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社会・労働 
                   

E  社会科学，社会学，社会保障，労働 Social sciences. Sociology. Social 
security. Labor 

 〔 E1～E9 のうち，労働のみを扱ったものは，EL1～EL23 を見よ。〕 
                   
 1  書誌 Bibliography 
 2  辞典・便覧類 Dictionaries 
 4  団体・研究機関 Organizations 
 5  合集 Collections 
   〔 ここには，講座，体系，叢書の類を収める。〕 
 6  叢伝 Collective biography 
   〔 個人伝は，伝記 GK を見よ。〕 
 9  雑 Miscellaneous 
                   

EA 1  社会科学 Social sciences 
                   
 3  社会科学方法論 Methodology of social sciences 
                   
 5  社会科学史 History of social sciences 
                   
 8  社会体制 Social system 
   〔 社会史は，歴史 G を見よ。〕 
 11   原始・古代 Primitive & Ancient 
    〔 原始共産制はここに収める。民族学上のいわゆる「未開社会」は民

族学 G を，原始経済は DC4 を，古代経済史は DC5 を見よ。〕 
 13   封建体制 Feudalism 
    〔 経済体制としての封建制は DC7 を見よ。〕 
 16   資本主義体制 Capitalist system 
    〔 経済体制としての資本主義は，DC15；DC23 を見よ。〕 
 21   社会主義体制 Socialist system 
    〔 経済体制としての社会主義は，DC31 を，社会主義思想は EB22 を

見よ。〕 
                   

EB 1  社会思想 Social thought 
 3   古代社会思想 Ancient 
    〔 ここには，古代における社会思想を，包括的に扱ったものを収める。

個々の思想家については，哲学 H を見よ。〕 
 4   中世社会思想 Medieval 
    〔 ここには，中世における社会思想を，包括的に扱ったものを収める。

個々の思想家については，哲学 H を見よ。〕 
 5   近代および現代社会思想 Modern & Contemporary 
    （ 国別） 
 11     日本 
 15     外国 
 (21 )  （ 民主主義 Democracy） 
     〔 →A31〕 
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 22    社会主義（広義） Socialism 
     〔 社会主義運動はここに収める。〕 
     （ 国別） 
 25      日本 
 28      アジア 
 33      ヨーロッパ 
 41      その他の諸国 
 45     初期の社会主義 Early socialism 
 48      無政府主義 Anarchism 
 51     マルクス主義・共産主義 Marxism. Communism 
      〔 階級闘争論，プロレタリアート独裁論は A35 を見よ。〕 
      （ 国別） 
 53       日本 
 55       中国 
 57       その他のアジア諸国 
 61       ソヴィエト連邦 
 63       その他のヨーロッパ諸国 
 68       アメリカ合衆国 
 71       その他の諸国 
 77      比較研究 Comparative studies 
       〔 ここには，共産主義と他の制度との比較を収める。〕 
 81      他の主題との関係 Communism in relation to other 

subjects 
       〔 例：共産主義と宗教〕 
 84      国際共産主義組織 Communist international 

organizations 
       〔 例：コミンテルン，コミンフォルム〕 
 86     社会民主主義 Social democracy 
 91     その他の社会主義 
 (97 )  （ 全体主義・ファシズム・ナチズム Totalitarianism. Fascism. 

Nazism） 
     〔 →A36〕 
 98   社会評論 Critical essays on social affairs 
                   

EC 1  社会学 Sociology 
                   
 3  一般社会学 General sociology 
                   
 (5 ) （ 分科社会学（特殊社会学） Branch sociology. Special sociology） 
 (6 ) （ 経済社会学 Economic sociology） 
    〔 →DA1〕 
 (7 ) （ 政治社会学 Political sociology） 
    〔 →A12〕 
 (8 ) （ 国家社会学 Sociology of the state） 
    〔 →A12〕 
 (9 ) （ 法社会学 Sociology of law） 
    〔 →A125〕 
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 (11 ) （ 宗教社会学 Sociology of religion） 
    〔 →HK23〕 
 (12 ) （ 道徳社会学 Moral sociology） 
    〔 →H51〕 
 (13 ) （ 知識社会学 Sociology of knowledge） 
    〔 →EC211〕 
 (14 ) （ 言語社会学 Sociology of language） 
    〔 →KE19〕 
                   
