－ ･･････････････････････････ 岡　節三（����）

研究ノート　

　　　東ドイツ社会学者の社会関係論（上）－社会関係論研究ノート（１）－ ････････ 中野　清一（���）

書評　文部省と部落問題－渡辺実著『未解放部落史の研究』批判－ ･･･････････････････ 奥田　修三（���）
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第　５　号　（����）
論文　社会調査の先駆者（１）－ジョン・ハワード（���������	
���������）－ ････ 野久尾　徳美（�１�）

　　　ユダヤ人とは何か（２）フィリップ・ロス試論

　　　　　－作品集『さようなら，コロンバス』を中心として－ ････････････････････････ 岡　節三（����）

　　　測定と評価の周辺 ･･････････････････････････････････････････････････････ 後藤　金十郎（����）

翻訳　経験的マルクス主義社会学 ････････････････････････････････････ ヤン・シュチェパニスキ��　　　

小関　三平　訳（����）

第　６　号　（����）
論文　京都府における初期小作争議 ･･････････････････････････････････････････････ 奥田　修三（�１�）

　　　変ぼうする近郊養鶏・養豚業 ････････････････････････････････････････････････ 鈴木　稔（����）

翻訳　人間の原型と文化の成立（その１） ･･････････････････････････････ アーノルド・ゲーレン　��　　

池井　望　訳（����）

第　７　号　（����）
論文　資本蓄積についての考察 ･･････････････････････････････････････････････････ 山口　正之（�１�）

　　　ジャーナリスト労働論序説（上） ･･････････････････････････････････････････ 塚本　三夫（����）

研究ノート　

　　　史的唯物論と「社会構成体」概念 ････････････････････････････････････････････ 北村　寧（����）

翻訳　青年の余暇とその諸問題 ････････････････････････････････････ ハルチェフ・ペルフィレフ　　��　

小関　三平　訳（����）

第　８　号　（����）
論文　ジャーナリスト労働論序説（中） ･･････････････････････････････････････････ 塚本　三夫（�１�）

　　　デュルケイムにおける労働の概念と理論（上） ････････････････････････････････ 辻　勝次（����）

翻訳　人間の原型と文化の成立（その２） ･･････････････････････････････ アーノルド・ゲーレン　　��　

池井　望　訳（����）

第　９　号　（����）
論文　ジャーナリスト労働論序説（下） ･･････････････････････････････････････････ 塚本　三夫（�１�）

　　　社会調査の先駆者（２） ････････････････････････････････････････････････ 野久尾　徳美（����）

　　　文学と歴史認識 ････････････････････････････････････････････････････････････ 須田　稔（����）

　　　エマスン改革運動について ･･････････････････････････････････････････････････ 片山　智（���）

　　　採用内定の取消と労働法理（上） ･･････････････････････････････････････････ 萬井　隆令（���）

書評　青井・松原・副田編『生活構造の理論』 ････････････････････････････････････ 小関　三平（���）

第　10　号　（����）
論文　大正期労働運動と「労農ロシア」承認運動の展開 ････････････････････････････ 奥田　修三（�１�）

　　　四日市公害被害者の生活実態と地域支配構造 ･･････････････････････････････････ 遠藤　晃　　　��

山本　賢治（����）

書評　八木正著『現代の職業と労働』 ･･････････････････････････････････････････････ 辻　勝次（���）
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第　11　号　（����）
英語「統一テキスト」特集

論文　「ジェイムズ・ングキ論」のための覚え書 ･･･････････････････････････････････ 宮本　正興（�１�）

　　　原爆と良心 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 岡　節三（����）

　　　������キングとヴェトナム戦争 ･･･････････････････････････････････････････････ 須田　稔（����）

　　　������フォースターと「自由」 ････････････････････････････････････････････ 吉田　昌子（����）

　　　ジョン・ブラウンと知識人たち ･･････････････････････････････････････････････ 片山　智（����）

　　　採用内定の取消と労働法理（下） ･･････････････････････････････････････････ 萬井　隆令（���）

第　12　号　（����）
論文　所有の変化と労働の社会化 ････････････････････････････････････････････････ 山口　正之（�１�）

　　　マス・メディア労働の性質と国民所得 ･･････････････････････････････････････ 須藤　泰秀（����）

翻訳　人間の原型と文化の成立（その３） ･･･････････････････････････････ アーノルド・ゲーレン　　　

池井　望　訳（����）

第　13　号　（����）
論文　社会学的テーマ ････････････････････････････････････････････････････････････ 真田　是（�１�）

　　　わが国の高齢者問題対策における高齢者福祉事業の位置と性格 ･･････････････････ 遠藤　滋（����）

　　　京都戦後教育運動（史）研究の動向－とくに��年代の教育運動論を中心に－ ････ 奥田　修三（����）

第　14　号　（����）
論文　公害・災害問題における企業の意識構造 ･･････････････････････････････････ 村田　富二郎（�１�）

　　　乳業技術論（その３）－西欧における酪農技術の近代的発展過程－ ･････････････ 川又　淳司（����）

　　　労働者意識分析の方法についての一考察 ････････････････････････････････････ 荒岡　作之（����）

第　15　号　（����）
産業社会学部創設10周年記念号

創立��周年記念特集号発刊にあたって ････････････････････････････････････････････ 細迫　朝夫（�１�）

論文　近代天皇制国家成立史序説 ････････････････････････････････････････････････ 藤井　松一（�３�）

　　　純粋経済学の終焉 ････････････････････････････････････････････････････････ 山口　正之（����）

　　　社会学と現代 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 真田　是（����）

　　　社会心理学の周辺 ･･････････････････････････････････････････････････････ 後藤　金十郎（����）

　　　技術と社会との関連について

　　　　　－戦後日本の乳業技術および酪農技術をめぐって－ ･･･････････････････････ 川又　淳司（����）

　　　現代の福祉をめぐる諸問題 ････････････････････････････････････････････････ 藤原　壮介（���）

　　　社会病理学の可能性－ラベリング・セオリーについての一考察－ ･･･････････ 佐々木　嬉代三（���）

　　　現代マス・メディア構造の特質と問題 ･･････････････････････････････････････ 塚本　三夫（���）

　　　労働社会学をめぐる二つの方法－システムアプローチとアクションアプローチ－ ･･･ 辻　勝次（���）

　　　現代法論争と労働法学

　　　　　－『ＮＪ討議資料』第三章「労働政策と法」の方法論的検討－ ･･･････････････ 萬井　隆令（���）

第　16　号　（����）
論文　民主主義的管理のための試論－わが批判者にたいする批判－ ･････････････････ 山口　正之（�１�）

　　　欧米における産業・労働社会学の動向 ････････････････････････････････････････ 辻　勝次（����）

産業社会論集総目次 231　



　　　日本社会学会第��回大会から

　　　具体的社会研究の新しい高揚と社会学理論の貧困の問題について ･･････････････ 清野　正義（����）

第　17　号　（����）
論文　発達した資本主義のもとでの国民経済計画－米国のばあい－ ････････････････ 山口　正之（�１�）

　　　革新自治体のシビル・ミニマム行財政 ･･････････････････････････････････････ 林　堅太郎（����）

　　　近代的地方自治の一原型

　　　　　－����年革命とマルクス・エンゲルスの国家・自治体認識－ ････････････････ 高原　一隆（����）

翻訳　資本制都市化についてのマルクス主義理論への寄与 ･･････････････････ ジャン・ロンキーヌ（����）
兼田　繁　訳　��　　

第　18　号　（����）
論文　低成長経済と福祉論の反省 ････････････････････････････････････････････････ 藤原　壮介（�１�）

　　　生産的労働の単純商品生産的形式規定

　　　　　－マス・メディア労働の性質と国民所得（�）－ ･････････････････････････ 須藤　泰秀（����）

判例研究　

　　　採用内定の法的性格と内定取消－大日本印刷事件・大阪高裁

　　　　　昭和��年��月４日判決（労働法律旬報���号）－ ････････････････････････････ 萬井　隆令（����）

翻訳　����年から����年に至るまでのポーランドにおける階級構造研究の理論的諸志向

���スロモツィンスキー・���ウエソロウスキー（����）
訳　荒岡　作之・武田　義輝　　��　

第　19　号　（����）
論文　イギリスにおける老人福祉政策－����年代から��年初めにかけて－ ･･････････････ 遠藤　滋（�１�）

　　　道路の社会経済学序論（上） ･･････････････････････････････････････････････ 高原　一隆（����）

研究ノート　

　　　最近における近代天皇制国家の研究をめぐって ･･････････････････････････････ 藤井　松一（����）

第　20　号　（����）
論文　社会調査史研究補遺（その１）－������イーデン�����～�����および

　　　　　���メイヒュー�����～����をめぐって－ ･････････････････････････････････ 野久尾　徳美（�１�）

　　　労働の神秘性とその秘密－マス・メディア労働の性質と国民所得（�）－ ･･･････ 須藤　泰秀（����）

　　　木下尚江におけるキリスト教社会主義の形成－その『懺悔』の分析－ ･･･････････ 鈴木　篤（����）

翻訳　マックス・ウェーバーと経験的社会調査 ･･････････････････ ポール・�・ラザースフェルド　　��　

アンソニー・Ｒ・オパーシャル（����）

村上　文司　訳��　　　

第　21　号　（����）
論文　農村総合計画の課題と圏域－秋田県水稲単作地帯の実態調査にもとづいて－ ･････ 深井　純一（�１�）

　　　水稲単作・単一品種化と冷害 ････････････････････････････････････････････････ 岡部　守（����）

　　　都市的生活様式と現代的エートス ･･････････････････････････････････････････ 山本　賢治（����）

学界動向　

　　　イギリス社会学管見 ････････････････････････････････････････････････････ 野久尾　徳美（����）

立命館産業社会論集（第35巻第１号）　232



研究会報告　

　　　「新しい労働者階級」論と労働者階級の内的構成の問題について ･･･････････････ 清野　正義（����）

第　22　号　（����）
論文　労働者階級の社会イメージ・階級イメージ研究について

　　　　　－イギリス労働社会学を中心に－ ････････････････････････････････････････ 辻　勝次（�１�）

　　　生活過程からの共同社会形成 ････････････････････････････････････････････････ 兼田　繁（����）

翻訳　フランス・イタリアにおけるグラムシ－研究文献の概観－ ････････ チャンタル・マッフェ　��　　

アンネ・ショウスタック・サッソン（����）

鈴木　富久　訳　��　　

研究報告　

　　　都市密集スプロール地域における生活と福祉－大阪府下寝屋川市のばあい－ ････ 岩崎　信彦（���）

第　23　号　（����）
論文　労働の国際化と史的唯物論 ････････････････････････････････････････････････ 山口　正之（�１�）

　　　権力と支配の社会学－社会学の論点の一整理－ ･････････････････････････････ 河野　健男（����）

　　　地域社会把握の方法について－島崎稔＜都市と農村＞論の批判的検討－（上） ･････ 兼田　繁（����）

第　24　号　（����）
論文　フォイエルバッハの国家・共同体について ････････････････････････････････････ 服部　徹（�１�）

　　　「文化の危機」をこえて－「全体性のカテゴリー」というテーマの

　　　　　問題提起的性格によせて－（上） ･････････････････････････････････････････ 鈴木　隆（����）

研究ノート　

　　　いわゆる「社会構成体」概念について『経済学批判序言』

　　　　　一般的結論に学ぶ ････････････････････････････････････････････････････ 須藤　泰秀（����）

読書ノート　

　　　イギリスにおける階級論の一展開－��������	
������	��	��	�������	

　　　　　����������	����������	
�	��（����������	
���）をめぐって－ ･････････ 労働社会学セミナー（���）

第　25　号　（����）
調査報告　

　　　大都市周辺都市における地域生活と住民組織

　　　　　－大阪府寝屋川市の事例－ ･･･････････････････････････････ 「都市社会調査」チーム（�１�）

論文　交通経済学体系化に関する一考察 ･･････････････････････････････････････････ 高原　一隆（���）

講演　現代ポーランドにおける社会学の現状 ･･･････････････････････････････ Ｗ��マルケヴィッチ（���）

研究動向　学会員（教員）〔����年～����年〕

第　26　号　（����）
論文　企業と地域社会 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 中川　勝雄（�１�）

　　　ワイマル初期ドイツ鉄鋼業の再編成－コンツェルンの形成・展開過程を中心に－ ･ 松葉　正文（����）

　　　道路の社会経済学序論（下） ･･････････････････････････････････････････････ 高原　一隆（����）

　　　初期マルクスの国家論について ･･････････････････････････････････････････････ 服部　徹（���）

研究ノート　

　　　私的所有の二要因 ････････････････････････････････････････････････････････ 須藤　泰秀（���）
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書評　加藤佑葉著　『現代日本における不安定就業労働者（上）』 ･･････････････････ 藤原　壮介（���）
追悼＜藤井松一先生＞　

