
日 新聞 朝夕 面 題
2018年5月15日 朝日 朝刊 4面 労働時間調査、２割削除　働き方法案根拠、２５００事業所分
2018年5月15日 朝日 朝刊 7面 （波聞風問）財政破綻　国債が紙くずになる日　原真人
2018年5月15日 日経 朝刊 23面 （大機小機）「安倍氏で増税」の政治学
2018年5月15日 朝日 夕刊 2面 ９６６事業所、異常なデータ　働き方法案、労働時間調査
2018年5月15日 日経 夕刊 1面 厚労省、一般労働者のデータ966件に異常値 裁量制調査
2018年5月15日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）離れた面接セット減る 圧迫感なくし共感重視 上田晶美
2018年5月15日 日経 夕刊 7面 （十字路）資産取り崩しと引き出し型投信
2018年5月14日 日経 朝刊 12面 （私見卓見）若手の離職防止は組織見直しから
2018年5月14日 日経 夕刊 2面 マルクス、生誕200年で注目 資本主義とは何かを問う
2018年5月13日 日経 朝刊 1面 米報酬、企業間の差鮮明 「ＣＥＯは社員の何倍か」初開示
2018年5月12日 朝日 朝刊 7面 「高プロ」制度、論点鮮明　働き方改革法案、野党追及
2018年5月12日 朝日 朝刊 33面 生活保護横領、告訴へ　東京・北区職員ら、計４３００万円
2018年5月12日 日経 朝刊 1面 30歳まで「新卒採用」 損保ジャパンなど、門戸広げ人材確保
2018年5月12日 日経 朝刊 4面 働き方改革法案の修正協議を開始 自民・維新 会期内の成立狙
2018年5月12日 日経 朝刊 22面 働くシニアの厚生年金 収入に応じ減額、意欲そぐとの批判
2018年5月12日 日経 朝刊 23面 ＥＳＧ投資　個人も注目 情報開示進み商品充実
2018年5月10日 朝日 朝刊 4面 働き方法案、審議本格化　野党、特別指導巡り厚労相追及
2018年5月10日 朝日 朝刊 11面 売り手市場、選考前倒し　１９年春の新卒採用、企業の動きは
2018年5月10日 日経 朝刊 2面 （迫真）賃金革命（３）原資には限りがある
2018年5月10日 日経 朝刊 11面 分身ロボで どこでも受講 第７部 切り開く教育　さらば「学びや
2018年5月10日 日経 朝刊 23面 （大機小機）暴論 円を捨て人民元に
2018年5月10日 日経 朝刊 29面 （経済教室）働き方改革の評価(下)成果評価型、誘因設計カギ
2018年5月9日 朝日 朝刊 2面 過労死認定、昨秋に方針　厚労相へ報告前　野村不動産特別指導
2018年5月9日 日経 朝刊 2面 （迫真）賃金革命（２）残業減らせば得する
2018年5月9日 日経 朝刊 11面 内定、解禁前に４割超え 就活ルールに限界 経団連企業も
2018年5月9日 日経 朝刊 19面 （大機小機）「残業代ゼロ法案」の誤解
2018年5月9日 日経 朝刊 25面 （経済教室）働き方改革の評価(上)労使連携、本旨実現に必須
2018年5月8日 日経 朝刊 2面 （迫真）賃金革命（１）中国発「40万円ショック」
2018年5月8日 日経 朝刊 6面 （時論）ＡＩは人を幸せにするか
2018年5月8日 日経 朝刊 13面 新入社員、何年会社に 先輩冷めた目？「３年内」５割
2018年5月8日 日経 朝刊 29面 （経済教室）経済学でみるＡＩの実力 「予測」活用のリスク認識
2018年5月8日 朝日 夕刊 1面 野党復帰、国会正常化　働き方法案、２党が対案
2018年5月8日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）ドイツにも学歴差別　博士や修士号、昇進に
2018年5月5日 朝日 朝刊 4面 失業しにくい協同組合　スペイン「働き手尊重」が理念
2018年5月5日 日経 朝刊 2面 （社説）積み立て投資をもっと身近に
2018年5月5日 日経 朝刊 2面 肩車型社会の回避なるか 社会保障の現役負担 就業率上昇
2018年5月5日 日経 朝刊 12面 雇用見直し　賃上げ率、20年ぶり高水準 陸運・小売りで人手不足
2018年5月5日 日経 朝刊 12面 働き方改革「量」から「質」へ 有休や副業、制度充実
2018年5月5日 日経 朝刊 12面 非正規労働者の待遇改善 同一賃金など格差縮小
2018年5月5日 日経 朝刊 12面 今国会、働き方改革法案が目玉 会期中成立は不透明
2018年5月5日 日経 朝刊 15面 年金繰り下げ　選択柔軟 途中での方針転換可能
2018年5月5日 日経 朝刊 26面 子ども、37年連続減 14歳以下1553万人 少子化傾向止まらず
2018年5月4日 朝日 朝刊 7面 フランス、デモ連帯に影　大学封鎖、訴えに冷たい目も
2018年5月4日 日経 朝刊 1面 （生産性考）一歩前へ（４）スローな教育改革 多様性が未来
2018年5月4日 日経 朝刊 2面 （社説）将来を直視した柔軟な制度改革を
2018年5月4日 日経 朝刊 3面 フリーランス最低報酬に慎重論 保護ルール
2018年5月3日 朝日 朝刊 4面 高プロ大幅拡大、「法改正が必要」　政府答弁
2018年5月3日 朝日 朝刊 8面 （経済気象台）非正規は「不本意」か
2018年5月3日 朝日 朝刊 26面 年金の過少支給、業者に賠償請求　年金機構
2018年5月3日 日経 朝刊 1面 （春秋）吉田松陰
2018年5月3日 日経 朝刊 1面 （生産性考）一歩前へ一歩前へ（３）「雇用維持」の誤謬 事業再編 
2018年5月2日 朝日 朝刊 1面 ＮＴＴ、非正社員も同じ福利厚生　健診項目や介護・育児補助
2018年5月2日 日経 朝刊 1面 （生産性考）一歩前へ（２）無意識という壁 組織変われば人
2018年5月1日 朝日 朝刊 9面 （耕論）働く人に裁量は　平川克美さん、今野晴貴さん、山根純佳
2018年5月1日 日経 朝刊 1面 （生産性考）一歩前へ（１）消えた1000万時間 「会社」を崩せば
2018年5月1日 日経 朝刊 2面 （社説）2030年に挑む　破綻回避へ痛み分かち合おう
2018年5月1日 日経 朝刊 3面 非正規向けに退職金 きらぼし銀、オリックスと提携
2018年5月1日 日経 朝刊 3面 明治安田生命Ｇ、定年65歳に延長
2018年5月1日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）面接辞退「一身上の都合で」　ネット情報、使
2018年4月29日 朝日 朝刊 6面 （社説）働き方改革　国民不在の数の横暴



2018年4月29日 朝日 朝刊 23面 老後への備え方：１１　積み立て、特長異なる２制度
2018年4月28日 朝日 朝刊 5面 働き方法案、先行き混迷　野党６党欠席のまま審議入り
2018年4月28日 朝日 朝刊 5面 特別指導「適切」　後任の東京労働局長
2018年4月28日 朝日 朝刊 14面 （声）無期雇用逃れに重い罰則を
2018年4月27日 朝日 朝刊 2面 働き方法案、きょう審議入り　野党６党、欠席継続方針
2018年4月27日 朝日 夕刊 2面 働き方法案、審議入り　野党６党、欠席の中　衆院本会議
2018年4月27日 日経 朝刊 5面 サービス残業２割減 15年前比、人手不足で待遇改善　民間試算
2018年4月27日 日経 朝刊 8面 最低賃金上げ ギリシャ意欲 労相「20年までに」
2018年4月27日 日経 朝刊 27面 （経済教室）移民政策の現状と課題(下)安易な外国人依存
2018年4月26日 日経 朝刊 4面 「働き方」あす審議入りへ応酬 与党、衆院解散に言及
2018年4月26日 日経 朝刊 7面 欧州金融大手 ＥＳＧ一段と
2018年4月26日 日経 朝刊 25面 （経済教室）移民政策の現状と課題(中)欧州、子孫世代の孤立深刻
2018年4月25日 朝日 朝刊 3面 働き方法案、綱渡り　２７日に審議、与党方針
2018年4月25日 朝日 朝刊 8面 勤務間休息、実効性が焦点　過労死防止大綱に数値目標
2018年4月25日 朝日 朝刊 8面 ２８４８事業所で違法残業　厚労省の集中取り締まり
2018年4月25日 朝日 朝刊 8面 過労死問題受け、役員報酬返上へ　野村不動産
2018年4月25日 朝日 朝刊 12面 （経済気象台）報告は自らを守る
2018年4月25日 朝日 朝刊 33面 正社員との手当格差「違法」　契約社員も同様の業務　松山地裁
2018年4月25日 日経 朝刊 5面 社会保障費抑制　次の一手は（中）年金「68歳から」の本音
2018年4月25日 日経 朝刊 7面 「イデコ」普及 店頭対応先行 りそな、投信運用主軸
2018年4月25日 日経 夕刊 3面 働き方法案 与党、27日審議入りの構え
2018年4月24日 日経 朝刊 1面 個人型年金、投信を基本 りそな・野村証券、ｉＤｅＣｏ変更
2018年4月24日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）確定拠出年金　個人型加入は80万人超え
2018年4月24日 日経 朝刊 34面 正社員と待遇差巡り弁論 契約社員の運転手 最高裁、６月判決
2018年4月24日 日経 朝刊 34面 37％の事業所で違法残業 厚労省が是正勧告
2018年4月24日 朝日 夕刊 1面 勤務間休息確保、普及へ数値目標　過労死防止大綱見直
2018年4月24日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）仏でも厳しい学歴差別　エリート校の内部にも
2018年4月23日 朝日 朝刊 24面 春闘、「働き方改革」先取り　大手、勤務間休息や労働時間削減
2018年4月23日 朝日 朝刊 24面 （職場のホ・ン・ネ）最低賃金下回る実態
2018年4月23日 日経 朝刊 1面 銀行・保険、採用を大幅減 来春新卒、業務電子化で 本社調査
2018年4月23日 日経 朝刊 5面 （経営の視点）生産性向上　竹内製作所の流儀 正社員転換
2018年4月23日 日経 朝刊 38面 労働時間の把握 客観的に 過労死対策大綱の改定素案
2018年4月23日 日経 夕刊 2面 フリーランス、働きやすいの？ 政府が法的保護を検討
2018年4月23日 日経 夕刊 2面 働き方改革、残業代の行方 自分磨き支援に還元も
2018年4月22日 朝日 朝刊 8面 （声）相手の違いを認め合う議論を
2018年4月21日 朝日 朝刊 3面 「不合理」最高裁の判断は　正社員と非正社員、同じ仕事で
2018年4月21日 朝日 朝刊 3面 ｉＤｅＣｏ、加入簡便に　普及へ厚労省　個人型確定拠出年金
2018年4月21日 朝日 朝刊 10面 （経済気象台）直接雇用にこだわるわけ
2018年4月21日 日経 朝刊 6面 年金専用投信、存在感増す 17年度末残高 最高の4.6兆円
2018年4月21日 日経 朝刊 8面 企業と就活生　続く化かし合い 崩れぬ新卒主義、早期化止
2018年4月21日 日経 朝刊 18面 離婚年金分割　多い誤解 通常は結婚期間の厚生年金５割
2018年4月21日 日経 朝刊 34面 非正規賃金格差、６月判決 最高裁、定年後の再雇用で
2018年4月20日 朝日 朝刊 4面 年金手続き書類、市民から見ると…　赤字使いすぎ、読みにくい
2018年4月20日 日経 朝刊 6面 （グローバルオピニオン）格差の収束、反転する懸念
2018年4月20日 日経 朝刊 17面 （大機小機）賃金は上がったが…
2018年4月20日 朝日 夕刊 12面 正社員との格差、初判断へ　再雇用の原告「同じ仕事」　最高裁
2018年4月19日 朝日 朝刊 7面 衆院厚労委、野党が欠席　働き方法案の審議にも影響か
2018年4月19日 日経 朝刊 6面 （中外時評）フリーランスの環境整備を 上級論説委員 水野裕司
2018年4月18日 朝日 朝刊 1面 技能実習後も５年就労　外国人に新在留資格　政府検討
2018年4月18日 朝日 朝刊 5面 裁量労働「満足」でも懸念複数　「決して時短にならない」「健康面
2018年4月18日 朝日 朝刊 11面 電通、月１回週休３日に　労働時間削減へ、６月から全社員
2018年4月18日 朝日 朝刊 17面 （新井紀子のメディア私評）仏のＡＩ立国宣言　何のための人工知能
2018年4月18日 朝日 朝刊 33面 別会社でも実習生が除染 ベトナム人３人「説明なかった」
2018年4月18日 日経 朝刊 15面 人件費を考える（上） 負担増す社会保険料 賃金上げとも連動
2018年4月18日 日経 朝刊 24面 （私見卓見）ＥＳＧ投資に組み込むべき「Ｄ」 
2018年4月17日 日経 朝刊 5面 個人向け確定拠出年金 銀行窓販を解禁 厚労省、今年度内
2018年4月17日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）本当に売り手市場？　大手の激烈競争変わらず 
2018年4月17日 日経 夕刊 7面 （十字路）女性取締役と企業価値
2018年4月16日 朝日 朝刊 31面 就活「売り手市場」実感は　内定、すでに２社から／人気企業
2018年4月16日 朝日 朝刊 31面 （知る就活）ありのまま、って　面接は万全に準備し、飾らずに
2018年4月16日 日経 朝刊 30面 正社員・非正規の待遇格差、最高裁の初判断に注目



2018年4月14日 朝日 朝刊 4面 地方議員の年金復活、本格議論　「なり手不足を解消」「国民理解得
2018年4月14日 朝日 朝刊 4面 過労死認定、報告は「報道後」　野村不動産への特別指導
2018年4月14日 朝日 朝刊 7面 人口推計、７年連続減少　続く首都圏集中　昨年１０月
2018年4月14日 朝日 朝刊 16面 （声）老後も働けって？ほっといて
2018年4月14日 朝日 朝刊 16面 （声）高プロに「認定制度」がほしい
2018年4月14日 日経 朝刊 1面 派遣健保、解散を検討 50万人加入 高齢者向け負担重く
2018年4月14日 日経 朝刊 5面 人手不足なのに… 派遣時給、下落の怪 介護が重荷、三大都市圏
2018年4月14日 日経 朝刊 17面 企業年金、「割引率」下げ止まり 積み立て不足縮小へ
2018年4月14日 日経 朝刊 19面 （大機小機）人口減少下の雇用二極化
2018年4月13日 朝日 朝刊 1面 正社員の待遇下げ格差是正　日本郵政、一部の住居手当廃止
2018年4月13日 朝日 朝刊 7面 手当廃止、正社員危機感も　日本郵政　他企業に広がる可能性
2018年4月13日 朝日 朝刊 15面 （耕論）高齢者はどう生きるか　秋山弘子さん、森永卓郎さん
2018年4月13日 日経 朝刊 1面 企業年金も人生100年時代 拡充や支給年齢上げ
2018年4月13日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）企業年金改革　制度維持へ財政健全化
2018年4月13日 日経 朝刊 5面 外国人就労増へ環境整備 社会保障、企業の負担逃れ防止
2018年4月13日 日経 朝刊 17面 年金改革株高の追い風 財政改善 ＥＳＧ投資シフト
2018年4月13日 日経 朝刊 19面 （大機小機）高齢者の就業促進
2018年4月13日 日経 夕刊 3面 日本郵政、住居手当を一部廃止 正社員5000人対象 待遇下
2018年4月13日 日経 夕刊 5面 ブラック対策進んだか 今年から虚偽の求人情報で罰則
2018年4月13日 日経 夕刊 5面 離婚時の年金分割、割合は？　50％が上限の目安に
2018年4月12日 朝日 朝刊 3面 特別指導の経緯、野党はなお追及　東京労働局長を更迭
2018年4月12日 朝日 朝刊 12面 （声）「雇い止め」生む法改正なんて
2018年4月12日 朝日 朝刊 13面 （私の視点）育児と働き方　外国に学び、文化変えよ　武田朝美
2018年4月12日 日経 朝刊 1面 外国人、実習後に就労資格 最長５年、本格受け入れ
2018年4月12日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）外国人労働者 在留資格で異なる雇用条件
2018年4月12日 日経 朝刊 4面 東京労働局長の更迭、働き方法案に火種残す
2018年4月12日 日経 朝刊 5面 ＜解説＞受け入れ環境 議論急務 外国人労働者向け新資格
2018年4月12日 日経 朝刊 29面 （経済教室）アジアの成長と日本(中)大都市、「人口ボーナス
2018年4月12日 日経 夕刊 1面 （あすへの話題）新聞の読み方
2018年4月12日 日経 夕刊 7面 （十字路）トンチン型年金ファンド
2018年4月11日 朝日 朝刊 1面 特別指導経緯、開示拒む　厚労相、過労死は認める　野村不動産
2018年4月11日 朝日 朝刊 3面 厚労相、過労死いつ把握　特別指導資料、黒塗り解除応ぜず
2018年4月11日 朝日 朝刊 7面 年金機構・業者、隔たる認識　過少支給、食い違う主張
2018年4月11日 日経 朝刊 1面 転職で賃金増 広がる 求人倍率最高、ＩＴなどけん引　成長産業
2018年4月11日 朝日 夕刊 1面 東京労働局長を更迭　厚労省
2018年4月10日 朝日 朝刊 4面 遺族からファクス、認める　野村不動産への特別指導　厚労省
2018年4月10日 日経 朝刊 14面 ＮＴＴコム社長 庄司哲也氏(下) 年金改革 説得で全国行脚
2018年4月10日 朝日 夕刊 1面 野村不動産で社員過労死　厚労相、初めて認める　遺族同意受
2018年4月10日 朝日 夕刊 2面 年金過少支給問題、機構が調査委設置
2018年4月10日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）新卒採用 欧米では希少 海老原嗣生
2018年4月8日 朝日 朝刊 23面 （なるほどマネー）老後への備え方：８　退職金、一時金と年金
2018年4月7日 朝日 朝刊 1面 働き方法案、国会提出　「高プロ」、野党反発「残業代ゼロ」
2018年4月7日 朝日 朝刊 3面 特別指導、経緯矛盾のまま　勝田局長、是正勧告公表を認
2018年4月7日 朝日 朝刊 3面 年金入力再委託、別業者５３万人分　契約違反
2018年4月7日 朝日 朝刊 4面 「高プロはスーパー裁量労働」野党が批判　働き方法案、成立見通
2018年4月7日 朝日 朝刊 5面 年金入力ミス、契約額が突出　約１億８千万円
2018年4月7日 朝日 朝刊 7面 サービス業の生産性、米国の半分　日本生産性本部が比較
2018年4月7日 朝日 朝刊 12面 （経済気象台）ＥＳＧ時代への一歩
2018年4月7日 朝日 朝刊 14面 （社説）働き方改革　労働者保護に焦点絞れ
2018年4月7日 朝日 朝刊 23面 （ひもとく）働き方を考えよう　勇気ある抵抗は、社会の財産
2018年4月7日 日経 朝刊 2面 （社説）働き方改革法案を今国会で成立させよ
2018年4月7日 日経 朝刊 3面 働き方改革 企業に危機感 法案、裁量労働拡大を全面撤回
2018年4月7日 日経 朝刊 5面 別会社でも53万人分を再委託 年金機構
2018年4月7日 日経 朝刊 7面 非正規、待遇改善進む 人手確保へ小売り・外食 インターバル
2018年4月7日 日経 朝刊 17面 （大機小機）今年の新入社員は何型？
2018年4月6日 朝日 朝刊 1面 東京労働局長を招致　「是正勧告」巡る矛盾、焦点
2018年4月6日 朝日 朝刊 2面 厚労相、なお「公表」否定　「是正勧告した」労働局長は発言
2018年4月6日 日経 朝刊 2面 （真相深層）企業、ＥＳＧ対策手探り
2018年4月6日 日経 朝刊 8面 独、ベビーブームに沸く　出生数、５年で２割増
2018年4月6日 日経 朝刊 34面 許可更新、社保加入が条件　建設業審査で国交省方針
2018年4月6日 朝日 夕刊 1面 働き方法案、閣議決定　野党は対決姿勢　「高プロ」新設



2018年4月6日 朝日 夕刊 2面 「是正勧告」改めて釈明　参考人招致で東京労働局長
2018年4月6日 日経 夕刊 1面 脱時間給・残業規制 柱に 働き方法案、閣議決定 今国会の
2018年4月6日 日経 夕刊 11面 就活 広がるネット面接 地方の学生、お金や時間節約／「手応
2018年4月5日 朝日 朝刊 1面 厚労相と局長、発言矛盾　労働局会見録に「是正勧告」
2018年4月5日 朝日 朝刊 4面 厚労省、崩れた説明　「是正勧告」結局確認
2018年4月5日 朝日 朝刊 14面 （社説）働き方改革　混迷は政権の責任だ
2018年4月5日 日経 朝刊 2面 （社説）子や孫へ年金のツケを回すのはやめよう
2018年4月5日 日経 朝刊 3面 年金、働く高齢者に対応 厚労省、制度見直しに着手
2018年4月5日 日経 朝刊 14面 フリーランス、経済規模20兆円　今年推計
2018年4月5日 朝日 夕刊 1面 厚労省、一般論と弁明　労働局長「是正勧告行っている」発言
2018年4月4日 朝日 朝刊 3面 厚労省、説明食い違い否定　野村不動産への特別指導　東京労働局長
2018年4月4日 日経 朝刊 4面 発言権拡大 ねらう自民 働き方法案了承を持ち越し
2018年4月4日 日経 朝刊 5面 公的年金、黒字10兆円規模 昨年度運用 民間試算、終盤は
2018年4月4日 日経 朝刊 19面 （大機小機）待ったなしの退職資産形成
2018年4月3日 朝日 朝刊 3面 東京労働局長の発言、厚労次官が厳重注意　特別指導経緯
2018年4月3日 朝日 朝刊 30面 「無期転換逃れ」　日通の元従業員、解雇不当と提訴
2018年4月3日 日経 朝刊 5面 働き方 残業、月100時間未満 先送りなら… 長時間労働是正
2018年4月3日 日経 朝刊 31面 （私見卓見）働き方改革時代の社内対話
2018年4月3日 日経 朝刊 42面 「日通が無期転換逃れ」 雇用打ち切りの女性が提訴
2018年4月3日 朝日 夕刊 1面 東京労働局長を処分へ　「是正勧告」発言巡り　厚労相
2018年4月3日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）「人の役に立つ」はあいまい 上田晶美
2018年4月3日 日経 夕刊 3面 自民、働き方法案の了承見送り
2018年4月2日 朝日 朝刊 10面 （声）年金機構、職員の意識改革を
2018年4月2日 朝日 朝刊 11面 （フォーラム）「女性活躍」、専業主婦は
2018年4月2日 朝日 朝刊 22面 （なるほどマネー）老後への備え方：７　定年後の収入「見える
2018年4月2日 朝日 朝刊 29面 有期→無期雇用「転換逃れ」に注意　５年ルール、本格スタート
2018年4月2日 日経 朝刊 2面 （社説）雇い止めを広げる労働規制
2018年4月1日 日経 朝刊 1面 富士通、第３の企業年金導入 労使でリスク分担、大手初
2018年4月1日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）企業年金 確定拠出型が増加
2018年3月31日 朝日 朝刊 1面 ７５歳以上、４３道府県で２割超　２０４５年推計人口、社会保障
2018年3月31日 朝日 朝刊 38面 再雇用賃金７５％減、違法　定年後「不合理な相違許されない
2018年3月31日 日経 朝刊 2面 （社説）後がない年金機構、組織と規律を立て直せ
2018年3月31日 日経 朝刊 5面 30年、全都道府県で人口減　人口問題研推計
2018年3月31日 日経 朝刊 23面 年金開始「70歳超も選択」　繰り下げ年齢引き上げ検討
2018年3月31日 日経 朝刊 31面 人口減、財政難に直面する日本 進むべき道を明確に描く
2018年3月30日 朝日 朝刊 4面 働き方改革法案、付則追加　今国会成立、見通せず　自民部会了承
2018年3月30日 朝日 朝刊 38面 年金機構、点検怠る　委託業者の入力データ　過少支給
2018年3月30日 朝日 朝刊 38面 ヤマトと社員２人、起訴猶予　違法残業、改善策を考慮　福岡地検
2018年3月30日 日経 朝刊 1面 （社長100人アンケート）65歳定年 ３社に１社 収入維持、シニア
2018年3月30日 日経 朝刊 5面 働き方改革、中小延期了承 自民部会、改革法案に配慮規定
2018年3月29日 朝日 朝刊 3面 厚労相への報告資料、ほぼ黒塗りで国会に　野村不動産に
2018年3月29日 朝日 朝刊 16面 （社説）年金支給ミス　信頼回復へ業務見直せ
2018年3月29日 朝日 夕刊 2面 働き方法案、自民了承　野党は反発、対立激化
2018年3月29日 日経 夕刊 1面 働き方法案、来月上旬にも提出 政府 自民部会が了承
2018年3月28日 朝日 朝刊 4面 委託業者、「作業適正」と報告　年金機構、調査組織を来月設置
2018年3月28日 日経 朝刊 21面 （大機小機）ＥＳＧと情報の非対称性
2018年3月28日 日経 夕刊 5面 60歳からの働き方と社会保険 勤務時間など加入条件に
2018年3月27日 朝日 朝刊 1面 １０万人に年金過少支給　入力ミス・放置で２０億円　委託業者
2018年3月27日 朝日 朝刊 4面 年金入力外部委託、厚労省が見直しへ　機構、契約違反見抜
2018年3月27日 日経 朝刊 5面 年金過少支給は20億円 入力ミス、10万４千人分影響　硬直組織
2018年3月27日 日経 朝刊 31面 （経済教室）高齢化する貧困(下)社会保障の抑制政策響く
2018年3月27日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）誰もが悩む「コミュ力」 口下手ＯＫ、自分の
2018年3月26日 朝日 朝刊 27面 （なるほどマネー）老後への備え方：６　パート、二つの年収
2018年3月26日 日経 朝刊 15面 （経済教室）高齢化する貧困(上)年金の枠組み内で対応を
2018年3月26日 日経 朝刊 19面 働く前に知りたい給料・労働時間 残業代不払い確認を
2018年3月26日 日経 夕刊 2面 年金、何歳からもらう？ 70歳超も選択肢 働く動機に
2018年3月26日 日経 夕刊 3面 ブラジル元財務相「資産課税で格差是正」 
2018年3月24日 朝日 朝刊 7面 再調査の時期、見通せず　裁量労働制、データを撤回
2018年3月24日 朝日 朝刊 38面 把握後１８万件委託　年金入力、再委託問題　機構
2018年3月24日 日経 朝刊 20面 投信選び代表指標は？ 効率はシャープレシオ、比較は同分類
2018年3月24日 日経 朝刊 31面 多様化する日本人の働き方　阿部正浩、山本勲編



2018年3月23日 朝日 朝刊 4面 昨年は２７２事業所、厚労省が初公表　裁量労働で勧告・指導
2018年3月23日 朝日 朝刊 13面 （経済気象台）それは必要な転勤か
2018年3月23日 朝日 夕刊 1面 裁量労働制、データ撤回　厚労省、改めて実態調査へ
2018年3月22日 日経 朝刊 1面 生保、非競争分野を統合 大手６社の年金管理　働き手減にらみ
2018年3月22日 日経 朝刊 3面 生保、協業進む契機に
2018年3月22日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）団体年金 個人保険に比べ収益性低く 
2018年3月21日 朝日 朝刊 1面 年金、３１万人分入力ミス　放置、新たに１．７万人分　機構委託
2018年3月21日 朝日 朝刊 7面 年金機構、甘い管理　委託先の把握、不十分
2018年3月21日 朝日 朝刊 14面 （声）６０歳以上は厚生年金「払い損」？
2018年3月21日 日経 朝刊 4面 シンゾウとの距離 政策編（２）働き方改革 厚労省という「鬼門
2018年3月21日 日経 朝刊 38面 マイナンバー連携 再延期 中国業者再委託 年金機構ずさん
2018年3月20日 朝日 朝刊 4面 労働時間の把握、企業に義務付け　働き方改革法案修正へ
2018年3月20日 朝日 朝刊 30面 （家族って　制度編：２）１３０万円の壁、悩んで勤務抑制
2018年3月20日 朝日 朝刊 37面 年金入力、中国業者に再委託　５００万人分、流出確認されず
2018年3月20日 日経 朝刊 19面 東芝、欧州子会社の年金譲渡 費用を早期に確定
2018年3月20日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）「人の役に立つ仕事」とは ターゲットを掘り
2018年3月20日 日経 夕刊 3面 年金情報、中国業者に 都内の業者、契約に反し入力委託
2018年3月19日 朝日 朝刊 26面 就活学生、セクハラから守れ　売り手市場でも絶えぬ被害
2018年3月19日 日経 朝刊 2面 （社説）年金支給漏れに潜む高齢社会の落とし穴
2018年3月19日 日経 朝刊 13面 フリーランス処遇改善　優越的地位の乱用に独禁法違反
2018年3月19日 日経 朝刊 13面 処遇格差　違法判決相次ぐ 手当・休暇に厳しい目
2018年3月18日 朝日 朝刊 6面 ＦＢＩ前副長官、消えた年金　満額受給資格、２日前に解雇
2018年3月18日 朝日 朝刊 8面 （社説）春闘　賃上げ、さらに進めよ
2018年3月17日 朝日 朝刊 3面 厚労省の特別指導、決裁書作らず　手続き規定なし
2018年3月17日 朝日 朝刊 37面 過労死遺族に「週休７日が幸せか」　「ワタミ」創業者・渡辺氏
2018年3月17日 日経 朝刊 7面 人への投資 解を模索 非正規手当・休み方改革… 焦点様変
2018年3月17日 日経 朝刊 19面 （大機小機）消費増税と経済の平準化
2018年3月17日 日経 朝刊 20面 年金、追納・後納の期限迫る 届け出で未納・給付減防ぐ
2018年3月17日 日経 朝刊 21面 外貨建て「トンチン年金」とは　80代で元取れる可能性
2018年3月16日 朝日 朝刊 15面 （月刊安心新聞）裁量労働制の落とし穴
2018年3月16日 日経 朝刊 1面 ヤマト、全運転手を正社員に フルタイム契約の3000人転換
2018年3月16日 日経 朝刊 5面 100年設計図 長生きとお金（４）９割の「不安」が商機
2018年3月16日 日経 朝刊 7面 第３の企業年金 導入拡大 リスク分担型、第一生命が受託
2018年3月16日 日経 朝刊 21面 （大機小機）日本的企業経営の劣化
2018年3月16日 日経 朝刊 29面 （経済教室）「長寿」生かし成長力高めよ
2018年3月16日 朝日 夕刊 12面 ＪＲ西の残業代未払い、１万４千人に２０億円　全社員の約
2018年3月15日 日経 朝刊 2面 (社説)長期雇用が阻む積極的なベア
2018年3月15日 日経 朝刊 5面 100年設計図 長生きと年金（３）支えきれぬ引退生活 就労促
2018年3月15日 日経 朝刊 31面 （私見卓見）ＡＩ時代こそ「コミュ力」に報酬を
2018年3月15日 日経 朝刊 41面 実習生が除染「不適切」 ベトナム人男性の問題を受け法務省
2018年3月14日 朝日 朝刊 3面 年金過少支給巡り申告書を再送付へ　様式改善し未提出者
2018年3月14日 朝日 朝刊 7面 年金、受給者不在の混迷　控除申告書、複雑に→未提出続
2018年3月14日 日経 朝刊 10面 〈ＦＴ特約〉法人税下げ競争のジレンマ 利益生む場で課税を
2018年3月14日 日経 夕刊 3面 長時間労働の是正協議 春季労使交渉 インターバル制度や
2018年3月13日 朝日 朝刊 6面 日立「勤務間１１時間制」合意　管理職除き１０月から
2018年3月13日 朝日 朝刊 7面 （波聞風問）賃上げ目標３％　「官製春闘」の不都合な真実
2018年3月13日 朝日 朝刊 37面 年金、適正な申告書放置　１５日に追加支払い　過少支給
2018年3月13日 日経 朝刊 3面 崩れる新卒採用ルール 経団連、見直し着手　中途増え通年拡大
2018年3月13日 日経 朝刊 5面 中小の退職金上乗せ 厚労省、運用堅調で３年ぶり
2018年3月13日 日経 朝刊 15面 パナソニック、１時間単位で有休 労使が交渉　子育て向け
2018年3月13日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）体育会系、やはり有利　集団の中で培った
2018年3月13日 日経 夕刊 13面 6.7万人は委託業者ミス 年金過少支給、税控除申告を放置
2018年3月12日 朝日 朝刊 26面 「高プロ」ってどんな制度？　緒方桂子・南山大法学部教授
2018年3月12日 日経 朝刊 13面 提出予定の働き方法案　全非正規に「同一賃金」規定 処遇差
2018年3月11日 日経 朝刊 3面 事務用ロボ、日本でも普及 単純作業を代替「ＲＰＡ」、労働時間減
2018年3月9日 朝日 朝刊 6面 働き方改革、春闘の焦点　「長時間」是正、労使協議進むか
2018年3月9日 朝日 朝刊 17面 （コラムニストの眼）米の大学生との対話　大組織に希望はなくても
2018年3月9日 日経 朝刊 1面 電機、残業上限先取り 年720時間、労使で交渉 所得は減、
2018年3月9日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）長時間労働の是正　企業の重要な経営課題
2018年3月9日 日経 朝刊 5面 賃金再考 データから　薄れる「学歴効果」 大学進学率頭打
2018年3月9日 日経 朝刊 33面 （経済教室）フリーランスのための法整備　契約ルールの法制化急



2018年3月9日 日経 朝刊 33面 （私見卓見）イタリア人に学ぶ働き方
2018年3月9日 朝日 夕刊 14面 男性、７２．１４歳　女性、７４．７９歳　健康寿命、１６年の推計値
2018年3月8日 朝日 朝刊 3面 厚労省、「ゼロ回答」連発　野村不動産への特別指導、報告
2018年3月8日 朝日 朝刊 7面 就活面接、３月解禁検討　２１年春入社が対象　経団連
2018年3月8日 朝日 朝刊 38面 違法性、最高裁が初判断へ　正社員・非正社員の待遇格差
2018年3月8日 日経 朝刊 2面 （社説）女性の就労支える改革を加速させよう
2018年3月8日 日経 朝刊 2面 大卒女性 生かせぬ日本 就業率の低さ顕著　「学び直し」で
2018年3月8日 日経 朝刊 40面 非正規待遇格差 初判断へ 手当や賃金 最高裁が解釈示す
2018年3月8日 日経 夕刊 7面 （十字路）成果主義と会社の生産性
2018年3月7日 朝日 朝刊 2面 野村不動産への特別指導は２例目　昨年末　前例、電通のみ
2018年3月7日 朝日 朝刊 14面 （経済気象台）説明責任と守秘義務
2018年3月7日 朝日 朝刊 16面 （声）裁量労働拡大、過労死増える
2018年3月7日 日経 朝刊 1面 就活面接３月解禁を検討 経団連前倒し、21年入社から
2018年3月7日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）就活ルール　企業が破っても罰則なし
2018年3月7日 日経 朝刊 4面 労働改革停滞 ２つのツケ 国対軽視、対決国会に　政策の
2018年3月7日 日経 朝刊 7面 脱短期が生む商機（２）老後照準 楽にコツコツ 「ゆとり投資
2018年3月6日 朝日 朝刊 3面 厚労相「当時、承知せず」　野村不動産の過労自殺認定
2018年3月6日 朝日 朝刊 3面 健康確保強化を削除　裁量労働拡大、先送りで
2018年3月6日 朝日 朝刊 4面 年金、問い合わせ殺到　過少支給　記入ミスや未提出で
2018年3月6日 朝日 朝刊 14面 （声）厚労省の異常データは「ミス」か
2018年3月6日 日経 朝刊 2面 裁量労働 企業「本質議論を」 トヨタなど独自制度導入
2018年3月6日 日経 朝刊 5面 厚労省、最低賃金上げの中小支援手厚く 時給30円上げの
2018年3月6日 日経 朝刊 16面 事務派遣社員に交通費 パーソルやアデコ　「無期雇用」転換後
2018年3月6日 日経 朝刊 19面 （一目均衡）ＡＩ投資は万能か 証券部 川上穣
2018年3月6日 日経 朝刊 43面 除染作業に技能実習生 ベトナム男性「説明なかった」
2018年3月6日 日経 夕刊 1面 企業年金、「行動規範」導入相次ぐ パナソニックやエーザイ
2018年3月6日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）入学後コース変更、影響は？　選択は自由
2018年3月5日 朝日 朝刊 33面 （知る就活）「合説」の歩き方　あなたのワクワク、探して　木之本敬介
2018年3月5日 日経 朝刊 3面 ベア20年ぶり伸び予想でも…所得増は黄信号
2018年3月5日 日経 朝刊 7面 （核心）死蔵されゆく巨額資産 「金融老年学」を生かそう
2018年3月5日 日経 朝刊 13面 外国人実習　企業に重責 人権侵害を罰する新法施行
2018年3月5日 日経 朝刊 14面 （私見卓見）働き方改革の成否握る経営目標
2018年3月5日 日経 朝刊 17面 （働く）採用面接突破のコツ
2018年3月5日 日経 朝刊 17面 裁量労働制巡る議論 誰でも検証できる根拠を
2018年3月5日 日経 朝刊 17面 残業時間、上限は労使合意 勤め先の基準を知ろう
2018年3月5日 日経 朝刊 17面 日本の就活、留学生の目には？
2018年3月5日 日経 朝刊 38面 不当な裁量労働、過労自殺 野村不動産社員、月180時間残業
2018年3月5日 朝日 夕刊 1面 首相と厚労相「報告受けず」　過労自殺の労災認定
2018年3月4日 朝日 朝刊 1面 裁量労働、社員が過労自殺　違法適用の野村不動産　労災申請契機
2018年3月4日 朝日 朝刊 3面 裁量労働、乱用の末　「しっかり監督」答弁の陰で　野村不動産
2018年3月4日 日経 朝刊 1面 揺れる市場 潜む火種 年金が直接融資／「売れぬ資産」膨張
2018年3月4日 日経 朝刊 3面 年金 130万人に過少支給 ２月、控除申告書の様式変更で
2018年3月3日 朝日 朝刊 1面 年金、１３０万人に過少支給　２月、所得税控除手続き巡り
2018年3月3日 朝日 朝刊 4面 「高プロ」調査、厚労相拒む　野党「スーパー裁量労働制だ
2018年3月3日 朝日 朝刊 16面 （声）裁量は会社の上の人にしかない
2018年3月3日 日経 朝刊 4面 脱時間給「やり遂げる」 首相、今国会成立に意欲
2018年3月3日 日経 朝刊 15面 企業統治の課題 海外投資家に聞く
2018年3月3日 日経 朝刊 17面 （大機小機）ＥＳＧ、ＳＤＧｓと企業の哲学
2018年3月2日 朝日 朝刊 1面 裁量労働、来年以降に　首相、今国会の提出断念
2018年3月2日 朝日 朝刊 2面 （時時刻刻）「裁量制」追い込まれ削除　首相、強気貫けず　
2018年3月2日 朝日 朝刊 4面 「働き方、議論はデータ戦」「政権はアウェーの戦い」
2018年3月2日 朝日 朝刊 4面 焦点採録　参院予算委員会 【働き方改革】
2018年3月2日 朝日 朝刊 14面 （社説）働き方改革　「高プロ」制度も削除を
2018年3月2日 日経 朝刊 1面 働き方法案、月内提出へ 厚労相、裁量労働「新たに調査」
2018年3月2日 日経 朝刊 2面 （社説）裁量労働拡大をいつまで先送りするのか
2018年3月2日 日経 朝刊 3面 生産性向上 遠のく 裁量労働制拡大先送り、日本企業不利
2018年3月2日 日経 朝刊 4面 ずさんデータで自滅　検証・裁量労働切り離し
2018年3月2日 日経 朝刊 5面 労働分配率 なお低く 10～12月43.9％　大企業に賃上げ余力
2018年3月2日 日経 朝刊 6面 （グローバルオピニオン）ＡＩ時代に望まれる仕事は
2018年3月2日 日経 夕刊 4面 働き方改革で会話が消える？
2018年3月1日 朝日 朝刊 1面 裁量労働拡大を削除　首相、「働き方」法案で