 21  社会学史 History of sociology 
 22   日本 
 25   フランス 
 26   ドイツ 
 29   アメリカ合衆国 
 31   その他の諸国 
                   
 35  社会測定 Sociometry 
   〔 ここには，人間関係および集団の成態に関する分析および測定理論を収

める。〕 
                   
 37  社会調査 Social research. Social surveys 
   〔 地域社会は EC111 を，社会事情は，地誌 G を見よ。特殊な目的をもつ社

会調査は，その目的の主題を見よ。〕 
 39   日本 
 42   アジア 
 45   アフリカ 
 46   ヨーロッパ 
 51   アメリカ 
 55   オセアニア 
                   
 61  社会計画・社会開発 Social planning. Social development 
 63    地域社会の開発  Community development 
     〔 農村の生産改善は，DM385 を見よ。〕 
                   
 65  人間生態学 Human ecology 
   〔 ここには，人間の生存維持のための共生的関係，および集合的に環境に

適応する過程の理論を収める。〕 
 (66 ) （ 人口 Population） 
    〔 →DC711～DC851；DM368〕 
                   
 71  社会関係 Social relations 
   〔 闘争，妥協，同化，競争，分化，対立，応化，接触，協同等〕 
                   
 76  社会集団 Social groups 
 77   小集団 Small groups 
    〔 第一次集団一般は，ここに収める。〕 
 78   無組織集団 Unorganized groups 
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    〔 群衆，大衆，公衆，クリーク等〕 
 81   家族 Family 
    〔 民族学上のいわゆる「未開社会」の家族は，民族学 G を見よ。〕 
    （ 国別） 
 82     日本 
 84     外国 
 91    婚姻・離婚 Marriage. Divorce 
     〔 単婚，複婚等〕 
 94    家族関係 Family relations 
 97    親族 Kinship 
 111   地域社会 Communities 
 113    農山漁村 Rural communities 
     〔 農山漁村の民俗は，民俗学 G を見よ。〕 
 114     日本 
 116     外国 
 121    都市 Cities 
     〔 メトロポリタン・エリア，郊外，衛星都市等。都市問題一般は，

ここに収める。〕 
 122     日本 
 124     外国 
 131   人種集団 Racial groups 
 132    人種的差別 Racial discrimination 
 134    ユダヤ人 Jews 
 135    アフリカ系アメリカ人 African American 
 136    その他 Others 
 141   機能集団 Functional groups 
 142    職業集団 Occupational groups 
 143    宗教集団 Religious groups 
 144    その他 Others 
     〔 秘密結社，愛国団体等〕 
 151   世代 Generation 
 152    年令集団 Age-groups 
 153    青少年 Adolescent and youth groups 
 154    老年 Old age groups 
 161   社会階層 Social stratum 
 164    社会的地位 Social status 
 165    カスト Caste 
 168    身分 Status 
 169    階級 Class 
 171    資本家階級 Bourgeoisie 
 172    中間階級 Middle class 
 175    プロレタリアート Proletariat 
 181    知識階級 Intelligentsia 
 185    その他 Others 
 191   集団行動 Collective behavior 
    〔 グループ・ダイナミックスは，ここに収める。〕 
 194    特殊集団の行動 Behavior of special groups 
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     〔 モッブ，暴動，パニック等〕 
                   
 211  文化 Culture 
   〔 文化の特性，文化様式，社会的遺産等。文化社会学は，ここに収める。文

化史は，歴史 G を，社会（文化）人類学一般は，民族学 G を見よ。〕 
 212   文化変動 Cultural change 
    〔 発明・発見の効果，文化変容は，ここに収める。〕 
 214    社会進歩 Social progress 
 216    社会解体 Social disorganization 
     〔 不適応，頽廃，社会の分解等。社会病理は ED1 を見よ。〕 
                   
 221  社会心理 Social psychology 
   〔 社会化，パーソナリティは，ここに収める。〕 
 225   社会規範 Social norm 
    〔 社会統制，社会評価，価値，伝統，慣行，モーレス，習俗，地方性，

