
＜各種学会の部＞学会01-09 小川政亮戦後日本社会保障資料

中分類 小分類 資　料　名 年 代 備考 コンテナ
第３回日本社会福祉学会研究報告要旨 1955
総合研究文献班「日本ボーダーライン層の研究」に関する文献仮目録
（昭和20年～30年）

1956

社会福祉主事、児童福祉司および身体障害者福祉司の資格向上の方策に
関する陳情（案）

1957.2.26

第６回日本社会福祉学会要綱 1958.10.17
第７回日本社会福祉学会要綱 1959.10.31
第７回日本社会福祉学会関東部会大会プログラム 1960.6.5
第８回日本社会福祉学会研究発表要旨 1960.11.2

第９回日本社会福祉学会研究発表要項収録＋江口英一、一番ヶ瀬康子
「戦前・戦後の都市社会構成の変化と貧困層の所在」（第９回発表）

1961.9.1

第10回日本社会福祉学会研究発表要旨（＋職場夫人の子女の保育につい
て・田浦地区母子寮居住者状況・山野ドヤ街の実態・18世紀博愛事業の
性格について・香川県坂出市における地域子供会実態調査報告）

1962.11.24

第11回日本社会福祉学会研究発表要旨 1963.10.26
第12回日本社会福祉学会研究発表要旨 1964.11.7
日本社会福祉学会関東部会研究例会報告要旨　テーマ：地域格差と社会
保障

1965.10.16

第13回日本社会福祉学会研究発表要旨 1965.11.21
第13回日本社会福祉学会関東部会大会シンポジウム報告書 1967.7.1
第14回日本社会福祉学会研究報告要旨 1966.11.12
第15回日本社会福祉学会報告要旨 1967.11.11

第15回日本社会福祉学会報告資料　北星学園大学　忍博次・松井三郎
「福祉事務所におけるケースワーカーの専門的価値志向に関する研究」

1967.11.11

第16回日本社会福祉学会発表論文集 1968.9.23
第17回日本社会福祉学会報告要旨 1969.11.2
第18回日本社会福祉学会大会発表要旨 1970.11.2
第19回日本社会福祉学会発表要旨集　共通課題：社会福祉の専門性をめ
ぐって

1971.10.23

第20回日本社会福祉学会発表要旨集　共通課題：社会福祉労働の現状と
課題

1972.10.7

第21回日本社会福祉学会自由論大発表要旨集 1973.10.20
第22回日本社会福祉学会大会発表要旨集（+児童福祉における「政策と方
法」社会福祉における政策と方法・児童福祉施設最低基準と保育空間の
検討）

1974.10.20

第23回日本社会福祉学会大会発表要項旨集共通課題：社会福祉における
政策と実践―障害問題を中心として―

1975.10.11

第24回日本社会福祉学会大会抄録集 1976.10.23
第25回日本社会福祉学会大会発表要旨集　共通課題：社会福祉施設をど
う考えるか―その課題と展望―

1977.10.22

第26回日本社会福祉学会大会発表要旨集　共通課題：日本における福祉
的“処遇”の問題―社会福祉研究の方法を求めて―

1978.9.23

第27回日本社会福祉学会大会発表要旨集　テーマ：児童問題と児童福祉 1979.9.23

第30回日本社会福祉学会大会発表要旨集―社会福祉の本質を問う― 1982.10.10
第32回日本社会福祉学会大会報告要旨集・プログラム 1984.10.20
第33回日本社会福祉学会大会報告要旨集　テーマ社会福祉における国・
地方・民間の役割