2018年3月1日 朝日 朝刊 2面 （時時刻刻）一転削除、政権打撃　首相、深夜の撤退　「働き
2018年3月1日 朝日 朝刊 2面 高プロ導入も撤回を求める　高橋まつりさん母
2018年3月1日 朝日 朝刊 4面 野党、結束強める　与党、防戦に　「働き方」法案、参院論戦
2018年3月1日 朝日 朝刊 4面 焦点採録　裁量労働制　衆院予算委員会　２８日
2018年3月1日 朝日 朝刊 6面 女性給与２４万６１００円、最高更新　厚労省調査、フルタイム
2018年3月1日 日経 朝刊 1面 裁量労働 今国会は断念 政府・与党、働き方法案から分離
2018年3月1日 日経 朝刊 2面 （真相深層）確定拠出年金 幻の改革
2018年3月1日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）裁量労働制 仕事の時間配分、自由に
2018年3月1日 日経 朝刊 5面 正社員賃金、４年ぶり減 昨年32万円、20代・女性は増
2018年3月1日 日経 朝刊 19面 さあ就活 前倒し一段と 19年卒採用、きょう解禁
2018年3月1日 日経 朝刊 37面 （私見卓見）仮眠室改善でも過労死防止に
2018年3月1日 朝日 夕刊 1面 裁量労働、今国会断念　首相「重く受け止め」　働き方法案
2018年3月1日 朝日 夕刊 1面 就活、解禁　各地で会社説明会
2018年3月1日 朝日 夕刊 15面 就活、とっくに本番　インターン・セミナー…　昨年から企業と
2018年3月1日 日経 夕刊 1面 首相、脱時間給「予定通り提出」 働き方法案の成立に意欲
2018年3月1日 日経 夕刊 1面 （あすへの話題）仕事人間の反省　元復興次官　岡本全勝
2018年2月28日 朝日 朝刊 3面 「働き方」与党にも不満　予算審議ずれ込み　法案分離論も
2018年2月28日 朝日 朝刊 12面 「二人っ子」不発、老いる中国　進む少子高齢化、習氏が描
2018年2月28日 朝日 朝刊 16面 （声）年金額が減った？と思った人へ
2018年2月28日 朝日 朝刊 37面 派遣切り、団交命令　日産を「使用者」と認定　神奈川県労委
2018年2月28日 日経 朝刊 1面 女性取締役増、統治指針に 政府方針、企業に説明責任
2018年2月28日 日経 朝刊 2面 （社説）フリーランスで働く人の支援を多面的に
2018年2月28日 日経 朝刊 5面 地域限定正社員　待遇開示を要請 厚労省、普及めざし企業
2018年2月28日 日経 朝刊 5面 ＜解説＞女性取締役、候補少なく 争奪戦、報酬高騰の懸念
2018年2月28日 日経 朝刊 31面 （経済教室）ＡＩと働き方(下)代替議論に「タスク」の視点
2018年2月28日 朝日 夕刊 1面 働き方法案、提出遅らせる意向　首相「実態把握しない限り
2018年2月28日 日経 夕刊 1面 裁量労働 厚労相再調査に含み 衆院予算委 首相「実態把握
2018年2月27日 朝日 朝刊 1面 労働時間、更に２３３件異常値　衆院委で説明　予算案通過先送
2018年2月27日 朝日 朝刊 3面 また異常値でも「ゼロ回答」　働き方改革、再調査も法案断念
2018年2月27日 朝日 朝刊 4面 年金機構、紙書類廃棄へ　電子データ保存後
2018年2月27日 朝日 朝刊 12面 （経済気象台）企業と政治の関係
2018年2月27日 日経 朝刊 4面 不適切データ、新たに233件 野党、働き方法案の断念要求
2018年2月27日 日経 朝刊 5面 賃金再考 データから 医療・介護は見劣り 官製報酬、財源
2018年2月27日 日経 朝刊 13面 ネットの評価 働き手磨く 不特定多数に発注「クラウドソーシング
2018年2月27日 日経 朝刊 23面 （大機小機）成長のためにも賃上げを
2018年2月27日 日経 朝刊 33面 （経済教室）ＡＩと働き方(中)多様なフリーランス台頭
2018年2月27日 日経 朝刊 44面 労基署、窓口相談を増強　長時間労働是正へ
2018年2月27日 朝日 夕刊 1面 労働時間の再調査、野党改めて要求へ
2018年2月27日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）学歴で採用は決まる？　大学名 絞り込みの
2018年2月27日 日経 夕刊 7面 （十字路）「率」で計画する資産形成
2018年2月26日 朝日 朝刊 4面 裁量労働制拡大、反対デモ　市民団体「長時間労働増える
2018年2月26日 朝日 朝刊 4面 働き方改革法案、与党が意義強調
2018年2月26日 朝日 朝刊 30面 未払い賃金、時効見直す？　「２年→５年」、厚労省検討会
2018年2月26日 朝日 朝刊 34面 （なるほどマネー）老後への備え方：２　収入ダウンの崖、３
2018年2月26日 日経 朝刊 2面 （社説）多様性に富む取締役会で経営に強さを
2018年2月26日 日経 朝刊 2面 裁量労働データ「再調査を」75％ 制度拡大、反対が賛成上回
2018年2月26日 日経 朝刊 2面 働き方改革「インターバル」義務化 民進・希望対案　退社から
2018年2月26日 日経 朝刊 13面 （経済教室）ＡＩと働き方(上)「人事」でデータ活用力磨け
2018年2月26日 日経 朝刊 13面 （私見卓見）増える中高年女性の貧困に光を
2018年2月25日 朝日 朝刊 8面 （社説）外国人労働者　柔軟思考で受け入れを
2018年2月25日 朝日 朝刊 13面 （書評）『貧困の戦後史　貧困の「かたち」はどう変わったのか
2018年2月25日 日経 朝刊 3面 積み立て投資に勢い ＮＩＳＡやｉＤｅＣｏ、150万口座　若者「手軽
2018年2月25日 日経 朝刊 5面 税や社会保険料の負担増、会社員に偏る 可処分所得、10
2018年2月24日 朝日 朝刊 3面 働き方、提出方針変えず　野党の断念要求、拒否へ　与党
2018年2月24日 日経 朝刊 4面 働き方法案、首相の防衛線は
2018年2月23日 朝日 朝刊 1面 首相謝罪「原票を精査」　働き方改革、厚労省データに異常値
2018年2月23日 朝日 朝刊 2面 （時時刻刻）働き方改革、失態次々　説明不足データ・原票発見
2018年2月23日 朝日 朝刊 11面 就活の、不安や苦労、川柳に　学生から１８２６句　楽天
2018年2月23日 朝日 朝刊 16面 （社説）裁量労働拡大　法案から分離し出直せ
2018年2月23日 朝日 朝刊 16面 （社説）日本郵便判決　格差是正を促す判断だ
2018年2月23日 日経 朝刊 2面 （社説）裁量労働制をめぐる本質的論議を深めよ



2018年2月23日 日経 朝刊 3面 Ｍ字カーブほぼ解消　女性、30代離職減る
2018年2月23日 日経 朝刊 4面 働き方法案提出、来月にずれ込み 裁量労働データ不備響
2018年2月23日 日経 朝刊 4面 働き方法案成立「今国会で期待」　経団連会長
2018年2月23日 日経 朝刊 31面 （私見卓見）税制で企業の「選択と集中」促せ
2018年2月23日 朝日 夕刊 1面 働き方改革法案、提出断念を要求　野党側
2018年2月23日 日経 夕刊 1面 投資先への提案 開示拡大 運用各社、経営改善促す
2018年2月22日 朝日 朝刊 1面 契約社員の手当、同額支払い命令　日本郵便の待遇差　大阪地裁
2018年2月22日 朝日 朝刊 3面 官邸、施行時期変えぬ姿勢　裁量労働拡大、厚労省が延期検討
2018年2月22日 朝日 朝刊 38面 扶養手当不払い「違法」　地裁、踏み込んだ判断　契約社員
2018年2月22日 日経 朝刊 1面 セブン＆アイ、１万人に時差出勤
2018年2月22日 日経 朝刊 1面 「働き方」施行１年延期 厚労省検討 大企業残業規制除き
2018年2月22日 日経 朝刊 3面 働き方改革 足踏み 厚労省、裁量労働延期を検討
2018年2月22日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）時差出勤　労働時間は変わらず
2018年2月22日 日経 朝刊 4面 働き方法案 国対機能せず
2018年2月22日 日経 朝刊 6面 （FINANCIAL TIMES）ＡＩ時代のニューディール 
2018年2月22日 日経 朝刊 31面 （私見卓見）賃金統計は働き方改革映さず
2018年2月22日 日経 朝刊 41面 外国人労働者18％増 ベトナム・ネパール伸び　都内39万人
2018年2月22日 日経 朝刊 42面 正社員との格差 一部不当 大阪地裁、日本郵便に賠償命令
2018年2月22日 朝日 夕刊 1面 不適切データ、異常値１１７件　裁量労働制、厚労相認める
2018年2月22日 日経 夕刊 5面 （十字路）ブラブラ人間をつくろう
2018年2月21日 朝日 朝刊 1面 説明不足データ、労政審に　働き方改革法案、作成過程に
2018年2月21日 朝日 朝刊 2面 （時時刻刻）首相、問われる答弁姿勢　「裁量労働、一般より
2018年2月21日 朝日 朝刊 14面 （社説）裁量労働制　政府の説明は通らない
2018年2月21日 朝日 朝刊 15面 （ピケティコラム＠ルモンド）仏の高等教育改革　不平等の拡大
2018年2月21日 日経 朝刊 1面 増税後の消費減に対策 首相、諮問会議で検討指示
2018年2月21日 日経 朝刊 4面 裁量労働、再調査せず 首相、働き方法案に意欲　衆院予算委
2018年2月21日 日経 朝刊 5面 外国人活用で人手不足補う 首相「今夏に方向性」 受け入れ
2018年2月21日 朝日 夕刊 1面 裁量労働拡大、延期を検討　１年遅らせ２０年施行　厚労省
2018年2月21日 日経 夕刊 1面 裁量労働制の延期検討 厚労省、当初予定から１年
2018年2月21日 日経 夕刊 2面 （グローバルウォッチ）最低賃金上げ 善か悪か 米国
2018年2月21日 日経 夕刊 14面 労災死　22年までに15％減 労政審計画案「深刻な社会問題
2018年2月21日 日経 夕刊 14面 過労死防止へ処分強化 運送業界、営業停止期間４倍に
2018年2月20日 朝日 朝刊 1面 不適切資料、故意は否定　政府、３年使用　労働時間比較
2018年2月20日 朝日 朝刊 2面 （時時刻刻）ずさんデータ、政府使い回し　労働時間比較
2018年2月20日 朝日 朝刊 7面 （波聞風問）黒田総裁続投へ　ぬるま湯にひたり続ける日本
2018年2月20日 朝日 朝刊 11面 （経済気象台）採用とＡＩ
2018年2月20日 朝日 朝刊 13面 ＡＩ、人間の自由高まる　女性自立、社会を底上げ　ビル・ゲイツ
2018年2月20日 朝日 朝刊 14面 （社説）技能実習制度　人権への目配り怠れぬ
2018年2月20日 朝日 朝刊 14面 （声）裁量労働、実態把握が先では
2018年2月20日 日経 朝刊 1面 フリーランスに最低報酬　政府、労働法で保護検討 
2018年2月20日 日経 朝刊 3面 外国人就労の拡大検討へ 政府、即戦力に照準
2018年2月20日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）労働法制　労働者保護ルール
2018年2月20日 日経 朝刊 4面 働き方法案提出 ずれ込む可能性 裁量労働調査で厚労相謝罪
2018年2月20日 日経 朝刊 11面 人材確保へ働き方工夫 ５年間の従業員増加数
2018年2月20日 日経 朝刊 16面 育児社員同僚に月3000円 レナウンが手当支給
2018年2月20日 日経 朝刊 29面 （経済教室）女性活躍なお残る課題(下)固定的な役割分業
2018年2月20日 朝日 夕刊 1面 不適切データ、労政審に　働き方改革法案作成の場
2018年2月20日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）ドラマチックなＰＲ必要？　企業側に立って吟味
2018年2月20日 日経 夕刊 3面 首相「データ撤回せず」 裁量労働調査巡り答弁 衆院予算委
2018年2月20日 日経 夕刊 12面 技能実習「不正」213機関　法務省通知 昨年、賃金不払いなど
2018年2月19日 朝日 朝刊 1面 「最長残業」根拠に首相答弁　厚労省、裁量労働とは異なる
2018年2月19日 朝日 朝刊 2面 根拠データ、不適切に利用　政府求められる説明　裁量労働制
2018年2月19日 朝日 朝刊 29面 雇用の無期転換、企業の対応は　非正規の「２０１８年問題
2018年2月19日 朝日 朝刊 33面 （なるほどマネー）老後への備え方：１　夫婦で目安は３千万円
2018年2月19日 日経 朝刊 2面  「裁量労働調査」きょう報告 首相、国会で不備認め精査　野党
2018年2月19日 日経 朝刊 5面 パーソルテンプ、派遣社員を10段階評価 企業から聞き取り
2018年2月19日 日経 朝刊 34面 手当や病休…契約社員の待遇「不合理な格差」　どう判断　
2018年2月19日 朝日 夕刊 1面 裁量労働、比較は「不適切」　首相答弁の根拠、厚労省が陳謝
2018年2月19日 朝日 夕刊 10面 いじめ・非正規、思い短歌に　昨年自死の３２歳、歌集出版
2018年2月19日 朝日 夕刊 1面 裁量労働、違う調査を比較 答弁の根拠、厚労省が謝罪
2018年2月19日 朝日 夕刊 1面 確定拠出年金、初心者手助け りそな銀など　他人の成績閲覧



2018年2月18日 朝日 朝刊 8面 （社説）高齢化と年金　不安に応える改革こそ
2018年2月17日 朝日 朝刊 1面 高齢者の就業促進、強調　年金開始「７０歳超も可」・起業支援
2018年2月17日 朝日 朝刊 2面 （時時刻刻）高齢社会、支え手増やす思惑　新大綱「６５歳以上
2018年2月17日 朝日 朝刊 4面 「法案作成後に初提示」　裁量労働のデータで厚労幹部
2018年2月17日 朝日 朝刊 4面 公務員定年延長、６５歳へ検討開始
2018年2月17日 朝日 朝刊 12面 （東洋経済の眼）企業が学生探す「就活」　「逆求人型」が採用変
2018年2月17日 日経 朝刊 4面 年金開始、70歳超も可能に　「人生100年」いつまで働く？ 雇用
2018年2月17日 日経 朝刊 4面 公務員65歳定年　人事院が夏メド具体案
2018年2月16日 朝日 朝刊 1面 移籍制限「独禁法抵触も」　フリーランスの契約　公取委見解
2018年2月16日 朝日 朝刊 2面 （時時刻刻）フリーランス保護、道半ば　公取委、移籍制限巡
2018年2月16日 朝日 朝刊 7面 困窮家庭の７割「子の習い事断念」　支援団体が実態調査
2018年2月16日 朝日 朝刊 7面 信憑性疑われるデータ次々　裁量労働制、１９日にも精査結果
2018年2月16日 日経 朝刊 3面 フリーランス、独禁法で保護 公取委、運用指針を公表
2018年2月16日 日経 朝刊 4面 働き方法案 提出前に攻防 野党、首相答弁に反発「撤回を
2018年2月16日 日経 朝刊 5面 500職種から「最適な職」 厚労省、19年度にも情報サイト
2018年2月16日 日経 朝刊 5面 公務員に「役職定年制」 管理職から除外 65歳定年巡り政府方針
2018年2月16日 日経 朝刊 29面 （経済教室）日銀のＥＴＦ買い入れの功罪　企業経営に緩み
2018年2月16日 日経 朝刊 29面 （私見卓見）企業組織は人材流動化前提に
2018年2月16日 日経 朝刊 42面 イビデンが逆転勝訴　最高裁判決 子会社のセクハラ 責任負
2018年2月16日 日経 朝刊 42面 セクハラ対応不適切と労組作り活動「派遣更新拒否は不当
2018年2月16日 朝日 夕刊 1面 年金開始「７０歳超も可」検討　高齢者が働ける環境整備、
2018年2月16日 日経 夕刊 1面 年金開始70歳超 選択肢に 高齢社会大綱を閣議決定
2018年2月16日 日経 夕刊 4面 雇い止めショック続出 勤続５年超の無期転換 目前で…
2018年2月15日 朝日 朝刊 3面 （時時刻刻）首相、異例の答弁撤回　裁量労働制、野党批判受
2018年2月15日 朝日 朝刊 8面 日生、死亡保険の保険料２割下げ　長寿化受け、４月から
2018年2月15日 朝日 朝刊 14面 （経済気象台）人工知能の将来
2018年2月15日 朝日 朝刊 17面 （記者有論）生活保護削減　切実さ、直接聞く仕組みに　清川卓史
2018年2月15日 日経 朝刊 4面 働き方法案に火種 首相答弁撤回 野党、調査不備を指摘
2018年2月15日 日経 朝刊 6面 （中外時評）「官製春闘」より制度再設計 上級論説委員 水野裕司
2018年2月14日 朝日 朝刊 4面 裁量労働制、答弁に疑義　首相「一般より働く時間短いデータ
2018年2月14日 朝日 朝刊 37面 パートと正社員、手当格差「違法」　会社側に支払い命令　
2018年2月14日 日経 朝刊 1面 給与「60歳の崖」緩く 定年延長でも８割程度維持
2018年2月14日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）定年延長 契約や嘱託での雇用多く
2018年2月14日 日経 朝刊 5面 賃金再考 データから　取り残される団塊ジュニア 若年層の
2018年2月14日 日経 朝刊 7面 税優遇、公平性から検証 老後の資産形成巡り政府
2018年2月14日 日経 朝刊 9面 中国、貧富の差が再拡大 格差指標２年連続上昇
2018年2月14日 日経 朝刊 28面 （私見卓見）「働かせ方改革」では続かず
2018年2月14日 朝日 夕刊 1面 首相、国会答弁を撤回　裁量労働制、労働時間めぐり
2018年2月14日 日経 夕刊 6面 年金の未納期間あったら　期限内に手続きし特例追納
2018年2月14日 日経 夕刊 7面 （十字路）人づくりと人材活用
2018年2月13日 日経 朝刊 2面 (社説)持続的賃上げの基盤を労使で
2018年2月13日 日経 朝刊 23面 （経済教室）未来の利益　いまどう代弁？ 「仮想将来世代」
2018年2月12日 朝日 朝刊 3面 （ＭＯＮＤＡＹ解説）政権が掲げる「働き方改革」国会　働く人
2018年2月12日 朝日 朝刊 20面 （なるほどマネー）投資の新「常識」：１２　手元に一定の流動性資金
2018年2月12日 朝日 朝刊 27面 （知る就活）３月解禁目前　「いきなり全力疾走」の前に　木之本敬介
2018年2月11日 朝日 朝刊 4面 （平成経済）第２部・昭和モデルの崩壊：３　非正社員、守らぬ
2018年2月10日 朝日 朝刊 6面 生活困窮者支援を拡充　無料宿泊所の質改善・孤立防止へ
2018年2月10日 日経 朝刊 22面 つみたてＮＩＳＡ 若い世代ほど利用前向き
2018年2月10日 日経 朝刊 31面 ブロックチェーンの可能性　社会基盤に高まる期待 麗澤大学教授
2018年2月10日 日経 朝刊 31面 正規の世界・非正規の世界　神林龍著 安定していた「日本的雇用慣行
2018年2月10日 日経 夕刊 1面 ＡＩ面接官、期待広がる 採用選考、データで判断
2018年2月10日 日経 夕刊 1面 70歳まで就労、手続き不要 イオン、シニア人材活用
2018年2月9日 朝日 夕刊 2面 生活困窮者へ支援策　進学に一時金・無料低額宿泊所を規制
2018年2月8日 朝日 朝刊 14面 （ザ・コラム）公務員の定年延長　専門性、磨くきっかけに　山脇岳志
2018年2月8日 日経 朝刊 1面 ＫＤＤＩ、資産運用参入 スマホで投信・年金　大和証券と新会社
2018年2月8日 日経 朝刊 5面 働き方改革、準備を考慮 厚労省修正案、自民に提示
2018年2月8日 日経 朝刊 11面 老いる中国 社会保障重荷 年金や医療保険の赤字10兆円
2018年2月8日 日経 朝刊 31面 （経済教室）遠のく財政健全化(上)非常時対応の正常化 急
2018年2月7日 朝日 朝刊 3面 郵政労組「非正社員にも手当を」　夏・冬休みも要求　春闘方針
2018年2月7日 日経 朝刊 3面 日本郵政労組、非正規にも手当支給要求 春季交渉で
2018年2月6日 朝日 朝刊 9面 （波聞風問）春闘　隣の「会社」は青く見える？　堀篭俊材



2018年2月6日 朝日 朝刊 14面 （経済気象台）仕事に没頭する時も必要
2018年2月6日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）母子家庭の多くが生活苦 まずは「一生の仕事
2018年2月5日 日経 夕刊 5面 国民年金「前納」で安く 保険料２年まとめ払い　１カ月分節約
2018年2月3日 朝日 朝刊 3面 「働き方」国会、深まらず　高プロ批判、連合の迷走足かせ
2018年2月3日 朝日 朝刊 7面 （教えて！税制改正：８）国民負担増、見えない将来像
2018年2月3日 朝日 朝刊 9面 （けいざい＋　地域発）利益、若者の自立支援に　残業ゼロ
2018年2月3日 朝日 朝刊 19面 Ｗ杯メンバーに年金制度創設へ　サッカー協会
2018年2月3日 日経 朝刊 20面 イデコ、ボーナス併用納付も 口座の手数料も削減 
2018年2月3日 日経 朝刊 21面 インデックス投信、ＮＩＳＡで注目　手数料下げ競争激化 海外
2018年2月3日 日経 朝刊 37面 Ｗ杯出場選手に年金制度創設へ　日本サッカー協会
2018年2月2日 朝日 朝刊 3面 フリーランス、独禁法で保護　ＩＴ技術者ら、個人で請負契約
2018年2月2日 朝日 朝刊 13面 報酬に男女差？ＢＢＣ紛糾　女性編集長辞任「平等に評価
2018年2月2日 日経 朝刊 1面 人生100年時代 備え厚く 長生き年金相次ぐ
2018年2月2日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）長生き年金　死亡保障なし、生涯受け取り
2018年2月2日 日経 朝刊 19面 （大機小機）ラップ口座とロボットアドバイザー
2018年2月2日 日経 朝刊 31面 （私見卓見）ＥＳＧ投資教育は学部生から
2018年2月2日 日経 夕刊 2面 進むシルバー民主主義 投票者の４割、65歳以上
2018年2月1日 朝日 朝刊 14面 （声）ＡＩが仕事を生むと考えては
2018年2月1日 日経 朝刊 2面 (社説)生活困窮者への就労支援急げ
2018年2月1日 日経 朝刊 6面 （外国人材と拓く）成長もたらす共生へ
2018年2月1日 日経 朝刊 33面 （私見卓見）優しさ競争で若者は育たない エン・ジャパン会長
2018年1月31日 朝日 朝刊 6面 春闘――賃上げ３％は、働き方改革は　連合・神津会長、経団連
2018年1月31日 日経 朝刊 19面 （大機小機）「人づくり」の後に
2018年1月30日 朝日 朝刊 12面 （経済気象台）投資先に求めるＥＳＧ
2018年1月30日 朝日 朝刊 33面 年金、強制徴収拡大　年間所得３００万円・７カ月以上　国民年金
2018年1月30日 日経 朝刊 1面 共生への鍵（１）いずれ誰も来ない国に 競争力 見つめ直そう
2018年1月30日 日経 朝刊 4面 働き方法案巡り応酬 国会、本格論戦スタート
2018年1月30日 日経 朝刊 5面 春季交渉 労使幹部に聞く
2018年1月30日 日経 朝刊 19面 （一目均衡）最後の岩盤、崩すのは投資家 証券部 土居倫之
2018年1月30日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）離職の原因、相性にあり　発想や判断基準 
2018年1月29日 朝日 朝刊 26面 （労働尊重都市ソウル：下）正規職化、まず行政から　コールセンター
2018年1月29日 朝日 朝刊 28面 （なるほどマネー）投資の新「常識」：１１　長寿に備え、終身年金手厚
2018年1月29日 日経 朝刊 5面 （経営の視点）企業を蝕む「熱意なき職場」 社員の強み重視
2018年1月29日 日経 朝刊 19面 日本が模索「生徒が考える教育」 スウェーデン流に学ぶ
2018年1月27日 朝日 朝刊 4面 「働き方」バトル白熱　改憲はかみ合わず　代表質問
2018年1月27日 朝日 朝刊 5面 年金、抑制分持ち越し　新年度、同額で据え置き
2018年1月27日 朝日 朝刊 11面 （コラムニストの眼）ＡＩが労働者に迫る変革　仕事の技能、生涯学
2018年1月27日 日経 朝刊 5面 外国人労働者 最多に 10月末127万人、５年で60万人増 人手不足
2018年1月27日 日経 朝刊 5面 年金支給額 据え置き 18年度、次世代にしわ寄せ
2018年1月27日 日経 朝刊 17面 （大機小機）人口オーナス第２幕に備えよ
2018年1月27日 日経 朝刊 20面 大きく変わる所得税 控除が複雑に、働き方での税格差調整
2018年1月26日 朝日 朝刊 7面 （教えて！税制改正：３）「サラリーマン増税」なんのため？
2018年1月26日 朝日 朝刊 34面 電通元部長不起訴は不当　高橋さん母、審査申し立て
2018年1月26日 朝日 朝刊 34面 採用面接で「報道、事実と思わぬ」　電通役員ら発言か、弁護士明
2018年1月26日 日経 朝刊 2面 （社説）受給年齢の拡大だけでは拭えぬ年金不信
2018年1月26日 朝日 夕刊 2面 年金額、新年度据え置き　物価上昇・賃金減を受け
2018年1月26日 日経 夕刊 3面 公的年金支給額、据え置き 18年度
2018年1月25日 朝日 朝刊 1面 残業規制、中小は１年延期　「同一賃金」は大企業も　厚労省方針
2018年1月25日 朝日 朝刊 4面 全労基署に特別チーム　違法な長時間労働、監督強化へ
2018年1月25日 朝日 朝刊 4面 ５００円で政策づくりに参加　立憲、「パートナーズ」制度導入
2018年1月25日 朝日 朝刊 7面 （教えて！税制改正：２）高所得層が負担増、格差是正されるの
2018年1月25日 朝日 朝刊 8面 ダボス会議、格差に危機感　グローバル化討論「今のモデル
2018年1月25日 朝日 朝刊 12面 （世界発２０１８）国家で実験、ベーシックインカム　フィンランド
2018年1月25日 朝日 朝刊 14面 （経済気象台）メイドと出稼ぎと移民
2018年1月25日 朝日 朝刊 17面 （論壇時評）福祉の逆説　充実を支持する層は　歴史社会学者
2018年1月25日 日経 朝刊 7面 働き方改革、中小１年猶予　残業規制と同一賃金 厚労省、
2018年1月25日 日経 朝刊 1面 賃金再考(4)額面給与の伸び＞手取りの伸び 税金・保険料
2018年1月25日 日経 朝刊 38面 不正受給、過去最多の4.4万件　16年度の生活保護費
2018年1月24日 朝日 朝刊 3面 賃上げ「３％」強まる官製色　経団連、異例の数値目標　労使
2018年1月24日 朝日 朝刊 7面 （教えて！税制改正：１）個人増税ラッシュ、企業は減税
2018年1月24日 日経 朝刊 1面 賃金再考（３）配当の増加率＞給与の伸び率 株主が促す人



2018年1月24日 日経 朝刊 2面 （社説）議員年金の復活は許されない
2018年1月24日 日経 朝刊 14面 減った残業代 どう分配 経団連・連合トップが会談　働き方改革
2018年1月24日 日経 朝刊 26面 （経済教室）「３％賃上げ」実現するか(上)底上げ・格差是正
2018年1月24日 日経 朝刊 40面 生活保護、指導3100件　ギャンブル使いすぎ 厚労省調査　
2018年1月23日 朝日 朝刊 7面 （波聞風問）生産性向上　「余裕」が生み出す好循環　多賀谷克彦
2018年1月23日 日経 朝刊 1面 賃金再考（２）賃上げ率　中小企業＞大企業 市場原理が改革
2018年1月23日 日経 朝刊 3面 中国の二人っ子政策、効果はや薄れ 出生数、昨年63万人減
2018年1月23日 日経 朝刊 5面 同一賃金や残業規制、経団連「前倒し対応を」 春季労使交渉
2018年1月23日 日経 朝刊 6面 安倍首相の施政方針演説 
2018年1月23日 日経 朝刊 31面 （経済教室）税制改正 残された課題(下)節税行動の把握が
2018年1月23日 日経 夕刊 1面 春季労使交渉、賃上げ手法に隔たり 連合、月例賃金４％／
2018年1月23日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）結婚したい女性、転勤は障害？　働き方、総合職
2018年1月22日 日経 朝刊 1面 賃金再考（１）日本の賃金、世界に見劣り 生産性の伸びに
2018年1月22日 日経 朝刊 6面 （核心）収入増を阻むのは誰か 停滞する雇用・年金改革 上級論説委員 大林尚
2018年1月22日 日経 朝刊 13面 （経済教室）税制改正残された課題(上)所得控除より税額控除
2018年1月22日 日経 朝刊 21面 （働く）エントリーシート 対策のコツは…？ 
2018年1月22日 日経 朝刊 23面 働く女性2000人意識調査(下)「管理職になりたい」２割 成長意欲高
2018年1月22日 日経 朝刊 30面 実習生の脱退 労組に求める 群馬の受け入れ団体
2018年1月22日 朝日 夕刊 1面 首相、改憲「実現の時」　自民総会で意欲　施政方針演説、
2018年1月22日 朝日 夕刊 2面 安倍首相の施政方針演説＜要旨＞
2018年1月22日 日経 夕刊 1面 働き方改革へ決意 首相施政方針演説　改憲論議、前進を 
2018年1月21日 日経 朝刊 8面 安倍首相、生産性革命の本丸はここ
2018年1月20日 朝日 朝刊 4面 生活扶助の減額、省庁で対応確認　他制度に影響出ぬよう
2018年1月20日 日経 朝刊 17面 （大機小機）復活する米国経済
2018年1月20日 日経 朝刊 21面 年金1000万円超で増税　20年から控除額に上限
2018年1月20日 日経 朝刊 33面 貧困の戦後史　岩田正美著 移り変わる「かたち」をたどる
2018年1月19日 日経 朝刊 5面 公的年金、運用益６兆円超 10～12月　世界的株高が要因
2018年1月19日 朝日 夕刊 2面 厚労相、就労環境と共に検討　年金受給開始、７０歳超も可能
2018年1月18日 朝日 朝刊 7面 年金受給開始「７０歳超も可に」　自民部会、検討案を了承
2018年1月18日 日経 朝刊 19面 （大機小機）税の調達機能の復活を
2018年1月18日 日経 朝刊 29面 （経済教室）トランプ政権１年(下)大型減税、国民分断　拍車
2018年1月18日 朝日 夕刊 2面 トランプ氏が「フェイクニュース賞」発表
2018年1月17日 朝日 朝刊 1面 相続、配偶者を優遇　自宅に住み続けられる権利、新設へ
2018年1月17日 朝日 朝刊 17面 （クルーグマンコラム＠ＮＹタイムズ）トランプ大統領１年　「安定
2018年1月17日 日経 朝刊 1面 年金受給開始　70歳超も　 政府検討
2018年1月17日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）年金の支給開始年齢　65歳基準に受給者選択
2018年1月17日 日経 朝刊 5面 高所得の会社員増税「明確な根拠欠く」 民間税調が苦言
2018年1月17日 日経 朝刊 5面 先進国の賃金低迷　生産性向上が共通課題 内閣府が各国分析
2018年1月16日 日経 朝刊 7面 米系マーサー、年金運用会社を買収 代替投資を強化
2018年1月16日 日経 夕刊 1面 次は金融所得増税？ 消費税の軽減税率、財源探し 再び高所得層狙
2018年1月16日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）中小企業、高離職率のウラ　相性のズレ、調整余地乏
2018年1月15日 朝日 朝刊 35面 （なるほどマネー）投資の新「常識」：９　安定運用できる債券
2018年1月15日 日経 朝刊 1面 働く女性2000人意識調査　「活躍進んだ」２割
2018年1月15日 日経 朝刊 29面 働く女性2000人意識調査(上)職場改革「進まず」６割
2018年1月15日 日経 朝刊 34面  外国人実習生、３年間で22人労災死 国全体より比率高く
2018年1月14日 朝日 朝刊 38面 年金番号提出、受験者に求める　手続きの記録確認　日本年金機構
2018年1月14日 日経 朝刊 1面 生産性向上で賃上げ 中小に助成 厚労省、投資額に応
2018年1月14日 日経 朝刊 8面 迫る人生100年時代 ＮＩＳＡとイデコで支える
2018年1月13日 朝日 朝刊 3面 ２０４０年、一人暮らし４割に　社会保障・人口問題研究所推計
2018年1月13日 日経 朝刊 1面 日本の職場 外国人頼み サービス業、４年で依存度２倍　シニア
2018年1月13日 日経 朝刊 2面 (社説)論理的思考を磨いて人材に厚みを テック社会を拓く
2018年1月13日 日経 朝刊 4面 地方議員年金に復活論 「なり手確保」 自民、法案提出へ　
2018年1月13日 日経 朝刊 5面 高齢世帯、40年に４割超 厚労省推計、一人暮らしも急増 社会保障政策見直
2018年1月13日 日経 朝刊 27面 （今を読み解く）ＡＩ時代の人間の働き方 直観養い誇りある決断
2018年1月12日 日経 朝刊 4面 「働き方法案」最大の焦点に 通常国会　脱時間給に野党反発
2018年1月12日 日経 朝刊 19面 （大機小機）政策パッケージの誤った方向
2018年1月12日 日経 夕刊 2面 ｛政界ZOOM｝増税なぜ会社員ばかり 弱い組織力、声届きにくく
2018年1月12日 日経 夕刊 3面 米ウォルマート、最低賃金１割上げ1200円 
2018年1月12日 日経 夕刊 4面 パート・派遣　交通費じわり 正社員に比べ低い支給率　人手不足受
2018年1月11日 朝日 朝刊 17面 （経済気象台）定年制廃止の劇薬
2018年1月10日 日経 朝刊 5面 国保 高所得者の負担増　保険料上限４万円上げ  来年度



2018年1月10日 日経 朝刊 8面 英、男女の賃金格差鮮明 情報開示義務化で波紋 フルタイム
2018年1月10日 日経 夕刊 1面 社員再教育　日本は最下位 「勤務先が費用負担」４割　民間調査
2018年1月10日 日経 夕刊 6面 ｉＤｅＣｏの金融機関選び　手数料と商品の内容確認
2018年1月9日 日経 朝刊 2面 (社説)技術革新に合わせた労働政策を テック社会を拓く
2018年1月9日 日経 朝刊 13面 （経済教室）時代の節目に考える(4)人口減・高齢化言い訳
2018年1月9日 日経 夕刊 2面 （就活のリアル）大学３年生、選択の年　ミステリーツアーにご
2018年1月8日 朝日 朝刊 6面 (社説)社会保障と税　「将来」見すえた議論を
2018年1月8日 朝日 朝刊 29面 （逃走／闘争　２０１８：５）働き方、「正解」に縛られない　「日本
2018年1月6日 朝日 朝刊 8面 （経済気象台）的はずれの税制改革
2018年1月6日 朝日 朝刊 10面 （社説）ＡＩ時代の人間　豊かな活用に道開くため
2018年1月6日 日経 朝刊 2面 (社説)いつの間にか「仕事熱心」をやめた日本人
2018年1月6日 日経 朝刊 5面 非正規労働者に国家資格の訓練 厚労省、年２万人超に最長
2018年1月6日 日経 朝刊 17面 （大機小機）「民間活力の爆発」の年への期待
2018年1月6日 日経 朝刊 19面 人生100年　年金活用を再考 繰り下げ・厚年加入カギ
2018年1月6日 日経 朝刊 35面 少子化の先 見据え 「生涯未婚」生き方模索
2018年1月6日 日経 夕刊 1面 熟年力で生涯現役 定年見直し、企業の戦力に
2018年1月5日 日経 朝刊 7面 （グローバルオピニオン）投資の長期リスクに備えよ 
2018年1月5日 日経 夕刊 1面 つみたてＮＩＳＡ始動 25万口座申し込み
2017年12月31日 朝日 朝刊 1面 （平成とは　第１部・時代の転機：２）１．５７の衝撃　団塊ジュニア
2017年12月31日 朝日 朝刊 2面 （平成とは　第１部・時代の転機）少子化、特効薬はないから
2017年12月31日 朝日 朝刊 26面 失踪実習生に違約金請求　ミャンマーの送り出し機関　日本
2017年12月31日 日経 朝刊 1面 人口減でも増える労働力　女性の就業率、主要国水準に 18
2017年12月31日 日経 朝刊 4面 ミャンマー、最低賃金33％引き上げ検討 縫製業に影響も
2017年12月30日 日経 朝刊 19面 ＜回顧2017＞エコノミストが選ぶ経済図書ベスト10　「働き方
2017年12月29日 朝日 朝刊 1面 （２０３０　ＳＤＧｓで変える）週３日休業、売上高倍増　ＩＴで効率化
2017年12月29日 朝日 朝刊 2面 （２０３０　ＳＤＧｓで変える）働き方、変わる変える　ＡＩが代替
2017年12月29日 朝日 朝刊 2面 （２０３０　ＳＤＧｓで変える）尊厳を守る労働、女性や若者に
2017年12月29日 日経 朝刊 29面 （経済教室）社会保障の未来図(下)国の責任　最低保障に
2017年12月28日 朝日 朝刊 5面 （けいざい＋）２０１７年回顧と展望：中　「長時間労働は当然
2017年12月28日 日経 朝刊 6面 （FINANCIAL TIMES）民主主義脅かす格差拡大
2017年12月28日 日経 朝刊 27面 （経済教室）社会保障の未来図(上)政策 財政・雇用と横断的
2017年12月28日 日経 夕刊 5面 ｉＤｅＣｏのイロハ（７） 計画立てリスク軽減
2017年12月27日 朝日 朝刊 1面 裁量労働、営業に違法適用　野村不動産に是正勧告
2017年12月27日 朝日 朝刊 5面 裁量労働制、課題浮き彫り　長時間労働リスクも　大手各社
2017年12月27日 朝日 朝刊 12面 （声）地方議員の年金復活はおかしい
2017年12月27日 日経 朝刊 2面 (社説)人口減に健全な危機感をもっと
2017年12月27日 日経 朝刊 5面 日本、生産性14位に低下 製造業15年、最低に並ぶ
2017年12月27日 日経 朝刊 5面 未払い賃金請求、時効延長へ議論 厚労省、最長５年の方針
2017年12月27日 日経 朝刊 34面 裁量労働制で営業 不当適用、野村不動産に是正勧告
2017年12月27日 日経 夕刊 5面 ｉＤｅＣｏのイロハ（６） 運用商品に選択肢
2017年12月26日 朝日 朝刊 14面 （声）保護費削減よりも所得底上げを
2017年12月26日 日経 朝刊 17面 （一目均衡）人を育てれば株価は上がる 証券部次長 山下茂行
2017年12月26日 日経 朝刊 29面 （経済教室）企業年金基金の統治改革　中立的な検査制度導入
2017年12月26日 日経 朝刊 35面 短時間労働　定年後や育児中 保険適用 首都圏の中小　待遇改善
2017年12月26日 日経 朝刊 38面 パート組合員 120万人 最多更新、労組側も取り込み
2017年12月26日 朝日 夕刊 1面 野村不動産に是正勧告　残業代未払いも　裁量労働制で不正
2017年12月26日 朝日 夕刊 8面 外国人実習生、被害防げ　横浜の医師、体験聞き取り動画
2017年12月26日 日経 夕刊 5面 ｉＤｅＣｏのイロハ（５） 積立投資に魅力
2017年12月25日 朝日 朝刊 2面 外国人技能実習「コンビニも追加を」／労働環境など「加盟店任
2017年12月25日 朝日 朝刊 35面 過労死ない社会誓う　電通・高橋まつりさん２度目命日　霊堂
2017年12月25日 日経 朝刊 1面 深夜勤務連続３日まで　ＵＡゼンセン要求 外食や小売り 春季労使交渉
2017年12月25日 朝日 夕刊 1面 外国人実習生、守るはずが　制度変更でビザ更新できず
2017年12月25日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）中小の高離職率　給与や待遇、主因じゃない
2017年12月24日 日経 朝刊 3面 気がつけば格付け先進国　日本企業、75％がＡ格 米の２倍
2017年12月24日 日経 朝刊 8面 起業も政策も不発 出口なき韓国の就職難
2017年12月23日 朝日 朝刊 3面 出生数１００万人割れ、２年連続　２０１７年推計
2017年12月23日 朝日 朝刊 5面 生活保護費、世帯７割で減　都市部の単身者など大幅減
2017年12月23日 日経 朝刊 1面 赤ちゃん最少、94万人 17年、自然減は初の40万人超
2017年12月23日 日経 朝刊 5面 年金支給額 据え置きへ 基準の実質賃金低下で
2017年12月23日 日経 朝刊 11面 米、大型減税が成立 大統領署名、法人税21％に
2017年12月23日 日経 朝刊 13面 ブロードコム、米に戻る 米法人減税、アジアに波紋　低税率 