　　　藤井先生の研究について ････････････････････････････････････････････････････ 後藤　靖（���）

第　27　号　（����）
論文　土地・水資源利用をめぐる総合調整計画－近江八幡水郷地域の土地改良・

　　　　　河川改修をめぐる実態調査をふまえて－ ････････････････････････ 深井　純一，岡部　守（�１�）

　　　Ｇ��Ｈ��ミードのコミュニケーション論 ･････････････････････････････････････ 山田　重樹（����）

　　　マックス・ウェーバーと農業労働調査研究 ･･････････････････････････････････ 村上　文司（���）

翻訳　文学と社会 ･･････････････････････････････････････････････････････ クギ・ワ・ジオンゴ　　��　

宮本　正興　訳（���）

第　28　号　（����）
論文　明治末・大正期京都府南部の在村小地主経営の一例 ･･････････････････････････ 奥田　修三（�１�）

　　　社会現象としての理解的方法

　　　　－社会的事実へのエスノメソドロジー的アプロフーチ－ ･･････････････････････ 山元　公平（����）

　　　『ヘーゲル国法論批判』の一研究－マルクスにおける人間と社会（１）－ ･････････ 湯本　誠（����）

研究ノート　

　　　アメリカ都市社会学小史（２）－問題史的学史構成のための予備的ノート－ ･････ 吉原　直樹（���）

第　29　号　（����）
論文　ワイマル初期におけるＡＥＧコンツェルンの展開 ････････････････････････････ 松葉　正文（�１�）

　　　ウェーバー理解社会学における「正当性の信仰」

　　　　　－「市民的資本主義」と「高度資本主義」の対比的検討をつうじて－ ･･ 竹内　真澄（����）

　　　物象化の概念と総体性のカテゴリー－現代文化論の視座のために－ ･････････････ 鈴木　隆（����）

　　　ドイツにおける初期の社会踏査の展開とその特質 ････････････････････････････ 村上　文司（����）

調査報告　

　　　大都市周辺都市における地域生活と住民組織（その２）

　　　　　－大阪府寝屋川市の事例－ ････････････････････････････ 「都市社会調査」チーム（����）

第30・31号　（����）
立命館大学創立80周年記念論文集

記念論文集の刊行にあたって ････････････････････････････････････････････････････ 天野　和夫　��　　

発刊にあたって ････････････････････････････････････････････････････････････････ 松尾　博文　��　　

論文　自我同一性の危機と労働の社会化 ･･････････････････････････････････････････ 山口　正之（�１�）

　　　心理学の周辺 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 後藤　金十郎（����）

　　　参加の効果の決定因について ･･････････････････････････････････････････････ 森田　浩平（����）

　　　日常生活論序説－日常意識の現代的性格－ ･････････････････････････････････ 井上　純一（����）

　　　���������	
����������������������再考 ･･････････････････････････････････ 吉原　直樹（����）

　　　私学単一労組についての覚書 ･･････････････････････････････････････････････ 藤原　壮介（���）

　　　現代社会と非行－非行増大の意味するもの－ ･･･････････････････････････ 佐々木　嬉代三（���）

　　　イギリス労働組合の地殻変動 ･･････････････････････････････････････････････ 清野　正義（���）

　　　労農党と統一戦線 ････････････････････････････････････････････････････････ 細迫　朝夫（���）

　　　治安維持法成立過程に関する再論 ･･････････････････････････････････････････ 小林　幸男（���）
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　　　ワイマル初期ドイツ化学産業の再編成－「拡大ＩＧ」の展開を中心に－ ･････････ 松葉　正文（���）

第　32　号　（����）
論文　都鄙連続体説と比較都市社会学の間－�����������の“位置”をめぐって－ ･･･････ 吉原　直樹（�１�）

　　　ワイマル初期ドイツ銀行業の再編成－ベルリン大銀行の動向を中心に－ ････････ 松葉　正文（����）

　　　ルソー国家に於ける市民社会批判 ････････････････････････････････････････････ 服部　徹（����）

　　　役割遂行と社会的世界の表象 ･･････････････････････････････････････････････ 山元　公平（����）

調査報告　

　　　大都市周辺都市における地域生活と住民組織（その３）

　　　　　－大阪府寝屋川市の事例－ ･･･････････････････････････････ 「都市社会調査」チーム（���）

第　33　号　（����）
故遠藤滋教授追悼号

追悼遠藤滋教授 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 松尾　博文（�１�）

論文　地域福祉の基礎視角－地域社会・住民運動・地域福祉－ ････････････････････････ 真田　是（�１�）

　　　社会福祉技術研究に関する若干の検討 ･･････････････････････････････････････ 加藤　薗子（����）

　　　戦後地域福祉の政策課題と社会的性格 ････････････････････････････････････････ 林　博幸（����）

　　　戦後婦人論論争と婦人解放論の課題 ･･････････････････････････････････････････ 吉村　恵（����）

研究ノート　

　　　アメリカ都市社会学の基本的性格について－Ｄ��マーチンデール，Ｇ��ショパーク，

　　　　　Ｍ��カステルの都市社会学批判をめぐって－ ･･･････････････････････････････ 吉原　直樹（���）

故遠藤滋教授略歴・業績 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ （�ｉ�）

第　34　号　（����）
論文　ワイマル初期ドイツ金融資本分析序論 ･･････････････････････････････････････ 松葉　正文（�１�）

　　　�����������	
�����
��
�������
���������������	��
�������
������������ ･････ 奥川　櫻豊彦（����）

　　　「相互作用」と「コミュニケーション」

　　　　　－������ミードとＨ��ブルーマーを中心に－ ･･････････････････････････････ 山田　重樹（����）

　　　現代のアメリカにおける貧困と児童福祉 ････････････････････････････････････ 渋谷　敦司（���）

調査報告　

　　　大都市周辺都市における地域生活と住民組織（その４）

　　　　　－大阪府寝屋川市の事例－ ･･･････････････････････････････ 「都市社会調査」チーム（���）

第　35　号　（����）
山口正之教授退任記念号

山口正之先生をお送りする言葉 ･･････････････････････････････････････････････････ 大谷　良一（�１�）

論文　労働の社会化・階級闘争・人間形成 ････････････････････････････････････････ 山口　正之（�１�）

　　　元禄・宝永期畿内一農村の社会相 ･･････････････････････････････････････････ 奥田　修三（����）

　　　産業資本確立期における地方資本の存在構造－明治後期新潟市の事例－ ･･･････ 伊藤　武夫（����）

　　　ワイマル初期におけるジーメンスコンツェルンの展開

　　　　　－基幹企業の動向－ ････････････････････････････････････････････････ 松葉　正文（���）

　　　『ユダヤ人問題によせて』の意義について

　　　　　－マルクスにおける人間と社会（２）－ ･･････････････････････････････････ 湯本　誠（���）

山口正之教授　略歴・業績 ････････････････････････････････････････････････････････････････ （�ｉ�）
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第　36　号　（����）
論文　家族社会学の理論的諸問題－家族問題を中心に－ ････････････････････････ 飯田　哲也（�１�）

　　　住居と家族－三陸漁村直系家族の伝統と変動－ ･･････････････････････････････ 高木　正朗（����）

　　　役割演技と自己の社会性 ･･････････････････････････････････････････････････ 山元　公平（����）

　　　最近の欧米における婦人解放理論の展開についての一考察

　　　　　－婦人問題と家族問題の統一的把握に向けて－ ･･･････････････････････････ 渋谷　敦司（���）

研究動向　学会員（教員）〔����年～����年〕 ･･････････････････････････････････････････････ （���）

第　37　号　（����）
論文　��世紀における化学安全体制確立前史 ･･････････････････････････････････････ 川又　淳司（�１�）

　　　啓蒙の理論と人間的自然－二つのサド論－ ････････････････････････････････ 井上　純一（����）

　　　官製型モデル・コミュニティの系譜と展開－山口兵吉と模範村の実像－ ･･･････ 高木　正朗（����）

　　　自動車産業の雇用・労働慣行の実態－トヨタ自動車の事例研究－ ･････････････ 村上　文司（���）

第　38　号　（����）
論文　複合大家族世帯の存在形態－人数改帳からみたイエの分出とムラの拡大－ ･･･････ 高木　正朗（�１�）

　　　労使間における表彰制度の一考察－戦前の実態と法規制の展開を中心として－ ･ 吉田　美喜夫（����）

　　　カール・コルシュの実践概念と哲学の止揚をめぐって ･･････････････････････････ 服部　徹（����）

　　　現代アメリカにおける「女性役割」の変化と「家族問題」 ････････････････････ 渋谷　敦司（����）

第　39　号　（����）
論文　明治中後期近畿農村の村財政と戸数割課税 ･･････････････････････････････････ 奥田　修三（�１�）

　　　第１次世界大戦期の株式市場と地方投資家－新潟県の場合（その２）－ ･･･････ 伊藤　武夫（����）

　　　現代社会における労働と教育－その内的矛盾の顕在化をめぐって－ ････････････ 竹内　真澄（����）

　　　多重回答データの編成と統計処理 ････････････････････････････ 岡部　三義・奥川　櫻豊彦（���）

研究動向　学会員（教員）〔����〕 ････････････････････････････････････････････････････････ （���）

第20巻　第１号（通巻40号）　（����）
論文　逸脱行動と社会的定義－レイベリング・セオリーの主題と方法－ ･･･････････････ 山元　公平（�１�）

翻訳　ミーノ・ヴィアネッロ・労働組織の国際比較研究について ･･････････････････････ 松田　博（����）

　　　ホルスト・アダム・セーヴ人格理論の成果と問題点

　　　　　－東ドイツにおける受容と批判－ ････････････････････････････････････････ 湯本　誠（����）

産業社会学部特別共同研究会報告

　　　講演　三宅一郎・共同研究の方法論 ･･････････････････････････････････････････････････ （����）

　　　シンポジウム　産業社会学部における共同研究の課題と方法 ････････････････････････････ （����）

学会動向　地域社会学研究動向 ･･････････････････････････････････････････････････ 中川　勝雄（����）

����年度学部共同研究会一覧 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ （���）

第20巻　第２号（通巻41号）　（����）
論文　ニュータウン居住者の生活様式－京都市，向島����の調査研究－ ･･ 高木　正朗・岡部　三義（�１�）

　　　��������	�
�����������������������������������	
��������������������������������

　　　　　���������	
������� ････････････････････････････ 奥川　櫻豊彦・���������	
����
��（����）

　　　ドイツ社会理論史への基礎視角－均衡法則論から歴史法則論へ－ ･･････････････ 竹内　真澄（����）

　　　専業主婦および専業主婦の地域活動に関する基礎視角 ･･････････････････････････ 吉村　恵（���）
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翻訳　ルイ・アルチュセール・イデオロギー的国家装置に関する覚え書 ････････････････ 湯本　誠（���）

学部共同研究会報告　学生の現代社会認識と社会科教育 ･･････････････････････････････････････ （���）

第20巻　第３号（通巻42号）　（����）
論文　日本の独占形成期における国立衛生試験所 ･･････････････････････････････････ 川又　淳司（�１�）

　　　現代社会における女性の位置

　　　　　－「階級・階層」論における女性の位置づけと関連して－ ･･････････････････ 渋谷　敦司（����）

翻訳　��������ヘーゲル：ヘーゲルの感性的確信論 ･････････････････････････････････ 須藤　泰秀（����）
調査報告　

　　　地域活動と専業主婦の発達－寝屋川市，親子劇場および

　　　　　子ども文庫リーダー層の事例研究をもとに－ ･････････････････････････････････ 吉村　恵（����）

第20巻　第４号（通巻43号）　（����）
産業社会学部創設20周年記念号

発刊にあたって ････････････････････････････････････････････････ 産業社会学部長　大谷　良一（�ｉ�）

　　�　現代社会の理論と方法

現代社会と主体形成 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 真田　是（�１�）

経済政策と経済法則－対策戦略の現実性について－ ･･･････････････････････････････ 川口　清史（����）

「企業と社会」序説 ････････････････････････････････････････････････････････････ 篠田　武司（����）

���ルーマンの社会システム理論と現代 ･･･････････････････････････････････････････ 佐藤　嘉一（����）

���グラムシと「アメリカニズムとフォード主義」 ･･･････････････････････････････････ 松田　博（����）

　　�　現代社会をめぐる分析
　１．産業と労働

「ソフト化社会」への産業政策 ･･････････････････････････････････････････････････ 林　堅太郎（����）

今日の労働様式と労働，労働者－自動車企業における社内労働力の流動的利用に即して－ ･･ 辻　勝次（����）

生産性と従業員の満足について ･･････････････････････････････････････････････････ 森田　浩平（���）

中小企業の労使関係 ････････････････････････････････････････････････････････････ 藤原　壮介（���）