1985.9.22

第34回日本社会福祉学会大会報告要旨集・プログラム　テーマ：高齢化
社会における社会福祉の再検討

1986.11.15

第35回日本社会福祉学会大会報告要旨集・プログラム　テーマ：現代の
生活と自立―社会福祉の実践

1987.10.10

第36回日本社会福祉学会報告要旨集　テーマ変革期の社会福祉―人権視
点からの検討―

1988.10.9

日本社会福祉学会「生活保護国庫負担削減による影響についての研究」 1988.4

第37回日本社会福祉学会報告要旨集・プログラム　テーマ：社会福祉制
度改革と福祉実践―実践・処遇的視点からみた制度改革―

1989.11.11

第38回日本社会福祉学会報告要旨集　テーマ：90年代の家族と社会福祉
実践

1990.10.20

第39回日本社会福祉学会報告要旨集　テーマ：社会福祉「改革」とマン
パワー

1991.10.19

日本社会福祉学会「社会福祉学研究者実態調査報告書」 1992.1

第40回日本社会福祉学会報告要旨集　テーマ：21世紀につなぐ社会福祉 1992.10.17

日本社会福祉学会「社会福祉研究者実態調査報告書」 1992.1

第43回日本社会福祉学会全国大会研究報告概要集・プログラム　テー
マ：社会保障社会福祉のパラダイム（制度・理念・実践）の転換

1995.11.11

第44回日本社会福祉学会全国大会研究報告概要集・プログラム　テー
マ：21世紀を拓く社会福祉

1996.10.12

第45回日本社会福祉学会全国大会プログラム　テーマ：社会福祉―戦後
50年の総括と21世紀への展望

1997.10.25

第46回日本社会福祉学会全国大会プログラム　テーマ：社会福祉―わが
国におけるソーシャルワーク研究の到達状況

1998.10.17

第47回日本社会福祉学会全国大会研究報告概要集・プログラム　テー
マ：岐路に立つ社会福祉理論の動向と課題

1999.10.9

第49回日本社会福祉学会全国大会プログラム　テーマ：アジアの社会福
祉と日本

2001.10.20

日本社会福祉学会関東部会『社会福祉学評論』創刊号（通巻３号） 2001.3.31
第50回日本社会福祉学会記念全国大会プログラム　テーマ：21世紀社会
福祉学の将来像

2002.10.26
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中分類 小分類 資　料　名 年 代 備考 コンテナ
第51回日本社会福祉学会全国大会報告要旨集・プログラム　テーマ：21
世紀社会福祉の価値と倫理

2003.10.11

第52回日本社会福祉学会全国大会報告要旨集・プログラム　テーマ：社
会福祉学研究50年の総括と展望

2004.10.9

第53回日本社会福祉学会全国大会報告要旨集・プログラム　テーマ：社
会福祉と感性

2005.10.8

第54回日本社会福祉学会全国大会報告要旨集 2006.10.7
日本社会福祉学会関東部会「会報／総会資料／研究報告等」 1955-1960
2004年度総会議案書 2004.10.10
2005年度総会議案書 2005.10.9
小川ファイル「社会福祉学会1961～」 1961-63
小川ファイル「社会福祉学会1967～1968」 1967-1968
小川ファイル「社会福祉学会1969～1970」 1969-1970
小川ファイル「社会福祉学会1974～」 1971-1972
小川ファイル「社会福祉学会1971～1973」 1971-1973
小川ファイル「社会福祉学会・日本社会政策学会1974」 1974
小川ファイル「社会福祉学会・日本社会政策学会1975」 1975
小川資料「社会福祉学会選挙問題」（他学会の学術会議選出委員選挙含
む）

1978

小川ファイル「日本社会福祉学会1979」 1979-1983
小川ファイル「日本社会福祉学会1983～1984」 1983-1984
小川ファイル「日本社会福祉学会1985」 1985
小川ファイル「日本社会政策学会1985～1988」 1985-1988
小川ファイル「社会福祉学会1987」 1987
小川ファイル「社会福祉学会1988」 1988
小川ファイル「社会福祉学会1989」 1989
小川ファイル「社会福祉学会・社会政策学会1990～」 1990
小川ファイル「社会福祉学会・社会政策学会1991～」 1991-1993
小川ファイル「社会政策学会／社会福祉学会1994～」 1994
小川ファイル「社会政策学会／社会福祉学会1997～1998」 1997-1998
小川ファイル「社会政策学会／社会福祉学会1999」 1999-2000
小川ファイル「日本社会福祉学会・日本社会政策学会2001～2002」 2001-2002
小川ファイル「社会政策学会／社会福祉学会2002」 2002-2003
小川ファイル「社会政策学会／社会福祉学会2004～」 2004-2005
小川ファイル「社会政策学会／社会福祉学会2005～」 2005-2006
小川ノート「社会政策学会・福祉学会1952～1954」 1952-1954
小川ノート「社会政策学会・福祉学会1954～」 1954-1955
小川ノート「社会政策学会・福祉学会1955.5.5～」 1955-1957
小川ノート「社会政策学会・福祉学会1958.5.2～」 1958
小川ノート「社会政策学会・福祉学会1958.8.30～」 1958