2017年12月23日 日経 朝刊 19面 （大機小機）投機と貯蓄の間がない
2017年12月23日 日経 朝刊 20面 老後資金3000万円 70歳で破綻 50代夫婦、収入増につれ支出
2017年12月22日 日経 朝刊 2面 (社説)中長期的な効果が試される米税制改革
2017年12月22日 日経 朝刊 3面 米減税 景気の起爆剤 企業に恩恵6500億ドル　金融・小売
2017年12月22日 日経 朝刊 19面 （大機小機）日本でもリスクマネーを
2017年12月22日 日経 夕刊 5面 （十字路）所得増税と中立原則
2017年12月21日 朝日 朝刊 7面 年金給付ミス、再発防止せず　年金機構点検、１８種３５８０
2017年12月21日 朝日 朝刊 14面 （声）生活扶助費引き下げ、再考して
2017年12月21日 朝日 朝刊 15面 （担当記者が選ぶ注目の論点）ＡＩにできないことは
2017年12月21日 日経 朝刊 2面 (社説)持続可能な財政・社会保障へ改革加速せよ
2017年12月20日 朝日 朝刊 14面 （声）超富裕層への課税強化が必要だ
2017年12月20日 朝日 朝刊 38面 残業肩代わり、過労自殺　車販売店長、労災と認定
2017年12月20日 日経 朝刊 5面 残業規制・同一賃金「前倒し対応を」 経団連、企業に要請
2017年12月20日 日経 朝刊 7面 ＧＰＩＦ、投資先多様に まず不動産 三菱ＵＦＪ信託選定
2017年12月20日 日経 朝刊 19面 （大機小機）沈む英国 浮かぶＥＵ
2017年12月20日 日経 夕刊 3面 アルゼンチン年金改革 右派政権、ばらまき修正　法案可決
2017年12月20日 日経 夕刊 5面 ｉＤｅＣｏのイロハ（２） 掛け金全額、控除の対象に
2017年12月20日 日経 夕刊 5面 （十字路）ビットコイン狂騒曲を踊る
2017年12月20日 日経 夕刊 11面 ｉＤｅＣｏ、会社に手続きは？　年末調整で還付の可能性
2017年12月19日 朝日 朝刊 7面 再就職助成金、減額へ　利用の実績低迷　厚労省
2017年12月19日 朝日 朝刊 7面 新卒確保へ、初任給アップ　回答企業の４割、人手不足対策
2017年12月19日 朝日 朝刊 7面 （波聞風問）人手不足　「バブル期超え」といわれても　堀篭俊材
2017年12月19日 朝日 朝刊 7面 マイナス金利、年金運用の負担に　ＧＰＩＦ、分散運用で対策
2017年12月19日 朝日 朝刊 7面 労災保険の料率、０．４５％に引き下げ　厚労省、来年度から
2017年12月19日 日経 朝刊 6面 （複眼）貯蓄大国　投資促すには
2017年12月19日 日経 朝刊 7面 みずほ系信託、預金が重荷に ＧＰＩＦ、マイナス金利分を負担
2017年12月19日 日経 朝刊 19面 （一目均衡）強まるＥＳＧの磁力 編集委員　小平龍四郎
2017年12月18日 朝日 朝刊 1面 児童扶養手当、年６回へ　小分け支給で使い切り予防
2017年12月18日 朝日 朝刊 29面 残業上限、高止まりの懸念　政府基準に合わせる労使、続
2017年12月18日 朝日 朝刊 31面 （なるほどマネー）投資の新「常識」：６　投資信託は運用管理費
2017年12月18日 日経 夕刊 2面 老後の資金、自分で準備？ 長寿化で貯蓄・運用が重要に
2017年12月18日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）コミュニケーション力　控室や帰り道　「場外
2017年12月17日 日経 朝刊 5面 （風見鶏）消費増税 決断への布石
2017年12月16日 朝日 朝刊 3面 生活保護の食費・光熱費、下げ幅上限５％に縮小　厚労省方針
2017年12月16日 朝日 朝刊 9面 （けいざい＋）技能実習の幻想：下　日本の雇用支え、大黒柱
2017年12月16日 朝日 朝刊 14面 （東洋経済の眼）広がる「働き方改革」　日本社会を変える原動力
2017年12月16日 朝日 朝刊 16面 （社説）生活保護費　引き下げ方針、再考を
2017年12月16日 朝日 朝刊 17面 （ニッポンの宿題）労働組合、機能してる？　龍井葉二さん、
2017年12月16日 日経 朝刊 2面 （社説）人手不足への対応は急務だ
2017年12月16日 日経 朝刊 15面 投信実力点検（４）ＡＩ運用じわり始動 上昇率にはばらつき
2017年12月16日 日経 朝刊 17面 （大機小機）大学を知のフロンティアに
2017年12月16日 日経 朝刊 18面 自分年金ｉＤｅＣｏ　受け取り方の見極め大事
2017年12月15日 朝日 朝刊 1面 増税、個人に照準　与党、税制大綱を決定
2017年12月15日 朝日 朝刊 1面 生活保護費引き下げへ　生活費減額幅１割超も　厚労省原案
2017年12月15日 朝日 朝刊 2面 （時時刻刻）最大１割減案、現場に衝撃　生活保護世帯「必要
2017年12月15日 朝日 朝刊 3面 選挙の谷間、増税一気　軽減税率の減収、穴埋め　税制大綱
2017年12月15日 朝日 朝刊 7面 税制改正、識者は　森信茂樹氏、斎藤太郎氏、西沢和彦氏
2017年12月15日 朝日 朝刊 7面 与党税制改正大綱要旨
2017年12月15日 朝日 朝刊 8面 私たちに、影響は　２０１８年度・与党税制改正大綱
2017年12月15日 朝日 朝刊 9面 （けいざい＋）技能実習の幻想：中　零細企業中心、賃金未払
2017年12月15日 朝日 朝刊 14面 （経済気象台）日本は不幸せなのか
2017年12月15日 朝日 朝刊 16面 （社説）税制改革　将来像なきつぎはぎだ
2017年12月15日 朝日 朝刊 17面 （私の視点）医療介護の保険料　金融所得の扱い、不公平
2017年12月15日 日経 朝刊 1面 個人軸に2800億円増税　与党税制大綱 法人税は増減ゼロ
2017年12月15日 日経 朝刊 2面 税・社会保険料 負担増す 賃上げ効果薄まる懸念
2017年12月15日 日経 朝刊 3面 賃上げ減税 浸透どこまで 法人税、投資も拡充なら20％に　
2017年12月15日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）与党税制改正大綱 翌年以降の増減税まとめ
2017年12月15日 日経 朝刊 5面 与党税制大綱、評価は
2017年12月15日 日経 朝刊 7面 与党税制大綱特集 個人の税負担 じわり 所得税改革 基礎控除
2017年12月15日 日経 朝刊 8面 与党税制大綱の要旨 多様な働き方に対応
2017年12月15日 日経 朝刊 9面 （Deep Insight）「21世紀の生産性」を測る



2017年12月15日 日経 朝刊 11面 ロボが資産運用指南、手軽に ウェルスナビ 柴山和久社長
2017年12月15日 朝日 夕刊 1面 生活保護の減額幅、５％を上限に　厚労省方針、反発受け
2017年12月14日 朝日 朝刊 9面 （けいざい＋）技能実習の幻想：上　研磨の職なくグアバ栽培
2017年12月14日 朝日 朝刊 37面 長寿、滋賀が初の男性１位　女性は２回連続で長野
2017年12月14日 日経 朝刊 2面 寡婦控除 来年検討を明記 税制大綱きょう決定
2017年12月14日 日経 朝刊 6面 (FINANCIAL TIMES)消費でなく貯蓄に課税を
2017年12月14日 日経 朝刊 33面 （私見卓見）「気軽な働き方」は広がり続ける
2017年12月14日 日経 朝刊 42面 都道府県別の平均寿命首位、男性は滋賀・女性は長野 15
2017年12月13日 朝日 朝刊 1面 外国人実習生の失踪、急増　半年で３０００人超　賃金不満
2017年12月13日 朝日 朝刊 3面 増税ライン変更、官邸の影　所得税、年収８５０万円超で決着
2017年12月13日 朝日 朝刊 3面 外国人実習生失踪、対策手探り
2017年12月13日 朝日 朝刊 5面 生活保護、母子加算見直し　厚労省方針、減額の可能性
2017年12月13日 朝日 朝刊 14面 （聞きたい）ＥＳＧ投資を呼び込むには？　ノボノルディスクＣＳＯ、
2017年12月13日 日経 朝刊 1面 所得税改革、21年以降も 労働市場変化に対応　与党税制大綱原案
2017年12月13日 日経 朝刊 3面 公的年金、成績連動で報酬 運用利回り引き上げ狙う
2017年12月13日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）所得税改革　自営業者は減税に
2017年12月13日 日経 朝刊 4面 税制改正大綱の原案
2017年12月13日 日経 夕刊 9面 投信の本当のコストは　信託報酬を大幅超過も
2017年12月12日 朝日 朝刊 1面 会社員の増税、８５０万円超から　自公税調一致
2017年12月12日 朝日 朝刊 7面 高所得者、負担増　給与所得・年金、控除見直し
2017年12月12日 朝日 朝刊 33面 子どもの貧困、支援根づかせよう　社会活動家・湯浅誠さん
2017年12月12日 日経 朝刊 3面 所得増税改正 ４年ぶり 抜本改革ほど遠く 政府・与党 850万円超
2017年12月12日 日経 朝刊 21面 （大機小機）デジタル時代の人材育成
2017年12月11日 日経 夕刊 1面 賃上げ減税 最大20％ 政府・与党、ＩｏＴ投資も控除
2017年12月11日 日経 夕刊 1面 所得増税 年収850万円超合意 自公税調会長
2017年12月11日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）離職率のワナ　数字上げる「ブラック大手」 
2017年12月10日 朝日 朝刊 1面 生活保護世帯の子、大学入学に一時金　政府方針、最大３０
2017年12月10日 朝日 朝刊 4面 （平成経済）第１部・グローバル化と危機：７　ブラック企業を
2017年12月10日 日経 朝刊 1面 所得増税、年収850万円超に　政府・与党が縮小合意へ 増収
2017年12月9日 朝日 朝刊 1面 年収８５０万円超軸に再調整　会社員増税巡り自公
2017年12月9日 朝日 朝刊 7面 生活扶助費、最大１割減案　都市部や大世帯　生活保護見直
2017年12月9日 日経 朝刊 3面 増税対象の年収、850万円案浮上 政府・与党、引き上げへ 
2017年12月9日 日経 朝刊 23面 厚生年金保険料率、上限の18.3％に　率は固定、金額は給与
2017年12月9日 日経 夕刊 1面 フリーで働く私に応援団　1100万人時代、支援サービス広がる
2017年12月9日 日経 夕刊 9面 保護者ら「選択肢広がる」　低所得世帯の大学無償化
2017年12月9日 日経 夕刊 9面 独身サラリーマン恨み節 増税、高所得者に集中　負担減、
2017年12月8日 朝日 朝刊 7面 会社員・公務員３００万人、増税　年収８００万超、自民了承
2017年12月8日 日経 朝刊 2面 （真相深層）「クロヨン」棚上げ ゆがむ税 自営業・農業者の
2017年12月8日 日経 朝刊 7面 ノルウェー年金、東京で不動産投資 東急不動産と１３００億円
2017年12月8日 日経 朝刊 8面 〈ＦＴ特約〉米共和党の税制改革案 アップル、最大の受益者
2017年12月7日 朝日 朝刊 9面 （けいざい＋　ＷＯＲＬＤ）就職難の韓国、日本に照準　面接支援
2017年12月7日 朝日 朝刊 17面 （記者有論）電通の違法残業裁判　公開審理ゆえの「感銘力
2017年12月7日 日経 朝刊 1面 所得増税1000億円確保　政府・与党合意 高所得層300万人 
2017年12月7日 日経 朝刊 1面 80歳も支える側に転身　年齢で「分断」時代遅れ
2017年12月7日 日経 朝刊 6面 （FINANCIAL TIMES）米減税案に成長効果なし
2017年12月7日 日経 朝刊 17面 全員正社員 会社変えるか　クレディセゾン、2200人を転換
2017年12月6日 朝日 朝刊 7面 会社員増税を自公確認　年収８００万円超、異論出ず　税調幹部会
2017年12月6日 朝日 朝刊 7面 外国人技能実習「コンビニも」、業界申請へ　「人手不足対策
2017年12月6日 日経 朝刊 2面 （社説）生産性を踏まえ賃上げの議論を深めよ
2017年12月6日 日経 朝刊 6面 大企業、法人税優遇見直し　直近１年の対応で判断
2017年12月6日 日経 朝刊 21面 （大機小機）従業員の自然減？
2017年12月6日 日経 夕刊 1面 年収800万円超増税で決着　政府・与党 会社員の控除見直
2017年12月5日 朝日 朝刊 1面 社員増税、年収８００万円超　政府・与党が最終調整　２０年
2017年12月5日 朝日 朝刊 2面 （いちからわかる！）労使の「サブロク協定」、長時間労働を
2017年12月5日 朝日 朝刊 6面 鈍い消費、好況実感乏しく　全国主要１００社景気アンケート
2017年12月5日 朝日 朝刊 7面 人材不足、働き手に負担　全国主要１００社景気アンケート
2017年12月5日 朝日 朝刊 7面 年７２０時間の残業上限、「運送業にも適用を」　運輸労連、
2017年12月5日 朝日 朝刊 38面 中国元技能実習生、提訴へ　不法就労先で「火つけられた
2017年12月5日 日経 朝刊 5面 年収800万円超 増税 会社員の所得税で財務省案 自民税調
2017年12月4日 朝日 朝刊 1面 残業上限、過半が月８０時間以上　労使協定２２５社調査　
2017年12月4日 朝日 朝刊 2面 残業上限、企業手探り　繁忙期の対応に苦慮　過労死ライン



2017年12月4日 朝日 朝刊 24面 （なるほどマネー）投資の新「常識」：５　老後は「毎月分配型投信
2017年12月4日 朝日 朝刊 26面 （電通事件の宿題：下）働き手本位の改革、進むか　ブーム
2017年12月4日 朝日 朝刊 29面 年金、漏らさずもらうには　申請必須、時効分は受け取れず
2017年12月4日 朝日 朝刊 31面 外国人留学生、雇いたい・働きたい　観光業・海外拠点に「
2017年12月4日 日経 朝刊 1面 法人税、実質負担20％に　賃上げ＋革新投資が条件 立地競争
2017年12月4日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）法人税の実効税率 外資誘致へ各国引き下
2017年12月4日 日経 夕刊 1面 機関投資家の規範　時価総額 世界の７割超 導入国続々、
2017年12月4日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）説明会の投映資料は撮影ＮＧ　デジタルマナー
2017年12月3日 朝日 朝刊 3面 法人税率２０％に軽減、可決　米上院、下院と法案一本化協議
2017年12月3日 朝日 朝刊 4面 トランプ減税、一歩前進　「富裕層優遇」批判も　改革法案上院可決
2017年12月2日 朝日 朝刊 7面 労災保険料、１３００億円減　企業の負担感緩和　厚労省方針
2017年12月2日 朝日 朝刊 12面 （経済気象台）熊本の「事件」で知ったこと
2017年12月2日 朝日 朝刊 14面 （社説）所得税改革　再分配強化の道筋描け
2017年12月2日 朝日 朝刊 15面 （コラムニストの眼）大金持ちが仕切る政権　イバンカ氏と庶民
2017年12月2日 日経 朝刊 5面 雇用促進税制 廃止へ 賃上げ重視に転換　自民税調、設備投資優遇
2017年12月2日 日経 朝刊 5面 労災保険料1300億円下げ 企業の子育て負担増を軽減
2017年12月2日 日経 朝刊 17面 （大機小機）望まれる国民目線の投資教育
2017年12月2日 日経 朝刊 20面 老後破産しない年金活用法 自営業者はｉＤｅＣｏなど併用を
2017年12月1日 朝日 朝刊 14面 （経済気象台）内定を取るための就活か
2017年12月1日 朝日 朝刊 17面 （異論のススメ）社会主義崩壊後の世界　新自由主義に壊されるもの
2017年12月1日 日経 朝刊 1面 事務派遣、最大３割値上げ　「無期」転換で待遇改善
2017年12月1日 日経 朝刊 31面 （経済教室）アベノミクス５年(中)消費回復へ将来不安払拭
2017年12月1日 日経 夕刊 5面 （十字路）人生100年時代の老後資産準備
2017年11月30日 朝日 朝刊 7面 高所得会社員、増税で一致　年金控除１０～２０万円減軸　
2017年11月30日 日経 朝刊 1面 （生産性考）危機を好機に（４）経営者こそ主役 現場の頑張
2017年11月30日 日経 朝刊 9面 （生産性考）筋力改善、46％止まり
2017年11月30日 日経 朝刊 31面 （経済教室）アベノミクス５年(上)非製造業の生産性向上を
2017年11月29日 朝日 朝刊 7面 増税対象、見直し本格化　３つの所得控除、自民税調
2017年11月29日 朝日 朝刊 8面 自己研鑽も労働時間　電通、残業代２４億円支給へ
2017年11月29日 朝日 朝刊 14面 （声）副業認めて日本は良くなるのか
2017年11月29日 朝日 朝刊 29面 残業時間申告に「上限」、超えたら書き直し指示　兵庫の農協
2017年11月29日 日経 朝刊 1面 （生産性考）危機を好機に（３）新入社員はロボ 大転換 逃げずに
2017年11月29日 日経 朝刊 3面 年金控除、高所得者は縮小 所得税改革の政府原案、給与所得控除
2017年11月29日 日経 朝刊 6面 （Deep Insight）ＡＩ時代に問われる指針 本社コメンテーター 
2017年11月29日 日経 朝刊 15面 （生産性考）正社員の終身雇用根強く 衰退産業に人材滞留
2017年11月29日 日経 朝刊 19面 （大機小機）ゾウの鼻をへし折るべきか 
2017年11月29日 日経 夕刊 5面 （十字路）ＥＳＧ投資と間接金融
2017年11月28日 朝日 朝刊 37面 「借りられる」出費認めず　生活保護受けＰＣ購入　東京地裁
2017年11月28日 日経 朝刊 1面 週３日休む旅館　非製造業こそチャンス　生産性考
2017年11月28日 日経 朝刊 5面 副業しやすく　ルール修正 厚労省、本業との労働時間合算
2017年11月28日 日経 朝刊 7面 成長産業への変貌(1) 世界の運用資産 1.6京円
2017年11月28日 日経 朝刊 15面 （生産性考）日米サービス業を比べると… 高品質でも低価格
2017年11月28日 日経 朝刊 18面 （スクランブル）ＥＳＧ投資 株高導くか 環境や社会貢献、稼
2017年11月28日 日経 朝刊 19面 （大機小機）ガバナンス改革と資本コスト
2017年11月28日 朝日 夕刊 15面 電通、残業代２４億円支給　来月、従業員申告の未払い２年分
2017年11月28日 日経 夕刊 5面 （十字路）円安の限界
2017年11月28日 日経 夕刊 14面 電通、未払い残業代支給 一時金名目で総額23億円
2017年11月27日 朝日 朝刊 26面 （電通事件の宿題：中）ずさんな労務管理、遠い解明
2017年11月27日 日経 朝刊 2面 （社説）賃金改革と残業削減を着実に
2017年11月27日 日経 夕刊 11面 （就活のリアル）３年で辞める若者たち　転職率、50年前から
2017年11月26日 朝日 朝刊 11面 （売れてる本）『人工知能と経済の未来』　井上智洋〈著〉
2017年11月26日 日経 朝刊 3面 所得税 手探りの改革 ３控除一体見直し　政府・与党、あす
2017年11月25日 朝日 朝刊 12面 （東洋経済の眼）売り手優位の就職市場　求む！労働条件
2017年11月25日 日経 朝刊 17面 （大機小機）人間はもっとやれる
2017年11月24日 日経 朝刊 1面 （春秋）＜為替＞
2017年11月24日 日経 朝刊 1面 最高益の実相（上）経常利益率７％の壁破る ソニー、得意分野
2017年11月24日 日経 朝刊 9面 パート時給上げ、思わぬ人手不足 「年収の壁」自ら働く時間減
2017年11月23日 朝日 朝刊 16面 （経済気象台）韓国の自動車産業が危ない
2017年11月23日 日経 朝刊 2面 （社説）経済改革の全体を見据えた税制議論を
2017年11月23日 日経 朝刊 5面 所得税改革、時期も火種に　自民税調議論スタート
2017年11月23日 日経 朝刊 10面 通訳・翻訳　ＡＩにお任せ 第１部 若者たちの新地平　言葉の



2017年11月23日 日経 朝刊 19面 （大機小機）サービス業の生産性
2017年11月22日 朝日 朝刊 3面 高収入の年金受給者、増税　１０００万円以上、有力　政府
2017年11月22日 朝日 朝刊 5面 会社員増税、年収１０００万円超　子育て・介護の世帯は除外
2017年11月22日 朝日 朝刊 13面 （ピケティコラム＠ルモンド）カタルーニャ危機の病巣　所得税改革
2017年11月22日 日経 朝刊 6面 （Deep Insight）次の働き方 個人が主役
2017年11月22日 朝日 夕刊 10面 介護職パート１５００人、希望者を正社員に　パナ子会社、来春
2017年11月22日 日経 夕刊 1面 社会保障、拡大止まらず　18年度予算案決定 97兆7128億円
2017年11月22日 日経 夕刊 5面 （十字路）国の借金は返す必要があるか
2017年11月22日 日経 夕刊 5面 ｉＤｅＣｏのイロハ（４） 資産移して「塩漬け」回避
2017年11月21日 朝日 朝刊 7面 （波聞風問）低成長経済　時間かせぎの資本主義、限界に　
2017年11月21日 朝日 朝刊 7面 副業、就業規則例見直し　厚労省、容認の改定案　「労働時間短縮
2017年11月21日 朝日 朝刊 10面 （世界発２０１７）外国人雇用、韓国の光と影　単純労働、ニーズ
2017年11月21日 朝日 朝刊 12面 （経済気象台）経済成長と幸福感
2017年11月21日 朝日 朝刊 14面 （ＷＥＢＲＯＮＺＡ）働き方次第で人生は変わる
2017年11月21日 朝日 朝刊 33面 １日インターンは「実質採用選考」　私大側、呼称取りやめ提言
2017年11月21日 日経 朝刊 1面 賃上げ・投資で法人減税 政府方針、実質負担25％に
2017年11月21日 日経 朝刊 5面 増税対象、線引き焦点　高所得の会社員は負担増も
2017年11月21日 日経 夕刊 1面 米大型減税が議会通過 10年1.5兆ドル「史上最大」　
2017年11月21日 日経 夕刊 5面 ｉＤｅＣｏのイロハ（３） 退職所得控除に魅力
2017年11月21日 日経 夕刊 7面 長生きは得な保険　動き出す人生100年時代
2017年11月20日 朝日 朝刊 1面 「技能」海渡らぬ現実　実習制度、建前に限界
2017年11月20日 朝日 朝刊 2面 「技能実習」建前に限界　帰国者大半、関係ない職
2017年11月20日 朝日 朝刊 26面 （電通事件の宿題：上）違法残業、罰金５０万円だけ
2017年11月20日 朝日 朝刊 31面 投資の新「常識」：３　万人向きではないｉＤｅＣｏ＝訂正・おわびあり
2017年11月20日 日経 朝刊 3面 働き方改革 時間より場所 自宅や外出先で仕事 生産性1.6
2017年11月20日 日経 朝刊 3面 りそな、確定拠出型年金の運用「見える化」　社内で共有
2017年11月20日 日経 朝刊 3面 国民年金、海外転居に伴う手続き簡素化　
2017年11月20日 日経 朝刊 11面 派遣業、許可の壁高く　法改正、業界の健全化めざす
2017年11月20日 日経 朝刊 15面 採用に「履修履歴」活用 学生の努力見える化　人物評価に
2017年11月20日 日経 夕刊 3面 所得税改革を提言　政府税調が中間報告案、給与所得控除
2017年11月20日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）日ごろのあいさつ　一流のマナー　印象上げる 
2017年11月19日 朝日 朝刊 3面 （日曜に想う）国力より「自分」を選んだ国　編集委員・大野博人
2017年11月19日 日経 朝刊 1面 未払い賃金請求、最長5年に　サービス残業抑制へ検討
2017年11月19日 日経 夕刊 5面 ｉＤｅＣｏのイロハ（１） 積み立て、税制優遇大きく
2017年11月19日 日経 夕刊 9面 日払い給料　正社員にも 働いた分だけいつでも　「思わぬ出費
2017年11月18日 朝日 朝刊 1面 年金マネー、環境・社会に生かす　ＧＰＩＦ、貢献企業に投資拡大
2017年11月18日 朝日 朝刊 1面 子育て世帯は増税せず　高収入の会社員　政府・与党が調整
2017年11月18日 朝日 朝刊 2面 （２０３０　ＳＤＧｓで変える）投資、変わる前提　女性活躍を指標
2017年11月18日 日経 朝刊 1面 「働きやすさ」収益に直結　Smart Work本社調査
2017年11月18日 日経 朝刊 1面 ＧＰＩＦ、預金にかかるマイナス金利分を負担 みずほ系信託
2017年11月18日 日経 朝刊 23面 イデコ・ＮＩＳＡフル活用 年３％運用　20年1960万円
2017年11月17日 日経 朝刊 1面 高所得の会社員増税　給与控除縮小、基礎控除は拡大
2017年11月17日 日経 朝刊 5面 ＜解説＞所得税、抜本改革ほど遠く 高所得者にしわ寄せ
2017年11月17日 日経 朝刊 11面 （インドネシア・コンパス）最低賃金、成長率もとに上昇
2017年11月16日 日経 朝刊 1面 異次元の領域(3)将来不安「過剰貯蓄」走らす 
2017年11月16日 日経 朝刊 6面 [FT]バブル崩壊　今回はないが 資産価格調整　政策の試金石
2017年11月16日 日経 朝刊 10面 好きな職 好きな所で 第１部 若者たちの新地平　ＡＩ時代の
2017年11月16日 日経 朝刊 19面 （大機小機）過剰貯蓄はここにも
2017年11月16日 日経 朝刊 35面 ＡＩの雇用への影響を考える(8)人材育成・再教育への環境整備
2017年11月15日 日経 朝刊 4面 議員年金復活、検討も必要 自民総務会長「元国会議員が
2017年11月15日 日経 朝刊 34面 ＡＩの雇用への影響を考える(7)日本は「人と機械の調和」重視
2017年11月14日 朝日 朝刊 1面 高収入の会社員は増税、個人請負は減税案で調整　財務省
2017年11月14日 日経 朝刊 4面 年金控除縮小に意欲 公明 斉藤税調会長　所得税改革「国民
2017年11月14日 日経 朝刊 9面 米運用会社、膨らむ資産　20兆ドル突破、過去最高に 株高追
2017年11月14日 日経 朝刊 14面 米法人税下げ、投資を促進 ボスキン元ＣＥＡ委員長に聞く 
2017年11月14日 日経 朝刊 21面 （一目均衡）「灰色のサイ」を手なずけよ 証券部　土居倫之
2017年11月14日 日経 朝刊 41面 ＡＩの雇用への影響を考える(６)独インダストリー4.0、雇用も
2017年11月14日 日経 夕刊 5面 （十字路）ＥＳＧ投資のビジョン
2017年11月13日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）良い人材育てるには持ち味見極め環境整える
2017年11月11日 日経 朝刊 22面 支給漏れ　年金の「振替加算」 妻65歳から上乗せ、定期便
2017年11月11日 日経 朝刊 23面 分散投資　安定債券に注目 株と違う値動き利点に



2017年11月10日 朝日 朝刊 14面 （声）働き過ぎ、国の未来が犠牲に
2017年11月10日 日経 朝刊 1面 ３％賃上げ企業、税優遇 自民税調会長が検討、事業承継
2017年11月10日 朝日 朝刊 5面 「所得税改革、３年で」 宮沢自民税調会長　多様な働き方後押
2017年11月10日 日経 朝刊 5面 途切れぬ高齢化　所得の半分を失う時代 財政規律（３）　未来
2017年11月10日 朝日 朝刊 21面 （大機小機）労働力不足論議の違和感
2017年11月10日 日経 朝刊 29面 ＡＩの雇用への影響を考える(5)対応の遅れ、競争力失うリスク 
2017年11月9日 日経 朝刊 23面 （大機小機）上からの雇用市場改革
2017年11月9日 日経 朝刊 33面 ＡＩの雇用への影響を考える(4)中レベルの雇用が喪失
2017年11月8日 朝日 朝刊 5面 所得税控除見直し焦点　自民税調が議論開始　来年度税制改正
2017年11月8日 日経 朝刊 3面 年金控除 富裕層縮小も 所得税改革 自民税調が幹部会合
2017年11月8日 日経 朝刊 30面 ＡＩの雇用への影響を考える(3)労働者に必要な能力が変化
2017年11月7日 日経 朝刊 9面 企業統治改善へ共同対話 企業年金連合会と大手金融４社
2017年11月7日 日経 朝刊 10面 （FINANCIAL TIMES）米共和党が税制改革案 国際決済へ課税
2017年11月7日 日経 朝刊 31面 ＡＩの雇用への影響を考える(2)雇用激減、多くの研究が否定的
2017年11月7日 朝日 夕刊 5面 （十字路）財政問題と富の偏在
2017年11月6日 朝日 朝刊 10面 （社説）株価上昇　日銀の買い入れ再考を
2017年11月6日 朝日 朝刊 33面 （ＳＴＯＰ！過労死）残業の上限規制、遺族「見直しを」　過労死
2017年11月6日 朝日 朝刊 35面 （なるほどマネー）投資の新「常識」：２　健康で働ける力、長
2017年11月6日 日経 朝刊 6面 （核心）タダより高いものはない もつか、全世代の社会保障
2017年11月6日 日経 朝刊 11面 転勤ルール　社員に配慮 採用に「自宅から通勤圏内限定」
2017年11月6日 日経 朝刊 12面 ＡＩの雇用への影響を考える(1)「雇用の未来」を世界中で研究 
2017年11月6日 日経 朝刊 13面 働き方改革、産業医が後押し 制度改正で役割拡充 不調社員
2017年11月6日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）手書きの履歴書　正確に文字書くスキルも
2017年11月5日 朝日 朝刊 4面 （平成経済）第１部・グローバル化と危機：２　非正規頼み、
2017年11月4日 朝日 朝刊 1面 車大手、無期雇用を回避　期間従業員の契約ルール変更
2017年11月4日 朝日 朝刊 8面 （声）育休は男性も含む労働者の権利
2017年11月4日 朝日 朝刊 8面 （声）定年後も慣れた仕事続けたい
2017年11月4日 日経 朝刊 14面 亡き夫と「死後離婚」 遺産・年金は受け取れ、「姻族」関係終了
2017年11月3日 朝日 朝刊 38面 問題なしの見解、ＮＨＫ会長示す　過労死、経営委に伝えず
2017年11月3日 日経 朝刊 1面 米法人税20％に恒久化　35％から引き下げ、共和が法案
2017年11月3日 日経 朝刊 5面 賃金迷路（４）　伸びる昇給制度、今は昔　社会保障も賃上
2017年11月3日 日経 朝刊 5面 公的年金運用4.4兆円の黒字　７～９月、株高で
2017年11月3日 日経 朝刊 7面 （グローバルオピニオン）ドルには代わらぬ人民元 
2017年11月3日 日経 朝刊 9面 投信、独立系が存在感　運用成績好調 投資呼び込み、資産
2017年11月3日 日経 朝刊 21面 （大機小機）おごるなアベノミクス
2017年11月2日 朝日 朝刊 2面 日本の男女格差１１４位に下落　「政治」１２３位に後退
2017年11月2日 朝日 朝刊 3面 上げ企業向け、法人減税を検討　政府・与党
2017年11月2日 日経 朝刊 2面 （社説）技能実習は根本から見直しを
2017年11月2日 日経 朝刊 5面 賃金迷路（３）出世遅れ転職もできず 割を食う団塊ジュニア
2017年11月2日 日経 朝刊 5面 ＥＳＧ投資、外国株で 環境・統治重視 公的年金、来年にも
2017年11月2日 日経 朝刊 42面 男女平等指数　日本は114位 過去最低、女性の政治参画遅
2017年11月1日 朝日 朝刊 2面 （いちからわかる！）のびなやむ物価、日銀目標には遠いね
2017年11月1日 朝日 朝刊 14面 （経済気象台）コンパクト日本の再設計
2017年11月1日 日経 朝刊 5面 賃金迷路(2) 富はスーパースターに　労働分配率、世界で低下
2017年11月1日 日経 朝刊 11面 過度の労働者保護修正へ　アルゼンチンとブラジル 企業に
2017年11月1日 日経 朝刊 11面 ＜ＦＴ特約＞株価変動率連動の商品急増 ＩＭＦ、高リスクと
2017年11月1日 日経 朝刊 27面 （大機小機）「親切・重税党」と「冷淡・軽税党」
2017年11月1日 日経 夕刊 5面 （十字路）ＣＦＯを育てる条件
2017年11月1日 日経 夕刊 14面 残業時間の過少申告７％ ９月、連合総研調査　２割「上司から
2017年10月31日 朝日 朝刊 9面 （波聞風問）続くアベノミクス　円は本当に「安全通貨」か　原真人
2017年10月31日 朝日 朝刊 38面 外国人技能実習、厳正化へ　受け入れ先を監督　適正化法
2017年10月31日 日経 朝刊 19面 （大機小機）日本の財政破綻は考えられない
2017年10月31日 日経 夕刊 1面 正社員の求人倍率 高水準　９月1.02倍で最高
2017年10月31日 日経 夕刊 5面 （十字路）財政民主主義の持病
2017年10月30日 朝日 朝刊 22面 （職場のホ・ン・ネ）優遇、正社員ばかり
2017年10月30日 朝日 朝刊 33面 （なるほどマネー）投資の新「常識」：１　老後、３段階に分けて
2017年10月30日 日経 朝刊 6面 （FINANCIAL TIMES）米減税 中間層置き去り
2017年10月30日 日経 朝刊 11面 同一労働同一「休暇」 理由なき格差 初の違法判決
2017年10月30日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）好業績を上げる力　業界変わると生かせないことも 
2017年10月28日 朝日 朝刊 2面 （いちからわかる！）遺族年金はどんな時に支給されるんじゃ
2017年10月28日 朝日 朝刊 7面 ７０歳以上も雇用、最多　企業の２２％、６月時点　厚労省



2017年10月28日 日経 朝刊 20面 つみたてＮＩＳＡの心得 商品・金額の変更は可能
2017年10月27日 朝日 朝刊 14面 （声）東京都でＢＩの社会実験を
2017年10月27日 日経 朝刊 3面 賃上げ、生産性が左右　首相、「３％」要請
2017年10月26日 朝日 朝刊 12面 （経済気象台）内部留保課税の可否
2017年10月26日 朝日 朝刊 15面 （担当記者が選ぶ注目の論点）労働時間、減らす意味
2017年10月26日 朝日 朝刊 23面 「なぜ」を問える人間は残る　朝日地球会議２０１７
2017年10月26日 日経 朝刊 5面 公的年金、黒字４兆円台 運用益、７～９月世界で株高 民間試算
2017年10月26日 日経 朝刊 21面 （大機小機）財政破綻の確率は？
2017年10月26日 日経 朝刊 29面 （私見卓見）技術革新は雇用の敵ではない
2017年10月26日 日経 夕刊 5面 （十字路）老後の資金計画
2017年10月25日 朝日 朝刊 7面 雇用に似た働き方、厚労省実態調査へ　ネット介した仕事の
2017年10月25日 朝日 朝刊 22面 誰も取り残さない、世界の約束　朝日地球会議２０１７
2017年10月25日 日経 朝刊 19面 （大機小機）ガバナンス改革の効果は
2017年10月24日 日経 朝刊 5面 所得税改革 仕切り直し 政府税調、与党勝利受け再開　年金
2017年10月24日 朝日 夕刊 2面 社会保障の負担増「やむを得ない」６割　少子化対策、世代間
2017年10月24日 日経 夕刊 3面 高齢者支える現役 １人あたり1.9人に 厚労白書、25年
2017年10月24日 日経 夕刊 5面 （マネー底流潮流）新ＮＩＳＡ、職場で普及も 編集委員　田村正之
2017年10月23日 日経 朝刊 17面 （経営の視点）ＪＴ、グローバル化の秘策 成功支えた「働き方改革
2017年10月23日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）売り手市場は続かない　今できる準備しっかりと 
2017年10月22日 日経 朝刊 5面 資生堂、工場で希望者を正社員に 国内で人材確保
2017年10月21日 朝日 朝刊 5面 （政策を問う　２０１７衆院選）生活保護の子に進学の壁　制度
2017年10月21日 朝日 朝刊 37面 電通の違法残業、罰金５０万円確定
2017年10月21日 日経 朝刊 21面 「トンチン年金」長寿の味方 終身受給、期間により損
2017年10月20日 朝日 朝刊 17面 （経済気象台）不毛な選択を憤る
2017年10月20日 日経 朝刊 9面 つみたてＮＩＳＡ、職場に導入しやすく 金融庁、指数連動で新型公募
2017年10月20日 日経 朝刊 19面 従業員が対価払う株式購入権　報酬か投資か 議論熱く
2017年10月20日 日経 朝刊 21面 （大機小機）内部留保課税が問うもの
2017年10月20日 朝日 夕刊 14面 「がんばろう」元電通社員の後悔　違法残業事件、あす判決確定
2017年10月19日 朝日 朝刊 7面 （政策を問う　２０１７衆院選）年金、生活の支えに不十分　現役世代
2017年10月19日 朝日 朝刊 14面 （声）労基法周知で労働者の権利守れ
2017年10月19日 日経 朝刊 19面 （大機小機）エクセレント企業を求めて
2017年10月19日 日経 朝刊 31面 （私見卓見）大国が危険にさらす労働者の権利
2017年10月18日 朝日 朝刊 7面 「残業代ゼロ」論戦低調　自公触れず、野党は反発　衆院選
2017年10月18日 朝日 朝刊 14面 （社説）衆院選　財政再建　将来世代への責務だ
2017年10月18日 日経 朝刊 1面 環境・社会・統治「見えない価値」着目 ＥＳＧ投資、市場の３
2017年10月18日 日経 朝刊 1面 （外国人材と拓く）下支えの実相（３）留学生、矛盾抱えた戦力 
2017年10月18日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）ＥＳＧ投資　企業の持続可能性を評価
2017年10月18日 日経 朝刊 19面 （大機小機）アベノミクスで変わったか
2017年10月18日 日経 朝刊 28面 （経済教室）ノーベル経済学賞にセイラー氏　「良い選択」へ
2017年10月18日 日経 夕刊 14面 年金時効「障害発生から」 不支給分支払い認めず 最高裁判決
2017年10月17日 朝日 朝刊 7面 （波聞風問）プレ金見直し　アリでもキリギリスでも　堀篭俊材
2017年10月17日 朝日 朝刊 14面 （経済気象台）経済停滞の本質を問え
2017年10月17日 朝日 朝刊 17面 （２０１７衆院選）社会保障は国難か　田中拓道さん、峰崎直樹
2017年10月17日 日経 朝刊 1面 （外国人材と拓く）下支えの実相(2)「買い手」市場、もはや幻 
2017年10月17日 日経 朝刊 2面 （社説）１７衆院選 女性や高齢者の就業促す抜本策を示せ
2017年10月17日 日経 朝刊 19面 （一目均衡）つみたてＮＩＳＡの違和感 証券部次長　山下茂行
2017年10月17日 日経 朝刊 31面 （経済教室）バブル崩壊は予測可能か 「期待の変動」の応用
2017年10月17日 日経 朝刊 38面 過労自殺を認め謝罪 システム会社、遺族と和解　大阪地裁
2017年10月17日 日経 夕刊 5面 （十字路）Ｄ世代を考慮したＤＣ
2017年10月16日 日経 朝刊 1面 （外国人材と拓く）下支えの実相(1) 働く実習生、共生の道探
2017年10月16日 日経 朝刊 29面 「ジェンダー後進国」の日本　男女の賃金　依然格差
2017年10月16日 日経 夕刊 5面 （就活のリアル）学歴選考で漏れた人に救いの手　試験高得点者
2017年10月15日 朝日 朝刊 4面 （政策を問う　２０１７衆院選）「雇用改善」、伸び悩む賃金　
2017年10月14日 朝日 朝刊 3面 （安倍政治その先　２０１７衆院選：３）消費税論議、バラマキ
2017年10月14日 朝日 朝刊 13面 低所得者への補助金を撤廃　米政府方針
2017年10月14日 朝日 朝刊 38面 「ＮＨＫに非公表を要望してない」　記者過労死、遺族が指摘
2017年10月14日 日経 朝刊 1面 生涯現役が究極の自助　わずかな年金、頼らぬ覚悟
2017年10月14日 日経 朝刊 2面 （社説）全世代よりメリハリの社会保障に
2017年10月14日 日経 朝刊 20面 定年後の起業　立ち上げは「ギブオンリー」から
2017年10月14日 日経 朝刊 21面 つみたてＮＩＳＡ　厳選投信114本どこで買う 受け付け開始
2017年10月12日 朝日 朝刊 14面 （声）富裕税や資産税で富の再分配を