民族性，国民性，集団の志気（グループ・モラール）等〕 
 231   リーダーシップ Leadership 
    〔 権威，権力は，ここに収める。〕 
 235   マス・コミュニケーション，ソーシャル・コミュニケーション 

Mass communication. Social communication 
 236    宣伝，広報，広告 Propaganda. Publicity. Advertising 
     〔 インドクトリネーションは，ここに収める。〕 
 241    流行 Fashion 
 242    流言 Rumor 
 245    世論 Public opinion 
     〔 世論調査を含む。特殊な目的をもつ世論調査は，その目的の主

題を見よ。〕 
 (249 )  （ ジャーナリズム Journalism） 
     〔 →UC41〕 
 251   集会 Meetings 
 253    会議法 Techniques of meeting 
                   

ED 1  社会病理 Social pathology 
   〔 社会解体は，EC216 を見よ。〕 
   （ 国別） 
 3    日本 
 5    外国 
 11   貧困 Poverty 
 13   不良住宅地区，スラム，仮小屋地区，どや街 Slums 
 16   ホームレス Homeless persons 
 (18 ) （ 日雇労働者 Day laborers） 
    〔 →EL75〕 
 (21 ) （ 失業 Unemployment） 
    〔 →EL91〕 
 (23 ) （ 女性・年少労働 Women employment and child labor） 
    〔 →EL187〕 
 (25 ) （ 不就学 Nonattendance） 
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    〔 →FA16〕 
 (27 ) （ 長期欠席児童 Long-term absence） 
    〔 →FA16〕 
 31   アルコール中毒 Alcoholism 
 34   麻薬中毒 Narcotic addiction 
    〔 覚醒剤中毒を含む。〕 
 35    日本 
 36    外国 
 41   精神障害 Mental illness 
 43   自殺，心中 Suicide 
 45   人身売買 Human traffic 
 47   売買春 Prostitution 
 61   反社会集団 Antisocial groups 
    〔 ギャング，博徒，愚連隊，暴力団等〕 
 62    日本 
 63    外国 
 (71 ) （ 犯罪，非行 Crime. Delinquency） 
    〔 →A751〕 
 (72 ) （ 少年非行 Juvenile delinquency） 
    〔 →A757〕 
 (73 ) （ 性犯罪 Sex offenses） 
    〔 →A751；EF91〕 
                   

EF 1  社会問題 Social problems 
                   
  （ 国別） 
 2   日本 
 3   外国 
                   
 4  社会政策一般 Sozialpolitik. Social policy 
   〔 社会保障は EG1 を，労働政策は EL81 を見よ。〕 
                   
 5  社会運動 Social movements 
   〔 社会工学は，ここに収める。個々の改良運動は，その主題を見よ。例：社

会主義運動 EB22；慈善運動 EG44；労働運動 EL225〕 
                   
 (7 ) （ 労働問題 Labor problems） 
   〔 →EL31〕 
                   
 (8 ) （ 失業問題 Unemployment problems） 
   〔 →EL91〕 
                   
 11  生活問題・生活改善 Improvement of living conditions 
 12   生計費 Cost of living 
 13    日本 
 15    外国 
 19   余暇 Leisure 
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 21   家事・家政 Home economics 
 23    家庭科学 Scientific knowledge in home 
 25    服飾，裁縫，手芸 Management of clothing 
 27    食物，料理 Food. Cooking 
 29    住居，家具，調度 Home planning 
 32    家庭医学・衛生，育児，美容 Home treatment. Household 

sanitation. Child care. Beauty culture 
 33    食餌療法 Dietotherapy 
 34    家庭教育 Home training 
 35    冠婚葬祭，礼儀作法 Etiquette 
                   
 51  住宅問題 Housing problems 
   〔 借地，借家，地代，家賃，公団住宅，団地，宅地〕 
 52   日本 
 53   外国 
                   
 61  消費者問題 Consumers’ problems 
   〔 消費者協同組合，生活協同組合は，ここに収める。〕 
                   
 71  女性・家庭問題 Women’s problems. Family problems 
   （ 国別） 
 72    日本 
 73    外国 
 77   女性解放 Emancipation of women 
 (78 ) （ 女性労働 Women employment） 
    〔 →EL187〕 
                   