労働法学における従属労働論の動向－沼田博士の「提言」に関する覚書－ ･･････････ 吉田　美喜夫（���）

��世紀初頭のアメリカ合衆国にみられる化学安全規制の前進 ････････････････････････ 川又　淳司（���）

　２．社会と文化

社会病理学の復権？ ････････････････････････････････････････････････････････ 佐々木　嬉代三（���）

文化の解放性について－文化の概念から読みとるもの－ ････････････････････････････ 井上　純一（���）

現代アメリカ黒人女性作家の動向と意味

　　－���������	
���の���������	
���
��
�����を中心に－ ･･･････････････････････････ 加藤　恒彦（���）

現代演劇論－アメリカの“リージョナルシアター”にかんして－ ･･････････････････････ 池内　靖子（���）

対外政策と世論－「尼港事件」と北樺太占領政策－ ･････････････････････････････････ 小林　幸男（���）

イタリア解放から中道左派時代までのプレス（翻訳） ･･････････････････････････････ 松尾　博文（���）

　３．家族・地域と福祉

家族・地域生活を考える視角 ････････････････････････････････････････････････････ 飯田　哲也（���）

熊本・新潟水俣病問題の比較研究・序説 ･･････････････････････････････････････････ 深井　純一（���）

人数改帳の家と持高 ････････････････････････････････････････････････････････････ 高木　正朗（���）

ヨーロッパにおける障害者のスポーツ ････････････････････････････････････････････ 芝田　徳造（���）

　４．教育実践の記録

「産業技術論」の講義を担当して－教育実践の記録－ ････････････････････････････ 大谷　良一（���）
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第21巻　第１号（通巻44号）　（����）
奥田修三教授退任記念号

奥田修三先生への謝辞 ････････････････････････････････････････････････････････････ 真田　是（�����）

論文　戦時期青年の精神構造 ････････････････････････････････････････････････････ 奥田　修三（�１�）

　　　民衆の地域史研究と歴史認識－民科歴史部会における奥田修三－ ･･････････････ 深井　純一（����）

　　　戦前期の国立衛生試験所における試験・研究 ････････････････････････････････ 川又　淳司（����）

　　　戦前日本の転向 ･･････････････････････････････････････････････････････ 佐々木　嬉代三（����）

　　　戦後日本における地域調査の一系譜

　　　　　－京浜，京葉の社会学的実証研究の展開に即して－ ････････････････････････ 吉原　直樹（���）

書評論文　

　　　マルクス社会フェミニズム理論の展開－���������	著����������	
�

　　　　　�����������	
��
��
����の紹介と検討を中心に－ ･････････････････････････ 渋谷　敦司（���）

紹介　����������	
�������������	�
�������������
������ ････････････････････････ 松葉　正文（���）
奥田修三教授退任記念共同研究会

　　　（１）〔報告要旨〕奥田修三教授と日本近代史研究 ･････････････････････････････････････ （���）

　　　（２）研究会の記録 ････････････････････････････････････････････････････････････････ （���）

奥田修三教授　略歴・業績 ････････････････････････････････････････････････････････････････ （�ｉ�）

第21巻　第２号（通巻45号）　（����）
論文　イギリスの社会的危機とＮＵＭの闘争様式（１） ････････････････････････････ 清野　正義（�１�）

　　　大正・昭和戦前期の農村協同組合－新潟県白根郷・庄瀬村信用組合の事例－ ･････ 高木　正朗（����）

　　　現代日本における“社会”の性格（上） ････････････････････････････････････ 木田　融男（����）

　　　社会的合理化の弁証法－『対話的行為の理論』における

　　　　　ハーバーマスのウェーバー論をめぐって－ ････････････････････････････････ 竹内　真澄（����）

研究ノート　

　　　����などへの日本語（漢字）支援ソフトプログラム ･････････････････････････ 岡部　三義（���）

書評　松葉正文著『金融資本と社会化－ワイマル初期ドイツ金融資本分析－』 ･･････ 上条　勇（���）

第21巻　第３号（通巻46号）　（����）
論文　���シュッツをめぐる２人の哲学者－ベルグソンとフッサール－ ･･･････････････ 佐藤　嘉一（�１�）

　　　��������	
����
�����������������������・

　　　　　�������������	
�	�������������������������� ･･････････････････････････ 奥川　櫻豊彦（����）

　　　��������	��
�������
・��������	�
��������������	���	��
 ･･･････････････････ 林　堅太郎（����）

　　　現代資本主義論の方法－「高度成長」期の分析視角についての一試論－ ･････････ 松葉　正文（����）

　　　「まちづくり」運動と地域の政治・社会構造－吹田市を事例として－ ･･････････ 久保　和洋（����）

第21巻　第４号（通巻47号）　（����）
論文　イギリスの社会的危機とＮＵＭの闘争様式（２） ････････････････････････････ 清野　正義（�１�）

　　　�����������	��
��������������������������� ･････････････････････････････････ 林　堅太郎（����）

　　　���グラムシ・「受動的革命」概念の生成－『ノート��』の射程－ ････････････････ 松田　博（����）

研究ノート　

　　　���イリイチの「生活世界の制度化」論とその社会学的主題性について ････････････ 中村　正（����）

翻訳　パオロ・ムリアルディ・イタリア解放から中道左派時代までのプレス（下） ････ 松尾　博文（����）
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史料紹介　

　　　明治末期・未解放部落の状態－奈良県北葛城郡役所

　　　　　『明治三十八年・部落状況視察書類』（その１）－ ････････････････････････････ 鈴木　良（����）

第22巻　第１号（通巻48号）　（����）
論文　近代西欧薬学と明治初期の薬事行政 ････････････････････････････････････････ 川又　淳司（�１�）

　　　自動車工場労働者の「多能工化」－「多能工育成計画表」の分析－ ･･････････ 村上　文司（����）

史料紹介　

　　　明治末期・未解放部落の状態－奈良県北葛城郡役所

　　　　　『明治三十八年・部落状況視察書類』（その２）－ ･････････････････････････････ 鈴木　良（����）

資料整理　

　　　現代日本資本主義試論（１） ･･････････････････････････････････････････････ 松葉　正文（����）

研究動向　学会員（教員）〔����年１月～����年３月分〕 ････････････････････････････････････ （���）

第22巻　第２号（通巻49号）　（����）
論文　市民社会論の今日的な問題領域（上） ･･････････････････････････････････････ 清野　正義（�１�）

　　　企業社会と文化 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 篠田　武司（����）

　　　ケベックは，どこへ行く ････････････････････ ベルナール・ベルニエ（翻訳者・国領苑子）（����）

　　　��������の工場労働者調査論－労働社会学の遺産－ ････････････････････････ 村上　文司（����）

史料紹介　

　　　明治末期・未解放部落の状態－奈良県北葛城郡役所

　　　　　『明治三十八年・部落状況視察書類』（その３）－ ･････････････････････････････ 鈴木　良（���）

資料整理　

　　　現代日本資本主義試論（２） ･･････････････････････････････････････････････ 松葉　正文（���）

第22巻　第３号（通巻50号）　（����）
論文　日窒・新日窒・チッソと水俣・延岡・鏡工場の歴史 ･･････････････････････････ 深井　純一（�１�）

　　　市民社会論の今日的な問題領域（中） ･･････････････････････････････････････ 清野　正義（����）

　　　�����������	
������
�����������������������	��
��������������� ･････････ 川口　清史（����）

　　　���ジェソップ『資本主義国家』とグラムシの理論 ･･･････････････････････････ 石倉　康次（����）

　　　人格と社会－セーヴ人格理論の評価をめぐって－（上） ････････････････････････ 湯本　誠（����）

翻訳　ヘーゲルの知覚－『精神現象学』より－ ････････････････････････････････････ 須藤　泰秀（���）

資料紹介　

　　　明治末期・未解放部落の状態－奈良県北葛城郡役所

　　　　　『明治三十八年・部落状況視察書類』（その４）－ ･･････････････････････････････ 鈴木　良（���）

第22巻　第４号（通巻51号）　（����）
論文　アメリカ合衆国における��世紀前半の偽贋薬と社会的規制 ････････････････････ 川又　淳司（�１�）

　　　����������	�
	����
	�
�	��	�����	�����������	�	 ･････････････････････････････ 篠田　武司（����）

　　　公立学童保育指導員の法的地位－堺市「仲よしクラブ」事件－ ･････････････ 吉田　美喜夫（����）

　　　人格と社会－セーヴ人格理論の評価をめぐって－（下） ･････････････････････････ 湯本　誠（����）

史料紹介　

　　　明治末期・未解放部落の状態－奈良県北葛城郡役所

　　　　　『明治三十八年・部落状況視察書類』（その５）－ ･･････････････････････････････ 鈴木　良（���）
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第23巻　第１号（通巻52号）　（����）
古川勝弘教授退任記念号

古川勝弘先生をお送りするにあたって ･･････････････････････････････････････････････ 遠藤　晃（�����）

論文　社会・歴史・思想－連続とパトスの思想試論－ ･････････････････････････････ 古川　勝弘（�１�）

　　　「イタリア記者会」の論理（上） ･･･････････････････････････････････････････ 松尾　博文（����）

　　　日本の毒性学（１）－明治期の米カビ毒物学－ ･･････････････････････････････ 川又　淳司（����）

　　　集団の業績に及ぼす友好性の効果 ･･････････････････････････････････････････ 森田　浩平（����）

　　　高田保馬論－「民族と市民」問題への社会学史的アプローチの試み－ ･････････････ 清野　正義（����）

　　　唯物史観－弁証法的唯物論（１） ･･･････････････････････････････････････････ 須藤　泰秀（���）

　　　イギリスの経済危機と産業再編成 ･･････････････････････････････････････････ 林　堅太郎（���）

　　　人数改帳の奉公人と家族 ･･････････････････････････････････････････････････ 高木　正朗（���）

研究ノート　

　　　Ｆ．�テンニースと現代 ･･･････････････････････････････････････････････････ 飯田　哲也（���）

　　　日本赤十字奉仕団成立史稿（１）－大阪を中心として－ ･･････････････････････ 吉原　直樹（���）

紹介　ジェラルド・Ｄ・フェルドマン「工業界と労働組合����－����」 ･････････････ 松葉　正文（���）

古川勝弘教授略歴 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ （�ｉ�）

第23巻　第２号（通巻53号）　（����）
論文　「イタリア記者会」の論理（中） ･･･････････････････････････････････････････ 松尾　博文（�１�）

　　　産業再編成と労働力流動化－イギリス経済社会の苦悩－ ･････････････････････ 林　堅太郎（����）

　　　産業構造変化と地域経済再生の戦略－ピッツバーグの事例－ ･･･････････ ヴィジェイ・シン（����）

奥川　櫻豊彦，川口　清史　　��　

　　　「生活」の社会学的研究への一視角 ･････････････････････････････････････････ 小林　清治（����）

書評　���������	���
���������������������������	����������	�
�����������

　　　　　������������	�
	�
�������
�	�����
������� ･･････････････････ タリエ・グローニング（���）

第23巻　第３号（通巻54号）　（����）
論文　「イタリア記者会」の論理（下） ･･･････････････････････････････････････････ 松尾　博文（�１�）

　　　イギリスの産業政策と社会的生産性－イギリス経済社会の苦悩－ ･････････････ 林　堅太郎（����）

翻訳　リヒャルト・グラートホフ著　アルフレッド・シュッツの音楽社会学

　　　　　－日常生活の表現とフレームとしての音楽－ ･･･････････････････ 佐藤　嘉一，中村　正（����）

書評　��������	
���	
	���
����������	�	
����������－��������	
��������������������	��
�������

　　　　　��������	
���������	
���
���������
��
������
���������� ････････ タリエ・グローニング（���）

第23巻　第４号（通巻55号）　（����）
論文　イタリア「プレス法」と刑法における表現の自由（上） ･･････････････････････ 松尾　博文（�１�）

　　　市民社会論の今日的な問題領域（下） ･･････････････････････････････････････ 清野　正義（����）

　　　�����������	
���������
��������������������	
����	�	�� ･･････････････････ 川口　清史（����）

　　　「成熟社会」化と生活様式論の視角 ･････････････････････････････････････････ 高原　朝美（����）

研究ノート　

　　　学習主体形成と小集団教育にかんするノート ･･････････････････････････････････ 松田　博（���）
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第24巻　第１号（通巻56号）　（����）
後藤金十郎教授退任記念号