学会報
社会政策学会「社会政策学会報」第1号～30号（1952.8～1968.2）８号～
15号（1957～1959抜け）

1952-1968

北海道立労働科学研究所「社会政策学会第9回大会報告集 1955
社会政策学会第13回大会報告要旨 1956.4.29
社会政策学会第19回ご案内 1959.5.16
社会政策学会第20回ご案内 1959.11.6
社会政策学会第21回ご案内／研究報告要旨 1960.4.26
社会政策学会第22回ご案内／研究報告要旨 1960.10.31
社会政策学会第25回ご案内／研究報告要旨 1962.5.19
社会政策学会第27回ご案内／研究報告要旨 1963.517
社会政策学会第28回大会 1963.11.1
社会政策学会第29回大会 1964.7.15
社会政策学会第31回大会プログラム／研究報告要旨 1965.5.15
社会政策学会第32回大会プログラム 1965.11.13
社会政策学会第33回大会研究報告要旨 1966.5.27
社会政策学会第34回大会プログラム 1966.10.29
社会政策学会第37回大会プログラム 1968.5.25
社会政策学会第39回大会研究報告要旨 1969.5.30
社会政策学会第40回大会研究報告要旨 ?
社会政策学会第41回大会プログラム 1970.12.5
社会政策学会第42回大会プログラム 1971.5.29
社会政策学会第43回大会プログラム 1971.10.26
社会政策学会第45回研究大会プログラム 1972.11.1
社会政策学会第47回大会研究報告要旨 1974.11.17
社会政策学会第48回大会研究報告要旨 1974.5.18
社会政策学会第50回大会研究報告要旨／プログラム 1975.6.7
社会政策学会第52回研究大会次第 1976.5.31
社会政策学会第53回大会プログラム 1976.11.20
社会政策学会第54回大会研究報告要旨／プログラム 1977.5.21
社会政策学会第56回大会研究報告要旨／プログラム 1978.6.10
社会政策学会第57回大会研究報告要旨 1978.11.16
社会政策学会第58回大会研究報告要旨／プログラム 1979.6.2
社会政策学会第59回大会研究報告要旨 1979.12.1
社会政策学会第64回大会研究報告要旨 1982.5.15
社会政策学会第68回大会研究報告要旨 1984.5.19
社会政策学会第80回大会研究報告要旨 1989.5.27
社会政策学会第79回大会研究報告要旨 1990.5.26
社会政策学会第82回大会研究報告要旨 1991.6.1
社会政策学会第83回大会研究報告要旨 1991.11.16
社会政策学会第84回大会研究報告要旨 1992.5.30
社会政策学会第86回大会研究報告要旨 1993.6.2
社会政策学会第88回大会研究報告要旨 1994.5.28
社会政策学会第92回大会研究報告要旨 1994.11.5
社会政策学会第98回大会研究報告要旨 1999.5.29
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中分類 小分類 資　料　名 年 代 備考 コンテナ
社会政策学会第108回大会報告要旨 2004.5.22
社会政策学会第111回大会プログラム 2005.10.8
社会政策学会第113回大会プログラム 2006.10.21
厚生大臣官房統計調査部「昭和29年度構成行政基礎調査の概要」 1954

商船大学佐々木弘「船員労働の特殊性とその理論化の試案について」 1955

津田真澂「貧困形成の実態分析ー失対日雇労働調査を通じてー」 1956
北海道労働科学研究所「臨時工の賃金」 1955
労働省労働統計調査部田沢・永野「労使県警・労働市場・賃金―最近の
日本の動向―

1966?