 81  児童・青少年問題 Child problems. Juvenile problems 
 (84 ) （ 孤児，非嫡出子 Orphans. Illegitimate children） 
    〔 →EG57〕 
 (85 ) （ 混血児 Racially mixed children） 
    〔 →EG57〕 
 (86 ) （ 年少労働 Child labor） 
    〔 →EL187〕 
 (87 ) （ 少年非行 Juvenile delinquency） 
    〔 →A757〕 
                   
 91  性問題 Sexual problems 
                   
 96  部落問題 Buraku problems 
                   
 (98 ) （ 公害 Nuisances） 
   〔 →EG281〕 
                   

EG 1  社会保障 Social security 
  〔 福祉国家論は，ここに収める。〕 
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  （ 国別） 
 3   日本 
 5   欧米諸国 
 15   その他の諸国 
                   
 21  社会福祉 Social welfare 
   （ 国別） 
 23    日本 
 25    欧米諸国 
 35    その他の諸国 
 41   社会福祉事業 Social welfare work 
    〔 ケース・ワーク，グループ・ワーク，コミュニティ・オーガニゼイ

ションは，ここに収める。〕 
 44   民間社会福祉事業 Voluntary welfare work 
 47   女性福祉 Welfare services to women 
 51   老人福祉 Welfare services to aged 
 54   母子福祉 Welfare services to mothers 
 57   児童福祉 Welfare services to children 
 61   身体障害者福祉 Welfare services to physically handicapped 
 64   精神障害者福祉 Welfare services to mentally handicapped 
 67   公的扶助 Public aid 
    〔 生活保護等〕 
 71   戦争犠牲者保護 War relief 
 74    原爆被害者問題 Atomic bomb victims 
 77   災害，災害救助 Disasters. Disaster relief 
 81   難民問題 Relief of displaced persons, refugees 
                   
 111  社会保険 Social insurance 
   （ 国別） 
 113    日本 
 115    欧米諸国 
 125    その他の諸国 
 131   医療保険 Sickness insurance 
 134   年金保険 Pensions 
 137   家族・児童手当 Family allowances 
 (141 ) （ 失業保険 Unemployment insurance） 
    〔 →EL177〕 
 (142 ) （ 労働者災害補償保険 Workmen’s compensation insurance） 
    〔 →EL181〕 
 151   その他 Others 
    〔 共済組合，船員保険〕 
 (154 )  （ 私的年金 Private pensions） 
     〔 →EL167〕 
                   
 (191 ) （ 消費者保護 Consumer protection） 
   〔 →A468；EF61〕 
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 211  医療・公衆衛生 Medical care. Public hygiene 
   （ 国別） 
 213    日本 
 215    欧米諸国 
 225    その他の諸国 
 231   医療施設 Medical facilities 
    〔 ここには，医療施設一般を収める。個々の病院は，それぞれの主題

を見よ。保健所は A561 を見よ。〕 
 234   医療従事者 Medical specialists 
    〔 医師，歯科医師，薬剤師，看護師，助産師等〕 
 237   医薬品 Drug control 
 241   医療類似行為 Massage, Acupuncture, moxibustion, etc. 
 244   伝染病対策 Control of communicable diseases 
 247   結核対策 Control of tuberculosis 
 251   母子衛生 Maternal hygiene 
 (254 ) （ 精神衛生 Mental hygiene） 
    〔 →EG64〕 
 255   優生問題, 母体保護 
 257   栄養 Nutrition 
    〔 栄養士〕 
 261   食品衛生 Food control 
    〔 調理士〕 
 264   環境衛生関係営業 Barbers, Laundry shops, etc. 
    〔 理容・美容師，クリーニング店，旅館，公衆浴場等〕 
 267   水道 Water-supply 
 271   下水道 Sewerage 
 274   清掃 Municipal sanitation 
 277   墓地，埋葬 Disposal of the dead 
 279   その他 Others 
    〔 野犬〕 
                   