後藤先生をお送りするにあたって ･･････････････････････････････････････････････････ 遠藤　晃（�����）

論文　心の科学 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 後藤　金十郎（�１�）

　　　戦後論争と社会科学 ････････････････････････････････････････････････････････ 真田　是（����）

　　　自然科学概論に関する教科研究報告（�）

　　　　　－１回生向け，初年度の実践を終えて－ ････････････････････････････････ 川又　淳司（����）

　　　「国際化」と日本人氏名のローマ字表記－その現状・歴史・課題－ ･････････････ 須田　稔（����）

　　　ＥＣ統合とイギリス産業社会－イギリス経済社会の苦悩－ ･･･････････････････ 林　堅太郎（���）

研究ノート　

　　　集団内の対人行動に関する覚書 ････････････････････････････････････････････ 森田　浩平（���）

　　　Ｆ・テンニースの社会学思想の形成 ････････････････････････････････････････ 飯田　哲也（���）

書評　上条勇著『ヒルファディングと現代資本社会

　　　　　－社会化・組織資本主義・ファシズム－』 ･･････････････････････････ 松葉　正文（���）

博士論文要旨および審査要旨

　　高原朝美『富裕化と貧困化の論理』 ･･････････････････････････････････････････ 高原　朝美（���）

後藤金十郎教授略歴・業績 ････････････････････････････････････････････････････････････････ （���）

第24巻　第２号（通巻57号）　（����）
論文　ブライバタィゼーションと社会的生産性（その１）

　　　　　－イギリス経済社会の苦悩－ ･････････････････････････････････････････ 林　堅太郎（�１�）

　　　「車持ち」ダンプ運転手の労働者性－北浜土木砕石事件について－ ･････････ 吉田　美喜夫（����）

　　　豊田市Ｍ町の諸団体と諸階層－調査の結果と分析－ ････････････････････････ 鈴木　富久（����）

　　　「個と共同性」をめぐる社会学的問題－「共同性」の社会病理－ ････････････････ 中村　正（����）

　　　ゴフマンの「聖なるもの」－デュルケム儀礼論の今日的展開－ ･･･････････････････ 紀　葉子（���）

第24巻　第３号（通巻58号）　（����）
論文　自然科学概念に関する教科研究報告（�） ･･････････････････････････････････ 川又　淳司（�１�）

　　　絶望の淵から光明を見出す－『資本論』第１パラグラフの端緒発見－ ･･･････････ 須藤　泰秀（����）

　　　プライバタィゼーションと社会的生産性（その２）

　　　　　－イギリス経済社会の苦悩－ ･････････････････････････････････････････ 林　堅太郎（����）

　　　戦後アメリカにおける女性運動と「家族政策」 ･･････････････････････････････ 渋谷　敦司（����）

研究ノート　

　　　海外進出企業の労使関係と労働組合の対応

　　　　　－在米日系自動車企業・マツダＵＳＡを中心として－ ････････････････････ 吉田　美喜夫（����）

第24巻　第４号（通巻59号）　（����）
論文　自然科学概論に関する教科研究報告（�） ･･････････････････････････････････ 川又　淳司（�１�）

　　　自動車工場における「集団的熟練」の機能形態とその形成機構（上）

　　　　　－トヨティズムとフォーディズム－ ･･････････････････････････････････････ 辻　勝次（����）

　　　戦後アメリカにおける女性運動と「家族政策」（下） ････････････････････････ 渋谷　敦司（����）

翻訳　ブライアン・ウィルソン著　世俗化・継承されてきたモデル ････････････････････ 紀　葉子（����）
調査報告　

　　　「産業の空洞化」と産炭地域の雇用問題

産業社会論集総目次 241　



　　　　　調査のねらいと概要 ･･････････････････････････････････････････････････ 窪田　隼人（���）

　　　　　第１報告・石炭産業衰退下における地域の再生

　　　　　　　－夕張市の試みをめぐって－ ･･･････････････････････････････････ 木本　喜美子（���）

　　　　　第２報告・労働組合運動と就労機会の創造

　　　　　　　－大牟田市における全日自労建設一般労働組合の試み－ ･･････････････ 吉田　美喜夫（���）

研究動向　学会員（教員）〔����年４月～����年３月分〕 ････････････････････････････････････ （���）

第25巻　第１号（通巻60号）　（����）
松尾博文教授退任記念号

松尾博文先生をお送りするに当って ･･････････････････････････････････････････････ 芝田　徳造（�����）

論文　マールゼルブと哲学者の群像－フランス革命と言論の自由－ ･････････････････ 松尾　博文（�１�）

　　　����年代における“制作分離”－テレビの現行枠組に関する歴史的考察－ ････････ 松田　浩（����）

　　　個の現在－神々のたそがれ？ ･･････････････････････････････････････････ 佐々木　嬉代三（����）

　　　フォーディズムの危機と日本型生産体制 ････････････････････････････････････ 篠田　武司（����）

　　　文化普遍主義と対抗文化 ･･････････････････････････････････････････････････ 赤井　正二（���）

研究ノート　

　　　純粋社会学についての覚え書 ･･････････････････････････････････････････････ 飯田　哲也（���）

　　　都市町内の���������	
��	����－��世紀奈良町「人数増減帳」にみる－ ････････ 高木　正朗（���）

資料　日本人氏名のローマ字表記に関する意識状況

　　　　　－拙論にたいする��氏の反応の記録－ ････････････････････････････････････ 須田　稔（���）

松尾博文教授略歴・業績 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ （���）

第25巻　第２号（通巻61号）　（����）
論文　自動車工場における「集団的熟練」の機能形態とその形成機構（中）

　　　　　－トヨティズムとフォーディズム－ ･･････････････････････････････････････ 辻　勝次（�１�）

　　　家事労働についての一考察－家事労働における労働の性格を中心に－ ･･･････････ 黒田　慶子（����）

　　　トヨタ研究の到達点と課題－東海・京都両グループの相互評価と討論－ ･････････ 深井　純一（����）

　　　「トヨタと豊田」研究の到達点と課題－地域経済・社会論の視点から－ ････････ 遠藤　宏一（����）

　　　自動車産業労働者調査の反省と課題 ････････････････････････････････････････ 藤田　栄史（����）

　　　両研究会の共通認識と今後の課題 ････････････････････････････････････････････ 辻　勝次（����）

　　　都丸・窪田・遠藤編『トヨタと地域社会』の成果と問題点 ････････････････････ 深井　純一（����）

研究ノート　

　　　最近の海外在留邦人－長期滞在者の職業別・地域別分布について－ ･････････････ 伊藤　武夫（���）

　　　都市家族の構成と変動－��世紀の奈良町内－ ･･･････････････････････････････ 高木　正朗（���）

第25巻　第３号（通巻62号）　（����）
論文　直系制家族の��������	�
������と複合家族構成

　　　　　－��世紀東北農村の「人数改帳」分析－ ････････････････････････････････ 高木　正朗（�１�）

　　　独占資本主義段階の産業・地域・生活の編成（その１）

　　　　独占資本主義段階の地域編成（１） ･･････････････････････････････････････ 深井　純一（����）

　　　　独占資本主義段階の生活編成（１） ･･････････････････････････････････････ 中島　正道（����）

　　　自動車工場における「集団的熟練」の機能形態とその形成機構（下）

　　　　　－トヨティズムとフォーディズム－ ･･････････････････････････････････････ 辻　勝次（���）

　　　自動車労働者の熟練・技能とキャリア形成（上） ･･････････････････････････････ 湯本　誠（���）

立命館産業社会論集（第35巻第１号）　242



　　　社会問題研究の現代的課題について－社会と人間の視点から－ ･･･････････････ 石倉　康次（���）

　　　アルフレッド・シュッツにおけるレリヴァンス概念の意義と限界について ･･････ 中村　文哉（���）

　　　地域的差異形成の論理 ････････････････････････････････････････････････････ 高島　拓哉（���）

第25巻　第４号（通巻63号）　（����）
論文　戦後放送法制の変遷（上）－不発に終わった��年放送法全面改正をめぐって－ ･･････ 松田　浩（�１�）

　　　家計のサービス化と「時間消費型消費」 ････････････････････････････････････ 高原　朝美（����）

　　　自動車労働者の熟練・技能とキャリア形成（下） ･･････････････････････････････ 湯本　誠（����）

　　　現代社会を生きる「聖なる個人」－その社会的身体をめぐる考察－ ･･･････････････ 紀　葉子（���）

　　　地域的差異と圏域性－「あるべき地域構造」論争の陥穽－ ･････････････････････ 高島　拓哉（���）

研究ノート　

　　　日系企業の北米工場－マツダの事例を中心に（１） ･････････････････ グローニング　タリエ（���）

第26巻　第１号（通巻64号）　（����）
小林幸男教授退任記念号

小林幸男先生をお送りするにあたって ････････････････････････････････････････････ 芝田　徳造（�����）

特集　小林幸男教授退任記念研究会

　　　はじめに ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 松田　浩（�１�）

　　　司会者として一言 ････････････････････････････････････････････････････････ 大谷　良一（�２�）

　　　研究の歩みをふり返って ･･････････････････････････････････････････････････ 小林　幸男（�３�）

　　　小林幸男教授と「日本がたどった戦争への道」－『日ソ政治外交史』を読んで－  吉成　大志（����）

　　　吉成氏の質問に答えて ････････････････････････････････････････････････････ 小林　幸男（����）

　　　小林幸男著『日ソ政治外交史』によせて ････････････････････････････････････ 深井　純一（����）

　　　深井氏の質問に答えて ････････････････････････････････････････････････････ 小林　幸男（����）

　　　京都の教育研究運動と小林さん ････････････････････････････････････････････ 奥田　修三（����）

最終講義：「現代政治論」日ソ国交樹立問題と治安維持法 ･･････････････････････････ 小林　幸男（����）

論文　集団におけるリーダーシップ発生と成員の同調性

　　　　　－リーダーシップ発生序説－ ･････････････････････････････････････････ 森田　浩平（����）

　　　ソフト化・サービス化経済の産業連関分析 ･･････････････････････････････････ 長澤　克重（����）

翻訳　ミヒャエル・シュナイダー著

　　　　戦争と通貨危機（����～����）の中のドイツ社会

　　　　　－インフレ期についての最近��年間の研究状況－ ･････････････････････････ 松葉　正文（���）

調査報告

　　　因島・尾道地域と造船不況 ･･････････････････････････････････ 立命館大学産業社会研究会（���）

　　　　序　本調査報告の性格と課題 ････････････････････････････････････････････ 藤原　壮介（���）

　　　　�．因島市の産業と就業構造 ････････････････････････････････････････････ 伊藤　武夫（���）

　　　　�．日立造船・因島工場新造船部門閉鎖の航跡 ････････････････････････････ 木田　融男（���）

　　　　�．造船離職者と地域社会 ････････････････････････････････････････････ 木本　喜美子（���）

　　　　�．因島地域の今後の発展 ･･････････････････････････････････････････････ 篠田　武司（���）

　　　　�．造船不況は不可避か？

　　　　　　－造船不況と地域の活性化・二つの道の選択（尾道造船の対応姿勢から）－ ･･ 大谷　良一（���）

研究ノート　

　　　文化運動考察メモ ･･････････････････････････････････････････････････････････ 須田　稔（���）

小林幸男教授略歴・業績 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ （���）
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第26巻　第２号（通巻65号）　（����）
論文　第一次大戦前後の石油業と石油政策（１） ･･････････････････････････････････ 伊藤　武夫（�１�）

　　　地域活性化の取り組みにみる日米の比較考察 ･･････････････････････････････ 奥川　櫻豊彦（����）

　　　ウェーバー社会学の行為論とグラムシ ･･････････････････････････････････････ 鈴木　富久（����）

　　　生活世界の＜合理化＞と＜技術化＞

　　　　　－��������	�
の『コミュニケイション的行為の理論』をめぐって－ ･･･････････ 小林　清治（����）

　　「些細なるもの」をめぐる社会学的考察－神は細部に宿り給う－ ･････････････････ 紀　葉子（����）

　　　Ｊ．レックスの多元的社会論

　　　　　－インナーシティと「アンダークラス」をめぐって－ ･･････････････････････ 野入　直美（���）

　　　現代家族論の視角をめぐる一考察

　　　　　－女性解放論と家族社会学の接点をめぐって－ ･･･････････････････････････ 熊原　理恵（���）

研究ノート　

　　　文化運動考察メモ（その２） ････････････････････････････････････････････････ 須田　稔（���）

　　　日系企業の北米工場－マツダの事例を中心に（２） ･････････････････ グローニング　タリエ（���）

第26巻　第３号（通巻66号）　（����）
論文　��������	����
��“���”����������	
� ･･････････････････････････････････ ��������	
����（�１�）