社会政策学会研究業績一覧１（1968年1月～12月末発表分） 1969
社会政策学会研究業績一覧２（1969年1月～12月末発表分） 1970
国民生活センター山崎清「大企業の定年制と退職金制度の推移と現状に
かんする調査結果」

1975

名簿 社会政策学会会員名簿（昭和27年・28年） 1952-53
小川ファイル「社会保障法研究会1977」 1977
小川ファイル「社会保障法研究会1978～80」 1977-1988
小川ファイル「社会保障法研究会1981.5.19」 1981-1983
小川ファイル「社会保障法学会1984～」 1984-1986
小川ファイル「社会保障法学会1987.1～1988.12」 1987-1988
小川ファイル「社会保障法学会1989～1990」 1989-1990
小川ファイル「社会保障法学会1991～」 1991-1992
小川ファイル「社会保障法学会1993～」 1993
小川ファイル「社会保障法学会1995～」 1994-1995
小川ファイル「社会保障法学会1996～」 1996
小川ファイル「社会保障法学会1997～」 1997
小川ファイル「社会保障法学会・労働法学会1998～」 1998
小川ファイル「社会保障法学会・労働法学会1999～」 1999
小川ファイル「社会保障法学会・労働法学会2000～」 2000-2001
小川ファイル「社会保障法学会2002～」 2002-2005
小川ファイル「日本労働法学会」 1971-1979
小川ノート「法社会学」1955～1957 1955-1957
小川ファイル「日本法社会学会1955～1969.4 1955-1969.4
小川ファイル「法社会学会1972～1975」 1972-1975
小川ファイル「法社会学会1976～」 1976-1979
小川ファイル「法社会学会1979～」 1979-1982
小川資料「法社会学会1979.5」 1979
小川ファイル「法社会学会1983～」 1983-1986
小川ファイル「法社会学会1991～1994」 1991-1994
小川ファイル「法社会学会1995～1996」 1995-1996
小川ファイル「法社会学会1997～」 1997-1999
小川ファイル「教育法学会」 1970-1974
小川ファイル「教育法学会1974.11～」 1974-1979
小川フアィル「教育条件整備法制研究1978」 1978
小川フアィル「教育条件整備法制研究1979」 1979-1980
小川ファイル「教育法学会1980～」 1980-1981
小川ファイル「教育法学会1981～」 1981-1983
小川ファイル「教育法学会1983～1984」 1983-1984
小川ファイル「日本教育法学会1985～」 1985-1988
小川ファイル「日本教育法学会1993」 1989-1992
小川ファイル「日本教育法学会1990～」 1990-1994

資料 小川ファイル「教育法1984～1989」（教育事件資料） 1984-1989
小川ファイル「日本教育法学会1997～1998」 1997-1998
小川ファイル「教育法学会1999」 1999-2000
小川ファイル「医事法学会1969～1976」 1969-1976
小川ファイル「医事法学会1976.11～」 1976-1976
小川ファイル「医事法学会1985～」 1981-1984
小川ファイル「医事法学会1985.2～」 1985-1986
小川ファイル「医事法学会1987～1988」 1987-1988
小川ファイル「医事法学会1989～1993」 1989-1993
小川ファイル「医事法学会1994」 1994-1999

小川ノート「法律諸学会1960.5.4～1962.10.16」
1960.5.4-
1962.10.16

小川ノート「法律諸学会1960.5.4～1962.10.18」 1960-1962
小川ノート「法律諸学会1962.10.16～」 1962-1964
小川資料「1960年代各種学会資料」 1962-1965
小川ファイル「比較法学会・法哲学会」 1959-1978
小川ファイル「日本財政法学会1982.10～1987.12」 1982-1987
小川ファイル「日本財政法学会1989～」 1989-1998
小川ファイル「日本財政法学会1990～」 1990-1998
小川ファイル「日本財政法学会1999～」 1999-2002
小川ファイル「交通権学会1987～」 1987-1997
小川ファイル「交通権学会1998～」 1998-2000
小川ファイル「法律諸学会2003～」 2003-2004
小川ファイル「法律諸学会2006～」 2006
小川ファイル「法律諸学会2007～」 2007-2008
アジアオセアニア立憲主義シンポジウム 1999.9
小川ファイル「法律関係研究会・学会2008」 2008

諸学会 社会事業史学会第６回大会報告要旨集 2004.5.8
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