 281  公害 Nuisances 
   〔 水質保全，騒音防止，煙害等〕 
 283   日本 
 285   欧米諸国 
 295   その他の諸国 
                   
 321  自然保護 Environmental protection 
 323   日本 
 325   外国 
                   
 341  国民休養施設 National health resorts 
 344   公園，保養地 Parks. Health resorts 
 347   保養施設 Facilities 
                   

EL   労働 Labor 
 1   書誌 Bibliography 
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    〔 労働各部門の書誌を含む。〕 
 2   辞典・便覧類 Dictionaries 
    〔 労働各部門の辞典・便覧類を含む。〕 
 4   学術団体・研究機関 Organizations 
 5   国際労働機関 International Labor Organization 
 7    総会・理事会資料 Documents of the International Labor 

Conference. Minutes of the Governing Body 
     〔 ここには，総会議事録，事務長報告，総会議題資料，理事会議

事録を収める。〕 
 8    地域会議・技術会議資料 Documents of Regional and Technical 

Conferences 
 9    産業別委員会資料 Documents of the Industrial Committees 
 11    専門家会議資料 Documents of the Experts Committees 
 16   合集 Collections 
    〔 ここには，講座，体系，叢書の類を収める。〕 
 17   統計書・年鑑 Statistics. Yearbooks 
    〔 労働各部門の統計書・年鑑を含む。ただし年鑑は，昭和 61 年以後は

Z41，ZE12 を見よ。〕 
 19    日本 
 21    外国 
 22   叢伝 Collective biography 
    〔 労働各部門の叢伝を含む。個人伝は，伝記 G を見よ。〕 
 23   雑 Miscellaneous 
                   
 31  労働事情・労働経済・労働政策 Labor affairs. Labor economy. Labor 

policy 
   〔 労働問題一般は，ここに収める。〕 
 33   労働事情・労働経済 Labor affairs, Labor economy 
    〔 一国または多数国の特定産業における労働事情・労働経済一般は

EL61～EL73 を見よ。〕 
    （ 国別） 
 34     日本 
 36     アジア 
 41     アフリカ 
 46     ヨーロッパ 
 47     イギリス 
 52     ソヴィエト連邦 
 53     アメリカ合衆国 
 56     その他の諸国 
    （ 産業別） 
 61     製造業 Manufacturing industries 
 62      金属・機械工業 Metal industries. Machinery industries 
 63      化学工業 Chemical industries 
 64      繊維工業 Textile industries 
 65     鉱業 Mining industries 
 67     土木建設業 Construction industries 
 68     海運業 Marine transportation 
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      〔 船員，港湾労働〕 
 72     農林水産業 Agriculture. Forestry. Fisheries 
      〔 農業経営面から扱った農業労働は DM271 を見よ。〕 
 73     その他の産業 Other industries 
 75    その他 Other topics 
     〔 臨時工，季節労働等〕 
 81   労働政策 Labor policy 
    〔 社会政策は EF4 を見よ。〕 
                   
 (89 ) （ 労働法制 Labor legislation） 
   〔 →A512〕 
                   
 91  労働力・雇用 Labor force. Employment 
   〔 地域開発における雇用問題，失業対策，労働移動を含む。経済理論として

の労働は，DA84 を，人事管理面から扱った雇用は，DH326 を見よ。一

国または多数国の特定産業における労働力・雇用一般は EL61～EL73 を

見よ。〕 
 93   労働力・就業構造 Labor force. Employment structure 
 95    日本 
 97    外国 
 111   労働市場・職業紹介 Labor market. Employment exchange 
 113    日本 
 117    外国 
 121   職業・職業訓練 Occupations. Vocational training 
    〔 ここには，職業および労働者に対する技術的職業訓練を収める。労

働者に対する一般教育は EL288 を，企業内教育・訓練は DH336 を，

職業分類は D8 を見よ。〕 
                   
 125   身体障害者・中高年労働者等の雇用問題 Employment of physically 

handicapped, aged, etc. 
                   