　　　日本資本主義と「ポスト・フォーディズム」（上）

　　　　　－邦人資本主義論とレギュラシオン理論－ ･･･････････････････････････････ 篠田　武司（����）

　　　����～����年代ドイツにおける科学・技術試験研究機関と社会（�）

　　　　　－帝国物理�技術研究所（ＰＴＲ）等の試験研究機関群の設立と

　　　　　　　材料や高温測定の技術と科学を中心に－ ･･･････････････････････････････ 宮下　晋吉（����）

　　　ある「世紀児」の青春象－メリメの場合－ ････････････････････････････ 久津内　一雄（���）

書評　林堅太郎『プライバタイゼーション－イギリス産業社会の再生戦略－』 ････ 清野　正義（���）

研究ノート　

　　　文化運動考察メモ（その３） ････････････････････････････････････････････････ 須田　稔（���）

フィールド・ノート　

　　　在日シャーマンの宗教儀礼－祖先祭祀の事例研究－ ･･･････････････････････････ 紀　葉子（���）

第26号　第４号（通巻67号）　（����）
論文　ビーレフェルトとマックス・ウェーバー

　　　　　－「資本主義の＜精神＞」論文の町を旅して ･･･････････････････････････････ 佐藤　嘉一（�１�）

　　　満州事変後の液体燃料政策 ････････････････････････････････････････････････ 伊藤　武夫（����）

　　　ワイマル初期ドイツにおける鉄経済同盟と最高価格制

　　　　　－����������	
�������覚書（１） ･･･････････････････････････････････････ 松葉　正文（����）

　　　���������	�
������	�������	�������� ･･････････････ ����������	�
������������	
������（����）

　　　規範的地域像について－圏域的完結性を中心に－ ･･･････････････････････････ 高島　拓哉（���）

　　　���������	
��における「知覚」の問題について

　　　　　－「恒常性仮説の廃棄」とノエマ分析－ ･････････････････････････････････ 中村　文哉（���）

　　　「運命的なるもの」の降りたつところ－「平静」を要請する管理社会を越えて－ ････ 紀　葉子（���）

研究ノート　

　　　「イタリア協同組合運動論ノート」 ･･････････････････････････････････････････ 松田　博（���）

研究動向　学会員（教員）〔����年４月～����年３月分〕 ････････････････････････････････････ （���）

立命館産業社会論集（第35巻第１号）　244



第27巻　第１号（通巻68号）　（����）
論文　現代消費社会論（１） ････････････････････････････････････････････････････ 清野　正義（�１�）

　　　鉄経済同盟へのドイツ金属労働者連盟の代表参加問題

　　　　　－����������	
�������覚書（２）－ ･･･････････････････････････････････ 松葉　正文（����）

　　　������������	
�������������������������������	�
��������：

　　　　　���������	
����
���	�����	�� ･････････････････ D����������	�
���������������	���（����）

翻訳　生きることと学ぶこと・リヒャルト・グラトホーフ編

　　　『アルフレッド・シュッツ＝アロン・ギュルヴィッチ

　　　　　往復書簡����－����』あとがき ･･･････････････････････････････････････ 佐藤　嘉一（����）

　　　マリオ・ロッシ・転換期イタリアにおける政治勢力と制度改革 ････････････････ 桐生　尚武　��　　

松田　博（���）

書評　川本彰著『農村社会論』 ･･････････････････････････････････････････････････ 高木　正朗（���）

第27巻　第２号（通巻69号）　（����）
故岡節三教授追悼号

ありがとうございました岡先生 ････････････････････････････････････････････････････ 松田　浩（�����）

教育者としての岡節三さん ･･････････････････････････････････････････････････････ 長谷川　清（�１�）

未完の軌跡－岡節三氏の昔話研究－ ･･････････････････････････････････････････ 稲田　浩二（����）

カナダ先住民族の口承文芸作品���������	
���の抄訳 ････････････････････････････････ 須田　稔（����）

論文　������������	�
	���	�
	������������ ･･･････････････････････････････ ����������	
	����（����）
史料紹介　

　　　鉄経済同盟（����������	
��������覚書（３） ･･････････････････････････････ 松葉　正文（����）

調査報告　

　　　現代学生の実態と意識－����年度立命館大学

　　　　　産業社会学部学生実態調査報告－ ･････････････････････････ 久津内　一雄・中川　順子　��　　

森田　浩平・荒木　穂積（���）

故岡節三教授　略歴と業績 ････････････････････････････････････････････････････････････････ （���）

第27巻　第３号（通巻70号）　（����）
論文　自然科学概論に関する教科研究報告（�） ･･･････････････････････････････････ 川又　淳司（�１�）

　　　高度成長期における家電産業のマーケティング戦略と流通系列化

　　　　　－生活様式の変容と耐久消費財産業（１）－ ･･････････････････････････････ 竹濱　朝美（����）

　　　物象化論から植民地化テーゼへ－ルカーチ，パーソンズ，ハバーマス－（上） ････ 鈴木　隆（����）

　　　「自治体連合」と地域問題の地域性 ････････････････････････････････････････ 高島　拓哉（����）

史料紹介　

　　　鉄経済同盟史余滴－����������	
�������覚書（４） ･･･････････････････････････ 松葉　正文（���）

第27巻　第４号（通巻71号）　（����）
論文　自然科学概論に関する教科研究報告（�） ･･････････････････････････････････ 川又　淳司（�１�）

　　　現代消費社会論（２） ････････････････････････････････････････････････････ 清野　正義（����）

　　　戦後社会学における労働調査の歴史－労働者世界と労務管理を中心に－ ･･････････ 辻　勝次（����）

　　　����～����年代ドイツにおける科学・技術試験研究機関と社会（�）

　　　　　－ガラス�技術研究所（���）と帝国物理�技術研究所（���）の設立－ ････････ 宮下　晋吉（����）

　　　中国家族政策研究の課題 ････････････････････････････････････････････････････ 　　振英（���）

産業社会論集総目次 245　



　　　現代社会福祉理論研究の課題に関する一考察

　　　　　－社会福祉「改革論」の批判的検討を通して－ ･･･････････････････････････ 藤松　素子（���）

　　　世俗化社会の「聖なるもの」－デュルケム産業社会論・再考－ ･･･････････････････ 紀　葉子（���）

学位論文要旨および論文審査要旨

　　紀　葉子「聖なるもの」の社会学・序説・「聖なる個人」をめぐる社会学的考察 ･････････････ （���）

第28巻　第１号（通巻72号）　（����）
芝田徳造教授退任記念号

芝田徳造先生をお送りするに当って ････････････････････････････････････････････････ 松田　浩（�����）

障害者の自立とスポーツ ････････････････････････････････････････････････････････ 加藤　直樹（�１�）

健康づくりと障害者スポーツ－芝田徳造先生の活動に啓発されて－ ･･････････････････ 三浦　正行（����）

芝田先生とともに��年 ････････････････････････････････････････････････････････････ 水谷　裕（����）

障害者スポーツと私の歩んだ道 ･･････････････････････････････････････････････････ 芝田　徳造（����）

論文　自然科学概論に関する教科研究報告（�） ･･････････････････････････････････ 川又　淳司（����）

　　　近代世界史像と現代社会主義論の新展開－中村　哲と大西　広の新着を読む－ ･･ 清野　正義（����）

　　　現代科学技術とＪ．�ハーバーマスの批判理論

　　　　－「社会－文化的進化の理論」の検討を中心に－ ･･･････････････････････････ 小林　清治（���）

　　　���������	
��の現象学的知覚論における「場の理論」について

　　　　　－「知覚ノエマのゲシュタルト構造」－ ･････････････････････････････････ 中村　文哉（���）

　　　��������	
����	���	��������	������� ･･･････････････････････････････････ ���������	�

（���）

翻訳　リチャード　ウォール・『ヨーロッパの家族と世帯システム』 ･･･ 高木　正朗・山本　起世子（���）
研究ノート　

　　　国家と地方自治体－イギリスにおける“����������	”論をめぐって－ ････････････ 久保　和洋（���）

芝田徳造教授　略歴と業績 ････････････････････････････････････････････････････････････････ （���）

第28巻　第２号（通巻73号）　（����）
論文　労働問題と「豊かな生活」－その予備的考察－ ･････････････････････････････ 藤原　壮介（�１�）

　　　自然科学概論に関する教科研究報告（�） ･･････････････････････････････････ 川又　淳司（����）

　　　����������	��
�����������	��� ････････････････････････････････････ ��������	�
�	�（����）

　　　　“���������	
�
��”���������	��
���������������	������������������������	�	 ･ ����������	
���（����）

　　　アフター・フォーディズムのパラダイム転換 ････････････････････････････････ 篠田　武司（���）

　　　中国における家族政策の展開と家族生活の推移 ････････････････････････････････ 　　振英（���）

第28巻　第３号（通巻74号）　（����）
論文　自然科学概論に関する教科研究報告（�） ･･････････････････････････････････ 川又　淳司（�１�）

　　　����������	�
���������
������������������	��

�
：��������	
����������	��
���������
�

　　　　 ････ ����������	
��
������������
	��������������	
���������������	�
���������（����）

　　　投下労働計算からみた経済のソフト化

　　　　　－直接投下労働の職業別分割による試算－ ･･･････････････････････････････ 長澤　克重（����）

　　　消費社会における私化の意識とマーケティングに関する覚え書

　　　　　－いわゆる消費個性化の背後にあるもの－ ･･･････････････････････････････ 竹濱　朝美（����）

　　　「家父長制」概念の可能性 ････････････････････････････････････････････････ 熊原　理恵（���）

翻訳　����������	
・『イタリア社会の現状と社会運動の課題』 ･･････････････････････ 松田　博（���）

　　　���ホプキンス，���レッツ・「古代ローマ人と死」（『死と再生』第４章�，�節）
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　　　　　 ････････････････････････････････････････････････････････ 高木　正朗・永都　軍三（���）

ドキュメント・面接記録　自動車の町の外国人 ･･････････････････････････････････････ 辻　勝次（���）
学位論文要旨および論文審査要旨

　　　����������	�
	：����������	���
“�����������	�

”：

　　　　　���������	
�������
���
����������	���������������	���
���
��
��������

　　　　　���������	�
�����
���������������� ････････････････････････････････････････････ （���）

　　　高島拓哉：現代圏域論批判

　　　　　－圏域編成をめぐる公共的機能の配置および地域間調整に関する基礎的研究－ ････････････ （���）

　　　中村文哉：現象学的行為論の地平と射程

　　　　　－��������	
����������������	
の現象学的社会理論研究－ ････････････････････････････ （���）

第28巻　第４号（通巻75号）　（����）
論文　社会問題における特殊日本的なもの ･･････････････････････････････････････････ 真田　是（�１�）

　　　自然科学概論に関する教科研究報告（�） ･･････････････････････････････････ 川又　淳司（����）

　　　沖縄の「移民・移住」について－沖縄予備調査報告－ ･･････････････････････ 森田　浩平（����）

　　　戦時下の民族研究（上）－高田保馬と新明正道の民族論－ ･････････････････････ 清野　正義（����）

　　　���������	�
��	�	����������
（１）

　　　　　－��������	��
����	�����
�������
�������������	
�－ ･････････････ ����������	�
��（����）

　　　中国における家族政策の展開と家族生活の推移（�） ･･････････････････････････ 　　振英（���）

　　　社会福祉の対象把握における課題について～真田是「生活問題把握の視角」から～ ･･ 藤松　素子（���）

翻訳　���ホプキンス，���レッツ：「古代ローマ人と死」

　　　　（『死と再生』第４章�，�節） ･････････････････････････････ 永都　軍三・高木　正朗（���）

研究動向　学会員（教員）〔����年４月～����年３月分〕 ････････････････････････････････････ （���）

第29巻　第１号（通巻76号）　（����）
大野桂一郎教授退任記念号

大野桂一郎先生をお送りするにあたって ････････････････････････････････････････････ 松田　浩（�����）

ベルクソンと西洋思想 ････････････････････････････････････････････････････････ 大野　桂一郎（�１�）

ベルクソンにおける直観概念の検討

　　－大野桂一郎先生との討議（ベルクソン・ゼミナール）から－ ･･･････････････････････ 池田　清（����）

論文　自然的事物の「原理」「原因」「構成要素」について

　　　　　－アリストテレスの『自然学』第１巻第１章���ａ��－��を読む－ ････････････ 永都　軍三（����）

　　　コミュニケーションと意識 ･･････････････････････････････････････････････････ 田中　誠（����）

　　　スタンダールとフランス革命・序－再び生きられた革命－ ･･･････････････････ 西川　長夫（����）

　　　ヴィシー政権と「国民革命」 ････････････････････････････････････････････････ 川上　勉（����）

　　　����������	
�	中国短編小説における望郷意識

　　　　　－“���������	
��������”と“��������	�
��”について－ ･････････････････ 吉田　昌子（���）

　　　夏目漱石著『文鳥』の位置 ････････････････････････････････････････････････ 中村　泰行（���）

　　　リーダーシップ発生過程に関する一考察 ････････････････････････････････････ 森田　浩平（���）

　　　���������	�
��	�	����������
（２）

　　　　　－����������	
������������������	���������������	
����－ ･･････････ ����������	�
��（���）

　　　地域社会学への空間視覚導入の方向性について

　　　　　－戦後日本の地域社会学における分析方法上の検討から－ ･･････････････････ 中西　典子（���）

研究ノート　
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　　　����������	
������������	�������������� ･･････････････････････････ ��������	�	
	�	（���）