2017年10月12日 朝日 朝刊 15面 （２０１７衆院選）デフレかバブルか　元日本銀行金融研究所長
2017年10月12日 朝日 朝刊 36面 遺族年金、過払い１８億円　資格失った１千人に　検査院調
2017年10月12日 日経 朝刊 6面 （中外時評）積み残された労働市場改革 上級論説委員 水野裕司
2017年10月12日 日経 朝刊 9面 香港、法人税８％台に半減 軽減税率を導入へ
2017年10月12日 日経 朝刊 42面 遺族年金、18億円過払い 年金機構 受給資格喪失1000人
2017年10月11日 朝日 朝刊 8面 （経済気象台）機関投資家の議決権行使
2017年10月11日 日経 夕刊 5面 （十字路）三位一体の努力
2017年10月11日 日経 夕刊 9面 働き方改革に悩む(下)残業させるなと言われても…
2017年10月10日 日経 夕刊 13面 働き方改革に悩む(上)定時退社、どうすれば…
2017年10月8日 朝日 朝刊 4面 （政策を問う　２０１７衆院選）外国人労働者、検証なく拡大　
2017年10月8日 朝日 朝刊 8面 （社説）衆院選　過労死根絶　各党の本気度を問う
2017年10月8日 朝日 朝刊 8面 （声）経済成長より安定・貧困対策
2017年10月8日 朝日 朝刊 8面 （声）建設業、休むとお金が入らない
2017年10月7日 朝日 朝刊 7面 「労働時間把握、重要」　過労死白書、残業抑制で指摘
2017年10月7日 朝日 朝刊 7面 ＳＤＧｓ採用促す　経団連が方針
2017年10月7日 朝日 朝刊 9面 増えぬ賃金、実感薄く　景気拡大、「いざなぎ並み」確実
2017年10月7日 朝日 朝刊 14面 （経済気象台）子や孫の世代への背信
2017年10月7日 朝日 朝刊 34面 電通、罰金５０万円判決　東京簡裁、違法残業を認定
2017年10月7日 日経 朝刊 2面 （社説）過重労働の是正促す電通裁判
2017年10月7日 日経 朝刊 20面 配偶者控除 来年から見直し 妻収入150万円超から減り、201
2017年10月7日 日経 朝刊 21面 「北朝鮮緊張で円高」なぜ？ 為替の謎、３つの理屈
2017年10月7日 日経 朝刊 38面 違法残業で電通に罰金、働き方どう管理すれば…
2017年10月6日 朝日 朝刊 11面 （経済気象台）同一の「質」は測れるか
2017年10月6日 朝日 朝刊 35面 ＮＨＫ「記者勤務見直す」　過労死、遺族に会長謝罪へ
2017年10月6日 日経 朝刊 21面 （大機小機）アクティブ運用の復活
2017年10月6日 日経 朝刊 31面 （私見卓見）「貯蓄から投資へ」企業が実践を
2017年10月6日 朝日 夕刊 2面 過労死白書、１００ページ増　厚労省「電通事件で対策強化
2017年10月5日 朝日 朝刊 1面 ＮＨＫ記者が過労死　労災認定、残業月１５９時間
2017年10月5日 朝日 朝刊 3面 （「安倍政治」を問う　２０１７衆院選：８）子育て支援、課題積
2017年10月5日 朝日 朝刊 7面 つみたてＮＩＳＡ、若年層の投資促す　来年１月から、税を優遇
2017年10月5日 朝日 朝刊 7面 生活保護世帯、３カ月連続増　７月
2017年10月5日 朝日 朝刊 30面 ３１歳ＮＨＫ記者、過労に消えた笑顔　遺族「検証、教訓共有
2017年10月5日 日経 朝刊 6面 [FT]改革好機逃した米法人税 低税率競争　海外移転招く
2017年10月5日 日経 朝刊 7面 投資ファンド膨張 年金資金など運用難で流入　M&A、日本
2017年10月4日 朝日 朝刊 3面 （「安倍政治」を問う　２０１７衆院選：７）社会保障、見えない
2017年10月4日 朝日 朝刊 7面 （政策を問う　２０１７衆院選）労働時間規制、揺らぐ枠組み
2017年10月4日 朝日 朝刊 7面 年金運用「分かりやすく」　委員長が会見　ＧＰＩＦ経営委発足
2017年10月4日 日経 朝刊 5面 賃金、残業減でも維持を
2017年10月4日 日経 朝刊 7面 つみたてＮＩＳＡ始動（下）投資優遇、制度は乱立 個人取り込
2017年10月4日 日経 朝刊 18面 （スクランブル）割安是正へ第２の波
2017年10月4日 日経 夕刊 11面 ＥＳＧ投資の基本(上) 「良い会社」ならリスク軽減
2017年10月3日 朝日 朝刊 4面 年金の受給開始、７０歳超選択提言　内閣府検討会
2017年10月3日 朝日 朝刊 14面 （経済気象台）企業のための働き方改革
2017年10月3日 日経 朝刊 2面 （社説）企業は賃上げで好循環を促せ
2017年10月3日 日経 朝刊 5面 財政規律　問われているもの(1)逃げ水の健全化
2017年10月3日 日経 朝刊 7面 つみたてＮＩＳＡ始動(上)10兆円市場、若者に狙い
2017年10月3日 日経 朝刊 35面 時差勤務 理由なしＯＫ 豊島区、労働意欲の向上に
2017年10月2日 朝日 朝刊 35面 （知る就活）あなたのガクチカは　主体的な「学業」、企業に
2017年10月2日 日経 朝刊 3面 つみたてＮＩＳＡ きょうから口座開設
2017年10月2日 朝日 夕刊 2面 ＜解説＞企業の人手不足感強まる　人件費上昇に懸念も　
2017年10月2日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）低学年から始める準備　「必修７科目」に打
2017年10月1日 朝日 朝刊 8面 （社説）衆院選　社会保障の将来　甘い言葉で「安心」得られぬ
2017年10月1日 朝日 朝刊 13面 （書評）『かくて行動経済学は生まれり』　マイケル・ルイス〈著
2017年9月30日 朝日 朝刊 7面 厚生年金、保険料率１８．３％　引き上げ上限到達　世代間
2017年9月30日 朝日 朝刊 9面 ＡＩ進化、でも人手不足続く？　労働力人口減で　厚労省の白書
2017年9月30日 朝日 朝刊 12面 （経済気象台）第４次産業革命
2017年9月30日 朝日 朝刊 15面 （ニッポンの宿題）働き過ぎの慢性化　鶴光太郎さん、油谷百百子
2017年9月30日 朝日 朝刊 33面 年金加算支給漏れ、政務三役処分なし　理事長ら計１０人処分
2017年9月30日 朝日 朝刊 35面 新国立建設、是正勧告８１社　違法残業が横行　労働局調査
2017年9月30日 日経 朝刊 12面 （社長100人アンケート）５割が「有給取得率70％へ」 社員の
2017年9月30日 日経 朝刊 17面 （大機小機）高齢化社会と株式市場の再生



2017年9月29日 朝日 朝刊 7面 非正規との給与差拡大　国税庁調査
2017年9月29日 朝日 朝刊 14面 （声）「働き方改革」は喫緊の課題では
2017年9月29日 日経 朝刊 5面 働き方改革で中小対策検討　政府が作業部会   
2017年9月29日 朝日 夕刊 2面 年金支給漏れ、関係者を処分
2017年9月29日 日経 夕刊 3面 厚労省・年金機構、年金支給漏れで局長らを処分
2017年9月29日 日経 夕刊 4面 （ウォール街ラウンドアップ）税制改革 早くも疑問視
2017年9月29日 日経 夕刊 5面 （十字路）成長という価値観の外側
2017年9月28日 朝日 朝刊 3面 米法人税２０％に下げ方針　公約の１５％断念　トランプ政権
2017年9月28日 朝日 朝刊 7面 日本競争力９位、順位一つ下げる　世界経済フォーラム
2017年9月28日 朝日 朝刊 9面 米減税案、財源見通せず　トランプ氏、中間層にアピール
2017年9月28日 朝日 朝刊 10面 （２０１７試練の欧州）ドイツ、失業率が下がっても　労働市場改革
2017年9月28日 日経 朝刊 1面 米、法人税率20％に下げ 政権・共和が統一案、海外所得は
2017年9月28日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）米国の税制改革 抜本改革、30年ぶり
2017年9月28日 日経 朝刊 4面 年金受給開始、70歳超も 内閣府会議提言　高齢者の就労促進
2017年9月28日 日経 朝刊 21面 （大機小機）「不都合な真実」に目を向けよ
2017年9月28日 日経 夕刊 1面 トランプ氏「歴史的減税」 法人税率20％　税制改革案を発表 
2017年9月27日 朝日 朝刊 16面 （社説）衆院選　消費税　財政再建はどうした
2017年9月27日 日経 夕刊 2面 「人生100年時代」の案内人
2017年9月26日 朝日 朝刊 15面 （２０１７衆院選）問題だらけの経済政策　立命館大学教授・
2017年9月26日 朝日 朝刊 33面 厚生年金保険料、納付逃れ　都内のタクシー会社、海外企業
2017年9月26日 日経 朝刊 3面 ドトール、非正規にも退職金　人手不足に対応
2017年9月26日 日経 朝刊 21面 （大機小機）習うより慣れよ 
2017年9月26日 日経 夕刊 5面 （十字路）転換期を迎えた日本的雇用慣行
2017年9月25日 朝日 朝刊 21面 長時間労働、監視強化なるか　「３６協定」未届け企業の指導
2017年9月25日 日経 朝刊 5面 （経営の視点）ＡＩ人材どう育てる ＯＪＴの経験則 もう限界 編集委員 水野裕司
2017年9月25日 日経 朝刊 7面 （核心）消費増税は急がば回れ 上級論説委員 大林尚 政治
2017年9月25日 日経 夕刊 11面 （就活のリアル）採用で教養試験が廃れたワケ　大手は大卒
2017年9月24日 朝日 朝刊 6面 （社説）消費税の使途　選挙の口実に使うな
2017年9月23日 朝日 朝刊 1面 電通社員、毎月１４００人が違法残業　１４年度　初公判で社長
2017年9月23日 朝日 朝刊 4面 年金加算支給漏れ、問い合わせ１２万件　２５日から無料、
2017年9月23日 朝日 朝刊 12面 （経済気象台）勤勉さと生産性
2017年9月23日 朝日 朝刊 15面 （私の視点）法定雇用率引き上げ　障害者賃金、公費で補填
2017年9月23日 朝日 朝刊 35面 電通、ずさん労務管理　是正勧告に「小手先の対応」、起訴内容
2017年9月23日 日経 朝刊 2面 違法残業　企業に警鐘 電通事件、異例の正式裁判　社長
2017年9月23日 日経 朝刊 21面 ロボアド投資 成績は？　誕生１年おおむね良好 内外の株価堅調追
2017年9月23日 日経 朝刊 39面 電通 職場変革、効果と戸惑い 違法残業で初公判
2017年9月22日 日経 朝刊 2面 （社説）非正規の処遇を見直す機会に
2017年9月22日 日経 朝刊 6面 （グローバルオピニオン）マクロン労働市場改革の難路
2017年9月22日 日経 朝刊 7面 始動　つみたてNISA　（下）
2017年9月22日 日経 朝刊 9面 仏マクロン改革、強まる逆風　労働法改正・緊縮財政に反発
2017年9月22日 朝日 夕刊 1面 電通社長、違法残業認める　検察側「利益を優先」　初公判
2017年9月22日 朝日 夕刊 2面 年金ダイヤル、無料で１００回線　支給漏れ問題
2017年9月22日 朝日 夕刊 15面 電通社長「責任を痛感」　遺族に一礼、「尊い命失った」謝罪
2017年9月22日 日経 夕刊 1面 電通社長、違法残業で謝罪　初公判、起訴内容認める
2017年9月21日 朝日 朝刊 7面 年金支給漏れ、月内に処分　厚労省、対策チーム設置
2017年9月21日 朝日 朝刊 17面 （ピケティコラム＠ルモンド）仏の労働法改正　企業の民主主義
2017年9月21日 朝日 朝刊 37面 過労自殺、なぜ追い込まれた　電通事件あす初公判
2017年9月21日 朝日 朝刊 39面 ヤマトを書類送検　違法残業させた疑い　福岡労働局
2017年9月21日 日経 朝刊 5面 厚労省、年金支給漏れ追加調査 機構内に対策チーム
2017年9月21日 日経 朝刊 6面 （中外時評）消費税狂騒曲、脱するには 上級論説委員 藤井彰夫
2017年9月21日 日経 朝刊 7面 始動　つみたてＮＩＳＡ（上）
2017年9月21日 日経 朝刊 19面 （大機小機）人件費を開示しよう
2017年9月21日 日経 朝刊 38面 違法残業あす初公判 電通社長、出廷へ 起訴内容認める方針
2017年9月20日 日経 朝刊 6面 資産運用、退職後こそ　バランス型投信が主軸に フィデリティ
2017年9月20日 日経 朝刊 19面 （大機小機）消費税問答を採点する
2017年9月20日 日経 夕刊 9面 ライフイベントとお金　老後編(中) 退職金　受け取り方に注意
2017年9月20日 日経 夕刊 15面 電通社長「責任を痛感」　違法残業 検察側は「社益優先」
2017年9月19日 朝日 朝刊 4面 （波聞風問）子どもの貧困対策　企業ノウハウ、未来への投資
2017年9月19日 日経 朝刊 13面 働き方改革　論戦の焦点は
2017年9月18日 朝日 朝刊 1面 ６５歳以上、３５１４万人　過去最多、人口の２７．７％
2017年9月18日 朝日 朝刊 10面 （社説）年金支給漏れ　組織も業務も見直せ



2017年9月18日 日経 朝刊 7面 （FINANCIAL TIMES）多様な働き方 許す職場は 
2017年9月18日 日経 朝刊 30面 90歳以上206万人 65歳以上は最高の27.7％　総務省推計
2017年9月17日 朝日 朝刊 6面 （社説）人づくり革命　言葉だけが躍っている
2017年9月17日 朝日 朝刊 5面 （風見鶏）官と民、どちらが機関車か
2017年9月16日 朝日 朝刊 7面 働き方改革、臨時国会に法案　労政審「おおむね妥当」　労基法改正案
2017年9月16日 朝日 朝刊 7面 年金加算の支給漏れ、支払い作業に７０００万円
2017年9月16日 朝日 朝刊 14面 （経済気象台）新たな投資家保護規制
2017年9月16日 日経 朝刊 6面 人事評価、時間から質へ オリックス、短い時間で成果
2017年9月16日 日経 朝刊 21面 ＤＣ資産　年１回見直し 株・債券型　スイッチング
2017年9月16日 日経 朝刊 21面 老後ゆとり「月30万円以上」75％
2017年9月16日 日経 朝刊 38面 100歳以上、20年間で6.7倍に 西日本に多く
2017年9月16日 日経 夕刊 1面 ＡＩ時代 僕らの備え 論理的思考、遊んで学ぶ めざせ「ロボ
2017年9月16日 日経 夕刊 8面 大卒32％、３年以内に離職 厚労省発表　景気回復、転職しやすく
2017年9月15日 朝日 朝刊 1面 契約社員の格差「一部違法」　日本郵便に手当支払い命令
2017年9月15日 朝日 朝刊 2面 （時時刻刻）格差是正、企業に迫る　「非正規に画期的判決
2017年9月15日 朝日 朝刊 5面 年金の支給漏れ、時効分も支払い　厚労省が再調査へ
2017年9月15日 日経 朝刊 2面 （社説）年金未払いがあぶり出した名ばかり改革
2017年9月15日 日経 朝刊 5面 年金一元化　実態伴わず 支給漏れ10万人　機構、情報管理
2017年9月15日 日経 朝刊 5面 消費増税　全額使えば財政悪化 教育などに充当案、先送
2017年9月15日 日経 朝刊 15面 就職内定率９割　介護・流通、最後の１割争奪 リーマン前水準
2017年9月15日 日経 朝刊 21面 （大機小機）投資家とは誰のことか
2017年9月15日 日経 朝刊 42面 正社員と格差「一部不当」 日本郵便に賠償命令 東京地裁 契約社員手当
2017年9月15日 朝日 夕刊 16面 １００歳以上、６万７８２４人　４７年連続最多更新
2017年9月15日 朝日 夕刊 16面 年金支給漏れに問い合わせ１３００件　土日も受け付け
2017年9月15日 日経 夕刊 3面 年金支給漏れの対応を強化　厚労相
2017年9月15日 日経 夕刊 12面 100歳以上、最多6.7万人 47年連続増 女性87％、最高齢117
2017年9月14日 朝日 朝刊 1面 年金加算、１０万人支給漏れ　５９８億円　元公務員の配偶者
2017年9月14日 朝日 朝刊 7面 連合が一本化提出「容認」　働き方改革、高プロは反対　労基法改正案
2017年9月14日 朝日 朝刊 7面 ずさん年金管理、不信感　機構発足後も改まらず
2017年9月14日 日経 朝刊 1面 働き方改革 さびつくルール（下）悩めるフリーランス 個の力 生
2017年9月14日 日経 朝刊 2面 （社説）人への投資は費用対効果を吟味せよ
2017年9月14日 日経 朝刊 5面 年金支給漏れ10万人
2017年9月14日 日経 朝刊 5面 残業減・休日増の中小に助成 厚労省、最大で４倍の200万円
2017年9月14日 日経 朝刊 27面 労働分配率低下の“真犯人”　「スター企業」の興隆　主因か
2017年9月14日 日経 夕刊 5面 （十字路）内部留保の誤解
2017年9月13日 朝日 朝刊 3面 年金「７０歳以降も選択制」　受給開始年齢の検討提言　有識者
2017年9月13日 朝日 朝刊 5面 日本、加盟国最低レベル　教員の労働時間、授業にあてる
2017年9月13日 朝日 朝刊 7面 「年金返上を」小泉氏提言に経済界反発　こども保険財源めぐり
2017年9月13日 朝日 朝刊 33面 外国人実習生のうつ病、労災認定　パワハラ原因
2017年9月13日 日経 朝刊 1面 社会保障、高齢者に偏らず　首相インタビュー
2017年9月13日 日経 朝刊 1面 働き方改革 さびつくルール（中）無期雇用転換に落とし穴 
2017年9月13日 日経 朝刊 3面 社会保障改革、財源に苦慮 消費増税「予定通り」　使途見直
2017年9月13日 日経 朝刊 26面 （私見卓見）こども保険で地方企業に保育所を
2017年9月13日 日経 朝刊 38面 教育への公的支出割合　日本また最下位に 14年のＯＥＣＤ
2017年9月13日 日経 朝刊 38面 外国人実習生　パワハラでうつ、労災認定 立川労働基準監督署
2017年9月13日 日経 夕刊 3面 世界の人材育成力ランキング　日本、17位に急落 算出方法変更
2017年9月13日 日経 夕刊 9面 ライフイベントとお金　老後編(上) 必要額、年金プラス3000
2017年9月12日 日経 朝刊 1面 働き方改革 さびつくルール（上）成果、働く時間で計れず 次
2017年9月12日 日経 朝刊 2面 人づくり革命、財源が争点 現役世帯へ給付拡大 与野党、
2017年9月12日 日経 朝刊 3面 ３年働いたら無期雇用 パート社員、課長昇進に道 みずほＦＧ、
2017年9月12日 日経 朝刊 19面 （大機小機）改めて賃上げを求める
2017年9月12日 日経 夕刊 5面 （マネー底流潮流）個人のＥＳＧ投資は有効か 編集委員　松崎雄典
2017年9月11日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）仕事の軸どう見つける 自分の価値観に気
2017年9月9日 朝日 朝刊 2面 （時時刻刻）働き方改革、一本化で火花　「残業代ゼロ」「残業上限規制
2017年9月9日 日経 朝刊 1面 Ｍ字カーブ 「谷」緩やかに 30～40代女性の離職に歯止め
2017年9月9日 日経 朝刊 2面 （社説）公務員の定年延長には十分な議論が要る
2017年9月9日 日経 朝刊 5面 19年春に同一労働同一賃金　中小は１年の猶予 働き方改革法案
2017年9月9日 日経 朝刊 6面 公務員定年、65歳に引き上げ検討 制度設計、民間の呼び
2017年9月8日 朝日 朝刊 6面 所得税、控除見直し検討　高所得者の負担増　自民税調会長
2017年9月8日 朝日 朝刊 14面 （声）最賃アップ、小さな店には重荷
2017年9月8日 日経 朝刊 2面 税制　多様な働き方に対応 宮沢洋一・自民税調会長に聞く



2017年9月8日 日経 朝刊 6面 （Deep Insight）消費税10％の先に視線を
2017年9月8日 日経 朝刊 6面 （グローバルオピニオン）「責任投資」世界の主流に
2017年9月7日 朝日 朝刊 1面 残業上限「月３００時間」協定　過労死基準の３倍　国循センター
2017年9月7日 日経 朝刊 1面 脱時間給、連合案全て採用　厚労省案 休日確保を義務、19
2017年9月7日 日経 朝刊 5面 アナログ税制（中）ＡＩに課税するには 進む社会、捉え直しを
2017年9月6日 朝日 朝刊 5面 １９～８２歳の１３人で構成　人生１００年会議、有識者議員
2017年9月6日 朝日 朝刊 7面 日生、６５歳に定年延長へ
2017年9月6日 日経 朝刊 7面 日生も定年65歳に延長 1.5万人対象、21年度から 
2017年9月6日 日経 朝刊 17面 世界企業・日本の立ち位置（３）自動化・非正規雇用の拡大影響
2017年9月6日 日経 夕刊 9面 ここまでするぞ！働き方改革 休暇中は業務連絡ＮＧ　仕事終
2017年9月5日 日経 朝刊 2面 （社説）効率化なしに社会保障費は抑えられぬ
2017年9月5日 日経 朝刊 17面 働き方改革、不満足４割 民間調べ 従業員の理解得にくく
2017年9月4日 朝日 朝刊 27面 （知る就活）決められない学生　「行動して考える」を繰り返そう
2017年9月4日 日経 朝刊 3面 労働分配率、43.5％に低下 ４～６月　大企業、46年ぶり水準
2017年9月4日 日経 朝刊 12面 （経済教室）労働市場改革の意義(下)雇用ミスマッチ 是正カギ
2017年9月4日 日経 朝刊 12面 （私見卓見）国産グローバル人材育てる政策を
2017年9月4日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）性格検査あくまで参考 業績との因果関係、
2017年9月3日 朝日 朝刊 1面 公務員定年、６５歳を検討　政府、年金開始引き上げに対応
2017年9月3日 朝日 朝刊 4面 定年延長、人件費課題　公務員、給与抑制策も検討
2017年9月3日 朝日 朝刊 7面 年金ミス、処理４７００件
2017年9月3日 日経 朝刊 1面 税収 世界で奪い合い 各国、企業誘致へ税率下げ　不均衡是正
2017年9月3日 日経 朝刊 1面 働き方改革で帰宅早く？ 午後５～10時台の電車利用増　東京
2017年9月2日 朝日 朝刊 13面 （インタビュー）民進、増税で勝てるのか　慶応大学教授・井手英策
2017年9月2日 日経 朝刊 15面 世界企業・日本の立ち位置（１）ＲＯＥ、低いといわれるが…
2017年9月2日 日経 朝刊 29面 かくて行動経済学は生まれり　マイケル・ルイス著 合理性否定
2017年9月2日 日経 朝刊 31面 日本の人事を科学する　大湾秀雄著 データ活用し生産性向上
2017年9月2日 朝日 夕刊 10面 残業レコーダー、未払い許さず　弁護士らアプリ開発、交渉
2017年9月1日 日経 朝刊 1面 公務員定年、65歳に　19年度から段階的に延長
2017年9月1日 日経 朝刊 2面 ＜解説＞人材流動化　阻む恐れも 公務員定年延長　官民
2017年9月1日 日経 朝刊 3面 米法人税「20％台前半」軸 トランプ氏「15％に下げ理想」　代替財源
2017年9月1日 日経 朝刊 29面 （経済教室）労働市場改革の意義(中)ドイツ経済復活の礎築
2017年9月1日 日経 夕刊 2面 連合、残る「同盟VS総評」 民進とも足並みそろわず
2017年9月1日 日経 夕刊 5面 （十字路）消費減税と企業増税 
2017年8月31日 朝日 朝刊 1面 政府、一本化し提出へ　「残業代ゼロ」・残業上限規制　連合
2017年8月31日 朝日 朝刊 12面 （社説）労基法改正　働き過ぎ是正が優先だ
2017年8月31日 朝日 朝刊 13面 （あすを探る　憲法・社会）最低限度の生活保護でなく　木村草太
2017年8月31日 日経 朝刊 5面 労基法改正　労政審に一本化提示 「脱時間給」と残業規制
2017年8月31日 日経 朝刊 7面 国内資産運用大手、議決権行使で親会社に「反旗」 独立性
2017年8月31日 日経 朝刊 31面 （経済教室）労働市場改革の意義(上)産業構造変化に対応
2017年8月30日 日経 夕刊 2面 子どもの貧困 支援の輪
2017年8月30日 日経 夕刊 5面 （十字路）伸び悩む賃金の謎
2017年8月29日 朝日 朝刊 7面 （波聞風問）定休日導入　コストか、創意工夫の始まりか　多賀谷克彦
2017年8月29日 日経 朝刊 5面 残業規制、所得8.5兆円減　大和総研試算 個人消費に逆風
2017年8月28日 朝日 朝刊 10面 （社説）企業とＳＤＧｓ　業務を見直す機会に
2017年8月28日 日経 夕刊 11面 （就活のリアル）公務員面接試験の秘策 学生同士で練習＋
2017年8月27日 日経 朝刊 1面 役員給与、アジア勢が上 中国4000万円、日本2700万円　人材獲得
2017年8月26日 朝日 朝刊 7面 法案一本化、反対確認　「高プロ」と残業規制　連合集会
2017年8月26日 日経 朝刊 3面 脱時間給で対決へ　臨時国会に与党が法案
2017年8月26日 日経 朝刊 5面 202Ｘ年、人余り再び？ ＡＩ導入で省力化進む　1000の業務
2017年8月26日 日経 朝刊 5面 来年度の概算要求 厚労省、働き方改革で2800億円 人への
2017年8月26日 日経 朝刊 17面 （大機小機）共に進化する人と機械
2017年8月26日 日経 朝刊 19面 保険料設定、格差２倍も 死亡率改定、生保の基本知る　経費影響
2017年8月26日 日経 朝刊 29面 ＜経済論壇から＞成長の源泉は人材育成 慶応義塾大学教授 土居丈朗
2017年8月25日 朝日 朝刊 3面 小泉進次郎氏「企業経営者は年金返上して」　提唱の「こども
2017年8月25日 朝日 朝刊 7面 対談・こども保険と社会保障　小泉進次郎氏、新浪剛史氏
2017年8月25日 日経 朝刊 3面 運用大手３社、総会賛否開示　取引先にも反対票
2017年8月25日 日経 朝刊 4面 脱時間給に反対、連合きょう決定
2017年8月25日 日経 朝刊 7面 ＡＩ投信 安定収益で成長 残高4000億円、半年で2.9倍
2017年8月24日 朝日 朝刊 7面 東大「５年で雇い止め」、組合反発　有期から無期へ「ルール
2017年8月24日 朝日 朝刊 2面 社外労組加入で異動、都労働委が救済命令　「アリさん」引越社
2017年8月24日 日経 朝刊 29面 （経済教室）生産性向上に何が必要か(下)「労働の質」地域間格差 生



2017年8月24日 日経 夕刊 5面 （日銀ウォッチ）ＥＴＦ大量買いの功罪
2017年8月24日 日経 夕刊 5面 （大機小機）隣の芝生は青いのか
2017年8月23日 日経 朝刊 6面 （Deep Insight）労働移動がつくる好循環
2017年8月23日 日経 朝刊 19面 （大機小機）こども保険と所得増税
2017年8月23日 日経 朝刊 26面 （経済教室）生産性向上に何が必要か(中)サービス需要　平準化
2017年8月23日 日経 夕刊 1面 「プチ勤務」広がる　夜だけ保育士、朝・昼２時間枠
2017年8月22日 日経 朝刊 1面 企業年金債務、８年ぶり減 昨年度１％、運用環境改善で　
2017年8月22日 日経 朝刊 4面 働き方改革、中小へ 政府、月末にも連絡会議
2017年8月22日 日経 朝刊 5面 ＩＴ業界も年功賃金？ 経産省が実態調査 「能力・成果で決定
2017年8月22日 日経 朝刊 6面 （創論）ＡＩが人間を超える日
2017年8月22日 日経 朝刊 17面 （一目均衡）「インパクト投資」日本にも 証券部　土居倫之
2017年8月21日 日経 朝刊 1面 パート賃上げ率　最高 今春2.28％　小売り・外食、人手不足
2017年8月21日 日経 朝刊 3面 人手不足、打開策は　潜在的な働き手発掘を ＨＲソリューションズ
2017年8月21日 日経 朝刊 5面 （経営の視点）社外役員の働き方改革　「常勤」「委員長」で
2017年8月21日 日経 朝刊 15面 100時間残業、精神むしばむ ５時間睡眠　うつ病リスク
2017年8月21日 日経 朝刊 19面 労働の対価 基準変わるか 「脱時間給」議論いまだ途上
2017年8月21日 日経 朝刊 23面 脱「メシ・フロ・ネル」　生産性上げる「人・本・旅」
2017年8月21日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）国語・算数なぜ重視 どの仕事でも基礎中の
2017年8月20日 日経 朝刊 7面 違法残業「かとく」がにらみ　厚労省の過重労働特別対策班
2017年8月19日 日経 朝刊 1面 米労働市場に異変 働き盛り男性の参加率、主要国最低
2017年8月19日 日経 朝刊 4面 働き方改革で基本法 厚労省、今秋に法案提出　公平な評価
2017年8月19日 日経 朝刊 13面 日本電産、働き方改革で２組織 女性管理職比率３倍　残業
2017年8月18日 朝日 朝刊 4面 最低賃金上げ、目安超え４県　新潟・鳥取・宮崎・沖縄　ほかは
2017年8月18日 日経 朝刊 5面 最低賃金25円上昇　今年度平均 800円以上は15都道府県
2017年8月18日 日経 朝刊 6面 （Deep Insight）風化するリーマンの悪夢
2017年8月18日 日経 朝刊 8面 東南ア、最低賃金上げ要求過熱 マレーシアは50％増、選挙控
2017年8月18日 日経 朝刊 11面 疲れ切ったシンガポール　成長モデル限界 改革急務 ウィリアム
2017年8月18日 日経 朝刊 17面 ＳＧ指数　米英算出会社に聞く
2017年8月18日 日経 朝刊 19面 （大機小機）こども保険を支持する
2017年8月18日 日経 夕刊 5面 （十字路）雇用を金融政策の目標に
2017年8月17日 日経 朝刊 2面 （社説）人の力をいかす日本へ(4)海外人材受け入れ促進へ
2017年8月17日 日経 朝刊 6面 （中外時評）望まぬ転勤 減らす工夫を 上級論説委員 水野裕司
2017年8月15日 朝日 朝刊 4面 全従業員を正社員に　クレディセゾン、給与体系統一
2017年8月15日 朝日 朝刊 4面 （波聞風問）２％インフレ目標　ヘンテコ理論の大きな過ち　
2017年8月15日 朝日 朝刊 8面 （経済気象台）日本の組織・生産性の劣化
2017年8月15日 朝日 朝刊 10面 （ＨＵＦＦＰＯＳＴ）「議論で対話」が苦手な日本人
2017年8月15日 日経 朝刊 6面 （複眼）休み方改革 ここから始動
2017年8月15日 日経 朝刊 19面 （大機小機）投資家が抱える２つの課題
2017年8月15日 日経 朝刊 27面 （私見卓見）非正社員の処遇改善　情報周知を
2017年8月14日 日経 朝刊 2面 （社説）人の力をいかす日本へ(3)社会人の技能高める環境整備
2017年8月14日 日経 朝刊 2面 動かぬ個人資産1800兆円（１）投機か預金　育たぬ投資家
2017年8月14日 日経 朝刊 3面 三井住友信託が新型外貨建て年金　保険料を分割払い
2017年8月14日 日経 朝刊 6面 （FINANCIAL TIMES）情報の対価に所得保障を
2017年8月14日 日経 朝刊 12面 シニア雇用の人事管理(10)「プラットフォーム能力」必要
2017年8月14日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）会社説明会の続きは喫茶店　本音ぶつけ合
2017年8月13日 日経 朝刊 2面 （社説）人の力をいかす日本へ(2)技術で仕事の付加価値を
2017年8月12日 日経 朝刊 2面 （社説）人の力をいかす日本へ(1)働き手は工夫でもっと増やせる
2017年8月12日 日経 朝刊 13面 働き方の男女不平等　山口一男著 「統計的差別」への介入
2017年8月11日 日経 朝刊 1面 クレディセゾン、全従業員を正社員に 2200人転換、人材確保
2017年8月11日 日経 朝刊 5面 遠隔勤務 企業に指針 シェアオフィスやカフェ…　厚労省、労働時間
2017年8月11日 日経 朝刊 5面 年金積立金、最高の153兆円　昨年度
2017年8月11日 日経 朝刊 7面 （グローバルオピニオン）米は法人税を根本から変えよ
2017年8月11日 日経 朝刊 29面 シニア雇用の人事管理(9)「下りるキャリア」に転換不可避
2017年8月10日 日経 朝刊 4面 「こども保険」財源どう確保 経済界とさや当て
2017年8月10日 日経 朝刊 5面 450万人の衝撃 無期雇用、迫る新ルール（下）中小、賃上げに
2017年8月10日 日経 朝刊 13面 電通の今期、一転して営業減益 働き方是正「多少は影響」
2017年8月10日 日経 朝刊 29面 シニア雇用の人事管理(8)賃金低下には丁寧な説明を
2017年8月10日 日経 朝刊 38面 大学生、進む「受け身」志向 ベネッセ教育総研調べ　授業改革
2017年8月10日 日経 朝刊 38面 残業代未払い127億円 労基署指摘、昨年度27％増
2017年8月10日 日経 夕刊 5面 （十字路）「良いものを安く」は今も是か
2017年8月10日 日経 夕刊 5面 確定拠出年金投資対象のファンド バランス型に資金流入



2017年8月10日 日経 夕刊 14面 外国人技能実習生巡る法令違反、事業所７割で 長時間労働
2017年8月9日 朝日 朝刊 4面 残業代ゼロ、容認していない　「１強」政治、対処考えていた
2017年8月9日 朝日 朝刊 10面 （声）年金窓口、受給に親身な助言を
2017年8月9日 日経 朝刊 5面 450万人の衝撃 無期雇用、迫る新ルール（上）　大企業、待遇改善
2017年8月9日 日経 朝刊 8面 米法人税15％に下げ　困難 オバマケア見直し・税「国境調整
2017年8月9日 日経 朝刊 21面 （大機小機）日銀ＥＴＦ買いで上場廃止？
2017年8月9日 日経 朝刊 28面 シニア雇用の人事管理(7)貢献度が低下、賃金は減額
2017年8月9日 日経 夕刊 4面 （ウォール街ラウンドアップ）玉石混交の「ＡＩファンド」
2017年8月9日 日経 夕刊 9面 年金、加入10年でもらえる？　今のままでは月３万円
2017年8月8日 朝日 朝刊 3面 連合、法案一本化反対へ　「残業代ゼロ」と残業規制　会長明言
2017年8月8日 朝日 朝刊 4面 （波聞風問）企業の採用　博士人材、「使えない」は本当か　
2017年8月8日 朝日 朝刊 8面 （経済気象台）ＡＩによる資産運用
2017年8月8日 朝日 朝刊 10面 （ＷＥＢＲＯＮＺＡ）「こども保険」の理念とは
2017年8月8日 朝日 朝刊 10面 （声）連合は政府の御用組合になるな
2017年8月8日 日経 朝刊 5面 「脱時間給」なぜ合意至らず？ 連合会長 神津里季生氏　組織内
2017年8月8日 日経 朝刊 7面 「豪の年金市場に本格参入」 三井住友銀副頭取、多様な商品強
2017年8月8日 日経 朝刊 29面 （経済教室）ＡＩは何をもたらすか(下)「汎用型」実現で成長加速
2017年8月8日 日経 朝刊 29面 シニア雇用の人事管理(6)賃金は原則に沿い合理的に
2017年8月7日 日経 朝刊 3面 派遣事業で規制緩和　厚労省方針 債務保証あれば資産要件
2017年8月7日 日経 朝刊 7面 （核心）就労寿命延びる未来は 65歳以上の働き手生かせ
2017年8月7日 日経 朝刊 14面 （経済教室）ＡＩは何をもたらすか(上)「眼の誕生」、産業構造
2017年8月7日 日経 朝刊 14面 シニア雇用の人事管理(5)人材需要に基づく活用策を
2017年8月7日 日経 朝刊 17面 人間の能力も拡張 ＡＩ普及仕事どうなる　東大・暦本教授に
2017年8月7日 日経 朝刊 17面 パート・バイトを正社員に 同一職場５年勤務で権利
2017年8月7日 日経 朝刊 23面 働くママ「青森１位」のワケ 「Ｍ字カーブ」落ち込み最小
2017年8月7日 日経 夕刊 2面 多様な働き方 定着する？ 人材確保へ評価制度改善も必要
2017年8月7日 日経 夕刊 5面 （世界株番付）ブラジル株、戻りに一服感 再上昇へ年金改革課題
2017年8月7日 日経 夕刊 9面 時短よりフル復帰 働き方改革、思わぬ収穫　育休明け、残業減
2017年8月7日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）企業の変革　採用で実現？ 若者頼み、虫のいい
2017年8月6日 日経 朝刊 1面 自社株で報酬 導入500社超 企業統治指針に対応
2017年8月5日 朝日 朝刊 4面 年金運用５．１兆円、４～６月期黒字　４四半期連続
2017年8月5日 朝日 朝刊 12面 毎月分配型の功罪を考える：下　ＥＴＦは無理なく健全に分配金
2017年8月5日 日経 朝刊 5面 公的年金運用益5.1兆円 ４～６月、円安・国内株上昇で
2017年8月5日 日経 朝刊 18面 （スクランブル）中小型株に群がる「鯨」 年金マネー、相場下支
2017年8月5日 日経 朝刊 21面 働くシニアの年金心得 減額注意、繰り下げも手
2017年8月4日 日経 朝刊 19面 （大機小機）デフレの容疑者
2017年8月4日 日経 朝刊 27面 シニア雇用の人事管理(4)「短期雇用型」「制約社員」の視点
2017年8月4日 日経 朝刊 31面 持続可能な開発 官民動く 環境・経済・社会の国連目標ＳＤＧｓ
2017年8月3日 朝日 朝刊 6面 月４５時間の残業代、トヨタ「一律支給」　労組に提案、最大
2017年8月3日 朝日 朝刊 15面 （ニッポンの宿題）若者の社会保障：４　揺らぐ働き方
2017年8月3日 日経 朝刊 2面 （真相深層）ＲＯＥは万能か？ 政府成長戦略、企業の稼ぐ力
2017年8月3日 日経 朝刊 2面 シニア雇用の人事管理(3)「福祉的雇用」では長続きせず
2017年8月2日 朝日 朝刊 3面 混乱連合、神津会長続投へ　「残業代ゼロ」容認、逢見氏は
2017年8月2日 日経 朝刊 1面 トヨタ、裁量労働を実質拡大　一定の「残業代」保証
2017年8月2日 日経 朝刊 2面 （社説）年金受給要件の緩和だけでは不信拭えぬ
2017年8月2日 日経 朝刊 5面 ＧＰＩＦ経営委員長に平野氏 統治強化へ合議制
2017年8月2日 日経 朝刊 26面 シニア雇用の人事管理(2)現状は成果より「福祉的雇用」 
2017年8月2日 日経 朝刊 34面 ４年目社員も残業200時間　新国立建設、自殺社員と同じ職場
2017年8月2日 朝日 夕刊 2面 トヨタ、本人裁量で残業　労組に提示　最大７８００人対象
2017年8月2日 日経 夕刊 1面 トヨタ、12月から一般職も在宅勤務　4200人が対象に
2017年8月2日 日経 夕刊 5面 （十字路）英企業年金改革に学べ
2017年8月1日 朝日 朝刊 13面 （ニッポンの宿題）若者の社会保障：２　少子化の壁こえるには
2017年8月1日 日経 朝刊 2面 （社説）企業は賃上げと成長投資にも資金を回せ
2017年8月1日 日経 朝刊 17面 （一目均衡）止められぬ　ガバナンス改革 編集委員　小平龍四郎
2017年8月1日 日経 朝刊 21面 （大機小機）技術革新は日本経済を救うか
2017年8月1日 日経 朝刊 29面 シニア雇用の人事管理(1)戦力化へ企業・社員とも「覚悟」を
2017年7月31日 朝日 朝刊 23面 （ＳＴＯＰ！過労死）過労死、今も変わらぬ深刻さ　電話相談
2017年7月31日 日経 朝刊 11面 役員株式報酬の意義を語る
2017年7月31日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）「８割が内定」報じられるが… 調査の対象は
2017年7月30日 日経 朝刊 5面 「脱時間給」停滞を懸念 連合の容認撤回で　経済界、政権
2017年7月30日 日経 朝刊 6面 年金の受給、10年で資格（１日） 低額年金者が増える恐れ