 131  労働条件 Working conditions 
   〔 一国の労働条件一般は，EL34～EL56 を見よ。一国または多数国の特定

産業における労働条件一般は EL61～EL73 を見よ。〕 
 133   賃金 Wages 
    〔 賃金形態，賃金政策，産業（職業）別賃金。経済理論としての賃金

は DA96 を，人事管理面から扱った賃金管理は DH331 を見よ。〕 
 135    日本 
 137    アジア 
 141    ヨーロッパ 
 146    ソヴィエト連邦 
 147    アメリカ合衆国 
 148    その他の諸国 
 151   最低賃金・家内労働 System of minimum wage. Home-workers 
 153    日本 
 157    外国 
 161   労働時間 Labor hours 
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 164   休日・休暇 Holidays. Rest periods 
 167   定年制・私的年金・退職金 Retirement systems. Private pensions 
 171   安全・衛生・労働災害 Industrial hygiene, safety, accidents 
    〔 労働環境，職業病を含む。〕 
 174   労働保険 Labor insurance 
 177    失業保険 Unemployment insurance 
 181    労働者災害補償保険 Workmen’s compensation insurance 
 (184 )  （ 日雇健康保険 Day laborers’ health insurance） 
     〔 →EG131〕 
 (185 )  （ 船員保険 Seamen’s insurance） 
     〔 →EG151〕 
 (186 ) （ 就業規則 Employee rules） 
    〔 →A525〕 
 187   女性・年少労働 Women employment and child labor 
    〔 女性・年少者の労働に関する著作は，すべてここに収める。家事使

用人の労働は，ここに収める。〕 
                   
 191  労使関係 Industrial relations 
   〔 一国の労使関係一般は，EL34～EL56 を見よ。人事管理面から扱った労

使関係は，DH341 を見よ。一国または多数国の特定産業における労使関

係一般は EL61～EL73 を見よ。〕 
 192   団体交渉 Collective bargaining 
 (195 ) （ 労働協約 Labor agreements）         
    〔 →A518〕 
 196   労使協力 Cooperation of capital and labor 
    〔 経営協議会，経営参加，苦情処理等〕 
                   
 211  労働組合・労働運動 Labor unions. Labor movements 
 212   労働組合 Labor unions 
    〔 労働組合規約・組織・運営・財政〕 
 214    国際的労働組合組織 International labor unions 
 215    日本 
 216     主要連合体・協議体 
 217     その他 
 221    外国 
 225   労働運動 Labor movements 
    〔 労働運動史を含む。ただし，一組合の運動史は，EL214～EL221 を

見よ。〕 
 228    国際労働組合運動 International labor movements 
 231    日本 
 235    アジア 
 241    アフリカ 
 243    ヨーロッパ 
 244     イギリス 
 245     フランス 
 246     ドイツ 
 251    アメリカ合衆国 
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 253    中南米 
 255    その他の諸国 
 261   労働争議 Labor disputes 
 263    日本 
 267    外国 
                   
 271  労働者生活・教育 Workers’ life. Workers’ education 
   〔 一国の労働者生活・教育一般は，EL34～EL56 を見よ。一国または多数

国の特定産業における労働者生活・教育一般は EL61～EL73 を見よ。〕 
 273   生活時間・余暇利用 Living hours. Use of leisure hours 
    〔 ここには，労働者の生活時間，余暇利用を収める。余暇一般は EF19

を見よ。〕 
 275   生計費・家計調査・生活水準・最低生活費 

Standard of living. Subsistence cost 
    〔 ここには，労働者の生計費等を収める。生計費一般は EF12 を見よ。〕 
 276    日本 
 281    外国 
 285   労働者福祉 Workers’ welfare 
    〔 労働者住宅，労働銀行は，ここに収める。人事管理面から扱った福

利厚生は DH339 を，住宅問題一般は EF51 を見よ。〕 
 288   労働者教育 Workers’ education 
    〔 ここには，労働者に対する一般教育を収める。労働者に対する技術

的職業訓練は EL121 を，企業内教育・訓練は DH336 を見よ。〕 
                   
 291  産業心理 Industrial psychology 
   〔 産業社会学はここに収める。人間関係は EC71；DH314 を，勤労意欲は

EC225 を，リーダーシップは EC231 を，産業人事相談，提案制度は

DH316 を見よ。〕 
                   
 296  労働科学 Science of labor 
   〔 ここには，労働科学一般を収める。労働衛生は EL171 を見よ。〕 
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