翻訳　���ホプキンス，���レッツ・「古代ローマ人と死」

　　　　（『死と再生』第４章�，�節） ･･･････････････････････････････ 高木正朗・永都　軍三（���）

大野桂一郎教授　略歴と業績 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ （���）

『立命館産業社会論集』第28巻（第１～４号）総目次 ････････････････････････････････････････ （���）

1992年度　産業社会学部（教員・院生）共同研究会一覧 ･････････････････････････････････････ （���）

第29巻　第２号（通巻77号）　（����）
論文　��������	�
������	���������	���������������	�� ･････････････････････ ����������	
��（��１��）

　　　���������	�
��	�	����������
（３）－����������	
��
���
��������

　　　　　���������	
���
����������－ ････････････････････････････････････ ����������	�
��（����）

　　　質的比較分析プログラムＱＣＡについて ････････････････････････････････････ 鹿又　伸夫（����）

研究ノート　

　　　消費社会における自己，製品の意味，マーケティングの関係 ･･････････････････ 竹濱　朝美（���）

翻訳　���ホプキンス，���レッツ：「古代ローマ人と死」

　　　　（『生と再生』第４章�節） ･････････････････････････････････ 永都　軍三・高木　正朗（���）

学部共同研究会　

　　　行き止まりなのか？－ボルボ・ウッデバラ工場の閉鎖は「トヨティズム」に対する

　　　　　ヨーロッパの代替案が行き詰まったことを意味するのか－ ･･････････････････ Å���������	
��）

第29巻　第３号（通巻78号）　（����）
論文　������������	
��	������“��������”

　　　　－����������	�
������������������
�－ ･････････････････････････････ ��������	
����（��１��）

　　　コミュニケーション研究におけるメディアと公共的社会関係 ･･････････････････ 赤井　正二（����）

　　　事業所類型からみた町衆企業の性格－都心商業地域のコミュニティ活動における

　　　　　町衆企業の参加と役割に関する研究（１） ･･････････････････････････････････ リム・ボン（����）

研究ノート　

　　　京都地域の中小企業金融－業態別預金貸出シェアの推移について－ ･････････････ 伊藤　武夫（����）

翻訳　弁証法の特徴－ヘーゲル『小論理学』第��節～第��節より－ ･･･････････････････ 須藤　泰秀（���）

学部共同研究会　

　　　����������	�
�	�	�������
�������������������	�� ･･･････････････････････ ��������	��
����（���）

インタビュー　

　　　リヒャルト・グラートホフに聞く ････････････････････････････････････････ 奥川　櫻豊彦（���）

学位論文要旨および論文審査要旨

　　　　　振英・中国家族政策の研究－社会学的研究の一試論－ ･････････････････････････････ （���）

第29巻　第４号（通巻79号）　（����）
論文　����������	
���
���������	：����������	��
�������� ･･･････････ ���������	
��	�（��１��）

　　　忘れられる遺産か？－カルマル・ウッデバリズムと「新しい生産の言語」－ ･･････ 篠田　武司（����）

　　　「改革開放」以降の中国の新聞構造における変化（上） ････････････････････････ 朱　家麟（����）

　　　地域における社会福祉の展開について

　　　　　－地域福祉論構築のための課題に関する若干の考察－ ･･････････････････････ 藤松　素子（����）

小特集 1: ピッツバーグの再生と日本

　　　地域開発と非営利組織－ピッツバーグにおける
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　　　　　パブリック・プライベート・パートナーシップ－ ･･･････････････････････････ 川口　清史（���）

　　　ラルフ・バングズ：ピッツバーグからみた尼崎の活性化 ･･････････････････ 訳　川口　清史（���）

　　　レイモンド・リーヴズ：ピッツバーグからみた北九州活性化の課題 ･･････ 訳　奥川　櫻豊彦（���）

小特集 2: グラムシと現代（�）

　　　グラムシ思想の現代性と古典性 ････････････････････････････････････････････ 竹村　英輔（���）

　　　Ｄ��フォーガチ：イギリスにおけるグラムシとマルクス主義 ･････････････････ 訳　松田　博　��　　

鮫島　京一（���）

　　　グラムシの社会科学方法論（上）－マルクス主義における＜賢慮＞の回復－ ･･････ 鈴木　富良（���）

研究ノート　

　　　イギリス多文化教育の胎動－スワン・レポートに見る多文化主義の陥穽－ ･･･････ 野入　直美（���）

翻訳　Ｋ��ホプキンス，Ｍ��レッツ：

　　　　「古代ローマ人と死」（『死と再生』第４章�節〔完〕） ･････････ 高木　正朗・永都　軍三（���）

ヨゼフ・フーバー：社会民主主義の将来問題 ･･････････････････････････････････････ 松葉　正文（���）

学部共同研究会

　　　現存社会主義崩壊後の思想状況－歴史と道徳，その和解は可能か－ ････････････ 平田　清明（���）

　　　��������	
���	���	���	������	������ ･････････････････････････････････････ ���������	�
（���）

第30巻　第１号（通巻80号）　（����）
真田是教授退任記念号

真田是先生をお送りするにあたって ･･････････････････････････････････････････････ 佐藤　嘉一（�１�）

最終講義　

　　　「社会学・社会問題・社会福祉－どう学ぶか－」 ･･････････････････････････ 真田　是（�３�）

論文　日本企業は組織的成長をいかに管理するか－企業グループの日米比較－ ･･･････ 坂本　和一（����）

　　　企業社会と現代社会論 ････････････････････････････････････････････････････ 木田　融男（����）
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　　　朱　家麟：中国マスコミ制度の形成と発展（����年～����年）

　　　　　　　　－ジャーナリズムを中心として－ ･･････････････････････････････････････････ （���）

　　　藤松素子：社会福祉の今日的理論課題の考察

　　　　　　　　－社会福祉論としての地域福祉論構築にむけて－ ･････････････････････････････ （���）

研究動向　学会員（教員）［����年４月～����年３月分］ ････････････････････････････････････ （���）

第31巻第１号（通巻84号）　（����）
大谷良一・松田浩教授退任記念号

大谷良一・松田浩両先生をお送りするにあたって ･･････････････････････････････････ 伊藤　武夫（�１�）

特集　技術と人間

　　　「技術と人間」（退任記念最終講義記録） ･･････････････････････････････････ 大谷　良一（�３�）

　　　食品工業の新技術革新論（その１） ････････････････････････････････････････ 川又　淳司（����）

　　　トヨタ式生産方式と技術－生産のフレキシビリティをめぐって ･･････････････････ 慈道　裕治（����）

特集　市民社会とメディア

　　　「市民社会とメディア」（退任記念最終講義記録） ････････････････････････････ 松田　浩（����）

　　　阪神大震災と放送－危機管理への政策提言の一試論 ･･･････････････････････････ 岡村　黎明（����）
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　　　���������������	
��������������������������	� ･･････････････････････ �����������	
��（����）

　　　オーストラリアにおける「子どものテレビ」政策

　　　　　－「テレビと子ども世界会議」主催国の現状をみる ････････････････････････ 鈴木　みどり（����）

論文　「日常」と異化の問題－「現象学的社会学」序説 ･･････････････････････････････ 佐藤　嘉一（���）

　　　����������	
��
��
�����	�“����������	
��������
�����	” ･･･････ ����������	�
��（���）

史料紹介

　　　岡村司『西遊日誌』（その二） ･･････････････････････････････････ 鈴木　良・福井　純子（���）

翻訳　古代ローマ人と剣闘士（Ｋ�ホプキンス『死と再生』第１章�節） ･ 高木　正朗・永都　軍三（���）

大谷良一教授　略歴と業績 ････････････････････････････････････････････････････････････････ （���）

松田浩教授　略歴と業績 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ （���）

����年度産業社会学会（教員・院生）共同研究会一覧 ････････････････････････････････････････ （���）

『立命館産業社会論集』第��巻（第１～４号）総目次 ････････････････････････････････････････ （���）

第31巻　第２号（通巻85号）　（����）
小特集　故細野武男先生を偲んで

〈座談会記録〉戦後��年・学部��年，そして細野先生の一周忌に寄せて ････････････････････････ （�１�）

野久尾　徳美・小林　幸男・大谷　良一・大島　亮準　　　

遠藤　晃・須田　稔・清野　正義・伊藤　武夫　　　

（司会）藤原　壮介・深井　純一　　　

資料；「社会学をふりかえる」 ･･････････････････････････････････････････････････ 細野　武男（����）

故細野武男先生　略歴・業績 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ （����）

論文　戸田貞三論（１）－〈市民と民族〉問題への社会学史的アプローチ－ ･････････････ 清野　正義（����）

　　　少年野球の危機と指導者意識－大阪・千里ニュータウンを事例として－ ･･･････････ 棚山　研（����）

　　　韓国自動車産業における工場制度（下）－現代自動車の事例を中心に－ ･･････････ 李　鎮東（����）

　　　小集団活動の役割（１）－ＱＣサークルの工程改善－ ････････････････････････ 牧野　泰典（����）

調査報告

　　　子どもの虐待の社会学的分析へ向けての一考察

　　　　　－調査票からデータ変容へ－ ･･･････････････ 友田　尋子・森重　拓三・奥川　櫻豊彦（���）

史料紹介

　　　岡村司『西遊日誌』（その三） ･･････････････････････････････････ 鈴木　良・福井　純子（���）

翻訳　「古代ローマ人と剣闘士」

　　　　　（Ｋ��ホプキンス『死と再生』第１章�・�節�完�） ･････････ 永都　軍三・高木　正朗（���）

第31巻第３号（通巻86号）　（����）
特集　人文・社会科学としてのスポーツ研究

　　　スポーツ特集にあたって ･･････････････････････････････････････････････････ 川口　晋一　��　　

　　　ラグビーとサッカーの社会史－近代フットボールの地域的，

　　　　　階級的，民族的な諸対抗の発達－ ･･･････････････････････････････････････ 清野　正義（�１�）

　　　「学校体育指導要綱」制定を巡る問題点 ････････････････････････････････････ 草深　直臣（����）

　　　パフォーマンスとオルターナティブ・スペース ･･････････････････････････････ 遠藤　保子（����）

　　　����������	
��
����������
��
���
�����������	�
����������������������������������
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�� ･････ ����������	�
（����）

論文　「都市づくり」における“価値”目標の設定について ･･････････････････････････ 遠藤　晃（����）

　　　ヒト化における労働の意味 ････････････････････････････････････････････････ 須藤　泰秀（���）
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　　　都市化対策としての住民組織の育成

　　　　　－近代都市政策と住民組織の関係の形成過程を通して－ ････････････････････ 河原　晶子（���）
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　　　　　�����������	
�������������������� ･･･････････････････････････････ ����������	
���（���）

史料紹介

　　　岡村　司『西遊日誌』（その四） ････････････････････････････････ 鈴木　良・福井　純子（���）

書評　立命館大学　リムゼミナール編

　　　『京都・素顔の住宅地－ちょっぴり学術書』 ････････････････････････････････ 深井　純一（���）

第31巻　第４号（通巻87号）　（����）
特集　追悼故 平田清明客員教授

　　　特集にあたって ･･････････････････････････････････････････････････････････ 藤原　壮介（�１�）

　　　(研究会報告）「歴史への反省・古典と現代」 ････････････････････････････････ 平田　清明（�３�）

　　　(学部共同研究会）「平田清明氏・その学問をめぐるシンポジウム」

　　　　　　　　　　　　－平田清明氏の市民社会認識をめぐって－ ･･･････････････････････････ （����）

　　　　　　　報告　八木紀一郎「平田氏の経済学史研究における市民社会認識」

　　　　　　　　　　松田　　博「グラムシと平田氏の市民社会論」

　　　　　　　　　　田口富久治「平田氏と現代市民社会認識

　　　　　　　　　　　　　　　　－Ｎ�プーランザス，Ｂ�ジェソップをめぐって－」

　　　　　　　　　　篠田　武司「レギュラシオン・アプローチと平田氏の市民社会認識」

　　　　　　　討論

故�平田清明客員教授　略歴と業績 ･･････････････････････････････････････････････････････････ （����）

�覚書）市民社会概念に関する覚え書－平田清明氏の見解を中心に－ ････････････････ 松葉　正文（����）

論文　現代農民家族の変容と分析枠組みの問題 ･･････････････････････････････････ 熊　原　理恵（����）

　　　農業経営の変化と担い手問題－「戦後第三世代農民の積極層」の存在形態 ･･･････････ 棚山　研（����）

　　　ブリティッシュ・カルチュラル・スタディズの射程（上）

　　　　　－「文化的支配」をめぐる諸問題 ････････････････････････････････････････ 鮫島　京一（���）

　　　デュルケム宗教論の現代的解釈への展望

　　　　　－＜宗教と呪術＞と共同性に関する諸問題 ･･････････････････････････････ 魁生　由美子（���）

第32巻　第１号（通巻88号）　（����）
遠藤晃・藤原壮介・川又淳司教授退任記念号

遠藤晃・藤原壮介・川又淳司三先生をお送りするにあたって ････････････････････････ 伊藤　武夫（�１�）

論文　官僚の「都市づくり」と住民の「都市づくり」 ････････････････････････････････ 遠藤　晃（�３�）

　　　医療生協前史（戦前）をめぐるいくつかの問題 ･･････････････････････････････ 藤原　壮介（����）

　　　政府科学論（その１） ････････････････････････････････････････････････････ 川又　淳司（����）

　　　戸田貞三論（２）－「市民と民族」問題についての学説史的研究－ ･･･････････････ 清野　正義（����）

　　　近代顕微鏡・光学ガラス発達史（Ｉ）－��������		社，����������	
�における

　　　　　　　研究・開発に関する科学技術の社会史的研究�－ ････････････････････････ 宮下　晋吉（����）

　　　��������	
�������������������������������������	
���� ･････････････････ ����������	
（���）