2017年7月29日 朝日 朝刊 7面 法案一本化を厚労相表明　「残業代ゼロ」・残業上限規制
2017年7月29日 朝日 朝刊 14面 毎月分配型の功罪を考える：上　投資家の錯覚招く異常な
2017年7月29日 朝日 朝刊 17面 （ニッポンの宿題）若者の社会保障：１　若い世代、どう支える
2017年7月29日 日経 朝刊 5面 人手不足、正社員に波及 ６月求人倍率、初の１倍超え　企業成長
2017年7月29日 日経 夕刊 1面 インターバル制　我が社にも 退社～出社に一定時間　体調整
2017年7月28日 朝日 朝刊 2面 （いちからわかる！）「残業代ゼロ法案」どんな制度なの？
2017年7月28日 朝日 朝刊 7面 連合、立て直しへ重い課題　「残業代ゼロ」容認撤回を正式決定
2017年7月28日 朝日 朝刊 8面 資産運用再編、日本最大に　三井住友トラストＨＤ
2017年7月28日 朝日 朝刊 8面 最低賃金２５円増を答申　厚労省審議会
2017年7月28日 朝日 朝刊 11面 電通、残業代未払い調査へ　年度内に支払う方針
2017年7月28日 朝日 朝刊 14面 （社説）連合の迷走　組織の原点に立ち返れ
2017年7月28日 朝日 朝刊 34面 延びる平均寿命、男女で世界２位　女性８７．１４歳、男性８０
2017年7月28日 日経 朝刊 1面 「脱時間給」と働き方改革　法案一本化で提出へ 政府、今秋
2017年7月28日 日経 朝刊 2面 （社説）政労使合意なくても労基法改正を確実に
2017年7月28日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）脱時間給制度　時間でなく成果で賃金決定
2017年7月28日 日経 朝刊 3面 平均寿命最高に　女性87.14歳・男性80.98歳 日本人、昨年
2017年7月28日 日経 朝刊 15面 電通、残業「ほぼゼロ」　19年度の達成明言 正式裁判控え
2017年7月28日 日経 朝刊 38面 90歳まで生存　男性４人に１人、女性は半数　 2016年生まれ
2017年7月28日 日経 夕刊 5面 （十字路）ＰＫＯか金融政策か
2017年7月28日 日経 夕刊 12面 電通の36協定無効、厚労省が把握　昨年時点で 有効を前提
2017年7月27日 朝日 朝刊 1面 連合、容認撤回きょう決定　混乱収拾を優先　「残業代ゼロ
2017年7月27日 朝日 朝刊 2面 （時時刻刻）結局撤回、連合に傷　組織内まとめられず　「残業代
2017年7月27日 朝日 朝刊 5面 最低賃金３％上げ、政権目標配慮　審議会形骸化、懸念も
2017年7月27日 朝日 朝刊 14面 （社説）最低賃金　底上げを早く広く
2017年7月27日 朝日 朝刊 15面 （論壇時評）人間と機械　ＡＩが絶対できないこと　歴史社会学者
2017年7月27日 日経 朝刊 2面 （社説）生産性向上が伴う最低賃金引き上げに
2017年7月27日 日経 朝刊 5面 最低賃金２年連続３％上げ　政権の意向にじむ
2017年7月27日 日経 朝刊 5面 財政 消えかけた約束（中）触れられぬ消費増税 滞る議論、
2017年7月27日 日経 朝刊 7面 三井住友信託、ＮＥＣ・ＩＨＩに反対票 議決権行使1.8万件開示
2017年7月27日 日経 朝刊 21面 （大機小機）パッシブ投資家の議決権行使 
2017年7月27日 日経 朝刊 38面 違法残業４割超で確認 16年度　厚労省、立ち入り調査で
2017年7月27日 朝日 夕刊 1面 「残業代ゼロ」容認、連合が撤回を決定
2017年7月27日 日経 夕刊 1面 連合、脱時間給の容認撤回決定
2017年7月27日 日経 夕刊 5面 有価証券報告書の読み方（７） 退職給付会計で「備え」確認
2017年7月26日 朝日 朝刊 1面 最低賃金、今年も３％上げ　平均８４８円、２５円増　厚労省小委
2017年7月26日 朝日 朝刊 3面 連合、見通せぬ意見集約　「残業代ゼロ」容認、きょうから再協議
2017年7月26日 朝日 朝刊 3面 最低賃金３％上げ、２年連続で政府目標通り　「中小に負担
2017年7月26日 日経 朝刊 1面 連合、「脱時間給」容認を撤回 政労使合意見送り　法案は
2017年7月26日 日経 朝刊 3面 年金受給、新たに64万人
2017年7月26日 日経 朝刊 3面 最低賃金25円引き上げ ２年連続最大　全国平均848円に
2017年7月26日 日経 朝刊 5面 経財白書2017から（中）「稼ぐ力」高めるには 短時間で効率
2017年7月26日 朝日 夕刊 1面 「残業代ゼロ」容認撤回　連合方針　政府は成立めざす
2017年7月26日 日経 夕刊 5面 （十字路）消費はいかに低迷してきたか
2017年7月26日 日経 夕刊 11面 会社員が知っておきたい雇用保険（１）失業手当の給付日数延長
2017年7月25日 朝日 朝刊 4面 「残業代ゼロ」容認、連合２７日に再協議
2017年7月25日 朝日 朝刊 9面 （波聞風問）増税ＶＳ．先送り　国民への裏切りはどっちだ　
2017年7月25日 日経 朝刊 5面 「脱時間給」で綱引き　政労使、調整急ぐ 生産性向上に期待
2017年7月25日 日経 朝刊 19面 （大機小機）ＳＤＧｓと証券業界
2017年7月25日 日経 朝刊 31面 （私見卓見）グローバリズムの刷新に挑む
2017年7月25日 朝日 夕刊 2面 自殺者減ったが…「いまだ非常事態」　政府大綱、長時間労働
2017年7月25日 日経 夕刊 1面 過労自殺対策を推進　大綱閣議決定 死亡率３割下げめざす
2017年7月24日 日経 夕刊 11面 （就活のリアル）新卒採用改革、なぜつまずき続ける？
2017年7月22日 朝日 朝刊 1面 連合の執行部、了解得られず　「残業代ゼロ」容認方針
2017年7月22日 朝日 朝刊 5面 混迷深まる連合　「残業代ゼロ」異論噴出
2017年7月22日 朝日 朝刊 11面 米の高学歴層、巧みな格差固定化の企て　築く見えない壁
2017年7月22日 日経 朝刊 2面 連合、執行部批判が噴出 「脱時間給」来週再び協議
2017年7月22日 日経 朝刊 17面 （大機小機）現実路線へ転換した連合
2017年7月21日 朝日 朝刊 3面 連合会長人事、振り出し　「残業代ゼロ」容認、深まる混乱
2017年7月21日 朝日 朝刊 12面 （声）「働く者」守る組織はないのか
2017年7月21日 日経 朝刊 1面 （外国人材と拓く）手探りの現場(3)シューカツ理解できない
2017年7月21日 日経 朝刊 7面 ＥＳＧ投資「海外資金流入促す」 ＧＰＩＦ理事長



2017年7月21日 日経 朝刊 19面 （大機小機）日銀保有株と議決権行使
2017年7月21日 日経 朝刊 38面 新国立建設　過労自殺か 新入社員、残業月193時間
2017年7月21日 日経 夕刊 1面 経済財政白書「人手不足、脱デフレの好機」 賃金上昇促す
2017年7月21日 日経 夕刊 3面 経済財政白書の要旨
2017年7月21日 日経 夕刊 3面 経済財政白書、私はこう見る
2017年7月20日 朝日 朝刊 7面 働き手の怒り、連合へ　「残業代ゼロ」容認抗議、本部前デモ
2017年7月20日 日経 朝刊 4面 連合会長 神津氏続投へ 「脱時間給」混乱を収拾
2017年7月20日 日経 朝刊 7面 労金、国連の原則「責任投資」に署名へ 企業統治など重視
2017年7月20日 日経 朝刊 7面 （資産形成課題を聞く）（下）顧客本位の意識足りず
2017年7月20日 日経 朝刊 17面 年金費用、増益要因に 東ガスやＪパワー 今期、割引率の
2017年7月20日 日経 朝刊 19面 （大機小機）海外ＩＲ狂騒曲
2017年7月20日 朝日 夕刊 12面 平均寿命の延び、２５年間で差　佐賀・滋賀４．８年、沖縄３
2017年7月20日 日経 朝刊 3面 26年の無保険者　米で3200万人増 オバマケア廃止で試算
2017年7月20日 日経 朝刊 12面 平均寿命広がる地域差 都道府県別、最大で3.1歳　東大「詳細
2017年7月19日 朝日 朝刊 7面 「残業代ゼロ」合意延期　連合内、異論止まらず　２７日で再調整
2017年7月19日 朝日 朝刊 7面 年金受給、７０歳以降選択案　高齢社会大綱改定で検討
2017年7月19日 朝日 朝刊 8面 ヤマト、残業代の未払い分を一斉支給　調査開始５カ月
2017年7月19日 朝日 朝刊 15面 （ピケティコラム＠ルモンド）仏の税制改革　痛々しい芝居に
2017年7月19日 日経 朝刊 1面 （外国人材と拓く）手探りの現場（２）なぜ実力でなく経歴か
2017年7月19日 日経 朝刊 4面 脱時間給、合意を延期 連合内に異論　政府、月内で再調整
2017年7月19日 日経 朝刊 5面 残業抑制へ数値目標　総労働時間など 経団連が要請へ
2017年7月19日 日経 朝刊 15面 （そこが知りたい）ＡＩは販売員の仕事を奪うか
2017年7月18日 日経 夕刊 5面 （十字路）日本は既に移民国家
2017年7月17日 日経 朝刊 1面 １日インターン７割増　学生との接触増やす 就活、３年夏に
2017年7月17日 日経 朝刊 1面 （外国人材と拓く）手探りの現場(1)わたしたち、昇格できますか
2017年7月17日 日経 朝刊 12面 （経済教室）仕事と子育て両立進むか　正社員の第２子出産
2017年7月17日 日経 朝刊 27面 地方公務員「非正規」が支え 10年で４割増、５人に１人 法改正
2017年7月16日 朝日 朝刊 3面 （日曜に想う）日本が温存する「切り札」　編集委員・大野博人
2017年7月16日 朝日 朝刊 8面 （社説）労基法の改正　懸念と疑問がつきない
2017年7月16日 朝日 朝刊 8面 （声）「残業代ゼロ」認める連合に疑問
2017年7月16日 日経 朝刊 1面 プロ人材、移籍制限歯止め 公取委、独禁法で保護　働き方
2017年7月16日 日経 朝刊 2面 （社説）転勤制度を社員が納得しやすいものに
2017年7月16日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）フリーランス　報酬、成果に応じて決定
2017年7月16日 日経 朝刊 5面 ディーラー、失職の危機 金融機関が事業縮小　動かぬ長期金利
2017年7月16日 日経 朝刊 5面 （風見鶏）所得税改革 停滞の罪
2017年7月15日 朝日 朝刊 7面 連合、組織内に波紋　次期会長候補の「独走」に批判　「残業代
2017年7月15日 朝日 朝刊 13面 （ニッポンの宿題）新卒一括採用のまま？　児美川孝一郎さん
2017年7月15日 朝日 朝刊 27面 （日教組、結成から７０年：下）教職員の長時間労働、是正へ
2017年7月15日 朝日 朝刊 b9面 （知っ得　なっ得）イデコ：４　拠出金どう捻出する
2017年7月15日 日経 朝刊 9面 ニュー・モノポリー 米ＩＴビッグ５(下) 少ない雇用、処方箋見
2017年7月15日 日経 朝刊 15面 ＧＰＩＦ、2000社の大株主　日本の上場企業の半数超 トヨタなど
2017年7月15日 日経 朝刊 21面 中高年　収入減「５つの崖」 まず役職定年に備えを
2017年7月15日 日経 夕刊 3面 ブラジル、労働規制緩和 法改正、賃下げ交渉可能に
2017年7月14日 朝日 朝刊 1面 「残業代ゼロ」首相と会談　連合会長、容認へ修正案
2017年7月14日 朝日 朝刊 2面 （時時刻刻）連合「変節」、調整後回し　執行部、政府交渉を
2017年7月14日 朝日 朝刊 14面 （社説）電通違法残業　働き方を見直す公判に
2017年7月14日 朝日 朝刊 15面 （耕論）何時間、働けば　寺西笑子さん、武田晴人さん、ルトガー
2017年7月14日 日経 朝刊 1面 非正規 雇用期限なしに ベルシステム24が2.2万人／高島屋
2017年7月14日 日経 朝刊 3面 脱時間給、歩み寄り 連合、政府に法案修正要請
2017年7月14日 日経 朝刊 7面 第３の企業年金 初導入 運用リスクを労使で分担、みずほ信託
2017年7月14日 日経 朝刊 7面 森金融庁 ３期目の風景(4)生保・信託銀に自覚促す 「機関投資家
2017年7月14日 日経 朝刊 15面 無期雇用転換、働く人どうなる 雇い止めなく生活安定、待遇改善
2017年7月14日 日経 朝刊 17面 退職慰労金に厳しい目 Ｔ＆Ｋやイリソ電子　株主総会、否決相次
2017年7月14日 日経 朝刊 19面 （大機小機）企業改革への挑戦
2017年7月14日 日経 朝刊 27面 ベーシックインカムを考える(8)「労働からの排除」を固定化
2017年7月13日 朝日 朝刊 1面 電通違法残業、正式裁判へ　略式起訴認めず　東京簡裁
2017年7月13日 朝日 朝刊 2面 （時時刻刻）違法残業、異例の「不相当」　電通略式起訴認
2017年7月13日 朝日 朝刊 3面 未払い賃金、時効延びる？　現在「２年」、見直し議論開始　
2017年7月13日 朝日 朝刊 5面 （教えて！改正民法：１）消費者保護へ大幅手直し
2017年7月13日 日経 朝刊 3面 電通違法残業　裁判で審理 東京簡裁「略式命令は不相当
2017年7月13日 日経 朝刊 27面 ベーシックインカムを考える(7)ＡＩによる「労働からの解放」に



2017年7月13日 日経 朝刊 35面 電通違法残業 裁判で審理 「実態を明らかに」「警鐘鳴らす
2017年7月12日 朝日 朝刊 1面 「残業代ゼロ」修正案合意へ　政労使、連合の要請を反映　
2017年7月12日 朝日 朝刊 3面 「残業代ゼロ」一転容認　連合、条件付け「実をとる」
2017年7月12日 日経 朝刊 5面 公的年金 黒字５兆円に　４～６月推計
2017年7月12日 日経 朝刊 7面 森金融庁 ３期目の風景（２）投信業界、「説教」に嘆き ボーナス
2017年7月12日 日経 朝刊 26面 ベーシックインカムを考える(6)賃金上昇、弊害も発生
2017年7月12日 日経 夕刊 3面 経産省、電通を１カ月指名停止 違法残業事件受け
2017年7月11日 朝日 朝刊 12面 （経済気象台）生産性が上がらない理由
2017年7月11日 朝日 朝刊 14面 （声）有給休暇消化、政府は本腰を
2017年7月11日 日経 朝刊 1面 「脱時間給」法案修正、制度化へ前進 政府、連合と調整　年
2017年7月11日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）働き方改革関連法案　残業時間に上限導入
2017年7月11日 日経 朝刊 19面 （大機小機）主役は運用会社だ 
2017年7月11日 日経 朝刊 27面 ベーシックインカムを考える(5)「労働から解放」望ましいか疑問
2017年7月11日 朝日 夕刊 2面 残業や深夜の割増賃金ない「高プロ制度」　連合、政府に修正要請
2017年7月11日 日経 夕刊 5面 （十字路）「最後の買い手」の衰退
2017年7月11日 日経 夕刊 9面 若手転職市場　活況のワケ 理想求める新卒と人手不足の
2017年7月10日 日経 朝刊 1面 「休み方改革」職場一斉　人材確保策、有休促す セブン＆
2017年7月10日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）有給休暇　日本、条約批准せず
2017年7月10日 日経 朝刊 5面 （経営の視点）役員株式報酬 ３割超が導入 成長へ「思い」
2017年7月10日 日経 朝刊 12面 （私見卓見）人口１億人維持は難しくない
2017年7月10日 日経 朝刊 12面 ベーシックインカムを考える(4)「労働から解放、尊厳回復」主張
2017年7月9日 日経 朝刊 5面 「脱時間給」修正要請へ 連合会長、近く首相と会談
2017年7月8日 朝日 朝刊 3面 電通の残業協定「無効」　社員が一時違法状態に　東京地検
2017年7月8日 朝日 朝刊 5面 年金運用２年ぶり黒字　２０１６年度７．９兆円、株高の恩恵
2017年7月8日 朝日 朝刊 34面 高額年俸「残業代は別」　医師への支払い、義務　最高裁判決
2017年7月8日 朝日 朝刊 34面 電通３支社幹部、不起訴
2017年7月8日 朝日 朝刊 b9面 （知っ得　なっ得）イデコ：３　金融機関をどう選ぶ？
2017年7月8日 日経 朝刊 5面 公的年金、２年ぶり黒字 ＧＰＩＦ、昨年度運用益7.9兆円
2017年7月8日 日経 朝刊 17面 （大機小機）わが国高齢化の本当の課題
2017年7月8日 日経 朝刊 21面 老後資金作り　王道「コツコツ」 若者につみたてＮＩＳＡ
2017年7月8日 日経 朝刊 38面 高額年俸に「残業代含まず」　最高裁判決 勤務医の主張認
2017年7月8日 日経 朝刊 38面 不起訴の３上司を労基法違反と認定　電通違法残業
2017年7月8日 日経 夕刊 2面 （ウォール街ラウンドアップ）低失業率でも上がらぬ賃金
2017年7月7日 日経 朝刊 27面 ベーシックインカムを考える(3)一律給付、問題解決には非力
2017年7月7日 日経 朝刊 34面 電通を略式起訴 違法残業、幹部は不起訴　東京地検
2017年7月6日 朝日 朝刊 4面 人口減、最大の３０万８０００人　住民台帳、今年１月時点
2017年7月6日 朝日 朝刊 7面 （けいざい＋）賃金頭打ち、労組の奇策　投信運営、老後の
2017年7月6日 朝日 朝刊 12面 （経済気象台）資本主義の劣化を疑う
2017年7月6日 朝日 朝刊 15面 （私の視点）発言力弱い労働者　「労働者代表制」の導入を
2017年7月6日 朝日 朝刊 26面 個人型ＤＣイデコ、若者関心　税優遇のメリット、加入対象が
2017年7月6日 日経 朝刊 33面 ベーシックインカムを考える(2)財源の確保が大きな壁
2017年7月5日 朝日 朝刊 10面 （経済気象台）日本的サービスの再考を
2017年7月5日 日経 朝刊 7面 議決権の開示 悩む運用会社　日生、当面見送りへ 株売買
2017年7月5日 日経 朝刊 26面 ベーシックインカムを考える(1)特徴は「無条件に誰にでも給付
2017年7月5日 日経 夕刊 11面 65歳を過ぎて再就職後、退職　制度改正　雇用保険から給付金
2017年7月4日 朝日 朝刊 7面 （波聞風問）就業体験　「抜け道」は就活学生の負担　堀篭俊材
2017年7月4日 日経 朝刊 7面 選別投資、市場に存在感 ＧＰＩＦ参入、１兆円規模　環境や
2017年7月4日 日経 朝刊 19面 （一目均衡）ファンドバブルの足音 証券部　川上穣
2017年7月4日 日経 朝刊 31面 （私見卓見）主体的学習、ＡＩ活用で充実図れ
2017年7月3日 朝日 朝刊 25面 解雇の金銭解決、議論の行方は　過去２回頓挫、３回目の
2017年7月3日 日経 朝刊 9面 （核心）「個人番号嫌い」の厚い壁
2017年7月3日 日経 朝刊 27面 労働生産性の向上　定年なくし雇用慣行改善
2017年7月3日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）うまくいかない「通年」「既卒」　結局、新卒一括採用
2017年7月2日 朝日 朝刊 4面 （働き方改革を問う：８）労組は誰のために　「働き手の味方
2017年7月1日 朝日 朝刊 4面 生産性向上でカバー狙う　働き方改革、人手不足など「副作用
2017年7月1日 朝日 朝刊 6面 国民年金、納付率６５％　雇用改善で上昇続く　１６年度
2017年7月1日 朝日 朝刊 12面 （東洋経済の眼）金融庁長官人事の行方　顧客本位の投信改革道半
2017年7月1日 朝日 朝刊 12面 積立ＮＩＳＡに選ばれる商品：４　アクティブ運用の多くは対象外
2017年7月1日 朝日 朝刊 b9面 （知っ得　なっ得）イデコ：２　どんなところがお得？
2017年7月1日 日経 朝刊 1面 公的年金、選別投資に３兆円 環境や統治重視
2017年7月1日 日経 朝刊 17面 （大機小機）「安倍１強」を経済政策に生かせ



2017年6月30日 朝日 朝刊 35面 旧社保庁分限免職、取り消し　東京地裁
2017年6月30日 日経 朝刊 19面 企業年金、「株・債券」70％割れ 17年３月末　代替投資高まる
2017年6月29日 朝日 朝刊 4面 厚生年金の年代別受給額、初公表
2017年6月29日 日経 朝刊 6面 （中外時評）皆で共有する少子化対策を 論説委員 辻本浩子
2017年6月29日 日経 朝刊 7面 アナリスト受難の時代(下)　細る役割　独自分析磨く
2017年6月29日 日経 朝刊 29面 （私見卓見）キャリア開発通じ人生描く アデコ社長　川崎健一郎
2017年6月28日 朝日 朝刊 3面 ひとり親世帯、貧困率５０．８％　１５年、主要国最悪レベル
2017年6月28日 日経 朝刊 5面 最低賃金 上げ幅「前年超え」焦点 厚労省審議会で議論
2017年6月28日 日経 朝刊 7面 アナリスト受難の時代(上)ＥＵ規制やＡＩ 淘汰の波
2017年6月28日 日経 朝刊 28面 （私見卓見）幼児教育「無償化」は意味がない
2017年6月28日 日経 朝刊 29面 「自主ゼミ」に単位 麗沢大や大阪市立大 学びのやる気引き
2017年6月27日 朝日 朝刊 4面 新入社員の４８％「まわりが残業でも帰る」　過去最高　１８８２
2017年6月27日 朝日 朝刊 12面 （経済気象台）目に余る財源漁り
2017年6月27日 朝日 朝刊 14面 （声）派遣、会社優先で働いたのに
2017年6月27日 朝日 朝刊 14面 （声）いでよ、労働者のための大政党
2017年6月27日 朝日 朝刊 15面 （耕論）「子ども」×「保険」って？　甲田恵子さん、相馬直子
2017年6月27日 朝日 朝刊 20面 違法時間外労働、日経に是正勧告
2017年6月27日 日経 朝刊 1面 不作為の果てに（２）年金信頼回復の代償 免除多用で制度空洞化
2017年6月27日 日経 朝刊 2面 当事者の証言（２）鬼軍曹も悩む閉鎖体質
2017年6月27日 朝日 夕刊 1面 子ども貧困率、なお１３．９％　１５年、ひとり親世帯は過半数
2017年6月27日 日経 夕刊 5面 （十字路）アセット・ロケーションの時代
2017年6月27日 日経 夕刊 14面 子供の貧困 なお高水準　厚労省調査 15年13.9％、改善は
2017年6月26日 朝日 朝刊 7面 労働市場改革の一部見直し公約　独社民党、総選挙向け
2017年6月26日 朝日 朝刊 27面 非正規公務員の労働条件、悪化？　法改正、２０万人が基本権失
2017年6月26日 朝日 朝刊 27面 （職場のホ・ン・ネ）結局、サービス残業
2017年6月26日 日経 朝刊 2面 （砂上の安心網）当事者の証言（１）歴代厚労相の悔悟
2017年6月26日 日経 朝刊 3面 賃金ようやく上昇？ 効率化／脱パート／団塊引退　好況・
2017年6月26日 日経 朝刊 4面 独社民党が大型減税公約 中低所得者向け、９月下院選の
2017年6月26日 日経 朝刊 7面 社会保障 不作為の歴史 妥協の小粒改革 限界
2017年6月26日 日経 朝刊 14面 （経済教室）存在感低下する成長戦略(下)労働市場の流動化
2017年6月26日 日経 朝刊 17面 インターン その心得　企業や適性を理解
2017年6月26日 日経 夕刊 11面 （就活のリアル）面接日程変更のお願い　午前中に直接電話
2017年6月25日 朝日 朝刊 4面 （働き方改革を問う：７）野放しのパワハラ　「殺してえ」上司
2017年6月25日 朝日 朝刊 8面 （社説）憲法７０年　公務員はだれのために
2017年6月25日 日経 朝刊 2面 （社説）「限定正社員」を広げる機会だ
2017年6月25日 日経 朝刊 2面 ネットで仕事　400万人に迫る ３年で2.6倍、人手不足補う
2017年6月24日 朝日 朝刊 8面 事務系有期社員、正社員に転換　ローム、来年４月から
2017年6月24日 朝日 朝刊 9面 未払い残業代に質問相次ぐ　ヤマトＨＤが株主総会
2017年6月24日 朝日 朝刊 9面 （けいざい＋）ヤマトは変われるか：下　１２時間で１３０個、
2017年6月24日 朝日 朝刊 b9面 （知っ得　なっ得）イデコ：１　転職したら確定拠出年金どうする
2017年6月23日 朝日 朝刊 9面 機関投資家の賛否、注目　株主総会、議決権行使を個別開示
2017年6月23日 朝日 朝刊 9面 （けいざい＋）ヤマトは変われるか：中　「告発」の元ドライバー
2017年6月23日 日経 朝刊 5面 最低賃金 ２年連続20円超上げへ 脱デフレ促す　人件費増
2017年6月23日 日経 朝刊 7面 物言う公的年金　議決権開示迫る 運用会社と企業、なれ合
2017年6月23日 日経 朝刊 31面 （経済教室）存在感低下する成長戦略(上)規制緩和と法人減税
2017年6月23日 日経 朝刊 42面 社会保険加入の実態調査　国交省、全国の建設業者に
2017年6月23日 朝日 夕刊 1面 電通を略式起訴へ　違法残業、幹部ら起訴猶予　東京地検
2017年6月23日 日経 夕刊 2面 一体改革　３党合意から５年 増税延期、もう許されない 自民党前税調会長
2017年6月23日 日経 夕刊 12面 電通社長らを違法残業で聴取　東京地検、法人略式起訴へ
2017年6月22日 朝日 朝刊 9面 （けいざい＋）ヤマトは変われるか：上　ドライバー、募る不信
2017年6月22日 朝日 朝刊 9面 未払い残業代４０億円　ヤマト、調査で新たに判明
2017年6月22日 日経 朝刊 19面 （大機小機）伊庭貞剛を見よ
2017年6月22日 日経 夕刊 5面 （十字路）ＲＯＥと株価 
2017年6月21日 朝日 朝刊 27面 「移民いないふり」の限界　外国人労働者１００万人超
2017年6月21日 日経 夕刊 11面 日本株投資のイロハ(上)株主になると… 配当・優待・議決権
2017年6月20日 朝日 朝刊 7面 （波聞風問）ミレニアル世代　仕事中心の社会変えるか　多賀谷克彦
2017年6月20日 日経 朝刊 7面 運用各社、第三者委相次ぎ設立 議決権行使手続き見直し
2017年6月19日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）キラリ光る応募動機　社会責任より「私ならこう
2017年6月18日 朝日 朝刊 4面 （働き方改革を問う：６）残業規制の外で　「裁量労働制」悪用
2017年6月18日 日経 朝刊 2面 浮いた残業代　人に投資 企業、働き方改革で競争力
2017年6月17日 日経 朝刊 20面 「ＤＣ難民」、個人型加入を 現在115万人、転退職時に注意



2017年6月16日 日経 朝刊 1面 共育社会をつくる（下）育児支援 コストじゃない 「未来への投資
2017年6月15日 朝日 朝刊 8面 残業警告を無視　ＨＩＳ、再発防止策機能せず
2017年6月15日 朝日 朝刊 33面 是正勧告、５年十数回　ＨＩＳ、違法残業容疑
2017年6月15日 日経 朝刊 5面 個人型確定拠出年金が活況　加入50万人 対象が拡大・税優遇浸透
2017年6月15日 日経 朝刊 6面 （中外時評）正社員の賃上げ阻むのは 上級論説委員 水野裕司
2017年6月15日 日経 朝刊 19面 （大機小機）2025年問題から2050年問題へ
2017年6月14日 朝日 朝刊 8面 （経済気象台）採用活動ルールの再考を
2017年6月14日 日経 朝刊 7面 イデコ手数料 仁義なき戦い ＳＢＩ VS 楽天、若年層囲い込み
2017年6月14日 日経 朝刊 15面 時短正社員 働き方に幅 コロワイド、週20時間に限定　すかいら
2017年6月14日 日経 朝刊 17面 確定拠出年金、利回り上昇 昨年度2.76％ トランプ相場追い
2017年6月14日 日経 朝刊 19面 （大機小機）怒れる若者たちと治政
2017年6月14日 日経 朝刊 26面 （私見卓見）「70歳定年」前提に雇用改革を
2017年6月14日 日経 夕刊 14面 公的年金 丸わかり(4)原則65歳だけど 「70歳から受給」で42
2017年6月13日 日経 朝刊 8面 世界の公的投資家、運用資産3700兆円　16年末、ＧＰＩＦ16
2017年6月13日 日経 夕刊 9面 まだまだやれる！シニア活躍広がる 人手不足…定年後の
2017年6月12日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）インターン狂想曲　足りない能力、気づく機会
2017年6月11日 朝日 朝刊 1面 （分断世界）富める者呼ぶ、税逃れの島
2017年6月11日 朝日 朝刊 2面 （分断世界）大企業の節税、ツケ誰に　怒り噴出、２万人抗議
2017年6月11日 朝日 朝刊 4面 （働き方改革を問う：５）見えない労働時間　「これ以上働いたら
2017年6月11日 朝日 朝刊 8面 （社説）子育て支援　待機児童解消が先だ
2017年6月10日 日経 朝刊 5面 「安倍１強」生かせず　アベノミクス５年、骨太方針決定
2017年6月10日 日経 朝刊 24面 退職　１日違いで「差」 年金資格・失業手当に影響
2017年6月10日 日経 朝刊 25面 積立ＮＩＳＡ　リスク恐れず 投信価格下落も味方に
2017年6月10日 日経 朝刊 35面 人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか　玄田有史編
2017年6月10日 日経 夕刊 1面 投資入門、女子会気分で 東証、兜町金運ツアー／貴金属
2017年6月9日 日経 朝刊 7面 金融商品値決めの舞台裏（３）投信手数料、安さ競う 長期目線
2017年6月9日 日経 朝刊 7面 確定拠出年金「骨抜き」改革 厚労省の投信組み入れ案、曖昧
2017年6月9日 日経 朝刊 31面 （経済教室）人手不足をどうみるか(中)親切のコスト 「見える
2017年6月8日 朝日 朝刊 7面 （けいざい＋）育児もキャリアも：下　フルタイム復帰、企業後押
2017年6月8日 朝日 朝刊 16面 （記者有論）休日労働抑制　努力規定では効果に疑問　阪本輝昭
2017年6月8日 日経 朝刊 5面 厚生年金 企業の加入逃れ防止 厚労省など、国税庁から毎月納税情報
2017年6月8日 日経 朝刊 29面 （経済教室）人手不足をどうみるか(上)需給反映されぬ構造
2017年6月7日 朝日 朝刊 5面 生活保護、減額の可能性　指標に６５歳以上の単身世帯水準追加案
2017年6月7日 朝日 朝刊 7面 （けいざい＋）育児もキャリアも：上　「ワーママ」自分らしく
2017年6月7日 朝日 朝刊 7面 派遣労働者の待遇、決め方「選択制」で　労政審、格差是正
2017年6月7日 日経 朝刊 8面 ＜ＦＴ特約＞ＥＵ、深刻な男女格差 年金、所得の２倍以上
2017年6月7日 日経 朝刊 21面 （大機小機）上場か非上場か
2017年6月7日 日経 朝刊 28面 （私見卓見）働き方改革と生産性向上の方程式
2017年6月7日 日経 夕刊 11面 公的年金　丸わかり(3)加入対象が拡大 受給額　賃金重視
2017年6月6日 日経 朝刊 5面 就労支援に民間資金 厚労省が事業者募集　成果に応じ報酬
2017年6月6日 日経 朝刊 5面 こども保険、財源に課題　明治大教授 田中秀明氏
2017年6月6日 日経 朝刊 5面 労政審、残業の上限規制で報告書　休日労働抑制は努力義務
2017年6月6日 日経 朝刊 19面 （一目均衡）「すでに起こった未来」探せ 証券部 土居倫之
2017年6月5日 朝日 朝刊 23面 非正規教員、担任も部活も　「空白期間に仕事」４割　日教組調査
2017年6月5日 朝日 朝刊 26面 ＡＩで変わる採用選考　「活躍予測」もとにＰＣ面談
2017年6月5日 朝日 朝刊 26面 （知る就活）インターン開始　メリットいろいろ、複数体験を　
2017年6月5日 日経 朝刊 13面 65歳超の雇用手探り 法的義務なくても人手不足で拡大　賃金
2017年6月5日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）圧迫面接、対処法は？　「聞き返し」で信頼得
2017年6月4日 朝日 朝刊 4面 （働き方改革を問う：４）残業時間の上限規制　「月１００時間
2017年6月4日 日経 朝刊 2面 （社説）人材投資は待機児童対策を最優先せよ
2017年6月4日 日経 朝刊 2面 （社説）解雇の金銭解決制度は必要だ
2017年6月3日 朝日 朝刊 11面 出生数、初の１００万人割れ　出生率１．４４、２年ぶり微減　
2017年6月3日 日経 朝刊 1面 出生数、初の100万人割れ 出生率低下1.44　昨年、少子化
2017年6月3日 日経 朝刊 6面 170万人 日本のニート、４割が高学歴
2017年6月3日 朝日 朝刊 9面 動くかトランプ税制（下）　減税「富裕層を優遇」 中間層、公約実現遠
2017年6月2日 朝日 朝刊 11面 （経済気象台）高すぎる投資の手数料
2017年6月2日 日経 朝刊 9面 法人税15％、試練の道　動くかトランプ税制（中） 
2017年6月2日 日経 朝刊 19面 （大機小機）人口学の教え
2017年6月1日 日経 朝刊 1面 派遣エンジニア、外国人を大量採用 人材各社 ＩｏＴ普及で需要拡大
2017年6月1日 日経 朝刊 1面 それぞれの責任(4)財政膨張なぜ防げず？ 警鐘、政治に響
2017年6月1日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）エンジニア派遣　機械・電機などで需要増



2017年6月1日 日経 朝刊 5面 それぞれの責任（４）社会保障、全体像見えない
2017年6月1日 日経 朝刊 7面 信託銀、個別開示で足並み 議決権行使 透明性を確保
2017年6月1日 日経 朝刊 27面 （経済教室）米税制改革の行方(下)大統領の議会説得が左右
2017年5月31日 日経 朝刊 2面 （社説）人手不足への対策が急務だ
2017年5月31日 日経 朝刊 19面 （大機小機）複線型ワークの時代
2017年5月31日 日経 朝刊 26面 （経済教室）米税制改革の行方(上)国家分断是正の理念欠如
2017年5月31日 日経 夕刊 11面 公的年金　丸わかり(2)受給額知るには 「定期便」で大まかに
2017年5月30日 朝日 朝刊 3面 イオン、転居なし勤務地限定枠　片道１．５時間圏内、地元志向
2017年5月30日 朝日 朝刊 3面 ソフトバンク、選考にＡＩ　エントリーシートの一部、文章採点
2017年5月30日 朝日 朝刊 7面 多様な働き方、採用にも　イオン新制度　追随の可能性も
2017年5月30日 朝日 朝刊 7面 （波聞風問）ＡＩ人材　どう育てるか、産官学に課題　多賀谷克彦
2017年5月30日 朝日 朝刊 33面 生活費の保障「人への投資」　ベーシックインカム、提唱者に
2017年5月30日 日経 朝刊 2面 （社説）企業は株主に「見えない役員」の説明を
2017年5月30日 日経 朝刊 4面 こども保険、検討を加速 首相指示、自民特命委「年末までに
2017年5月30日 日経 朝刊 5面 解雇の金銭解決　先送り 厚労省検討会　報告書、水準示さず
2017年5月30日 日経 朝刊 6面 （複眼）「こども保険」構想　どう見る
2017年5月30日 日経 朝刊 7面 議決権行使、個別に開示 金融庁、機関投資家の規範改訂
2017年5月30日 日経 朝刊 27面 （経済教室）アジアで進む少子高齢化　低所得世帯の教育支援
2017年5月30日 日経 朝刊 34面 「ニート率」日本10.1％　ＯＥＣＤ調査、平均下回る
2017年5月29日 日経 朝刊 1面 それぞれの責任（１）高齢者優遇、限界では？ 政治の覚悟足
2017年5月29日 日経 朝刊 3面 それぞれの責任（１）　診療報酬の抜本見直し必要
2017年5月29日 日経 朝刊 5面 （経営の視点）人材もシェアしてみたら 「知のかけ算」で革新
2017年5月29日 日経 朝刊 5面 富士通系、残業防ぐシステム 終業時間→パソコンに警告　
2017年5月29日 日経 夕刊 7面 （就活のリアル）就活がうまくいく学生　メール返信、確実で
2017年5月28日 朝日 朝刊 4面 （働き方改革を問う：３）揺らぐ正社員像　「息子は使いつぶされた
2017年5月27日 日経 朝刊 17面 （大機小機）積み立てＮＩＳＡと自助努力
2017年5月26日 日経 朝刊 6面 最低賃金上げへ政府は動け 英エコノミスト誌元編集長 ビル
2017年5月26日 日経 夕刊 5面 （十字路）老後資金の推計「額」から「率」へ
2017年5月26日 日経 夕刊 15面 不当な残業、どう減らす？　企業、記録と申告を照合 従業員
2017年5月26日 日経 夕刊 15面 ヤマト運輸、賃金未払い 労基署、支店に是正勧告
2017年5月25日 日経 朝刊 5面 教育政策　データで読む（上）「無償化」ひとり歩き こども保険
2017年5月25日 日経 朝刊 6面 [FT]米国に必要なのは増税だ
2017年5月24日 朝日 朝刊 13面 （ピケティコラム＠ルモンド）マクロン新大統領　フランスに必要
2017年5月24日 日経 夕刊 11面 公的年金　丸わかり(1)20歳から全加入 世代間扶養、会社員
2017年5月23日 朝日 朝刊 3面 解雇の金銭解決、夏にも議論開始　厚労省労政審
2017年5月23日 朝日 朝刊 7面 （波聞風問）憲法議論　貧困や格差、財界人の視点で　堀篭俊材
2017年5月23日 日経 朝刊 17面 （一目均衡）運用業界を襲う再編の嵐 欧州総局 黄田和宏
2017年5月23日 日経 朝刊 27面 （私見卓見）ホワイトカラー業務自動化の先
2017年5月22日 日経 朝刊 8面 （経営の視点）インド人ＣＥＯが告げる未来
2017年5月22日 日経 朝刊 27面 出生率1.46目標に程遠く　国の政策、本気度足りず
2017年5月22日 日経 朝刊 27面 出産で正規雇用を離職 パート復帰では２億円減収
2017年5月22日 日経 朝刊 34面 会社辞めた若手社員の労働時間 ２割超が週60時間以上
2017年5月22日 日経 夕刊 9面 契約社員に手当　「励みに」 「同一労働同一賃金」指針が影響
2017年5月22日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）面接時の空気が重い　学生から質問　会話
2017年5月21日 朝日 朝刊 3面 パナ、１２工場で「地域限定社員」　労働力確保へ６００人目標
2017年5月21日 朝日 朝刊 4面 （働き方改革を問う：２）非正規の格差是正　司法に訴えたが
2017年5月21日 朝日 朝刊 29面 最低限の生活「シャツ何枚必要？」　子供貧困、見える化
2017年5月21日 日経 朝刊 7面 女性のキャリア断絶阻止　ソニー、休業中も「在宅勤務」 
2017年5月20日 朝日 朝刊 7面 働く人３人に１人「パワハラ受けた」　厚労省調査、１万人回答
2017年5月20日 日経 朝刊 1面 こども保険検討へ 教育向け新財源、税・拠出金と比較
2017年5月20日 日経 朝刊 17面 （大機小機）ＧＤＰ氏との対話
2017年5月19日 朝日 朝刊 14面 （声）就活の地方格差なんとかして
2017年5月19日 日経 朝刊 6面 （Deep Insight）日本が投資大国になるには 本社コメンテーター
2017年5月19日 日経 朝刊 8面 〈ＦＴ特約〉英実質賃金 ３年ぶり減少 雇用は堅調、生産性低
2017年5月19日 日経 夕刊 5面 （十字路）「投資は長期」をあたりまえに
2017年5月18日 日経 朝刊 1面 大企業の残業時間、公表義務付け　厚労省が20年メド
2017年5月18日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）残業規制 年720時間の上限設定
2017年5月18日 日経 朝刊 5面 国民年金　未納７カ月で強制徴収 厚労省・年金機構、納付率引
2017年5月18日 日経 朝刊 19面 （大機小機）強いＡＩ、弱いＡＩ
2017年5月18日 日経 朝刊 27面 （私見卓見）「企業風土」を言い訳にするな
2017年5月17日 朝日 朝刊 14面 （声）バイトは一生バイトなのか…