研究紀行

　　　ベルリンの冬とラインの春 ････････････････････････････････････････････････ 松葉　正文（���）

翻訳　人類史������年における葬儀慣習の変化 ･････････････････････ Ｖ��ゴードン・チャイルド著（���）

高木正朗・永都軍三訳　　　
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遠藤　晃教授　略歴と業績 ････････････････････････････････････････････････････････････････ （���）

藤原壮介教授　略歴と業績 ････････････････････････････････････････････････････････････････ （���）

川又淳司教授　略歴と業績 ････････････････････････････････････････････････････････････････ （���）

����年度産業社会学会（教員・院生）共同研究会一覧 ････････････････････････････････････････ （���）

『立命館産業社会論集』第��巻（第１～４号）総目次 ････････････････････････････････････････ （���）

第32巻　第２号（通巻89号）　（����）
論文　フランスにおける第一次大戦時「行動委員会�ＰＳ・ＣＧＴ・ＦＮＣＣ）」（上）

　　　　　－救済・連帯活動の分析を中心として－ ･･････････････････････････････････ 深澤　敦（�１�）

　　　戸田貞三論（３）－「市民と民族」問題についての学説史的研究－ ･･････････････ 清野　正義（����）

　　　政府科学論（その２） ････････････････････････････････････････････････････ 川又　淳司（����）

　　　近代顕微鏡・光学ガラス発達史（�）－�����������	
��における

　　　　　ガラスの研究・開発に関する総合科学技術史的研究�－ ･･･････････････････････ 宮下　晋吉（����）

　　　Ｐ・ブルデューにおける「実践理論」の生成

　　　　　－「野生の思考」から「身体の知」へ－ ････････････････････････････････ 近藤　理恵（����）

翻訳　非社会的な社会国家－非連帯と他者押しのけ主義を批判し克服しようとする者は

　　　古いシステムに固執してはならない－ ･･････････････････････････････････ ヨゼフ・フーバー（����）

松葉　正文，河原　晶子訳　��　　

学部共同研究会１

　　　スウェーデンにおける労働組織の変化と労使関係 ････････････････････････････ 篠田　武司（���）

　　　「労働者同一身分協約」・統合生産システムへの対応

　　　　　－スウェーデンのケース－ ･････････････････････････････････････ トミー・ニルソン（���）

前川　潮人，篠田　武司訳　　��　

　　　ドイツ－スカンジナビア型労働組織モデルへの日本の挑戦と

　　　　　その労使関係への影響 ･･････････････････････････････････････ ヨーラン・ブルーリン（���）

牧野　泰典，篠田　武司訳　��　　

学部共同研究会２

　　　芸術教育と理論の新たな試み ･･････････････････････････････････････････････ 仲間　裕子（���）

　　　���������	
��������������������������������������� ･･･････････････････････ ��������	
���（���）

　　　����������	��
��
�������������� ･････････････････････････････････････ ����������	
����（���）

第32巻　第３号（通巻89号）　（����）
論文　ヒトニザルの種的全体集合の諸類型 ････････････････････････････････････････ 須藤　泰秀（�１�）

　　　フランスにおける第一次大戦時「行動委員会（ＰＳ・ＣＧＴ・ＦＮＣＣ）」（下）

　　　　　－救済・連帯活動の分析を中心として－ ･･････････････････････････････････ 深澤　敦（����）

　　　戸田貞三論（４�－「市民と民族」問題についての学説史的研究－ ･･･････････････ 清野　正義（����）

　　　政府科学論（その３） ････････････････････････････････････････････････････ 川又　淳司（����）

　　　職人労働の分析枠組みを求めて－京刃物にみる「職人労働」の実態に触れつつ－ ･ 樋口　博美（����）

　　　小集団活動の役割（２）－直接部門労働者の熟練形成とＱＣ－ ･････････････････ 牧野　泰典（����）

小特集・カルチュラル・スタディズ（�）

　　　宙ぶらりん主義の踏ん張りとディアスポラの眼差し

　　　　　－自分にとってのカルチュラル・スタディズを考える－ ･･････････････････････ 桂　敬一（���）

　　　Ａ��グラムシ『知識人論ノート』の再検討（１） ･･･････････････････････････････ 松田　博（���）

　　　東欧風のハイ・アンド・ロー
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　　　　　－旧国家社会主義における大衆文化と芸術をめぐって－ ････････ ジャクリーヌ・ベルント（���）

　　　エスニック文化と地域計画－移民コミュニティからの問題提起－ ･･････････････ リム　ボン（���）

　　　国際学術講演会記録・カルチュラル・スタディズの現状と未来

　　　カルチュラル・スタディズとグラムシアン・アプローチ ････････････ スチュアート・ホール（���）

　　　カルチュラル・スタディズとポスト・コロニアル・スタディズ ･･････････ アリ・ラタンシー（���）

第32巻　第４号（通巻91号）　（����）
特集・産業社会学部国際研究交流シンポジウム「産業社会の変容と市民社会の再生」

　　　開会挨拶 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 伊藤　武夫（�１�）

第１セッション

　　　国民国家の将来：政治の脱国家化および市民社会の統治化に対する諸限界 ･･ ボブ・ジェソップ（�３�）

櫻井純理，�嶋正晴，篠田武司　訳　　��　

　　　“社会”概念と日本社会 ･･････････････････････････････････････････････････ 木田　融男（����）

　　　日本的アフター・フォーディズムの危機と新自由主義 ････････････････････････ 篠田　武司（����）

　　　第１セッション討論 ････････････････････････････････････････････････････････････････ （����）

第２セッション

　　　ヨーロッパにおける持続可能な発展の戦略 ････････････････････････････ ヨゼフ・フーバー（����）

前川潮人，近藤理恵，樋口博美，松葉正文　訳　　��　

　　　持続可能な社会に向けて ･･････････････････････････････････････････････････ 小幡　範雄（����）

　　　第２セッション討論 ････････････････････････････････････････････････････････････････ （���）

　　　市民社会概念の生成・衰退・再構築と今後の研究のための指針 ･･ Ａ��アラート・Ｊ��コーエン（���）

斎藤真緒，篠原正一，赤井正二　訳　　　

　　　閉会の挨拶 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 佐藤　嘉一（���）

　　　シンポジウムをふりかえって ･･････････････････････････････････････････････ 松葉　正文（���）

論文　政府科学論（その４） ････････････････････････････････････････････････････ 川又　淳司（���）

　　　Ａ．グラムシ『知識人論ノート』の再検討（２） ･･････････････････････････････ 松田　博（���）

　　　「アート」としてのマンガ ････････････････････････････････････ ジャクリーヌ・ベルント（���）

　　　都市低所得高齢者の社会参加と住民組織

　　　　　－�神戸市長田南部の会食型食事サービスを事例として�－ ･･････････････････ �河原　晶子（���）

　　　韓国自動車産業における職場規制と労使関係－�現代自動車の事例�－ ････････････ 李　鎭東（���）

　　　危機的状況に対する実践（��������）の力�－�Ｐ��ブルデューにおける時間�－ ････ 近藤　理恵（���）

研究ノート

　　　Ｒ��コックスの世界把握の方法について

　　　　　－�その「歴史的構造」認識とグローバル・ヘゲモニー論を中心に－ ･･･････････ �嶋　正晴（���）

翻訳　フランス・スポーツ社会学研究の今日（訳者解説� ･････････････････ 棚山　研，山下　高行（���）

　　　フランスにおけるスポーツの場の構造と展開（����－����� ･･ Ｊ��ドゥフランス�Ｃ��ポシエロ（���）

山下　高行訳　　　

　　　いかにしてスポーツ実践の展開を解釈するか ････････････････････ ジャック・ドゥフランス（���）

棚山　研訳　　　

　　　ミヒャエル・クリューガーのトゥルネン史叙述にみる「権力論」： ････････････ 有賀　郁敏（���）

　　　「反動手段としてのトゥルネン」

　　　　　�－�ヴィルヘルム・アンゲルシュタインとトゥルネンの規律化 ･･･ ミヒャエル・クリューガー（���）

有賀　郁敏　　　

シンポジウム
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　　　芸術表現に関する国際学術交流シンポジウムについて ････････････････････････ 池内　靖子（���）

　　　ヴィジュアル・アーツの可能性 ･･････････････････････････ 嶋田　美子，ビョン・ヨンジュ（���）

第33巻　第１号（通巻92号）　（����）
須田稔教授退任記念号

須田稔先生をお送りするにあたって ･･････････････････････････････････････････････ 中川　勝雄（�１�）

論文　ハリエット・ジェイコブズ�－�自画像とその周辺�－ ･･･････････････････････ 風呂本　惇子（�５�）

　　　「ティンタン・アビィ」再考 ････････････････････････････････････････････････ 田中　宏（����）

　　　ロゼッティの詩－‘��������	���
��
�’について�－ ･････････････････････････ 工藤　慶子（����）

　　　ヴィシー体制下のフランス知識人－ティエリ・モニエの場合－ ･････････････････ 川上　勉（����）

　　　『桜の園』と先行作品 ････････････････････････････････････････････････････ 奥村　剋三（����）

　　　社会における言語の役割 ･･････････････････････････････････････････････････ 児玉　徳美（����）

　　　空襲下のヴァジニア・ウルフ－『作家の日記』ということ－ ･･････････････････ 中原　章雄（����）

　　　漱石のエッセイ『人生』とリアリズム ･･････････････････････････････････････ 中村　泰行（����）

　　　『Ｍ．バタフライ』と『マダム・バタフライ』

　　　　　�－ジェンダーとオリエンタリズムの（脱）構築－ ･････････････････････････ 池内　靖子（���）

　　　ブランド・イメージ管理における自己概念の意義

　　　　　�－消費者の自己概念がブランド評価に与える影響－ ･･･････････････････････ 竹濱　朝美（���）

国際シンポジウム報告

　　　ナショナリティ概念を越えて－欧州連合とポスト国民国家時代の可能性－ ･･･････ 西川　長夫（���）

資料研究

　　　『トニ・モリスンとの対話』を読む－モリスン文学の源泉と思想－ ･････････････ 加藤　恒彦（���）

教育実践報告

　　　��������	
������
�	����実践の報告－英語の表現力をつける授業を目指して－ ･ 吉田　昌子（���）

須田稔教授　略歴と業績 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ （���）
学位論文要旨および審査要旨

中西典子：空間属性指標を用いた地域社会構造の研究 ････････････････････････････････････････ （���）

研究動向　学会員（教員）［����年４月～����年３月分］ ････････････････････････････････････ （���）

����年度産業社会学会（教員・院生）共同研究会一覧 ････････････････････････････････････････ （���）

『立命館産業社会論集』第��巻（第１～４号）総目次 ････････････････････････････････････････ （���）

第33巻　第２号（通巻93号）　（����）
論文　グラムシ『獄中ノート』における�順応主義�概念の生成 ････････････････････････ 松田　博（�１�）

　　　ヒトニザルの動物社会の変遷とヒトの原型「社会」の特徴（上� ･･･････････････ 須藤　泰秀（����）

　　　����������	（����）�����������	
�������������������
��������� ･･ ����������	�
��（����）

　　　石油化学技術－開発と規制�－（１） ･････････････････････････････････････ 川又　淳司（����）

　　　性差観念と女らしさについての一考察

　　　　　－親密な関係性における自立と依存を巡って－ ･････････････････････････ 多治見　朋子（����）

　　　小集団活動の役割（３�－海外企業のＱＣと日本型生産システムの変容－ ････････ 牧野　泰典（����）

　　　ブリティッシュ・カルチュラル・スタディズの射程（中）

　　　　　－「文化的支配」をめぐる諸問題－ ･････････････････････････････････････ 鮫島　京一（���）

産業社会学会学術講演会記録：

　　　日本におけるカルチュラル・スタディズの現状と課題 ･･････････････････････････ 佐藤　毅（���）

産業社会学部共同研究会：
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　　　ウィリアム・モリスについての一考－共同研究会の講演から－ ･･･････････････ 仲間　裕子（���）