2017年5月17日 朝日 朝刊 35面 「タテ社会」揺るがぬ５０年　中根千枝さん、読み継がれる日本論
2017年5月17日 日経 朝刊 5面 働き方改革継続を　ＩＬＯ事務局長に聞く 女性の労働参加拡大
2017年5月17日 日経 朝刊 7面 投信、根強い「分配信仰」 金融庁長官が批判で自粛でも…
2017年5月17日 日経 夕刊 11面 運用お任せ「ラップ口座」残高急増 見えづらい費用確認を
2017年5月16日 朝日 朝刊 7面 （波聞風問）こども保険　安倍１強下の「小さな革命」　原真人
2017年5月16日 朝日 朝刊 14面 （声）「７０歳まで現役」の提言に疑問
2017年5月16日 朝日 朝刊 33面 １コマ１００分、のびる大学授業　年間コマ数は減、留学・就業体験
2017年5月16日 日経 朝刊 5面 解雇解決金、企業申し立て認めず 厚労省が原案提示
2017年5月16日 日経 朝刊 29面 日本の長時間労働を考える(8)多様な人材に企業が適応を
2017年5月16日 日経 夕刊 5面 （マネー底流潮流）株「恐怖指数」が示す未来 ＮＱＮ編集委員 永井洋一
2017年5月15日 朝日 朝刊 23面 多様な人材、自分らしく仕事　働く時間・場所は自由、ユニリーバ
2017年5月15日 朝日 朝刊 23面 （職場のホ・ン・ネ）進まぬ男性の育休
2017年5月15日 日経 朝刊 13面  （経済教室）テレワーク成功の条件は？ 過重労働避け創造性重視
2017年5月15日 日経 朝刊 13面 日本の長時間労働を考える(7)生産性向上 取り組み不可欠
2017年5月15日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）エントリーシート、親が代筆　面接に臨むのは
2017年5月14日 朝日 朝刊 6面 （声）エイベックスは２年分残業代を
2017年5月14日 日経 朝刊 32面 定年がうらやましい 高橋秀実
2017年5月13日 朝日 朝刊 16面 （東洋経済の眼）宅配便業界のピンチ　労働生産性の向上
2017年5月13日 朝日 朝刊 16面 （知りたい投信　なるほどリッパー）４月の資金動向　毎月分配型
2017年5月13日 朝日 朝刊 29面 生活保護世帯の子、奨学金頼み　大学生ら、収入の７割　堺市
2017年5月13日 日経 朝刊 2面 給与総額、10ヵ月ぶりに減少 働き方改革で残業減、懐直撃
2017年5月13日 日経 朝刊 9面 文政権「非正規ゼロに」　まず公共部門 民間波及狙う 企業当惑 人件費増
2017年5月13日 日経 朝刊 20面 投信選び、リスクを知る 値動き幅、許容範囲内で
2017年5月13日 日経 朝刊 21面 「10年年金」　ここに注意 支給低額、「遺族」は対象外
2017年5月12日 朝日 朝刊 8面 未払い残業代１０億円、エイベックスが計上
2017年5月12日 朝日 朝刊 17面 （クルーグマンコラム＠ＮＹタイムズ）どうしようもなさが強み
2017年5月12日 日経 朝刊 5面 解雇　金銭解決に限度額 厚労省検討会の報告原案
2017年5月12日 日経 朝刊 31面 （私見卓見）ＥＳＧ投資が気候変動対策に
2017年5月12日 日経 朝刊 31面 日本の長時間労働を考える(6)男女間分業も大きな原因
2017年5月11日 朝日 朝刊 5面 ３３０企業・事業場名を公表　労働法令違反の疑い　厚労省
2017年5月11日 朝日 朝刊 15面 （耕論）さまよえる韓国　大西裕さん、野崎充彦さん、伊東順子
2017年5月11日 朝日 朝刊 15面 （私の視点）「こども保険」構想　格差と不公平、拡大させる　
2017年5月11日 朝日 朝刊 15面 （記者有論）働き方改革　転職が当たり前の社会に　庄司将晃
2017年5月11日 朝日 朝刊 5面 教育無償化巡り議論百出 少子化対策 予算の争点に
2017年5月11日 日経 朝刊 5面 確定拠出年金の運用商品数、35本を上限に　厚労省が案
2017年5月11日 日経 朝刊 23面 （大機小機）人と機械の融和
2017年5月11日 日経 朝刊 31面 日本の長時間労働を考える(5)内部で人材調整、社員に負担
2017年5月11日 日経 朝刊 37面 東京都の公金運用利回り0.065％　16年度、マイナス金利響
2017年5月11日 日経 朝刊 43面 月246時間残業の疑い　千葉、運送会社を書類送検
2017年5月10日 朝日 朝刊 14面 （聞きたい）７０歳上限撤廃、狙いは？　大和証券グループ本社社長
2017年5月10日 日経 朝刊 8面 〈ＦＴ特約〉バフェット氏と人員削減 得られた成果は幻影か
2017年5月10日 日経 朝刊 21面 （大機小機）投信改革と金融庁の役割
2017年5月10日 日経 朝刊 28面 （私見卓見）「とりあえず」でも就業促進を
2017年5月10日 日経 朝刊 28面 日本の長時間労働を考える(4)生産性より労働投入量を重視
2017年5月9日 朝日 朝刊 4面 残業調査に社労士も　３６協定徹底へ提言　規制改革会議
2017年5月9日 朝日 朝刊 9面 ７０歳超えても営業職　大和証券、再雇用上限撤廃へ　知識
2017年5月9日 朝日 朝刊 12面 （経済気象台）天才・異能の戦略的育成
2017年5月9日 朝日 朝刊 14面 （ＷＥＢＲＯＮＺＡ）若者と考える労働運動の大切さ
2017年5月9日 朝日 朝刊 36面 日雇い労働者ら短期入居か　利用実態調査へ　北九州・アパート
2017年5月9日 日経 朝刊 7面 バフェット投資 苦境 米経済の伸び悩み誤算
2017年5月9日 日経 朝刊 29面 日本の長時間労働を考える(3)背後に集団意識・上下関係
2017年5月9日 日経 夕刊 5面 （マネー底流潮流）指数連動投資、個人は遅れ 編集委員 田村正之
2017年5月9日 日経 夕刊 5面 （十字路）シムズ・プランと国民
2017年5月8日 日経 夕刊 9面 （就活のリアル）若手をどんどん起用 海老原　嗣生
2017年5月7日 朝日 朝刊 2面 （いちからわかる！）中国「二人っ子政策」に変えたの？
2017年5月7日 日経 朝刊 1面 投信不信 迷うマネー　金融庁批判で「毎月分配」自粛
2017年5月7日 朝日 朝刊 2面 （社説）生産性改革(下) ＡＩ活用し「知」の価値を高めよ
2017年5月7日 日経 朝刊 3面 （きょうのことば）投資信託　プロが運用、初心者向け商品
2017年5月6日 日経 朝刊 2面 （社説）生産性改革(中) ホワイトカラーの力を引き出そう
2017年5月6日 日経 朝刊 5面 謎×経済 ナゾノミクス（５）ＧＤＰ 「ほどほど成長」は悪い？ 
2017年5月6日 日経 朝刊 7面 （激動韓国　５・９大統領選）格差拡大 きしむ社会 低賃金の



2017年5月6日 日経 朝刊 16面 年金分割　妻の誤解多く 対象「厚生」のみ、請求２年内
2017年5月6日 日経 夕刊 5面 日本の人口、50年後は？　1億人割れ減少止まらず
2017年5月5日 日経 朝刊 2面 （社説）生産性改革(上) サービス業は「脱・安売り」を競え
2017年5月5日 日経 朝刊 2面 70歳まで働く場 整備を　自民「一億総活躍」で提言案
2017年5月5日 日経 朝刊 3面 謎×経済 ナゾノミクス（４）働き方 長時間労働なぜダメ？ ダラダラ
2017年5月5日 日経 朝刊 17面 （経済教室）シルバー民主主義を考える(下)選挙制度の大胆改革急
2017年5月5日 日経 朝刊 17面 日本の長時間労働を考える(2)働き方改革実現のカギ
2017年5月4日 日経 朝刊 1面 人手不足 進化する職場（下）過剰な日本流にメス 生産性改善
2017年5月4日 日経 朝刊 21面 （経済教室）シルバー民主主義を考える(中)抜本改革へ超党派合意
2017年5月4日 日経 朝刊 21面 日本の長時間労働を考える(1)社会規範などの考察も必要
2017年5月4日 日経 朝刊 21面 （私見卓見）見えない企業価値　見せる努力を
2017年5月3日 朝日 朝刊 8面 （経済気象台）就職氷河期世代の行方
2017年5月3日 日経 朝刊 14面 35歳以上に早期退職制　武田テバファーマ、後発薬の競争激化
2017年5月3日 日経 朝刊 26面 （経済教室）シルバー民主主義を考える(上)「多数決」の壁乗
2017年5月2日 朝日 朝刊 1面 エイベックス、数億円規模支払いへ　未払い残業代
2017年5月2日 朝日 朝刊 6面 違法残業に厳しい視線　未払い対応次々　エイベックスも
2017年5月2日 朝日 朝刊 10面 （経済気象台）今必要な「働き方改革」とは
2017年5月2日 日経 朝刊 1面 人手不足 進化する職場（中）崩れる賃金の常識 若手・非正規
2017年5月2日 日経 朝刊 4面 残業規制、脱時間給とセット　働き方改革、連合苦悩
2017年5月2日 日経 朝刊 19面 （大機小機）小泉氏の一撃必殺増税論
2017年5月2日 日経 朝刊 26面 （経済教室）働き方改革　残された課題(下)時間当たり生産性向上
2017年5月2日 日経 朝刊 26面 （私見卓見）非正規公務員の処遇も改善を
2017年5月2日 日経 夕刊 3面 エイベックス、未払い残業代支払いへ　数億円規模
2017年5月2日 日経 夕刊 8面 老いる国 街は職場は 平均50歳超 どうする「磯野波平」社会
2017年5月1日 朝日 朝刊 2面 （激動韓国　５・９大統領選）苦悩の韓国、良薬は　就職難・
2017年5月1日 朝日 朝刊 24面 （なるほどマネー）退職金、運用の前に：８　長寿に有利「トンチン
2017年5月1日 日経 朝刊 1面 人手不足 進化する職場(上)働き手に寄り添う 制約超え全員参加
2017年5月1日 日経 朝刊 2面 （社説）政権は社会保障の歳出改革に取り組め
2017年5月1日 日経 朝刊 12面 （経済教室）働き方改革 残された課題(中)「正社員」の見直
2017年5月1日 日経 朝刊 23面 性別分業根強い日本・イタリア　女性稼ぐほど未婚促進
2017年5月1日 日経 夕刊 7面 （就活のリアル）エクセル使えない新入社員 上田晶美
2017年4月30日 朝日 朝刊 2面 　「連合メーデー、「長時間労働撲滅」決議」
2017年4月29日 朝日 朝刊 2面 　「（いちからわかる！）ヤマト運輸が残業代を払っていなかったの
2017年4月29日 朝日 朝刊 9面 　「岐路の韓国経済：下　雇用なき成長、公務員に殺到」
2017年4月29日 日経 朝刊 2面 　「厚労省、電通事件の捜査終結」
2017年4月28日 朝日 朝刊 3面 　「ヤマトＨＤ社長ら処分へ　役員報酬の３割超返上」
2017年4月28日 朝日 朝刊 9面 　「岐路の韓国経済：中　選択肢なき「自営業大国」」
2017年4月28日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）マレーシアの社食」
2017年4月28日 朝日 朝刊 14面 　「（声）介護、パート賃金の底上げを」
2017年4月28日 日経 朝刊 2面 　「（社説）成長力の引き上げ伴う物価上昇めざせ」
2017年4月28日 日経 朝刊 2面 　「（社説）米減税案は財源に問題がある」
2017年4月28日 日経 朝刊 3面 　「米巨額減税 投資誘う 法人税15％に、財源は先送り」
2017年4月28日 日経 朝刊 31面 　「（経済教室）働き方改革残された課題(上)第４次産業革命
2017年4月28日 日経 朝刊 42面 　「違法残業などで書類送検　社名を一括公表」
2017年4月28日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）デキュムレーション」
2017年4月27日 朝日 朝刊 9面 　「岐路の韓国経済：上　急成長で「安全網」後手」
2017年4月27日 朝日 朝刊 9面 　「国境税見送りへ　法人税は１５％に　米、財政赤字の拡大懸念
2017年4月27日 朝日 朝刊 9面 　「生保の資産運用、脱「安全志向」」
2017年4月27日 日経 朝刊 1面 　「砂上の安心網　改革進まぬ年金の錯誤　世代の不公平
2017年4月27日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）砂上の安心網～線引きに惑う（４）３世代の年金談議
2017年4月27日 日経 朝刊 3面 　「米、30年ぶり税制改革始動　法人税35％→15％」
2017年4月27日 日経 朝刊 4面 　「休日労働の抑制、努力義務に　労基法指針で厚労省方針
2017年4月27日 日経 朝刊 5面 　「「子ども保険」経団連が懸念　子育て支援財源を提言」
2017年4月27日 日経 朝刊 6面 　「（中外時評）社会保険料という名の税」
2017年4月27日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）子ども保険への期待」
2017年4月27日 朝日 夕刊 1面 　「米大型減税、法人税１５％に」
2017年4月27日 日経 夕刊 1面 　「米、法人税15％に下げ　政権が税改革案公表」
2017年4月27日 日経 夕刊 3面 　「米税制改革案 議会との調整難航必至」
2017年4月26日 朝日 朝刊 1面 　「電通、勤務過少申告が横行　労基法違反容疑、検察が立件方針
2017年4月26日 朝日 朝刊 3面 　「「ホワイトカラー」違法残業摘発に壁」
2017年4月26日 朝日 朝刊 7面 　「年金の受給開始、７０歳以降選択案　自民ＰＴ、提言へ」



2017年4月26日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）理論の政治的利用をやめよ」
2017年4月26日 朝日 朝刊 15面 　「（ピケティコラム＠ルモンド）仏の平等神話　逆進的な税制
2017年4月26日 日経 朝刊 2面 　「（真相深層）日銀「賃上げＥＴＦ」の挫折」
2017年4月26日 日経 朝刊 6面 　「（Deep Insight）ＡＩ社会は信用できるか」
2017年4月26日 日経 朝刊 11面 　「ミャンマーの労働力 急成長に心の準備は」
2017年4月26日 日経 朝刊 29面 　「（私見卓見）女性の仕事、固定観念捨てよう」
2017年4月26日 日経 朝刊 43面 　「電通、違法残業疑い書類送検 企業の働き方改革の契機
2017年4月26日 日経 夕刊 11面 　「個人型DC、金融機関選びカギ　長期運用でコストに差」
2017年4月25日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）消費増税延期　２度あることは３度ある？」
2017年4月25日 朝日 朝刊 30面 　「電通支社３幹部、きょう書類送検　長時間労働させた疑い
2017年4月25日 日経 朝刊 39面 　「電通、きょうにも書類送検 違法残業の疑い ３支社幹部も
2017年4月25日 朝日 夕刊 1面 　「電通、検察が立件へ　長時間労働、労基法違反疑い」
2017年4月25日 日経 夕刊 15面 　「電通支社幹部を書類送検　違法残業の疑い」
2017年4月24日 朝日 朝刊 24面 　「退職金、運用の前に：７　株式投資、配当金重視で」
2017年4月24日 日経 朝刊 9面 　「ずれた境界 引き直す 自助・共助・公助 柔軟に」
2017年4月24日 日経 朝刊 14面 　「竹中、ベアで若手優遇 社員一律5000円、人材の流出防
2017年4月24日 日経 朝刊 14面 　「「ワーク・シフト」（４） 誇りある人生送るには」
2017年4月24日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）株式報酬を巡る議論の拙速」
2017年4月24日 日経 朝刊 22面 　「投信の運用姿勢どう選ぶ？ 低コスト・シンプルはインデックス
2017年4月24日 日経 朝刊 23面 　「退職金、全額一括に利点 年金式は税・保険料注意」
2017年4月24日 日経 夕刊 9面 　「派遣終了　そのまま正社員　 仕事ぶり評価　現職場がスカウト
2017年4月24日 日経 夕刊 9面 　「（就活のリアル）どの業界でもうまくいく人」
2017年4月23日 日経 朝刊 1面 　「ロボットと競えますか 日本の仕事、５割代替 主要国トップ
2017年4月22日 朝日 朝刊 9面 　「ユニリーバの「ＷＡＡ」：下　柔軟な働き方、他社とシェア」
2017年4月22日 朝日 朝刊 b4面 　「人はなぜ長時間労働するのか　働きすぎの高揚がもたらす
2017年4月22日 日経 朝刊 2面 　「（社説）サービス残業を根絶する時だ」
2017年4月22日 日経 朝刊 14面 　「住友電工、社員に休職最長５年 配偶者の海外転勤に同行
2017年4月22日 日経 夕刊 8面 　「「命犠牲に働かないで」　過労死遺族ら中高生に出前授業
2017年4月21日 朝日 朝刊 8面 　「ユニリーバの「ＷＡＡ」：上　勤務、いつでもどこでも」
2017年4月21日 日経 朝刊 2面 　「（社説）「脱時間給」制度の審議に逃げ腰になるな」
2017年4月21日 日経 朝刊 5面 　「児童手当 高所得層向け特例廃止を議論」
2017年4月21日 日経 朝刊 7面 　「信託銀 事業モデル再構築　利益相反起きにくい体質へ
2017年4月21日 日経 朝刊 19面 　「株、公的年金の買い観測 上昇銘柄、４日連続1000超」
2017年4月21日 日経 朝刊 38面 　「電通社長を任意聴取　厚労省、違法残業の捜査終結へ
2017年4月20日 朝日 朝刊 7面 　「退職給付７８万円上回る　国家公務員、民間と比べ　１５
2017年4月20日 日経 朝刊 29面 　「（私見卓見）転勤はもう時代に合わない」
2017年4月20日 日経 朝刊 34面 　「生活満足度、日本41位 47カ国・地域の15歳 東アジア低
2017年4月19日 朝日 朝刊 9面 　「ヤマト、未払い残業代１９０億円　４．７万人分　膨らむ可能性
2017年4月19日 朝日 朝刊 14面 　「（声）私たちの仕事奪うＡＩが怖い」
2017年4月19日 日経 朝刊 6面 　「（Deep Insight）グローバル・ファーストへ」
2017年4月19日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）どの世代のどの層に負担を求めるか」
2017年4月19日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）名目成長と実質成長の「あいだ」」
2017年4月19日 日経 夕刊 11面 　「信託報酬、投信のリターンを左右　「最低水準」うたう商品
2017年4月18日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）働き方改革の理念」
2017年4月18日 朝日 朝刊 14面 　「（ＷＥＢＲＯＮＺＡ）人工知能とベーシックインカム」
2017年4月18日 日経 朝刊 34面 　「電通３支社も書類送検へ 厚労省 名古屋など違法残業の
2017年4月18日 日経 朝刊 34面 　「いなげや社員労災認定 労基署「長時間労働で過労死」」
2017年4月18日 日経 夕刊 2面 　「国民投票、世界と摩擦も」
2017年4月17日 朝日 朝刊 31面 　「退職金、運用の前に：６　育てた蓄え、刈り取る時期」
2017年4月17日 日経 朝刊 14面 　「（経済教室）社員のやる気　どう高める」
2017年4月17日 日経 朝刊 14面 　「（私見卓見）ミドルクラスの外国人を地方に」
2017年4月17日 日経 夕刊 9面 　「（就活のリアル）「人物重視」、企業側の本音は」
2017年4月16日 日経 朝刊 1面 　「株指数運用、市場を席巻 低コスト強み、投信の８割」
2017年4月15日 朝日 朝刊 4面 　「人口推計、６年連続減　熊本、減少率悪化　昨年１０月」
2017年4月15日 日経 朝刊 1面 　「総人口 ６年連続減 総務省、昨年推計 １億2693万人」
2017年4月15日 日経 朝刊 4面 　「外国人の純流入、最大の13.6万人　総務省推計」
2017年4月15日 日経 朝刊 4面 　「ＧＤＰ統計 大改革始動　14年かけ米欧の手法に」
2017年4月15日 日経 朝刊 5面 　「読み解き人口推計（４） 年金財政の改革不可欠」
2017年4月15日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）働き方改革のパラドックス」
2017年4月14日 朝日 朝刊 7面 　「７０歳まで「ほぼ現役」　自民ＰＴ提言へ、超高齢化に備え
2017年4月14日 朝日 朝刊 15面 　「（耕論）どうなる技能実習生　柳澤共榮さん、斉藤善久さん



2017年4月14日 日経 朝刊 4面 　「社会保障制度「高齢者偏重を是正」　小泉進次郎氏に聞
2017年4月14日 日経 朝刊 4面 　「「限定正社員」に慎重意見 公開討論会で政府や労使」
2017年4月14日 日経 朝刊 5面 　「読み解き人口推計（３）外国人受け入れ、議論停滞」
2017年4月14日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）「アベノミクスの春」パート２」
2017年4月13日 日経 朝刊 1面 　「今そこにある未来（３）育てるのは私たち 真価引き出せるか
2017年4月13日 日経 朝刊 5面 　「読み解き人口推計（２）成長期待、技術革新促す」
2017年4月13日 日経 朝刊 6面 　「（中外時評）再雇用で賃金下げの是非」
2017年4月13日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）大学教育に質的改革を」
2017年4月13日 日経 朝刊 38面 　「過労死の防止策「形だけはやめて」 電通研修会で自殺者
2017年4月12日 日経 朝刊 1面 　「今そこにある未来（２）味方が敵にも 悪意抑え込めるか」
2017年4月12日 日経 朝刊 4面 　「脱時間給　今国会見送り 臨時国会、働き方改革と一体審議
2017年4月12日 日経 朝刊 5面 　「読み解き人口推計（１）　女性就業、出生率押し上げ」
2017年4月12日 日経 朝刊 5面 　「ＧＰＩＦ、代替資産投資の運用機関公募」
2017年4月12日 日経 朝刊 8面 　「〈ＦＴ特約〉知恵に欠ける人工知能投資 バフェット氏にかなわず
2017年4月11日 朝日 朝刊 1面 　「５０年後人口８８０８万人　「出生率１．４４」前回より回復
2017年4月11日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）新人口推計　政策にどう生かすか」
2017年4月11日 日経 朝刊 1面 　「人口、2053年に１億人割れ 厚労省推計、50年後8808万人
2017年4月11日 日経 朝刊 1面 　「今そこにある未来（１）仕事が消える日 変化に適応可能
2017年4月11日 日経 朝刊 2面 　「（社説）人口推計に向き合い一層の少子化対策を」
2017年4月11日 日経 朝刊 3面 　「働き手不足 成長阻害 　生産性向上急務、女性の労働参加
2017年4月11日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）生産年齢人口　生産活動・社会保障の支
2017年4月11日 日経 朝刊 21面 　「（大機小機）景気回復の悲惨な実態 」
2017年4月11日 日経 朝刊 28面 　「（私見卓見）外国人受け入れ、言葉の壁下げよ」
2017年4月10日 日経 夕刊 9面 　「（就活のリアル）業界で培ったスキル　所変われば…転職時覚悟
2017年4月9日 朝日 朝刊 8面 　「（声）労働は自分のためじゃなく」
2017年4月8日 朝日 朝刊 7面 　「残業規制、意見相次ぐ　「休日労働」など　法制化へ労政審
2017年4月8日 朝日 朝刊 7面 　「爆弾製造米社株を保有　ＧＰＩＦ、１５年度末時点」
2017年4月8日 日経 朝刊 39面 　「遺族年金一転支給へ 厚労省「生計同一」認める」
2017年4月7日 朝日 朝刊 5面 　「３６協定の確認、社労士も可能？　監督官の分業、意見不一致
2017年4月7日 日経 朝刊 2面 　「（社説）人材投資は成長と財政の両立が前提だ」
2017年4月7日 日経 朝刊 2面 　「信託銀11行、東芝を提訴 会計不祥事　140億円賠償請求
2017年4月7日 日経 朝刊 5面 　「公的年金、２年ぶり黒字 民間試算、昨年度運用益7.6兆円
2017年4月7日 日経 朝刊 10面 　「2050年へ成長し続けるために 数を真の力に、担い手育
2017年4月7日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）人材ストックと働き方改革」
2017年4月7日 日経 朝刊 38面 　「ホームレス 平均年齢60歳超える 高齢化と長期化進む」
2017年4月7日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）その仕事、本当に必要ですか？」
2017年4月5日 朝日 朝刊 7面 　「ホームレス、平均年齢６０歳超す　「路上１０年以上」過去最高
2017年4月5日 日経 朝刊 6面 　「（Deep Insight）アベノミクス 危機の足音」
2017年4月5日 日経 朝刊 7面 　「年金運用　トランプ氏が翻弄 手数料規制　オバマ氏から
2017年4月5日 日経 朝刊 17面 　「企業年金利回り3.5％ 昨年度、２年ぶりプラス　Ｒ＆Ｉ調べ
2017年4月5日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）広がる悪魔のささやき」
2017年4月5日 日経 朝刊 28面 　「（経済教室）企業統治改革の課題(下)役員報酬、改善の
2017年4月4日 朝日 朝刊 25面 　「「『６５歳で高齢者』に違和感、７０歳定年に」」
2017年4月4日 日経 朝刊 6面 　「（複眼）働き方改革　ここが足りない」
2017年4月4日 日経 朝刊 7面 　「公的年金、超低金利の逆風 ＧＰＩＦ、主軸の日本国債買いづらく
2017年4月4日 日経 朝刊 17面 　「（一目均衡）小池都政と運用業改革」
2017年4月4日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）金融老年学のすすめ」
2017年4月4日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）企業統治改革の課題(中)真の経営トップ　明示
2017年4月3日 朝日 朝刊 27面 　「無年金対策、手続き開始　対象６４万人へ請求書類送付
2017年4月3日 朝日 朝刊 28面 　「退職金、運用の前に：５　物価上昇を見据え、長期投資」
2017年4月3日 日経 朝刊 6面 　「（迫真）日本型雇用の限界 打破を 多様な働き方欠かせず
2017年4月3日 日経 朝刊 11面 　「役員報酬、広がる現物株 一定期間は「譲渡制限」／業績
2017年4月3日 日経 朝刊 13面 　「（経済教室）企業統治改革の課題(上)社外取締役・監査役連携
2017年4月3日 日経 夕刊 1面 　「働き方改革、共に　一斉に入社式 東電社長「廃炉、難題挑
2017年4月3日 日経 夕刊 9面 　「ママの残業回避策 限られた時間で効率的に」
2017年4月3日 日経 夕刊 9面 　「（就活のリアル）予習８割、復習２割　ホームページ見て説明会
2017年4月2日 日経 朝刊 5面 　「検証・働き方改革　「100時間」論争堂々巡り 官邸に誤算
2017年4月1日 朝日 朝刊 7面 　「正社員増、賃金は伸び悩む　２月失業率２．８％、２２年ぶり
2017年4月1日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！機関投資家の規範：下）企業の収益増へ「対話
2017年4月1日 日経 朝刊 3面 　「雇用逼迫が成長の壁　失業率22年ぶり低水準」
2017年4月1日 日経 朝刊 20面 　「女性の就労・子育て後押し　育休給付最大６ヵ月延長」



2017年3月31日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！機関投資家の規範：中）「お得意様」の経営に
2017年3月31日 朝日 朝刊 8面 　「早期対応、社会の目意識　未払い賃金１７億円、関電支払
2017年3月31日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）経済政策と国民の幸せ」
2017年3月31日 朝日 朝刊 38面 　「「資産形成へ」―投信の課題：上　運用手数料、まだまだ
2017年3月31日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）働き方 労使で変える（４） トップが動いてこそ」
2017年3月31日 日経 朝刊 15面 　「ファンケル、再雇用の年齢制限撤廃 人手不足、後期高齢者
2017年3月31日 日経 夕刊 1面 　「失業率22年ぶり低水準　２月2.8％ 鉱工業生産2.0％上昇
2017年3月31日 日経 夕刊 3面 　「米債務30年で倍増 ＧＤＰ比見通し　社会保障費が増大」
2017年3月30日 朝日 朝刊 5面 　「（教えて！機関投資家の規範：上）経営監視「顧客を第一
2017年3月30日 朝日 朝刊 5面 　「こども保険創設を提言　小泉氏ら自民若手、教育無償化目指
2017年3月30日 朝日 朝刊 5面 　「厚生年金未加入、６割「負担困難」　国が事業所調査」
2017年3月30日 朝日 朝刊 6面 　「資産管理銀行の２行統合を発表　三井住友トラストなど」
2017年3月30日 朝日 朝刊 9面 　「エンゲル係数急伸　２９年ぶり水準　介護・共働き、総菜購入増
2017年3月30日 朝日 朝刊 15面 　「（論壇時評）思考実験　労働を買いたたかない国へ　歴史社会学者
2017年3月30日 日経 朝刊 2面 　「（社説）銀行は運用力を競い合え」
2017年3月30日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）働き方　労使で変える（３）若手に報いる方法は」
2017年3月30日 日経 朝刊 4面 　「「教育負担幅広く」 こども保険、自民若手らが公表」
2017年3月30日 日経 朝刊 5面 　「国民年金の強制徴収拡大　所得300万円から 厚労省」
2017年3月30日 日経 朝刊 7面 　「みずほ・三井住友トラストの資産管理銀、信託財産380兆円
2017年3月30日 日経 朝刊 21面 　「（大機小機）教育国債の摩訶不思議」
2017年3月30日 日経 朝刊 25面 　「人材サービス 雇用新潮流(下)フリーターも正社員に」
2017年3月30日 日経 朝刊 33面 　「（経済教室）トランポノミクスの行方(上)国境調整税、各国税制
2017年3月30日 日経 朝刊 33面 　「（私見卓見）ＡＩによる雇用減、アジアは速く」
2017年3月30日 朝日 夕刊 1面 　「関電、賃金未払い１．３万人　残業代など計１７億円」
2017年3月30日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）人的投資の捉え方」
2017年3月29日 朝日 朝刊 1面 　「運送業と建設業、残業規制を猶予　働き方改革実行計画決定
2017年3月29日 朝日 朝刊 4面 　「働き方どこまで変わる　残業上限に初の強制力　働き方改革実行計画
2017年3月29日 朝日 朝刊 16面 　「（声）次世代のため８時間労働実現を」
2017年3月29日 朝日 朝刊 17面 　「（耕論）生活保護の底流に　稲葉剛さん、大竹文雄さん、
2017年3月29日 日経 朝刊 1面 　「働き方改革へ実行計画　残業上限や同一賃金 政府、関連法案
2017年3月29日 日経 朝刊 2面 　「（社説）成長を後押しする労働改革は力不足だ」
2017年3月29日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）働き方 労使で変える（２）どう勤怠管理するんだ」
2017年3月29日 日経 朝刊 3面 　「働き方変える出発点 労働者保護手厚く　生産性向上は
2017年3月29日 日経 朝刊 4面 　「教育財源 保険で捻出　自民小委「こども保険」創設提案
2017年3月29日 日経 朝刊 5面 　「厚生年金加入、督促を強化　飲食・理容も対象 厚労省方針
2017年3月29日 日経 朝刊 6面 　「働き方改革実行計画　ポイント解説」
2017年3月29日 日経 朝刊 7面 　「(The Economist)米の白人中年、高死亡率の理由」
2017年3月29日 日経 朝刊 17面 　「ファミマ、週休３日導入 今秋にも、介護など条件、全社員
2017年3月29日 日経 朝刊 26面 　「人材サービス 雇用新潮流（中）高時給の技術者めざせ」
2017年3月29日 日経 朝刊 32面 　「（経済教室）外国人材を考える(下)「働きに行きたい国」めざせ
2017年3月29日 日経 朝刊 42面 　「電通社員の母「残業100時間 納得できぬ」 政府計画」
2017年3月28日 朝日 朝刊 7面 　「死亡保険値下げへ　長寿反映、医療保険は値上げ　来春
2017年3月28日 朝日 朝刊 17面 　「（経済気象台）広がる雇用なき労働の世界」
2017年3月28日 日経 朝刊 1面 　「生保、死亡保険料下げ　長寿化受け11年ぶり」
2017年3月28日 日経 朝刊 2面 　「（社説）建設業の社会保険加入を急げ」
2017年3月28日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）働き方　労使で変える（１）生き生きと働くために」
2017年3月28日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）死亡保険料　死亡率、実際より高く設定
2017年3月28日 日経 朝刊 19面 　「（一目均衡）ハーバードは見ている」
2017年3月28日 日経 朝刊 25面 　「人材サービス 雇用新潮流（上）　派遣「未経験者も歓迎」」
2017年3月28日 日経 朝刊 33面 　「（経済教室）外国人材を考える(中)アジア域内の移動 円滑
2017年3月28日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）働き方改革の歴史的意味」
2017年3月27日 朝日 朝刊 10面 　「（社説）春闘と賃上げ　広がりが問われる」
2017年3月27日 朝日 朝刊 33面 　「（なるほどマネー）退職金、運用の前に：４　必要額、ライフスタイル
2017年3月27日 日経 朝刊 13面 　「外国人の就労 高度人材定着、企業の課題」
2017年3月27日 日経 朝刊 15面 　「（経済教室）外国人材を考える(上)移入経験、歴史的には
2017年3月27日 日経 朝刊 37面 　「あえて転勤　経験広げる 女性関心、評価これから」
2017年3月27日 日経 朝刊 37面 　「男女の賃金格差　解消まで最短20年か」
2017年3月26日 日経 朝刊 2面 　「（社説）機関投資家と企業の対話促す改革進めよ」
2017年3月25日 朝日 朝刊 37面 　「「貧困ビジネス」有罪判決　横浜地裁」
2017年3月25日 日経 朝刊 2面 　「（社説）生産性を高めて無理なく残業を減らそう」
2017年3月25日 日経 朝刊 13面 　「（宅配クライシス）働き方改革　労使で委員会」



2017年3月25日 日経 朝刊 23面 　「年金給付額　下がりやすく 高齢で就業継続も一案」
2017年3月24日 朝日 朝刊 9面 　「ヤマト、２人と調停成立　未払い残業代、昨夏に勧告」
2017年3月24日 日経 朝刊 1面 　「（外国人材と拓く）（５）「移民」政策はとらない 成功例重ね
2017年3月24日 日経 朝刊 2面 　「（真相深層）米国境調整は「究極の税」？」
2017年3月24日 日経 朝刊 5面 　「（データで見る外国人材と拓く）人口安定に年20万人流入必要
2017年3月24日 日経 朝刊 5面 　「運輸、残業規制受け入れ 猶予期間求める」
2017年3月24日 日経 朝刊 6面 　「（Deep Insight）働き方　21世紀型の条件」
2017年3月24日 日経 朝刊 7面 　「三井住友トラストの舞台裏（下）改革迫る信託包囲網 ＧＰＩＦ
2017年3月24日 日経 朝刊 15面 　「日本電産　残業ゼロへ始動 在宅勤務と時差出勤、来月
2017年3月23日 朝日 朝刊 1面 　「未払い残業代、再調査を指示　ヤマトＨＤ、一部が不適切対応
2017年3月23日 朝日 朝刊 9面 　「「人材が先、サービスは後」　ヤマトＨＤ山内社長」
2017年3月23日 日経 朝刊 1面 　「（外国人材と拓く）（４）共に町を良くしたい 偏見や教育、対策急務
2017年3月23日 日経 朝刊 5面 　「（データで見る外国人材と拓く）日本語学校在籍、留学生
2017年3月23日 日経 朝刊 5面 　「残業規制の上限 運輸、５年後も緩和 建設の現場作業員
2017年3月23日 日経 朝刊 7面 　「三井住友トラストの舞台裏(中) 増益でも抜本改革」
2017年3月22日 朝日 朝刊 17面 　「（ピケティコラム＠ルモンド）「公貧」と「民富」」
2017年3月22日 朝日 朝刊 39面 　「遺族年金の性差、合憲　地方公務員、夫受給に年齢制限
2017年3月22日 日経 朝刊 1面 　「（外国人材と拓く）（３）韓国選んでよかった 獲得競争、隣国
2017年3月22日 日経 朝刊 1面 　「資産管理銀合併、20年度以降に　みずほと三井住友トラスト
2017年3月22日 日経 朝刊 5面 　「（データで見る外国人材と拓く）韓国「雇用許可制」が半数
2017年3月22日 日経 朝刊 7面 　「三井住友トラストの舞台裏(上) 部分連合、距離に腐心」
2017年3月22日 日経 朝刊 7面 　「団体年金の運用、相場下落に強く 明治安田が新商品」
2017年3月22日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）「物言う投資家」の広がり」
2017年3月21日 朝日 朝刊 11面 　「（社説）残業時間規制　まだ一歩でしかない」
2017年3月21日 日経 朝刊 1面 　「（外国人材と拓く）（２）実習生という労働力 人手確保 きしむ
2017年3月21日 日経 夕刊 14面 　「最も幸福な国はノルウェー 国連発表、日本は51位」
2017年3月20日 朝日 朝刊 33面 　「（なるほどマネー）退職金、運用の前に：３　年金、受給繰
2017年3月20日 日経 朝刊 1面 　「（外国人材と拓く）（１）精鋭が選ぶ国へ 」
2017年3月20日 日経 朝刊 3面 　「（データで見る外国人材と拓く）世論調査、賛否42％で真
2017年3月20日 日経 朝刊 3面 　「（データで見る外国人材と拓く）受け入れ経営者らの考えは
2017年3月20日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）高度外国人材　居住最短１年で永住許可
2017年3月20日 日経 朝刊 5面 　「（経営の視点）ヤマト 宅配危機の死角 縮小均衡より進化探
2017年3月20日 日経 朝刊 8面 　「（外国人材と拓く）活躍の場広がるか」
2017年3月20日 日経 朝刊 9面 　「（外国人材と拓く）100万人の存在感 ５年で６割増／留学生
2017年3月20日 日経 朝刊 15面 　「副業、政府は原則容認へ 長時間労働へ配慮必要」
2017年3月19日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）子どもの貧困、どうする？：５　メディアは」
2017年3月18日 朝日 朝刊 3面 　「残業規制、休日は例外　上限年７２０時間に抜け穴」
2017年3月18日 朝日 朝刊 4面 　「待遇差、企業に説明義務　働き方改革、政府が骨子案」
2017年3月18日 朝日 朝刊 6面 　「残業上限、実質年９６０時間　「過労死ライン」近く、毎月可
2017年3月18日 朝日 朝刊 15面 　「（東洋経済の眼）注目集める「働き方改革」」
2017年3月18日 朝日 朝刊 16面 　「（わたしの紙面批評）働き方改革　労使の努力と消費者の
2017年3月18日 日経 朝刊 1面 　「残業規制の適用、建設と運輸猶予 働き方会議、上限100
2017年3月18日 日経 朝刊 9面 　「中国の少子化　政策対応の余地 中国社会科学院副院長
2017年3月18日 日経 朝刊 22面 　「個人型ＤＣ加入　お手伝い スマホで申込10分／ＦＰ無料派遣
2017年3月17日 日経 朝刊 1面 　「（宅配クライシス）ヤマト、働き方改革合意 労使交渉、総量
2017年3月17日 日経 朝刊 4面 　「労基署業務、民間委託に難色 厚労省「複雑な仕事」 規制改革会議
2017年3月17日 日経 朝刊 4面 　「雇用保険料、来年度から下げ 改正法案が衆院通過」
2017年3月17日 日経 朝刊 31面 　「（私見卓見）働き方改革で難しくなる健康管理」
2017年3月17日 日経 夕刊 2面 　「労組、野党離れじわり 官製賃上げ武器に政権が秋波」
2017年3月16日 朝日 朝刊 37面 　「パナを書類送検　社員過労死、違法残業の疑い」
2017年3月16日 日経 朝刊 1面 　「春季交渉、賃上げ・働き方　両立探る」
2017年3月16日 日経 朝刊 6面 　「(FINANCIAL TIMES)米教育改革　労働力育つか 」
2017年3月16日 日経 朝刊 31面 　「（私見卓見）経営者教育なくして成長なし」
2017年3月16日 日経 朝刊 43面 　「パナソニックを書類送検 富山労働局 ３人に違法残業疑
2017年3月15日 朝日 朝刊 7面 　「契約社員も同額手当　ＮＴＴ労使合意　パートは対象外」
2017年3月15日 朝日 朝刊 7面 　「残業上限規制「労使交渉が筋」　首相要請に同友会代表
2017年3月15日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）経済学と国民の幸せ」
2017年3月15日 日経 朝刊 1面 　「非正規２万人を組合員に オリエンタルランド、待遇改め人手確保
2017年3月15日 日経 朝刊 17面 　「人件費を考える（５）専門家はこう見る」
2017年3月15日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）シムズ理論の？」
2017年3月15日 日経 朝刊 42面 　「パナソニック書類送検へ　富山労働局 上限超す残業疑



2017年3月15日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）シムズ理論とワイズスペンディング」
2017年3月14日 朝日 朝刊 1面 　「残業「月１００時間未満」へ　繁忙期上限　労使に首相要請
2017年3月14日 朝日 朝刊 7面 　「「過労死容認」批判、回避狙う　残業上限、首相が「裁定
2017年3月14日 朝日 朝刊 7面 　「「月１００時間残業、強く反対」　電通過労自殺、高橋まつりさん
2017年3月14日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）シムズ理論　「財政も無責任であれ」の危うさ
2017年3月14日 朝日 朝刊 7面 　「ゼンショー、勤務間休息を検討」
2017年3月14日 日経 朝刊 1面 　「残業上限 繁忙期は「100時間未満」 首相要請で労使決着
2017年3月14日 日経 朝刊 2面 　「フリーランス失業に保険　対象1000万人 政府・損保、所得
2017年3月14日 日経 朝刊 3面 　「残業抑制 企業にバトン 実効性確保へ罰則　45時間超、
2017年3月14日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）働き方改革　首相肝煎りの成長戦略」
2017年3月14日 日経 朝刊 21面 　「（大機小機）技術進歩と伝播のスピード」
2017年3月14日 日経 朝刊 43面 　「働きやすさで選びたい 就活生、過労問題に敏感 企業、
2017年3月13日 朝日 朝刊 34面 　「（なるほどマネー）退職金、運用の前に：２　専用定期に預
2017年3月13日 日経 朝刊 3面 　「同一賃金、賞与も焦点 「パートに支給」なお４割どまり」
2017年3月13日 日経 朝刊 14面 　「（エコノミクストレンド）働き方改革、ＡＩと不可分」
2017年3月13日 日経 朝刊 33面 　「ママの働き方　会社一丸で改革 在宅勤務使いフルタイム
2017年3月12日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）子どもの貧困、どうする？：４　支援策は」
2017年3月11日 朝日 朝刊 8面 　「ヤマト是正勧告、長時間労働でも　横浜の労基署」
2017年3月11日 朝日 朝刊 12面 　「（東洋経済の眼）企業の長老支配なぜ続く　日本的人事制度
2017年3月11日 日経 朝刊 7面 　「米「完全雇用」の死角 「人探しもう諦めた」「シフトの減少
2017年3月11日 日経 朝刊 7面 　「電機春季交渉、働き方改革で初の労使宣言 ベア1000円
2017年3月11日 日経 朝刊 15面 　「人件費を考える（４）自ら改革、商機生む」
2017年3月11日 日経 朝刊 22面 　「資産形成へ給与天引き 新社会人、老後へＤＣも一案」
2017年3月11日 日経 朝刊 23面 　「初めての投信選び　長い積立なら株式型 高収益期待、
2017年3月10日 朝日 朝刊 7面 　「勤務間休息、努力義務に　労使、法律明記で合意へ」
2017年3月10日 朝日 朝刊 7面 　「労基署業務の一部民間委託を提言へ　規制改革会議」
2017年3月10日 日経 朝刊 5面 　「インターバル制 法律に明記 労使合意案　残業上限、調整大詰
2017年3月10日 日経 朝刊 19面 　「人件費を考える（３）同一賃金の壁に挑む」
2017年3月10日 日経 朝刊 21面 　「（大機小機）全ては投資家との対話から」
2017年3月9日 朝日 朝刊 3面 　「残業「繁忙月１００時間」案　上限規制、労使最終調整」
2017年3月9日 朝日 朝刊 5面 　「昨年の不正行為、最多３８３件　外国人実習生の受け入
2017年3月9日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）相談役制度の再検討を」
2017年3月9日 朝日 朝刊 37面 　「生活保護申請者に「産むの？」　担当職員発言、市原市
2017年3月9日 日経 朝刊 5面 　「待遇差、企業に説明義務　同一賃金、厚労省が論点整理
2017年3月9日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）日本株の出遅れが発する警告」
2017年3月9日 日経 朝刊 39面 　「妊娠女性に「産むの？」　生活保護申請受け付けず 千葉
2017年3月8日 朝日 朝刊 4面 　「非正規公務員に賞与規定　採用区分も整理　法改正案閣議決定
2017年3月8日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）ヤマト運輸　正当な賃金が大前提だ」
2017年3月8日 日経 朝刊 2面 　「（宅配クライシス）きしむ現場（上）「もう限界です」」
2017年3月8日 日経 朝刊 4面 　「雇用保険料率、３年下げ 改正法案、衆院審議入り」
2017年3月8日 日経 朝刊 5面 　「不当解雇の金銭解決制度導入へ方向性見えず 厚労省
2017年3月8日 日経 朝刊 17面 　「人件費を考える（１）コストから成長投資へ」
2017年3月8日 日経 朝刊 30面 　「（私見卓見）デリバティブ改革で激動に備えを」
2017年3月8日 日経 朝刊 38面 　「遺族年金男女差 合憲判断へ 21日最高裁判決」
2017年3月7日 朝日 朝刊 17面 　「（耕論）留学生を受け入れる　ジギャン・タパさん、佐藤由利子
2017年3月7日 日経 朝刊 1面 　「（宅配クライシス）ヤマト、全面値上げ　アマゾンと交渉入
2017年3月7日 日経 朝刊 3面 　「宅配、迫られる構造転換 ヤマト、なぜいま値上げ」
2017年3月7日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）宅配便　取扱個数、６年連続最高」
2017年3月7日 日経 朝刊 21面 　「（大機小機）働き方改革の残された課題」
2017年3月7日 日経 朝刊 35面 　「公的年金の保険原理を考える(8)変化に応じ、不断の修正必要
2017年3月7日 朝日 夕刊 2面 　「非正規公務員に賞与、法改正案を閣議決定」
2017年3月6日 朝日 朝刊 33面 　「（なるほどマネー）退職金、運用の前に：１　老後の生活費
2017年3月6日 日経 朝刊 13面 　「脱時間給制度 成果給で柔軟な働き方促す」
2017年3月6日 日経 朝刊 15面 　「公的年金の保険原理を考える(7)積立金、利点と問題点
2017年3月5日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）子どもの貧困、どうする？：３　支えいつまで
2017年3月5日 日経 朝刊 7面 　「ヤマト、働く時間を厳格管理　拠点の管理職増員」
2017年3月4日 朝日 朝刊 1面 　「ヤマト、巨額の未払い残業代　数百億円か、７．６万人調
2017年3月4日 朝日 朝刊 3面 　「宅配激増、ヤマト悲鳴　サービス残業常態化、薄利で営業利益減
2017年3月4日 朝日 朝刊 3面 　「年金運用、黒字１０兆円超　ＧＰＩＦ、株高が影響　１０～１２
2017年3月4日 朝日 朝刊 5面 　「解雇の金銭解決、議論紛糾　社員の解決金請求権提示
2017年3月4日 朝日 朝刊 38面 　「パナ社員「過労死」　長時間労働で労災認定　富山」



2017年3月4日 日経 朝刊 5面 　「終身や年金など「長生き保険」、保険料上げ来月続々」
2017年3月4日 日経 朝刊 5面 　「厚労省、金銭払い解雇の制度案提示」
2017年3月4日 日経 朝刊 9面 　「最低賃金　３年連続凍結 広東省　抑制の波、中国全土に
2017年3月4日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）国民の資産形成と株式市場」
2017年3月4日 日経 朝刊 22面 　「国民年金って誰が負担？ 半分は税金から、保険料未納
2017年3月4日 日経 夕刊 1面 　「ヤマト、未払い残業代支給 7.6万人調査へ　数百億円規模
2017年3月3日 朝日 朝刊 11面 　「ＴＤＲ非正規、組合員に　一気に１万９千人増」
2017年3月3日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）長時間労働　是正の決意を労使で」
2017年3月3日 日経 朝刊 1面 　「ヤマト、残業１割削減　宅配の労働負荷に限界 総量抑制
2017年3月3日 日経 朝刊 29面 　「公的年金の保険原理を考える(6)「世代間の不公平」論は
2017年3月3日 日経 朝刊 29面 　「（私見卓見）日雇い派遣は主婦を助ける」
2017年3月3日 日経 夕刊 2面 　「金融機関から手数料もらわず　顧客本位の「中立」ＦＰ 経営苦
2017年3月2日 日経 朝刊 31面 　「公的年金の保険原理を考える(5)生産性向上と経済拡大
2017年3月1日 朝日 朝刊 11面 　「富士通全社員、オフィス外で仕事ＯＫ　テレワーク新制度
2017年3月1日 朝日 朝刊 18面 　「（声　どう思いますか）1月15日付掲載の投稿「年金支給開始年齢
2017年3月1日 朝日 朝刊 19面 　「（インタビュー）連合、だれのために　連合会長・神津里季生
2017年3月1日 朝日 朝刊 37面 　「最高裁、審理差し戻し　残業代差し引く賃金規則」
2017年3月1日 日経 朝刊 4面 　「公的年金、運用益10兆円　10～12月最高 トランプ相場追
2017年3月1日 日経 朝刊 13面 　「サントリー、働き方改革を社内で共有 サイト立ち上げ」
2017年3月1日 日経 朝刊 15面 　「富士通、全社員に在宅勤務制度　評価方法見直しも視野
2017年3月1日 日経 朝刊 26面 　「高齢者年金、生活苦しく 医療・介護の負担増で赤字拡大
2017年3月1日 日経 朝刊 27面 　「株・債券から金・ヘッジファンドへ　代替投資、個人に拡大
2017年3月1日 日経 朝刊 33面 　「公的年金の保険原理を考える(4)老後の備え、貯蓄だけでは
2017年3月1日 日経 朝刊 46面 　「残業代差し引き給与規定「有効」 タクシー歩合給で最高裁
2017年2月28日 朝日 朝刊 9面 　「残業上限、労使トップが会談　３月中旬までの合意めざす
2017年2月28日 日経 朝刊 4面 　「残業上限 適用除外を議論 経団連・連合トップ初会談」
2017年2月28日 日経 朝刊 6面 　「（The Econimist）働くロボットへの課税　恩恵は？」
2017年2月28日 日経 朝刊 17面 　「（一目均衡）信頼されない日本のＣＥＯ」
2017年2月28日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）真の働き方改革」
2017年2月28日 日経 朝刊 28面 　「公的年金の保険原理を考える(3)親の扶養リスクを平準化
2017年2月28日 日経 夕刊 1面 　「富士通、全社員に在宅勤務制度 3.5万人対象　回数制限
2017年2月28日 日経 夕刊 2面 　「（Nipponビジネス戦記）保守的な若者が心配」
2017年2月27日 朝日 朝刊 4面 　「新しいニッポンを求めて：１　脱しがらみ、民から変革　牛尾治朗
2017年2月27日 朝日 朝刊 11面 　「（フォーラム）子どもの貧困、どうする？：２　責任は」
2017年2月27日 朝日 朝刊 29面 　「（ウチの働き方改革）ブランク後も戦力として」
2017年2月27日 朝日 朝刊 32面 　「続・資産運用のイロハ：９　リスク回避に「有事の金」」
2017年2月27日 日経 朝刊 1面 　「（働く力再興）成長の条件（下）未来は自力で切り開け」
2017年2月27日 日経 朝刊 3面 　「（働く力再興）働き手の活力引き出せ 政府の新計画、成長策
2017年2月27日 日経 朝刊 17面 　「公的年金の保険原理を考える(2)長寿の貧困リスクをカバー
2017年2月27日 日経 朝刊 19面 　「（ニュースのトリセツ）日本の生産性、なぜ低い 過剰サービス
2017年2月27日 日経 夕刊 2面 　「賃上げ 今年も続く？ 労使交渉、ベア要求昨年並み」
2017年2月27日 日経 夕刊 7面 　「（就活のリアル）質問は本業をテーマに 面接官がどう思
2017年2月26日 朝日 朝刊 1面 　「公的マネーが大株主、９８０社　東証１部、時価総額の８
2017年2月26日 朝日 朝刊 2面 　「「２頭のクジラ」株高演出　ＧＰＩＦ・日銀、運用４０兆円」
2017年2月26日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）子どもの貧困、どうする？：１　リアルフォーラム
2017年2月26日 日経 朝刊 1面 　「（働く力再興）成長の条件（中）プロの技で差をつけろ」
2017年2月26日 日経 朝刊 2面 　「（社説）賃金が力強く上がる基盤を築こう」
2017年2月26日 日経 朝刊 10面 　「（中外時評）日本の安定、おごりは禁物　財政や雇用試練
2017年2月25日 朝日 朝刊 17面 　「（記者有論）「見えない」女性たち　多様な生き方に光あてて
2017年2月25日 日経 朝刊 1面 　「（働く力再興）成長の条件（上）崖っぷちは好機」
2017年2月25日 日経 朝刊 2面 　「（社説）「プレ金」から働き方改革へ」
2017年2月25日 日経 朝刊 9面 　「（働く力再興）成果と生活、両立探れ」
2017年2月25日 日経 朝刊 9面 　「（働く力再興）働き手の力、最大限に　有識者提言」
2017年2月25日 日経 朝刊 23面 　「パート主婦の壁(３)106万円超えで手取り回復は？」
2017年2月24日 朝日 朝刊 9面 　「明治安田と住友も生命保険料値上げへ」
2017年2月24日 朝日 朝刊 11面 　「「残業最大100時間」、連合が容認検討　27日にも労使トップ
2017年2月24日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）月末の金曜日　働き方変える一助に」
2017年2月24日 朝日 朝刊 16面 　「（社説余滴）「高齢者負担増」に思う」
2017年2月24日 日経 朝刊 2面 　「（社説）ゴーン改革から何を学ぶか」
2017年2月24日 日経 朝刊 12面 　「残業規制「相当な猶予を」　日建連会長」
2017年2月24日 日経 朝刊 27面 　「公的年金の保険原理を考える(1)積立型「貯蓄」でなく「保険



2017年2月24日 日経 夕刊 15面 　「子供の２割、生活困難層 東京都、実態調」
2017年2月23日 朝日 朝刊 4面 　「男女間の賃金格差、最小に　正規・非正規間も更新　１６
2017年2月23日 朝日 朝刊 4面 　「残業上限、合意めざす　働き方改革実現会議」
2017年2月23日 日経 朝刊 1面 　「残業特例、連合容認の方針 繁忙期100時間、条件付きで
2017年2月23日 日経 朝刊 5面 　「男女の賃金格差 解消遠く」
2017年2月23日 日経 朝刊 5面 　「残業の上限規制、適用除外の撤廃 焦点に 政府と連合、
2017年2月23日 日経 朝刊 5面 　「学資・年金保険料上げ　明治安田や住生も 平均９～15％」
2017年2月23日 日経 朝刊 5面 　「転勤時期や頻度、社員に明示促す　厚労省が報告書案
2017年2月23日 日経 朝刊 6面 　「〈ＦＴ特約〉米ＩＴ企業に男女格差 貴重な才能失う恐れ」
2017年2月23日 日経 朝刊 21面 　「（大機小機）シェアリングエコノミーと税制」
2017年2月23日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）長生きリスクをどう減らすか」
2017年2月22日 朝日 朝刊 17面 　「（ピケティコラム＠ルモンド）広がる中国の格差」
2017年2月21日 日経 朝刊 5面 　「雇用保険、対象を拡大　兼業や副業を後押し 週合計20
2017年2月21日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）非現実的なＦＴＰＬの現実適用」
2017年2月21日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）フィデューシャリー・デューティーとは」
2017年2月20日 朝日 朝刊 25面 　「（ウチの働き方改革）人材確保へ、減らせ労働時間」
2017年2月20日 朝日 朝刊 25面 　「（職場のホ・ン・ネ）「ただ働き」頼み、不満」
2017年2月20日 朝日 朝刊 29面 　「続・資産運用のイロハ：８　外貨投資、為替手数料を念頭
2017年2月20日 日経 朝刊 11面 　「個人型ＤＣ「イデコ」 若年層マネー引き込む」
2017年2月20日 日経 朝刊 11面 　「積み立て不足の影響回避 第一生命、企業向け年金商品
2017年2月20日 日経 朝刊 17面 　「高齢者再雇用 職種変更や賃金巡り議論続く」
2017年2月20日 日経 夕刊 9面 　「（就活のリアル）理系学生、推薦以外の就職法 文系転換
2017年2月19日 日経 朝刊 1面 　「（砂上の安心網）ゆがむ分配(３)年金「世代間」の盲点」
2017年2月19日 日経 朝刊 7面 　「（そこが知りたい）正社員制度、なぜ「緩和」」
2017年2月19日 日経 朝刊 9面 　「（創論）高齢者は75歳からとすべきか」
2017年2月19日 日経 朝刊 11面 　「（砂上の安心網）教訓を探る（３）「またベビーブーム」の楽観
2017年2月18日 朝日 朝刊 1面 　「「待機児童ゼロ」いつ？　１７年度達成、首相「厳しい」」
2017年2月18日 朝日 朝刊 6面 　「年金運用、８兆円黒字　ＧＰＩＦ、株高で　１０～１２月期」
2017年2月18日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）真の豊かさの実感を」
2017年2月18日 日経 朝刊 1面 　「（砂上の安心網）ゆがむ分配（２）生活保護つけ込み「搾取
2017年2月18日 日経 朝刊 3面 　「転職者300万人回復 昨年、中高年中心に７年ぶり　40代
2017年2月18日 日経 朝刊 5面 　「残業の上限規制 連合に譲歩迫る 政府、100時間軸に調整
2017年2月18日 日経 朝刊 21面 　「パート主婦の壁(２)106万円で社会保険料負担」
2017年2月18日 日経 朝刊 39面 　「我が社の残業 大丈夫？ 当局の目に労務担当戸惑い」
2017年2月17日 朝日 朝刊 9面 　「残業規制、労使トップ会談へ　繁忙期の上限時間が焦点
2017年2月17日 朝日 朝刊 11面 　「早帰り、本当に増える？　プレミアムフライデー、来週スタート
2017年2月17日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）残業上限規制　尻抜けは許されない」
2017年2月17日 日経 朝刊 15面 　「ＥＴＦで個人マネー呼べ　東証や証券業界てこ入れ」
2017年2月16日 朝日 朝刊 1面 　「春闘ボーナス「契約社員も同じ算定を」　ＫＤＤＩ労組」
2017年2月16日 朝日 朝刊 8面 　「人手不足、待遇改善迫る　勤務間休息の拡充も　ＫＤＤＩ
2017年2月16日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）確定申告のすすめ」
2017年2月16日 日経 朝刊 2面 　「（社説）柔軟に働ける制度づくりも忘れずに」
2017年2月16日 日経 朝刊 2面 　「（真相深層）無期雇用で人材確保」
2017年2月16日 日経 朝刊 31面 　「（経済教室）サービス産業の生産性（下）米国の半分、格差一層拡大
2017年2月16日 日経 朝刊 31面 　「（私見卓見）元被扶養者の特権を廃止せよ」
2017年2月16日 日経 夕刊 5面 　「（投信番付）ＤＣ専用の積み立てリターン 元本割れから２
2017年2月15日 朝日 朝刊 5面 　「労使、時間折り合わず　繁忙期１カ月の残業上限」
2017年2月15日 朝日 朝刊 6面 　「電通、独立監督委設置へ　過労自殺受け、改革に助言」
2017年2月15日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）ＡＩは逆風か、追い風か」
2017年2月15日 日経 朝刊 1面 　「残業上限　月60時間 政府提示、労使受け入れへ　繁忙期
2017年2月15日 日経 朝刊 2面 　「働き方と成長 両立課題 残業規制、人手不足の壁」
2017年2月15日 日経 朝刊 11面 　「電通、労働環境改善に70億円 独立監督委を設置」
2017年2月15日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）岐路に立つ財政健全化計画」
2017年2月15日 日経 朝刊 20面 　「「ｉＤｅＣｏ」拡大低い認知度　「投信選び難しい」目立つ」
2017年2月15日 日経 夕刊 1面 　「投信「見える化」の波 ネット証券、手数料と成績一目で」
2017年2月15日 日経 夕刊 15面 　「残業に上限　評価と困惑 「家族と過ごせる」「仕事がしにくく
2017年2月14日 朝日 朝刊 4面 　「「くるみん」マーク、是正勧告でも認定取り消し」
2017年2月14日 朝日 朝刊 37面 　「「ノー残業　居なくなるのは　上司だけ」　サラリーマン川柳
2017年2月14日 日経 朝刊 4面 　「35～49歳賃上げ伸び鈍く 諮問会議民間議員、子育て世代支援
2017年2月14日 日経 朝刊 4面 　「ＡＩで採用や研修 経産省が雇用改革案説明」
2017年2月14日 日経 朝刊 14面 　「進む働き方改革 ソフトバンク、フレックス勤務でコアタイム



2017年2月14日 日経 朝刊 21面 　「（大機小機）ポピュリズムとＡＩの大波」
2017年2月14日 日経 朝刊 33面 　「共働き　海外転勤しやすく 女性のキャリア形成に配慮」
2017年2月14日 日経 夕刊 3面 　「社員寮 じわり復権 福利充実で人材確保 人脈や企画力
2017年2月14日 日経 夕刊 3面 　「シニア再就職 窓口４倍 厚労省、ハローワークを拡充」
2017年2月14日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）従業員にも株式を」
2017年2月14日 日経 夕刊 9面 　「初の賞与、意欲アップ 「同一賃金」じわり始動　正社員移行
2017年2月12日 日経 朝刊 12面 　「（中外時評）パパも育休　追い風吹く　 進む意識改革　巨岩割
2017年2月12日 日経 朝刊 13面 　「（砂上の安心網）教訓を探る(2) 膨らむ医療費 次世代に
2017年2月12日 日経 朝刊 17面 　「（医師の目）65～74歳、老化度はまちまち」
2017年2月12日 日経 朝刊 21面 　「（今を読み解く）日本の職場変えられるか 」
2017年2月11日 朝日 朝刊 14面 　「（声）女性を優遇しすぎじゃないの？」
2017年2月11日 日経 朝刊 5面 　「社会保障負担 先送り鮮明　国民負担率を抑制」
2017年2月11日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）安倍政権の「やってる感」 」
2017年2月11日 日経 朝刊 23面 　「パート主婦の壁(１)103万円以下に就業調整 税より配偶者手当
2017年2月10日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）働きやすい企業づくり」
2017年2月10日 朝日 朝刊 15面 　「（クルーグマンコラム＠ＮＹタイムズ）ペテン師たちの春」
2017年2月10日 日経 朝刊 1面 　「ファストリ、インターン採用 世界で 最長３カ月かけ人材見極
2017年2月10日 日経 朝刊 5面 　「育児応援企業の認定要件　残業上限を追加 厚労省」
2017年2月9日 日経 朝刊 21面 　「（大機小機）労基法違反の制裁に工夫を」
2017年2月9日 日経 朝刊 35面 　「公金運用利回り、低下に歯止めも 長期金利プラス圏」
2017年2月8日 日経 朝刊 4面 　「「同一賃金」法改正へ議論 待遇差の説明義務、焦点に 
2017年2月8日 日経 朝刊 28面 　「（経済教室）少子化対策に新たな視点（下）希望出生率1
2017年2月8日 日経 夕刊 1面 　「ミドルの中途採用拡大　30～40歳代即戦力に需要」
2017年2月8日 日経 夕刊 1面 　「三菱ＵＦＪ国際投信、投信手数料「常に業界最低」に」
2017年2月7日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）官製春闘４年目　働き方改革につながる工夫期待
2017年2月7日 朝日 朝刊 7面 　「パートの割合増加、賃金水準低い伸び　実質賃金は５年
2017年2月7日 朝日 朝刊 10面 　「（経済気象台）進む「幼稚化」の裏側に」
2017年2月7日 朝日 朝刊 33面 　「生活保護担当、８品目でも不適切表記　小田原市、使用
2017年2月7日 日経 朝刊 5面 　「実質賃金、先行き懸念 昨年0.7％増、５年ぶりプラス」
2017年2月7日 日経 朝刊 28面 　「（経済教室）少子化対策に新たな視点(上)現金より現物給付
2017年2月7日 日経 夕刊 9面 　「豪州のパパ、仕事と育児事情 キャリア外交官、パートタイム
2017年2月6日 朝日 朝刊 25面 　「非常勤講師「労働者と認めて」　東京芸大は「業務委託」」
2017年2月6日 朝日 朝刊 26面 　「続・資産運用のイロハ：７　個人向け社債、情報収集カギ
2017年2月6日 日経 朝刊 3面 　「（エコノフォーカス）賃金ようやく上昇？」
2017年2月6日 日経 朝刊 15面 　「勤務間インターバル 残業事前届け出など工夫必要」
2017年2月6日 朝日 夕刊 1面 　「昨年の実質賃金、５年ぶりプラス　０．７％増、物価下落が
2017年2月6日 日経 夕刊 1面 　「16年の実質賃金５年ぶり増　プラス0.7％、物価下落が影響
2017年2月6日 日経 夕刊 3面 　「実質賃金増　専門家はこう見る」
2017年2月6日 日経 夕刊 9面 　「「オーバー65歳」　会社にやりがい 学んで成長、若さの秘訣
2017年2月5日 日経 朝刊 2面 　「地方公務員も「同一賃金」　非常勤にも賞与 総務省、規定明文化
2017年2月5日 日経 朝刊 9面 　「（創論）外国人材受け入れ、機は熟したか」
2017年2月5日 日経 朝刊 10面 　「（中外時評）ＡＩ時代の働き方改革 受難の「なんでもやる
2017年2月5日 日経 朝刊 11面 　「（砂上の安心網）教訓を探る（１）年金改革「楽観」で後手
2017年2月5日 日経 朝刊 15面 　「100時間超の残業　産業医に報告 罰則なし　実効性の確保課題
2017年2月4日 朝日 朝刊 13面 　「在宅勤務導入広がる　キッコーマン、全社員　カルビーは
2017年2月4日 日経 朝刊 2面 　「（社説）多様性の配慮はグローバル企業の責務だ」
2017年2月4日 日経 朝刊 20面 　「初心者の投信選び(５)テーマ型、長期運用に不向き」
2017年2月4日 日経 朝刊 20面 　「投資の非課税制度どう使い分け？　老後資金は確定拠出
2017年2月4日 日経 朝刊 31面 　「女性役員多いと好業績なぜ？」
2017年2月4日 日経 朝刊 38面 　「自己啓発は労働時間　会社の指示が「暗黙」でも」
2017年2月3日 朝日 朝刊 1面 　「「米で７０万人雇用創出」　首相、首脳会談で提案へ」
2017年2月3日 朝日 朝刊 2面 　「（時時刻刻）春闘、トランプ氏の影　労使が政策警戒、賃上
2017年2月3日 朝日 朝刊 3面 　「日ごと勤務時間把握　電通社長が方針」
2017年2月3日 朝日 朝刊 14面 　「（声）「みなし残業」の厳格な運用が必要」
2017年2月3日 朝日 朝刊 15面 　「（異論のススメ）グローバリズムの時代に　保護主義は本当
2017年2月3日 朝日 朝刊 33面 　「妊娠で退職扱い、無効とする判決　東京地裁立川支部」
2017年2月3日 日経 朝刊 2面 　「（社説）賃金制度の改革で成長への基盤固めを」
2017年2月3日 日経 朝刊 5面 　「年金・終身保険料、他社も上げ 日生、引き上げ発表 低金利
2017年2月3日 日経 朝刊 12面 　「電通、働き方改革「２年で」 山本新社長インタビュー」
2017年2月3日 日経 朝刊 35面 　「妊娠退職「合意なく無効」 東京地裁支部 女性の訴え認める
2017年2月2日 朝日 朝刊 2面 　「（いちからわかる！）高齢者の定義、７５歳からになるのか



2017年2月2日 朝日 朝刊 7面 　「残業上限、線引きどこに　長時間労働是正、政府議論が
2017年2月2日 朝日 朝刊 8面 　「資産運用部門の再編検討　三井住友トラストＨＤ」
2017年2月2日 朝日 朝刊 33面 　「縫製業の工賃、国が実態調査　違反相次ぐ」
2017年2月2日 日経 朝刊 1面 　「公的年金、米インフラ投資 政府、雇用創出へ包括策　首脳会談
2017年2月2日 日経 朝刊 1面 　「日生、年金保険料上げ ４月から２～４％、低金利で」
2017年2月2日 日経 朝刊 3面 　「残業「月60時間」へ着手 働き方改革会議、例外業種が焦点
2017年2月2日 日経 朝刊 5面 　「論点を聞く（下）格差是正 トップ企業から」
2017年2月2日 日経 朝刊 9面 　「（ニュース複眼）残業減でどう成長」
2017年2月2日 日経 朝刊 31面 　「（私見卓見）空き家とリバースモーゲージ」
2017年2月2日 日経 朝刊 35面 　「都、働き方課題整理 生活と仕事両立、調査チーム設置
2017年2月2日 日経 朝刊 35面 　「「20時退庁」、大田区も開始」
2017年2月2日 日経 朝刊 35面 　「「小池流予算」働き方・女性活躍 テレワーク推進に3.6億円
2017年2月1日 朝日 朝刊 1面 　「非正社員にも手当、ＮＴＴが支給方針」
2017年2月1日 朝日 朝刊 4面 　「働き方「矛盾」突く野党　電通過労自殺受け国会焦点に」
2017年2月1日 朝日 朝刊 4面 　「労働時間把握、企業向け指針　厚労省」
2017年2月1日 朝日 朝刊 9面 　「マイナス金利、乏しい成果　導入決定１年　年金運用が悪化
2017年2月1日 朝日 朝刊 19面 　「（インタビュー）外国人に国をひらく　元警察庁長官・国松孝次
2017年2月1日 朝日 朝刊 34面 　「ＨＩＳ、違法残業か　昨夏に強制捜査　東京労働局」
2017年2月1日 日経 朝刊 1面 　「資産運用、最大の60兆円 三井住友トラスト、グループで
2017年2月1日 日経 朝刊 4面 　「失業給付の期間延長　16年ぶり 改正４法案を閣議決定
2017年2月1日 日経 朝刊 4面 　「機関投資家の議決権行使、原則個別に開示 金融庁指針
2017年2月1日 日経 朝刊 5面 　「論点を聞く(中)　長時間労働、意識改革を」
2017年2月1日 日経 朝刊 19面 　「株の物色、ＲＯＥに着目」
2017年2月1日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）直感では分かりにくい「真実」」
2017年2月1日 日経 朝刊 19面 　「「ＥＳＧ投資」国内残高、日本株比率67％に 12ポイント増
2017年2月1日 日経 朝刊 20面 　「自営業　節税余地大きく 小規模共済や青色申告を活用
2017年2月1日 日経 朝刊 21面 　「高所得世帯の負担増大 税・社会保険見直しを試算」
2017年2月1日 日経 朝刊 39面 　「学生「風邪で休みます」でバイト代減額 セブンイレブン店舗
2017年2月1日 朝日 夕刊 10面 　「ＨＩＳの違法残業、２人に月１００時間超　昨年度」
2017年2月1日 日経 夕刊 3面 　「ＮＴＴ、非正規社員の手当充実　人材の維持へ」
2017年1月31日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）低成長論争　いま問われていることは」
2017年1月31日 朝日 朝刊 7面 　「解雇の金銭解決、具体的論点示す　厚労省の検討会」
2017年1月31日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）日本の所得格差」
2017年1月31日 朝日 朝刊 14面 　「（声）在宅勤務は労働強化の心配も」
2017年1月31日 朝日 朝刊 34面 　「ミスド店長過労死、４６００万円賠償を命令　経営会社や
2017年1月31日 日経 朝刊 4面 　「インターバル制　導入検討 退社→出社に一定時間確保
2017年1月31日 日経 朝刊 5面 　「金銭払い解雇 導入争点」
2017年1月31日 日経 朝刊 5面 　「信託銀、異例の東芝提訴へ　投資家の利益優先」
2017年1月31日 日経 朝刊 5面 　「論点を聞く（上）賃上げ、手当見直しも必要 経団連副会長
2017年1月31日 日経 朝刊 29面 　「転職最前線（下） 質重視、「良縁」求む」
2017年1月31日 日経 朝刊 35面 　「働き方改革、都が推進プラン テレワークも検討」
2017年1月31日 日経 朝刊 39面 　「店長過労死で賠償命令 津地裁、ミスドＦＣ店側に」
2017年1月30日 朝日 朝刊 1面 　「東芝不正で損害、信託銀が提訴へ　ＧＰＩＦ側も１３０億円請求
2017年1月30日 朝日 朝刊 26面 　「電通改革、問われる実効性　過労自殺の再発防止策、遺族
2017年1月30日 朝日 朝刊 29面 　「続・資産運用のイロハ：６　ＲＥＩＴ、銘柄タイプ分散を」
2017年1月30日 日経 朝刊 6面 　「（グローバル・オピニオン）トランプ政策、庶民に打撃」
2017年1月30日 日経 朝刊 15面 　「就業規則　改正に苦心　有期社員の無期転換・マタハラ
2017年1月30日 日経 朝刊 17面 　「（経済教室）「同一賃金」指針案どうみる　非正規の技能向上
2017年1月30日 日経 朝刊 17面 　「（私見卓見）ヤミ残業は不正の温床になる」
2017年1月30日 日経 夕刊 1面 　「運用５年以上の「ベテラン投信」人気」
2017年1月30日 日経 夕刊 1面 　「信託銀、東芝提訴へ 不適切会計で損失　数十億円を請求
2017年1月29日 朝日 朝刊 1面 　「残業上限、月平均６０時間案　繁忙期は１００時間　政府調整
2017年1月29日 日経 朝刊 21面 　「（読書）税と社会保障でニッポンをどう再生するか　森信茂樹編著
2017年1月28日 朝日 朝刊 4面 　「アベノミクス、格差改善？」
2017年1月28日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！年金改革：８）高齢化進む日本、理想の制度は
2017年1月28日 朝日 朝刊 7面 　「外国人労働者１０８万人　国内、初の大台超え　昨年１０
2017年1月28日 朝日 朝刊 16面 　「（声）労働は「牢働」でなく「朗働」に」
2017年1月28日 朝日 朝刊 38面 　「三菱電機、不起訴　長時間労働、嫌疑不十分　横浜地検
2017年1月28日 日経 朝刊 1面 　「残業上限60時間、全業種対象 政府原案、月平均で規制
2017年1月28日 日経 朝刊 4面 　「外国人労働者100万人超え　受け入れ政策急務」
2017年1月28日 日経 朝刊 5面 　「年金制度 不安なお 17年度の受取額0.1％減」



2017年1月28日 日経 朝刊 15面 　「残業一律上限に懸念 新経連「働き方改革」で意見書」
2017年1月28日 日経 朝刊 21面 　「初心者の投信選び(４)バランス型、株・債券に分散」
2017年1月28日 日経 朝刊 33面 　「「逆差別」の女性批判、認識甘い」
2017年1月28日 日経 朝刊 43面 　「三菱電機 不起訴に 地検、違法残業の嫌疑不十分」
2017年1月27日 朝日 朝刊 2面 　「（いちからわかる！）去年生まれた赤ちゃん、１００万人下回
2017年1月27日 朝日 朝刊 5面 　「（教えて！年金改革：７）なぜ、株で積立金を運用しているの
2017年1月27日 朝日 朝刊 5面 　「勤務初日から有休を　労基法改正、提案へ　規制改革会議
2017年1月27日 朝日 朝刊 15面 　「（耕論）介護保険、どこへ　大西秀人さん、鈴木亘さん、丸尾多重子
2017年1月27日 日経 朝刊 1面 　「外国人労働者、初の100万人 昨年、留学生などが増加」
2017年1月27日 日経 朝刊 2面 　「（社説）25年度より後の財政・社会保障の姿示せ」
2017年1月27日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）技能実習制度　最長３年の在留資格を付与
2017年1月27日 日経 朝刊 4面 　「有給休暇「入社直後から」規制改革会議」
2017年1月27日 日経 朝刊 5面 　「育休奨励、企業に促す 厚労省、男性の取得を後押し　10
2017年1月27日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）現在負担による消費抑制」
2017年1月27日 朝日 夕刊 1面 　「年金、４月から０．１％減　１６年の消費者物価下落で」
2017年1月27日 日経 夕刊 1面 　「年金受取額0.1％減 17年度 ３年ぶりマイナス」
2017年1月27日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）人口減少とイノベーション」
2017年1月26日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！年金改革：６）個人型ＤＣの加入対象拡大、背景
2017年1月25日 朝日 朝刊 5面 　「（教えて！年金改革：５）障害年金も支給抑制の対象？」
2017年1月25日 日経 朝刊 1面 　「日本電産、残業ゼロへ1000億円投資 工場自動化や人材育成
2017年1月25日 日経 朝刊 4面 　「転職直後の有休　容易に 規制改革会議が検討、育児など
2017年1月25日 日経 夕刊 1面 　「残業100時間超は産業医に報告　厚労省、企業に義務化
2017年1月24日 朝日 朝刊 4面 　「重要法案、応酬幕開け　天皇退位・「共謀罪」・働き方改革
2017年1月24日 朝日 朝刊 9面 　「（波聞風問）働き方改革　社員の満足こそ企業の価値」
2017年1月24日 日経 朝刊 4面 　「「残業上限、経営に配慮を」 厚労省検討会 論点整理案
2017年1月24日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）デフレ脱却の主役は企業」
2017年1月24日 日経 朝刊 24面 　「（経済教室）トランプ政権の法人税改革　国境調整税の導入
2017年1月24日 日経 朝刊 25面 　「転職最前線（上） 私の「働き方改革」」
2017年1月24日 日経 夕刊 9面 　「過労は若者にも　身を守るには」
2017年1月23日 朝日 朝刊 29面 　「続・資産運用のイロハ：５　投信、運用やコストにも注目」
2017年1月23日 日経 朝刊 2面 　「（社説）企業の労使は生産性向上の議論を深めよ」
2017年1月23日 日経 朝刊 16面 　「（経済教室）人口減時代の人材育成・活用（下）意思疎通
2017年1月22日 日経 朝刊 11面 　「（時論）これからの民主主義の話をしよう 」
2017年1月22日 日経 朝刊 15面 　「（Financial Times）英ＥＵ完全離脱の衝撃」
2017年1月21日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！年金改革：４）高齢者の生活、大丈夫なの？」
2017年1月21日 朝日 朝刊 16面 　「（声）許せぬ「保護なめんな」の上着」
2017年1月21日 日経 朝刊 21面 　「初心者の投信選び(３)アクティブ型ブレ大きく ５年以上の
2017年1月21日 日経 朝刊 33面 　「今年、動き出す（下）専業主婦　フルタイム再び」
2017年1月21日 日経 朝刊 39面 　「電通、過労自殺遺族と再発防止策で合意 残業削減など
2017年1月21日 日経 夕刊 7面 　「（うたた寝）ドイツ語学院と働き方改革」
2017年1月21日 日経 夕刊 8面 　「生活保護費不正、最悪に 15年度受給分、４万3900件」
2017年1月20日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！年金改革：３）なぜ、支給水準を抑えるの？」
2017年1月20日 朝日 朝刊 7面 　「「残業できる？」と質問、３６．６％　企業、採用面接時に　
2017年1月20日 朝日 朝刊 8面 　「電通、新社長に山本氏　長時間労働、改善を強調」
2017年1月20日 朝日 朝刊 33面 　「生活保護ＨＰ、小田原市修正　「扶養義務の記載優先」指摘受
2017年1月20日 日経 朝刊 1面 　「残業、月60～80時間上限　働き方会議で議論へ 罰則設
2017年1月20日 日経 朝刊 5面 　「主婦の就労支援へ保育料 職業訓練時に月最大6.6万円
2017年1月20日 日経 朝刊 27面 　「（経済教室）人口減時代の人材育成・活用(中)人的資本向上正
2017年1月19日 朝日 朝刊 1面 　「日本生命、３時間半勤務導入へ　介護・子育てしやすく／
2017年1月19日 朝日 朝刊 5面 　「（教えて！年金改革：２）将来いくら受け取れる？」
2017年1月19日 朝日 朝刊 8面 　「電通、労務担当ら５人処分　新入社員の過労自殺で」
2017年1月19日 日経 朝刊 13面 　「電通、副社長ら５人減俸 過重労働問題　月額報酬20％、
2017年1月19日 日経 朝刊 14面 　「週休３日広がる　導入企業８％、10年で３倍に 大手に続
2017年1月19日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）アベノミクスとは何か」
2017年1月19日 日経 朝刊 27面 　「（経済教室）人口減時代の人材育成・活用（上）技能発揮
2017年1月18日 朝日 朝刊 5面 　「（教えて！年金改革：１）現役世代賃金に応じ減額」
2017年1月18日 朝日 朝刊 5面 　「違法な長時間労働、５割増の４４１６事業場　調査対象を
2017年1月18日 朝日 朝刊 34面 　「生活保護「なめんな」、市職員の服に　小田原市「不適切
2017年1月18日 日経 朝刊 3面 　「働き方改革、労使で協議　春季交渉へ経団連が指針」
2017年1月18日 日経 朝刊 18面 　「（お金の言葉）トンチン年金」
2017年1月18日 日経 朝刊 34面 　「違法残業４割超で確認　厚労省、１万事業所調査 過少申告



2017年1月18日 日経 朝刊 34面 　「労基法違反で電通を指名停止　 ＪＲＡ」
2017年1月17日 朝日 朝刊 7面 　「資産額「上位８人＝下位３６億人」　国際ＮＧＯ「格差拡大
2017年1月17日 日経 朝刊 6面 　「（The Economist）先進国、デフレ不安緩和へ」
2017年1月17日 日経 朝刊 11面 　「（ビジネスToday）転職「35歳限界」、ＩｏＴが崩す」
2017年1月17日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）働き方改革解散」
2017年1月16日 朝日 朝刊 33面 　「（男も育てる）育休明け、干され続けた　復職しても元の仕事
2017年1月16日 朝日 朝刊 34面 　「続・資産運用のイロハ：４　一般の投信・ＥＴＦ、使い分けて
2017年1月16日 日経 朝刊 3面 　「成果型賃金導入に助成 厚労省　最大130万円、生産性向上
2017年1月16日 日経 朝刊 9面 　「証券、若年層の投資求む 個人型ＤＣの対象拡大契機に
2017年1月16日 日経 朝刊 18面 　「（私見卓見）配偶者控除「上げ」、非正規に打撃」
2017年1月15日 朝日 朝刊 8面 　「（声）年金支給開始年齢の引き上げを」
2017年1月15日 朝日 朝刊 8面 　「（声）出産後もう一度働きたいが…」
2017年1月15日 日経 朝刊 1面 　「（春秋）」
2017年1月15日 日経 朝刊 3面 　「国民年金２年分前払い　クレジットカード・現金ＯＫ」
2017年1月14日 朝日 朝刊 28･ 29面　「働き方改革、待ったなし「Change Working Style シンポジウム
2017年1月14日 日経 朝刊 1面 　「企業年金の運用「脱国債」　日生、社債・融資中心に」
2017年1月14日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）企業年金　公的年金に上乗せ、３種類に
2017年1月14日 日経 朝刊 4面 　「（働く力再興）日経調査から（４）人手確保「女性活用で」７
2017年1月14日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）取締役会は奮起せよ」
2017年1月14日 日経 朝刊 21面 　「（解決！お金ゼミ）初心者の投信選び(２)インデックス型、
2017年1月13日 朝日 朝刊 4面 　「（２０１７私の想い：６）生きる意味、問う教育を　伊勢谷友介
2017年1月13日 朝日 朝刊 9面 　「（けいざい＋　深話）夜勤はつらい：上　過酷な深夜、たまる
2017年1月13日 朝日 朝刊 17面 　「（クルーグマンコラム＠ＮＹタイムズ）トランプ氏の経済政策
2017年1月13日 日経 朝刊 4面 　「（働く力再興）日経調査から(3)改革「企業に有益」７割」
2017年1月13日 日経 夕刊 2面 　「アナリストやストラテジスト 証券出身、引く手あまた 独自視点
2017年1月12日 朝日 朝刊 2面 　「（いちからわかる！）男女格差を示す指数、日本は悪いんだって
2017年1月12日 朝日 朝刊 4面 　「（２０１７私の想い：５）仕事と家庭、文化変えよう　鎌田華乃子
2017年1月12日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）年金見直し　重い宿題が残っている」
2017年1月12日 日経 朝刊 1面 　「インターバル制　導入機運 ユニ・チャームや三井住友信託
2017年1月12日 日経 朝刊 2面 　「違法残業　変わる捜査 三菱電機を書類送検　ホワイトカラー
2017年1月12日 日経 朝刊 4面 　「（働く力再興）日経調査から(2)賃金「成果を重視」75％」
2017年1月12日 日経 朝刊 5面 　「「正社員も転勤配慮を」 厚労省が研究会　３月末までに
2017年1月12日 日経 朝刊 14面 　「はるやま、残業ゼロでも月１万5000円一律支給 定時退社促
2017年1月12日 日経 朝刊 19面 　「株式市場、「働き方改革」物色 人材派遣などに資金」
2017年1月12日 日経 朝刊 29面 　「（私見卓見）長時間労働、法制度の不備示す」
2017年1月11日 朝日 朝刊 1面 　「不正受給、４割戻らず　計２３億円　国の雇用助成金、１３
2017年1月11日 朝日 朝刊 4面 　「（２０１７私の想い：４）年をとっても働ける幸せ　佐藤愛子
2017年1月11日 朝日 朝刊 7面 　「雇用助成不正、告訴に壁　詐欺罪立証、使途の解明困難
2017年1月11日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）人を生かす「働き方改革」を」
2017年1月11日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）同一賃金指針　底上げへの一歩に」
2017年1月11日 朝日 朝刊 16面 　「（声）高齢者の定義変更は何のためか」
2017年1月11日 日経 朝刊 4面 　「（働く力再興）日経調査から（１）副業・兼業は「禁止」７割
2017年1月11日 日経 朝刊 4面 　「社会保険申請、手続き一元化 政府、コスト２割削減」
2017年1月11日 日経 朝刊 5面 　「公的年金、運用益10兆円超 10～12月、民間試算　トランプ
2017年1月11日 日経 朝刊 18面 　「年収増えれば社会保険料発生…　パートの妻「壁」超える
2017年1月11日 日経 朝刊 19面 　「マイナス金利下の資産運用　利回り追求リスク吟味」
2017年1月11日 日経 朝刊 19面 　「医療費控除の特例（上）　市販薬買いセルフケア 年1.2万円超
2017年1月11日 朝日 夕刊 8面 　「三菱電機を書類送検　長時間労働させた疑い　藤沢労基署
2017年1月11日 日経 夕刊 9面 　「出産・医療・教育　支援切れ目なく 出生率2.81　岡山・奈義町
2017年1月11日 日経 夕刊 15面 　「三菱電機を書類送検 研究所元社員に上限超す残業させた
2017年1月10日 朝日 朝刊 11面 　「（社説）外国人との共生　生活者として受け入れを」
2017年1月10日 朝日 朝刊 11面 　「（ＴＨＥ　ＨＵＦＦＩＮＧＴＯＮ　ＰＯＳＴ）育休延長、男性の取得
2017年1月10日 日経 朝刊 3面 　「働き方改革、長時間労働是正が最優先 本社・日経リサーチ
2017年1月10日 日経 朝刊 15面 　「（経済教室）頓挫した夫婦控除の創設　「多くが実質増税
2017年1月9日 朝日 朝刊 33面 　「続・資産運用のイロハ：３　配当・優待、権利確定日に注意
2017年1月8日 日経 朝刊 21面 　「お祈りメール来た、日本死ね　海老原嗣生著 新卒一括採用
2017年1月7日 日経 朝刊 2面 　「（社説）仕事と介護の両立へ働き方改革を急ごう」
2017年1月7日 日経 朝刊 20面 　「（日経マネーセレクション）税・年金・公共料金…お得な新常識
2017年1月7日 日経 朝刊 21面 　「（解決！お金ゼミ）初心者の投信選び(１)毎月分配型、人気
2017年1月7日 日経 朝刊 S5面 　「投資始めは　「ロボアド」に相談」
2017年1月6日 朝日 朝刊 1面 　「「高齢者は７５歳以上」　６５～７４歳は准高齢者　学会が