　　　ウィリアム・モリスと美術産業 ････････････････････････････････････････････････ 藪　亨（���）

第33巻第３号（通巻94号）　（����）
論文　��������	�
�������������	���������������������	
��������
����
���������������	
���	�����

　　　　　－����������	���
������������
���－ ･･････････････････････････ Ｍ���������	�
��（�１�）

　　　現代フランスにおけるエコロジー運動の政治社会学

　　　　　－運動の担い手の問題を中心に－ ･･････････････････････････････････････ 國廣　敏文（����）

　　　���������	
�����
�����
���
�������������������� ･･･････････････････ ���������	
����（����）

　　　ヒトニザルの動物社会の変遷とヒトの原型「社会」の特徴（下） ･･････････････ 須藤　泰秀（����）

　　　石油化学技術（２） ･･････････････････････････････････････････････････････ 川又　淳司（����）

　　　同和地区における高齢者向け生活改善サービスの在り方 ･･････････ 田口みどり・リム　ボン（����）

　　　八峰＝金基鎮の初期文学思想の形成

　　　　　－日本留学とＫＡＰＦ結成までの動向を中心として－ ････････････････････････ 李　修京（����）

翻訳　改革開放後の中国社会階層構造の重大な変化 ････････････････････････････････････ 李　　（���）

飯田　哲也　訳　　��　

国際学会報告

　　　�����������	
��	�������	
�	�������	����������� ････････････････････････ ���������	
��	（���）

書評　生活論の形成へ，家族論・地域社会論の接合から

　　　　　－飯田哲也『現代日本家族論』の読後感によせて－ ･･････････････････････････ 遠藤　晃（���）

学位論文要旨および審査要旨

　　　李　鎭東「工場制度と労使関係－現代自動車の事例－」 ･･･････････････････････････････ （���）

　　　河原晶子「現代都市政策の展開過程と住民団体－都市自治体の役割の可能性を求めて－」 ･･ （���）

第33巻　第４号（通巻95号）　（����）
故河合幸尾教授追悼号

追悼河合幸尾教授 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 中川　勝雄（�１�）

論文　再建後の中国社会学の展開 ････････････････････････････････････････････････ 飯田　哲也（�５�）

　　　「規制緩和」の反動的・反国民的性格について ････････････････････････････････ 遠藤　晃（����）

　　　石油化学製品評価論 ･･････････････････････････････････････････････････････ 川又　淳司（����）

　　　伝統的地場産業における共生関係－京扇子産業を事例として－ ･･･････････････ 樋口　博美（����）

　　　儀礼の力－象徴論的儀礼論の研究－ ･････････････････････････････････････ 魁生　由美子（����）

　　　���ブルデューにおける社会問題論の射程 ････････････････････････････････････ 近藤　理恵（����）

　　　現代社会における「アメリカニズム」批判をめざして

　　　　　－グラムシ文化論の今日的意義とカルチュラル・スタディズ－ ･･･････････････ 鮫島　京一（���）

　　　ノルベルト・エリアスと秩序問題

　　　　　－文明化過程・フィギュレーション・相互依存－ ･････････････････････････ 市井　吉興（���）

　　　在日朝鮮人社会における祭祀儀礼－チェーサの社会学的分析－ ･････････････････ 梁　愛舜（���）

　　　被災密集市街地の「空洞化」と被災者の住宅再建行動に関する一考察

　　　　　－住宅再建条件の分析を通して－ ･･････････････････････････････････････ 吉川　忠寛（���）

調査報告

　　　登校拒否の背後にある問題－高校二年生男子生徒の事例から－ ･･････････････ 高垣　忠一郎（���）

　　　自治体における保健・医療・福祉サービス一体化の課題

　　　　　－福井県上中町の調査を通して－ ･･････････････････････････････････････ 芝田　英昭（���）
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学部共同研究会

　　　中国の環境問題の現状と動向 ････････････････････････････････････････････････ 劉　大椿（���）

韓立　新　訳　��　　

故河合幸尾教授　略歴と業績 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ （���）

第34巻　第１号（通巻96号）　（����）
国際コンペ・「21世紀・京都の未来」優秀賞受賞作

　　　ウルトラモダニズム－都心再生の指標－ ････････････････････････････････ リム　ボン（�１�）

特集　産業社会学部・学部セミナー　市民社会と国家の諸問題
　　　報告

　　　国民経済と国民国家の将来とは？

　　　　　－レギュラシオンの再編成とガヴァナンスの再発見に関する短評－ ･････ ボブ・ジェソップ（����）

國　　敏文，櫻井　純理訳　��　　

　　　市民社会と現代日本経済－市民社会と企業社会の間－ ････････････････････ 松葉　正文（����）

　　　「市民社会」の語られ方－����～��年の新聞記事から－ ･････････････････ 赤井　正二（����）

　　　討論�

　　　開会の挨拶 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 中川　勝雄（����）

　　　市民社会と国家の諸問題によせて ････････････････････････････････････ ボブ・ジェソップ（����）

　　　討論�

　　　参加者の質問と討論 ････････････････････････････････････････････････････････････････ （����）

　　　（ジェソップ氏の追加原稿「���������の政治的意義｡ Ｔ��ブレア政権の半年」を含む）

　　　まとめの挨拶 ････････････････････････････････････････････････････････････ 佐藤　嘉一（����）

論文　石油化学製品評価論（２） ････････････････････････････････････････････････ 川又　淳司（����）

　　　自動車労働論と「量産型熟練」 ･･････････････････････････････････････････････ 辻　勝次（���）

　　　量産における技能について－研削加工の事例－ ･･････････････････････････････ 福山　弘（���）

　　　デンマークの福祉制度と家族・ジェンダー ･･････････････････････････････････ 大塚　陽子（���）

　　　初期ヴェーバーにおける科学的実践性をめぐって

　　　　　－政治的な科学から価値自由な社会科学へ－ ･･･････････････････････････ 尾場瀬　一郎（���）

　　　女の桎梏と����������	 ･･････････････････････････････････････････････････ 高橋　裕子（���）

　　　��������	
����������
�	��������	�����������	�
�������������������	������  ��������	
���（���）

翻訳　スポーツ及びスポーツ科学に対するプロセス＝フィギュレーション理論の意義について

　　　　　－ノルベルト・エリアス誕生���年によせて－ ･･････････････ ミヒャエル・クリューガー（���）

坂　なつこ，有賀　郁敏訳　��　　

����年度産業社会学会（教員・院生）共同研究会一覧 ････････････････････････････････････････ （���）

『立命館産業社会論集』第��巻（第１～４号）総目次 ････････････････････････････････････････ （���）

第34巻　第２号（通巻97号）　（����）
論文　政治的知識の測定 ････････････････････････････････････････････････････････ 稲葉　哲郎（�１�）

　　　�������の毒性評価論 ･････････････････････････････････････････････････････ 川又　淳司（����）

　　　ノルベルト・エリアスの初期研究－����年代ドイツを背景に－ ･･･････････････ 坂　なつこ（����）

　　　あいまいな進学動機の社会学的研究

　　　　　－シュッツ�パーソンズ問題のあたらしい地平をめざして－ ･････････････････ 森重　拓三（����）

研究ノート

　　　��世紀ドイツにおける結社研究の構想
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　　　　　－����／��年革命と「トゥルネン協会（����������）」－ ･･･････････････････ 有賀　郁敏（����）

　　　非製造業における小集団活動の役割

　　　　　－飲食サービス産業におけるＱＣの「“経験知”の伝達」－ ･････････････････ 牧野　泰典（����）

翻訳　社会的市場経済の真のルネサンス ････････････････････････････ ゲルハルト・シュレーダー（���）

（訳）尾場瀬一郎，松葉　正文　��　　

　　　西ヨーロッパにおける労働生活と家庭生活 ････････････････････････ アネッテ・ボーコスト　　　��

（訳）大塚　陽子（���）

　　　フェミニスト視角におけるゴフマン ･･････････････････････････････ キャンデス・ウェスト��　　　

（訳）高橋　裕子（���）

第34巻　第３号（通巻98号）　（����）
論文　石油化学製品による慢性毒性研究の本格的展開

　　　　　�－アメリカＦＤＡグループの成果にみる�－ ･････････････････････････････ 川又　淳司（�１�）

　　　ブリティッシュ・カルチュラル・スタディズの射程（下）

　　　　　�－「文化的支配」をめぐる諸問題－ ････････････････････････････････････ 鮫島　京一（����）

　　　ペアレンティング・プログラムにみるイギリスの福祉国家と家族 ･･････････････ 大塚　陽子（����）

　　　第１次世界大戦期アメリカにおける戦時産業動員体制の制度的編成 ････････････ �嶋　正晴（����）

　　　����������	�
�������������	��������������������	�
�����������������

　　　　　��������� ･･･････････････････････････････････････････････････････ ��������	�
��（����）

　　　近代社会における法と個人－デュルケムの法理論と社会理論を用いて－ ･･･････ 巻口　勇一郎（����）

情報処理研究

　　　�����������	のプログラミング法１－その特徴とプログラミングの基礎－ ･･･ 門田　幸太郎（���）

翻訳　「女性問題」は常に「男性問題」でもあった

　　　　　�－近代における家族の歴史的位置に関する考察－ ･････････････････ カリン・ハウゼン著（���）

（訳）斎藤真緒，松葉正文　��　　

学部共同研究会

　　　最近の中国大陸における社会構造の転型をめぐる諸問題 ････････････････････････ 鄭　杭生（���）

学位論文要旨および審査要旨 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ （���）

　　　魁生由美子　「制度としての儀礼」

　　　近藤　理恵　「Ｐ��ブルデューの実践理論の研究」

　　　鮫島　京一　「カルチュラル・スタディズの射程」

　　　樋口　博美　「現代職人論序説」

　　　牧野　泰典　「『熟練』形成における小集団活動の役割」

第34巻　第４号（通巻99号）　（����）
論文　災害過程と避難・再生行動－阪神・淡路大震災，４年目の被災地－ ･･････････････ 辻　勝次（�１�）

　　　慢性毒性試験の社会的定着

　　　　　－����年代におけるアメリカ食品医薬品庁研究陣の活躍－ ･･････････････････ 川又　淳司（����）

　　　マックス・ヴェーバーの文化科学の本質

　　　　　－自然主義を超えて文化的覚醒の社会科学へ－ ･････････････････････････ 尾場瀬　一郎（����）

　　　課題としての歴史哲学

　　　　　－哲学博士論文におけるＮ��エリアスのカント批判をめぐって－ ･･････････････ 坂　なつこ（����）

　　　制度としての受験－意味探しと物象化の構図－ ･････････････････････････････ 森重　拓三（����）

　　　ゴフマン理論の射程－儀礼論と行為論とのはざまで－ ････････････････････････ 高橋　裕子（���）
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研究ノート

　　　福祉国家と時間・ジェンダー ･･････････････････････････････････････････････ 大塚　陽子（���）

　　　現代中国における家族社会学の展開と課題 ･･････････････････････････････････ 鈴木　未来（���）

情報処理研究

　　　�����������	のプログラミング法�２－配列データの操作－ ･･･････････････ 門田　幸太郎（���）

資料紹介

　　　「母親宣言・子どもと共に生きる－主張しはじめる母親たち」（����年�

　　　西ドイツ緑の党「母親政策作業グループ」による政策提起 ････････････････････ 斉藤　真緒（���）

第35巻　第１号（通巻100号）　（����）
論文　現代中国社会と国民生活－統計・文献等と経験の狭間で－ ････････････････････ 飯田　哲也（�１�）

　　　災害過程と被害・再生格差－阪神・淡路大震災，住居再建を中心に－ ･････････････ 辻　勝次（����）

　　　�������������	
�����
���������	���������’�����������	
����

　　　　　��������	
����������������������������� ･･･････････････････････････････ 佐藤　嘉一（����）

　　　アメリカにおけるドメスティック・バイオレンス加害者教育プログラムの研究 ････ 中村　正（����）

　　　進学の相互行為論的考察－進学をめぐる受験生の物語構成を中心に－ ･･･････････ 森重　拓三（����）

　　　コミュニケーションとしての身の上相談

　　　　　－身の上相談にあらわれる価値意識の変化－ ･････････････････････････････ 池田　知加（���）

　　　現代における母子関係の意味変容

　　　　　－ウルリッヒ・ベックの「個人化」論を手がかりとして－ ･･････････････････ 斎藤　真緒（���）

情報処理研究

　　　�����������	のプログラミング法��３

　　　　　－ファイルの操作；読み込みと表示の基礎－ ･･･････････････････････････ 門田　幸太郎（���）

資料と解説

　　　一九世紀初頭東北農村の肝入日記－「文化二年　乙丑日記」－ ･･･････････････ 千葉　明夫（���）
高木　正朗　��　　

学部共同研究会

　　　モラル・エコノミーと政治経済学 ･･････････････････････････････ アンドリュー・セイヤー（���）
樋口　博美，福地　潮人，松葉正文　訳　�����　�
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