2017年1月6日 日経 朝刊 2面 　「「高齢者は75歳から」　学会が提言 65～74歳は社会の支
2017年1月6日 日経 朝刊 3面 　「働き方改革、経営者の責務 トップら新年祝賀会で改革表明
2017年1月6日 日経 朝刊 5面 　「初夢トランプ占い（５）税制　法人税下げ競争　再燃 規制緩和
2017年1月6日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）電通・野村・ネット時代 」
2017年1月6日 日経 朝刊 25面 　「（経済教室）大転換に備えよ(3)日米の政策、希望と節目
2017年1月6日 日経 朝刊 25面 　「（私見卓見）企業は若者の夢を受けとめよう」
2017年1月5日 朝日 朝刊 15面 　「（経済気象台）新たな思想を待つ」
2017年1月5日 日経 朝刊 5面 　「非正規の手当「正社員と共通」制度化で助成 厚労省、同一賃金
2017年1月4日 日経 朝刊 2面 　「（社説）揺れる世界と日本（３） 中間層が希望を失わない
2017年1月4日 日経 朝刊 3面 　「高所得者、負担一段と 今年 税・社会保障こうなる」
2017年1月4日 日経 朝刊 24面 　「新成人年金 未納は避けて 障害時の生活支え　納付特例
2017年1月4日 日経 朝刊 25面 　「「全員ＤＣ元年」果実を狙え 投信などで前向き運用」
2017年1月3日 朝日 朝刊 11面 　「（社説）資本主義の未来　不信をぬぐうためには」
2017年1月3日 朝日 朝刊 38面 　「関電課長過労自殺、社長出頭させ指導　労基署「労働時間管理
2017年1月3日 日経 朝刊 2面 　「４野党、働き方改革で対決姿勢 次期衆院選を意識」
2017年1月1日 朝日 朝刊 4面 　「「１日単位の規制、業務に問題」　長時間労働見直し」
2017年1月1日 朝日 朝刊 11面 　「（声）今年こそ　休日出勤ゼロに、有休も取るぞ」
2017年1月1日 日経 朝刊 3面 　「「脱時間給制度」働き方改革の柱 榊原経団連会長に聞
2016年12月31日 朝日 朝刊 35面 　「ファミマ過労死訴訟、和解　本部・店主が遺族に解決金」
2016年12月31日  日 経朝 刊1 面　「展望2017(５)「賃上げは利益に」共有を 大阪大教授 大竹文雄氏
2016年12月31日  日 経朝 刊1 1面　「（解決！お金ゼミ）個人型ＤＣ、対象拡大(４)受け取り
2016年12月31日  日 経朝 刊3 1面　「ファミマ、過労死巡り和解 店主と連帯、従業員遺族に
2016年12月30日  日 経朝 刊2 面　「（社説）トップ辞任に及んだ過労自殺」
2016年12月30日  日 経朝 刊4 面　「（仏ルモンド）失業率、足元で改善 オランド氏　消えぬ
2016年12月30日  日 経朝 刊1 1面　「（大機小機）画竜点睛を欠く働き方改革」
2016年12月30日  日 経朝 刊1 9面　「公的年金保険の誤解を解く（７）長生きがリスクでない
2016年12月30日  日 経朝 刊3 1面　「電通「過少申告」も立件へ 東京労働局、残業時間巡
2016年12月29日  朝 日朝 刊1 面　「過労自殺、電通社長辞任へ　労基法違反容疑、法人を
2016年12月29日  朝 日朝 刊3 面　「電通、追い込まれ辞任　社長、書類送検で決意」
2016年12月29日  朝 日朝 刊6 面　「「働き方、すべて見直す」　電通社長、対応遅れ否定　
2016年12月29日  朝 日朝 刊3 0面　「どう働く、電通社員の注文　「仕事は減らない」「持ち帰
2016年12月29日  日 経朝 刊1 面　「電通社長が来月辞任 長時間労働の疑い　書類送検で
2016年12月29日  日 経朝 刊3 面　「働き方改革 経営責任に 電通社長辞任へ　人材生かす
2016年12月29日  日 経朝 刊2 7面　「（経済教室）イノベーションに何が必要か（上）「知の探索
2016年12月29日  日 経朝 刊2 7面　「（私見卓見）中高年社員を変える「学びほぐし」」
2016年12月29日  日 経朝 刊2 7面　「公的年金保険の誤解を解く（６）未納増加でも破綻せず
2016年12月29日  日 経朝 刊3 5面　「電通社長「ざんきに堪えぬ」　違法残業で辞任 社員自殺
2016年12月28日  朝 日朝 刊1 面　「電通きょうにも書類送検　幹部ら約１０人も　労基法違反容疑
2016年12月28日  朝 日朝 刊3 面　「年金支給０．６％減試算　リーマン時並みに２年間賃金下落
2016年12月28日  朝 日朝 刊1 2面　「（声）過労死、私も「道具」になるのか」
2016年12月28日  日 経朝 刊4 面　「「地方公務員 非常勤にボーナスを」 総務省研究会が
2016年12月28日  日 経朝 刊5 面　「将来世代の年金額「賃金減でも維持」 新ルールで厚労省試算
2016年12月28日  日 経朝 刊1 7面　「（大機小機）格差と価値観と経済学」
2016年12月28日  日 経朝 刊2 7面　「（経済教室）貧困・格差をどうするか(下)ワーキングプア
2016年12月28日  日 経朝 刊2 7面　「公的年金保険の誤解を解く(5)積立金は変動のバッファー
2016年12月28日  日 経朝 刊3 8面　「残業代不払い　1348社指導 厚労省が昨年度　改善進
2016年12月28日  日 経朝 刊3 9面　「電通きょうにも書類送検 長時間労働　労基法違反の
2016年12月28日  朝 日夕 刊1 面　「電通を書類送検　自殺社員の上司も　長時間労働疑い
2016年12月28日  日 経夕 刊1 面　「電通を書類送検　当時の上司も 長時間労働、労基法違反
2016年12月28日  日 経夕 刊3 面　「（韓国混迷）前保健福祉相を拘束　特別検事 年金公団
2016年12月28日  日 経夕 刊9 面　「教育熱が高い韓国　親の負担重く 日本を下回る出生率
2016年12月28日  日 経夕 刊1 4面　「電通書類送検、異例の速さ 東京労働局、他の幹部の
2016年12月27日  朝 日朝 刊1 面　「違法残業の社名公表拡大　過労死防止へ緊急対策」
2016年12月27日  朝 日朝 刊6 面　「個人型ＤＣ、販売に熱　公務員・主婦も対象へ」
2016年12月27日  朝 日朝 刊1 2面　「（経済気象台）成果が疑わしい賃上げ要請」
2016年12月27日  日 経朝 刊1 面　「違法残業、社名公表厳しく 厚労省、月80時間超を対象
2016年12月27日  日 経朝 刊5 面　「「時間でなく成果」で成長へ 違法残業是正」
2016年12月27日  日 経朝 刊7 面　「ギリシャ、債権団と溝 政権が年金臨時支給、支持率低下
2016年12月27日  日 経朝 刊2 6面　「（経済教室）貧困・格差をどうするか(中)最低賃金上げ
2016年12月27日  日 経朝 刊2 6面　「（私見卓見）「追い越し車線」が経営人材育てる」
2016年12月27日  日 経朝 刊2 6面　「公的年金保険の誤解を解く(4)政府も積立方式を誤解



2016年12月27日  日 経夕 刊3 面　「年金支給0.6％減の試算　リーマン時並み賃金下落と
2016年12月27日  日 経夕 刊5 面　「（十字路）独立した運用者を育てよ」
2016年12月27日  日 経夕 刊9 面　「働き方を紡ぎ出す(下)やる気ある人材　総動員 日本型雇用
2016年12月26日  朝 日朝 刊1 1面　「（フォーラム）「見えない」女性たち」
2016年12月26日  朝 日朝 刊3 0面　「続・資産運用のイロハ：２　代表指標押さえて銘柄選
2016年12月26日  日 経朝 刊1 面　「正社員の副業 後押し 政府指針、容認に転換 働き方改革
2016年12月26日  日 経朝 刊3 面　「（きょうのことば）副業・兼業禁止規定　モデル規則「違反
2016年12月26日  日 経朝 刊5 面　「（経営の視点）企業、人とＩＴで採用活動　「協働」が高める
2016年12月26日  日 経朝 刊1 1面　「中小建設、外国人実習生　リーダーに育成 東南ア進出
2016年12月26日  日 経朝 刊1 5面　「（経済教室）貧困・格差をどうするか(上)「機会の不平等
2016年12月26日  日 経朝 刊1 5面　「公的年金保険の誤解を解く(3) 積立方式でも少子化
2016年12月25日  朝 日朝 刊1 面　「働く全ての人、意識変わって欲しい　電通過労自殺、母
2016年12月25日  朝 日朝 刊9 面　「（フォーラム）長時間労働：４　できることから」
2016年12月25日  日 経朝 刊2 面　「（社説）出生数100万人割れが示す危機に向き合え」
2016年12月25日  日 経朝 刊9 面　「（創論）24時間営業は限界か」
2016年12月25日  日 経朝 刊3 0面　「電通へ「心から反省を」社員過労自殺１年、母親が手記
2016年12月24日  朝 日朝 刊4 面　「（けいざい＋深話）はじめの一歩：下「同じ釜の飯」でみんな
2016年12月24日  朝 日朝 刊8 面　「（声）「老後は地獄」と頭をよぎる」
2016年12月24日  日 経朝 刊1 面　「（砂上の安心網）2030年不都合な未来(５)生活保護、安住
2016年12月24日  日 経朝 刊2 面　「（社説）学校はゆたかな「知」を築けるか」
2016年12月24日  日 経朝 刊1 4面　「個人型ＤＣ、対象拡大(３)加入の手続きは？ 会社員
2016年12月24日  日 経朝 刊1 4面　「（家計の疑問）年金受給資格、10年に短縮へ」
2016年12月24日  日 経朝 刊2 1面　「均等法パイオニア世代　奮闘の歩み 総合職でも制服
2016年12月24日  日 経朝 刊2 1面　「スウェーデンの平等政策　税制改革「先進国」への転換点
2016年12月23日  日 経朝 刊2 面　「（社説）３党合意の次の一体改革の検討に入れ」
2016年12月23日  日 経朝 刊3 面　「社会保障　踏み込み不足 17年度予算案、高齢者も負担増
2016年12月23日  日 経朝 刊5 面　「子育て・医療・年金　充実策絞り込み 消費増税先送り
2016年12月23日  日 経朝 刊5 面　「働き方改革で部局新設　厚労省が組織再編」
2016年12月23日  日 経朝 刊5 面　「年金額、３年ぶり引き下げへ 17年度」
2016年12月23日  日 経朝 刊7 面　「働き方改革へ一歩 同一労働同一賃金　非正規の待遇改善促
2016年12月23日  日 経朝 刊1 1面　「ソニー、中国工員ストを金銭解決 「供給維持へ現実策
2016年12月23日  日 経朝 刊1 9面　「（大機小機）増税で不安は解消しない」
2016年12月23日  日 経朝 刊2 7面　「公的年金保険の誤解を解く(2) 金銭ではなく生産物が
2016年12月22日  朝 日朝 刊9 面　「（けいざい＋深話）はじめの一歩：中　中小の工夫、全国
2016年12月22日  朝 日朝 刊1 5面　「（あすを探る　財政・経済）中の下の反乱、食い止めよ
2016年12月22日  日 経朝 刊1 面　「出生数、初の100万人割れへ 厚労省16年推計　少子化止
2016年12月22日  日 経朝 刊1 面　「（砂上の安心網）2030年不都合な未来４政治に「老高若低
2016年12月22日  日 経朝 刊2 面　「（社説）非正規の賃上げは能力向上で」
2016年12月22日  日 経朝 刊2 面　「砂上の安心網～声を聞く（３）税金は子どものために」
2016年12月22日  日 経朝 刊3 面　「（きょうのことば）合計特殊出生率　人口維持には2.07
2016年12月22日  日 経朝 刊2 9面　「（私見卓見）豊かさにつながる生産性向上を」
2016年12月22日  日 経朝 刊2 9面　「公的年金保険の誤解を解く(1)多くの日本人は貯金と
2016年12月21日  朝 日朝 刊3 面　「待遇差是正、実効性が課題　「同一労働同一賃金」指針案示
2016年12月21日  朝 日朝 刊6 面　「（けいざい＋　深話）はじめの一歩：上　この業界、変えてやる
2016年12月21日  朝 日朝 刊9 面　「経営側、負担増を懸念　賞与、焦点に　同一労働同一賃金
2016年12月21日  朝 日朝 刊1 4面　「（経済気象台）来るかインフレ時代」
2016年12月21日  朝 日朝 刊1 7面　「（ピケティ）ベーシックインカム　公正な賃金、考える土台
2016年12月21日  日 経朝 刊1 面　「非正規　格差是正促す 政府「同一賃金」へ指針」
2016年12月21日  日 経朝 刊3 面　「同一賃金 実効性の壁 政府が指針 法的拘束力なし」
2016年12月21日  日 経朝 刊8 面　「（きょうのことば）基本給 給与改定や昇給の対象」
2016年12月21日  日 経朝 刊5 面　「「同一賃金」指針　識者の見方」
2016年12月21日  日 経朝 刊5 面　「「同一賃金」指針要旨」
2016年12月21日  日 経朝 刊2 2面　「ＤＣ・ＮＩＳＡ　恩恵見極め 投資優遇税制の選択肢拡大
2016年12月21日  日 経朝 刊2 3面　「（CHECK&CLIP）老後生活資金に「不安」81％」
2016年12月21日  日 経朝 刊3 0面　「最低賃金引き上げと雇用（６） 人手不足下、経済好循環
2016年12月21日  日 経朝 刊4 2面　「講師自殺　遺族に解決金 地裁調停　英会話学校が
2016年12月21日  日 経夕 刊9 面　「配偶者控除の優遇拡大　パート主婦「お得感」乏しく」
2016年12月20日  朝 日朝 刊7 面　「（波聞風問）働き方改革　「お互い様」寄り添えば自然
2016年12月20日  日 経朝 刊5 面　「個人型確定拠出年金、金融機関が「１兆円市場」争奪
2016年12月20日  日 経朝 刊5 面　「「高齢者」70歳以上に　内閣府提案 2030年、生産年齢人口減
2016年12月20日  日 経朝 刊1 7面　「（一目均衡）中国から資本が逃げる 上海支局　張勇祥



2016年12月20日  日 経朝 刊1 9面　「（大機小機）トランプ税制と資金還流」
2016年12月20日  日 経朝 刊2 8面　「（経済教室）日本の働き方の課題(下)転勤の育成効果
2016年12月20日  日 経朝 刊2 8面　「最低賃金引き上げと雇用(5) マクロではマイナスの影響
2016年12月20日  日 経朝 刊3 8面　「パートの労組加入 最高 113万人、全組合員の11％超
2016年12月20日  日 経夕 刊2 面　「香港、長寿世界一の秘訣 平均寿命 女性87.32歳、男性
2016年12月19日  朝 日朝 刊3 0面　「続・資産運用のイロハ：１　株式投資、インフレ時に強
2016年12月19日  日 経朝 刊3 面　「（エコノフォーカス）格差、グローバル化のせい？」
2016年12月19日  日 経朝 刊6 面　「（砂上の安心網）世代間の意識差 鮮明 本社調査から
2016年12月19日  日 経朝 刊7 面　「（砂上の安心網）支え手急減、制度瓦解」
2016年12月19日  日 経朝 刊2 1面　「（経済教室）日本の働き方の課題（上）時間当たり生産性
2016年12月19日  日 経朝 刊2 1面　「最低賃金引き上げと雇用（４）生産性向上でコスト増吸収
2016年12月19日  日 経夕 刊1 1面　「（就活のリアル）本音、どこまで話してよい？」
2016年12月18日  朝 日朝 刊3 面　「社会保障充実策に明暗　消費増税延期で」
2016年12月18日  朝 日朝 刊9 面　「（フォーラム）長時間労働：３　取り組み」
2016年12月18日  朝 日朝 刊1 1面　「『人口と日本経済　長寿、イノベーション、経済成長』」
2016年12月18日  日 経朝 刊1 9面　「（経済論壇から）働き方改革の具体策探る ボーナス
2016年12月18日  日 経朝 刊1 9面　「（活字の海の中で）宇沢弘文を読み直す 思想の変遷
2016年12月17日  朝 日朝 刊7 面　「技能実習の待遇改善案　政府が公表、意見募集」
2016年12月17日  朝 日朝 刊3 3面　「年金情報流出、対処費１１億円　検査院調べ」
2016年12月17日  日 経朝 刊1 面　「働き方改革へ2100億円 来年度予算３割増　「同一賃金
2016年12月17日  日 経朝 刊1 7面　「ＥＳＧマネー取り込み　企業本腰 環境・社会重視の投資狙
2016年12月17日  日 経朝 刊1 7面　「数字が語る行く年来る年（３）0.01％ 投信手数料の差
2016年12月17日  日 経朝 刊2 1面　「個人型ＤＣ、対象拡大(２)金融機関選びは？ 安い管理費
2016年12月16日  朝 日朝 刊1 面　「「非正社員にも賞与を」　待遇差是正、政府が指針案」
2016年12月16日  朝 日朝 刊7 面　「待遇改善、なお課題　退職金触れず／派遣は具体性
2016年12月16日  朝 日朝 刊7 面　「労組組織率１７．３％、６年連続で最低　パート組合員
2016年12月16日  朝 日朝 刊1 4面　「（経済気象台）闘うべきは不況・貧困・格差」
2016年12月16日  日 経朝 刊1 面　「非正規にも賞与 政府指針案、同一賃金へ支給求める
2016年12月16日  日 経朝 刊7 面　「賃金差是正を優先　「同一賃金」政府案 生産性向上に
2016年12月16日  日 経朝 刊8 面　「世界の賃金1.7％増 ＩＬＯ昨年調査　伸び率４年ぶり低水準
2016年12月16日  日 経朝 刊1 9面　「（大機小機）指数の工夫で「パッシブ」改善を」
2016年12月16日  日 経朝 刊2 7面　「（経済教室）広がるポピュリズム（下）トランプ現象」
2016年12月16日  日 経朝 刊2 7面　「最低賃金引き上げと雇用（３）経済学では否定的、論争続
2016年12月16日  日 経夕 刊2 面　「「働き方改革」　現場の声届け 小売り・金融・中小など
2016年12月15日  朝 日朝 刊1 面　「カジノ法成立　年金抑制法も」
2016年12月15日  朝 日朝 刊6 面　「年金抑制、新ルール　将来分を確保／今の受給者は
2016年12月15日  日 経朝 刊1 面　「改正年金法が成立 国会会期再延長 カジノ法も成立」
2016年12月15日  日 経朝 刊3 面　「年金給付 抑制へ一歩　支給額は賃金連動」
2016年12月15日  日 経朝 刊1 3面　「（ビジネスTODAY）学生つなぎ留め 企業に“宿題”」
2016年12月15日  日 経朝 刊1 9面　「（大機小機）戦略的な人手不足解消を」
2016年12月15日  日 経朝 刊2 9面　「（経済教室）広がるポピュリズム(中)「没落する中間層
2016年12月15日  日 経朝 刊2 9面　「最低賃金引き上げと雇用(2)生活保護との逆転を解消
2016年12月14日  朝 日朝 刊1 面　「カジノ法案きょう成立　民進、修正案の採決容認」
2016年12月14日  朝 日朝 刊4 面　「時間外労働、罰則付き上限　「働き方改革」中間案　自民特命委
2016年12月14日  朝 日朝 刊1 5面　「（インタビュー）過労死の四半世紀　弁護士・川人博さん
2016年12月14日  日 経朝 刊1 面　「年金・カジノ法案成立へ」
2016年12月14日  日 経朝 刊1 面　「（働く力再興）成長の原資を生かす（下）離職者には国
2016年12月14日  日 経朝 刊2 面　「（社説）支障なく副業ができる環境整備を丁寧に」
2016年12月14日  日 経朝 刊5 面　「（働く力再興）改革、労使とも及び腰 警戒感の解消急務
2016年12月14日  日 経朝 刊1 7面　「スタートiDeco（６）開始後の注意点 転職・住宅購入で
2016年12月14日  日 経朝 刊1 9面　「（（大機小機））グローバル化は終わらない」
2016年12月14日  日 経朝 刊2 2面　「雇用保険　65歳以上応援 転職も加入可能／介護休業
2016年12月14日  日 経朝 刊2 8面　「最低賃金引き上げと雇用(1)政府が賃金底上げを誘導
2016年12月14日  日 経夕 刊3 面　「年金法案、午後成立へ　カジノ法案も参院本会議で採決
2016年12月13日  朝 日朝 刊4 面　「年金法案、きょう参院委採決へ」
2016年12月13日  朝 日朝 刊7 面　「働き方改革「経営者の役割、重要」　６社首脳、シンポ
2016年12月13日  朝 日朝 刊7 面　「（波聞風問）「教祖」の変節　アベノミクスよ、どこへ」
2016年12月13日  日 経朝 刊1 面　「（働く力再興）成長の原資を生かす(中)「官製春闘」もういらない
2016年12月13日  日 経朝 刊2 面　「（迫真）税制改正 激変の構図（１）まだ分からないのか
2016年12月13日  日 経朝 刊1 7面　「スタートiDeco（５）金融機関を選ぶ 手数料や商品に違
2016年12月13日  日 経朝 刊2 9面　「（私見卓見）中途採用、入社後の活躍こそ重要」



2016年12月13日  朝 日夕 刊1 面　「年金抑制法案、午後に採決へ　与党、参院厚労委で」
2016年12月13日  日 経夕 刊1 面　「（あすへの話題）人財育成　元警察庁長官 漆間巌」
2016年12月12日  日 経夕 刊9 面　「（就活のリアル）新卒未経験者採用のワケ」
2016年12月11日  朝 日朝 刊8 面　「（声）高齢者が謝罪する現実に涙」
2016年12月11日  朝 日朝 刊9 面　「（フォーラム）長時間労働：２　健康と効率」
2016年12月11日  日 経朝 刊1 面　「（働く力再興）成長の原資を生かす(上)労働環境が生み
2016年12月11日  日 経朝 刊2 面　「（風見鶏）働き方改革 本丸はどこ」
2016年12月11日  日 経朝 刊3 面　「（きょうのことば）外国人労働者受け入れ　高度人材に
2016年12月11日  日 経朝 刊9 面　「（創論）賃上げへ政府関与は適切か」
2016年12月10日  朝 日朝 刊5 面　「介護保険、応能負担に　現役・高齢者とも高所得者は
2016年12月10日  朝 日朝 刊5 面　「（教えて！働き方改革11）病気を治療しながら働き続けるには
2016年12月10日  朝 日朝 刊9 面　「電通、「部下が上司評価」制　「鬼十則」非掲載も発表
2016年12月10日  朝 日朝 刊1 2面　「（経済気象台）役員報酬高額化と企業統治」
2016年12月10日  朝 日朝 刊1 2面　「（東洋経済の眼）オンライン化と働き過ぎ」
2016年12月10日  日 経朝 刊1 1面　「電通、「鬼十則」手帳から削除 労働改善策、有休取得
2016年12月10日  日 経朝 刊1 7面　「（大機小機）第三者とは何か」
2016年12月10日  日 経朝 刊2 1面　「個人型ＤＣ、対象拡大(１)2600万人が加入可能に 税制優遇
2016年12月10日  日 経朝 刊3 1面　「男女平等　上位国に学ぶ」
2016年12月9日 朝日 朝刊 1面 　「税収減避け小幅な変更　与党、税制改正大綱を決定」
2016年12月9日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！働き方改革：１０）６５歳以上、働き続けるには
2016年12月9日 朝日 朝刊 7面 　「教育訓練への給付拡充説明　首相、意見交換会で」
2016年12月9日 朝日 朝刊 8面 　「変わる負担、家計に影響　２０１７年度与党税制改正大綱
2016年12月9日 朝日 朝刊 9面 　「「税収中立」政策縛る財政難、減税余力なし／景気弱く負担増困難
2016年12月9日 朝日 朝刊 9面 　「２０１７年度与党税制改正大綱（要旨）」
2016年12月9日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）所得税　「再分配」へ抜本改革を」
2016年12月9日 朝日 朝刊 15面 　「（耕論）内助の功は不滅？」
2016年12月9日 朝日 朝刊 15面 　「（ｸﾙｰｸﾞﾏﾝｺﾗﾑ）トランプ流の技法　見えている失敗のつけ
2016年12月9日 日経 朝刊 1面 　「所得税、抜本改革先送り　与党大綱決定 働き方税制は
2016年12月9日 日経 朝刊 2面 　「（社説）働き方改革への決意が見えぬ税制改正」
2016年12月9日 日経 朝刊 3面 　「働き方税制　かすむ理念 実態即した改革急務」
2016年12月9日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）所得税改革　世帯構成など変化に対応
2016年12月9日 日経 朝刊 4面 　「経団連会長「配偶者手当の再点検を」」
2016年12月9日 日経 朝刊 5面 　「積立型ＮＩＳＡ　18年新設 20年非課税　個人の長期投資促
2016年12月9日 日経 朝刊 5面 　「雇用保険料率引き下げ承認 労働政策審議会」
2016年12月9日 日経 朝刊 7面 　「家計底上げなるか 配偶者控除、夫婦の年収で変動」
2016年12月9日 日経 朝刊 7面 　「税制改正大綱の要旨 基本的考え方　社会の構造変化に
2016年12月9日 日経 朝刊 17面 　「スタートiDeco（４）商品の選び方 運用期間とリスク勘案」
2016年12月9日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）日銀券は日銀の債務か」
2016年12月8日 朝日 朝刊 1面 　「育休、最長２年に延長へ　預け先見つからぬ場合　厚労省方針
2016年12月8日 朝日 朝刊 2面 　「（いちからわかる！）年金をもらえる対象64万人増えるんじゃな
2016年12月8日 朝日 朝刊 5面 　「育休２年、親は複雑　仕事辞めずに済む／まず保育園増
2016年12月8日 朝日 朝刊 5面 　「（教えて！働き方改革：９）副業を後押し、企業にもメリット
2016年12月8日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）トランプ円安の還元を」
2016年12月8日 日経 朝刊 1面 　「（社長100人アンケート）長時間労働「是正中」８割」
2016年12月8日 日経 朝刊 4面 　「育休延長　労使が了承 保育所入れぬ場合、最長２年までに
2016年12月8日 日経 朝刊 4面 　「労働条件変更、求人企業に説明義務 募集と契約で違う
2016年12月8日 日経 朝刊 17面 　「スタートiDeco（３）２つの受け取り方 税負担額の比較が肝心
2016年12月8日 朝日 夕刊 1面 　「与党税制大綱、午後決定」
2016年12月8日 日経 夕刊 1面 　「税制大綱、午後に決定 配偶者手当、企業に見直し要請
2016年12月8日 日経 夕刊 5面 　「今から始める老後資産作り(3) 個人型ＤＣ、手厚い税制優遇
2016年12月7日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！働き方改革：８）テレワーク、どんな効果がありそう
2016年12月7日 朝日 朝刊 7面 　「人材育成に８０００億円　産後の復職・若者の正社員化　
2016年12月7日 朝日 朝刊 7面 　「年金滞納者、大半が免除対象　厚労相」
2016年12月7日 朝日 朝刊 7面 　「首相と非正規社員らが意見交換会」
2016年12月7日 朝日 朝刊 8面 　「執行役員に過重労働専従　電通、１月１日から配置」
2016年12月7日 日経 朝刊 1面 　「政府・与党、積立型ＮＩＳＡ20年非課税 年40万円上限」
2016年12月7日 日経 朝刊 1面 　「所得税改革「数年かけ」 与党、税制大綱きょう決定」
2016年12月7日 日経 朝刊 3面 　「配偶者控除、夫・妻の年収に応じ差 ９段階で縮小」
2016年12月7日 日経 朝刊 15面 　「スタートiDeco(2)それぞれの積立額 変更は年１回、無理
2016年12月7日 日経 朝刊 20面 　「退職金、一部運用でゆとり リスク資産にも分散投資」
2016年12月7日 日経 朝刊 38面 　「古式新しき未来(2)若手社員は恋愛禁止 ４年は「徒弟」職人



2016年12月7日 日経 夕刊 1面 　「ＮＩＳＡ一本化を検討 積立型と現行型 与党大綱案」
2016年12月6日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）働き方改革　オフィス空間、変えてみては？」
2016年12月6日 日経 朝刊 15面 　「確定拠出年金向け投信の資産残高最高、3.7兆円」
2016年12月6日 日経 朝刊 15面 　「スタートiDeco（１）大きな節税効果 「自分年金」誰もが可能
2016年12月6日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）レフト・ビハインド革命」
2016年12月6日 日経 夕刊 1面 　「配偶者控除、９段階で縮小 ビール、酒税まず７円減」
2016年12月5日 朝日 朝刊 33面 　「資産運用のイロハ：１０　貯蓄型保険、運用利回りは低下
2016年12月5日 日経 朝刊 1面 　「中小減税、高所得なら除外 政府・与党　「実質大企業」に
2016年12月5日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）政策減税　期限を決めた特別措置」
2016年12月5日 日経 朝刊 29面 　「（列島追跡）「低所得者」4500万人!? 納税義務者、国民の
2016年12月5日 日経 夕刊 9面 　「（就活のリアル）会社の良し悪し、規模じゃないが…」
2016年12月4日 朝日 朝刊 8面 　「（社説）配偶者控除　働く「壁」を残す罪深さ」
2016年12月4日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）長時間労働：１　悲鳴」
2016年12月4日 日経 朝刊 11面 　「（中外時評）企業の現金　成長に活用を 競争力弱く　賃上
2016年12月3日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！働き方改革：７）長時間労働、なぜなくならないの
2016年12月3日 朝日 朝刊 7面 　「雇用保険料、引き下げ　３年間、労使０．３％ずつに　政府方針
2016年12月3日 朝日 朝刊 7面 　「電通、１割配置換え　仕事量の平準化ねらう」
2016年12月3日 朝日 朝刊 7面 　「年金試算、公表求める　民進、参院審議入りで」
2016年12月3日 朝日 朝刊 7面 　「所得税軽減策８０件、検証なし　１０～１５年度、会計検査院調
2016年12月3日 朝日 朝刊 7面 　「「働き手視点で」改革巡り要請書　連合が厚労相に」
2016年12月3日 朝日 朝刊 14面 　「投信の潮流：５　税制優遇制度は上手に使おう」
2016年12月3日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）電通事件の衝撃（２）コストではなく投資だ」
2016年12月3日 日経 朝刊 2面 　「（社説）数合わせを超え骨太な社会保障論議を」
2016年12月3日 日経 朝刊 3面 　「電通、社員１割配置転換 業務・労働時間を平準化」
2016年12月3日 日経 朝刊 6面 　「＜ＦＴ特約＞米次期政権が税制大改革案 企業経営が激変
2016年12月3日 日経 朝刊 15面 　「リスク分担型企業年金、退職給付債務が不要に 企業会計基準委
2016年12月3日 日経 朝刊 20面 　「（日経マネーセレクション）投信積み立てで老後資金作り
2016年12月2日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！働き方改革：６）長時間労働、女性活躍の足かせ
2016年12月2日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）電通事件の衝撃（３）　10時以降はメール禁止」
2016年12月2日 朝日 夕刊 2面 　「年金抑制法案、参院審議入り」
2016年12月1日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！働き方改革：５）残業時間に上限はないの？」
2016年12月1日 朝日 朝刊 7面 　「配偶者控除、３段階減額　世帯主年収1120万～1220万円
2016年12月1日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）延長国会　国民の不安に向き合え」
2016年12月1日 朝日 朝刊 14面 　「（声）年金改革法案、「熟議」はどこへ」
2016年12月1日 日経 朝刊 1面 　「ＮＩＳＡ、積立型は10年非課税 財務省方針　年60万円上限
2016年12月1日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）電通事件の衝撃（２）コストではなく投資だ」
2016年12月1日 日経 朝刊 3面 　「毎月型投信の分配金「過半は元本から」８割 低金利響き
2016年12月1日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）米国民は満足するのか」
2016年11月30日 朝日 朝刊 4面 　「年金改革法案、衆院通過　高い支持率、政権強気」
2016年11月30日 朝日 朝刊 7面 　「待遇差の基準、例示へ　政府、非正社員の改善狙う」
2016年11月30日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！働き方改革：４）政府がめざす「同一労働同一賃金
2016年11月30日 日経 朝刊 1面 　「年金法案が衆院通過 政府・与党、今国会成立期す」
2016年11月30日 日経 朝刊 1面 　「首相「非正規、処遇全般を改善」 同一賃金で指針指示」
2016年11月30日 日経 朝刊 2面 　「年金安定へ支給抑制　改革法案が衆院通過」
2016年11月30日 日経 朝刊 5面 　「同一賃金 企業は警戒 総人件費の増加焦点」
2016年11月30日 日経 朝刊 5面 　「人手不足、正社員で対処 10月の伸び、非正規上回る」
2016年11月30日 日経 朝刊 22面 　「遺族年金　妻死亡時少なく 共働きなら生保加入も一案」
2016年11月29日 朝日 朝刊 15面 　「（耕論）過労をなくすには」
2016年11月29日 日経 朝刊 1面 　「正規・非正規の基本給　格差縮小促す 職務や能力厳格評価
2016年11月29日 日経 朝刊 1面 　「内向く世界（５）市場原理主義の蹉跌 投資家、社会の変革者
2016年11月29日 日経 朝刊 2面 　「（社説）年金制度の維持へ国会は建設的議論を」
2016年11月29日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）電通事件の衝撃（１）「勧告で済まさない」」
2016年11月29日 日経 朝刊 5面 　「30～44歳の失業給付延長 厚労省が来年度雇用保険改正案
2016年11月29日 日経 朝刊 13面 　「スーパー、シニア活用　人手不足、即戦力生かす」
2016年11月29日 日経 朝刊 26面 　「（経済教室）期待で物価は上げられるか(上)鍵握る賃金に
2016年11月29日 日経 朝刊 26面 　「（やさしい経済学）需要不足か供給制約か(6)現役人口の
2016年11月29日 朝日 夕刊 1面 　「厚労相不信任案を提出　年金法案、午後に衆院通過」
2016年11月29日 日経 夕刊 2面 　「米就活 転換期　「人脈」から「ＩＴ」へ サイトに突然問題 採用案内
2016年11月29日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）多様化する投資尺度」
2016年11月28日 朝日 朝刊 1面 　「配偶者のパート年収、１５０万円まで満額控除　高所得世帯
2016年11月28日 朝日 朝刊 10面 　「（声）長時間労働は若者の夢奪う」



2016年11月28日 朝日 朝刊 10面 　「（社説）春闘　まだまだ賃上げできる」
2016年11月28日 朝日 朝刊 33面 　「資産運用のイロハ：９　ＮＩＳＡ、売却益など非課税に」
2016年11月28日 日経 朝刊 1面 　「在宅勤務　定着へ制度充実」
2016年11月28日 日経 朝刊 2面 　「（社説）同一労働同一賃金を生産性高めるテコに」
2016年11月28日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）在宅勤務　育児・介護しながら働きやすく
2016年11月28日 日経 朝刊 9面 　「三菱ＵＦＪ信託、会社員の資産形成支援 退職金など予測
2016年11月28日 日経 朝刊 15面 　「労務管理ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ(8)長時間労働 悪質企業は刑事責任追及
2016年11月28日 日経 夕刊 11面 　「（就活のリアル）新卒採用は魔法の杖 玉突き人材補充、
2016年11月28日 日経 夕刊 14面 　「女性社員57％「転勤ノー」 産学調査、企業の認識とギャップ
2016年11月27日 朝日 朝刊 4面 　「（３６０゜）年金が必要、動く議員」
2016年11月27日 朝日 朝刊 11面 　「（ひもとく）過労自死社会　働き方の前に生き方考えよう」
2016年11月27日 日経 朝刊 2面 　「（社説）小手先の配偶者控除見直しで止めるな」
2016年11月27日 日経 朝刊 3面 　「1120～1220万円で段階減額 配偶者控除、世帯主収入で
2016年11月27日 日経 朝刊 3面 　「雇用保険料0.6％に下げ 17～19年度、合計１兆円軽減」
2016年11月27日 日経 朝刊 21面 　「（この一冊）人材覚醒経済　鶴光太郎著 労働改革に「ジョブ
2016年11月26日 朝日 朝刊 1面 　「年金抑制法案、採決強行　自公などで可決　衆院委」
2016年11月26日 朝日 朝刊 2面 　「（時時刻刻）年金抑制、急いだ決着　衆院委で採決強行
2016年11月26日 朝日 朝刊 7面 　「年金運用益２．３兆円　３四半期ぶり黒字　７～９月期」
2016年11月26日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！働き方改革：３）賃金格差、欧州より大きいのはなぜ
2016年11月26日 朝日 朝刊 7面 　「配偶者控除「１５０万円」上限案　自公の幹部、相次ぎ支持
2016年11月26日 日経 朝刊 1面 　「年金法案　衆院委で可決 与党、会期延長で成立目指す
2016年11月26日 日経 朝刊 2面 　「（社説）技能実習制度の抜本見直しを」
2016年11月26日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）マクロ経済スライド　年金支給額の伸び
2016年11月26日 日経 朝刊 4面 　「（働く力再興）実現会議議員に聞く　非正規の処遇正す」
2016年11月26日 日経 朝刊 5面 　「年金運用が黒字転換 ＧＰＩＦ、株価回復で３期ぶり ７～９
2016年11月26日 日経 朝刊 20面 　「（日経マネーセレクション）老後資産、減らさない技」
2016年11月26日 経朝 刊38 面　 「三菱電機元社員に労災認定 入社１年目で「残業の過少申告強要
2016年11月26日 日経 夕刊 9面 　「バイト過労死認定 大阪地裁、レンタル会社に4800万円賠償命令
2016年11月25日 朝日 朝刊 5面 　「配偶者控除上限、年収１５０万円有力　適用外世帯、焦点
2016年11月25日 朝日 朝刊 5面 　「（教えて！働き方改革：２）「同一労働同一賃金」なぜ今、
2016年11月25日 日経 朝刊 1面 　「投資商品の手数料明示　金融機関に行動原則」
2016年11月25日 日経 朝刊 1面 　「内向く世界(1) 岐路に立つ資本主義 成長・分配　バランス
2016年11月25日 日経 朝刊 3面 　「「同一賃金」企業内に限定 政府方針 企業間格差は容認
2016年11月25日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）顧客本位の業務運営 金融商品、開発から
2016年11月25日 朝日 夕刊 1面 　「年金抑制法案を午後可決　野党は猛反発、混乱か　衆院厚労委
2016年11月24日 朝日 朝刊 1面 　「確定拠出年金、１４２８億円塩漬け」
2016年11月24日 朝日 朝刊 4面 　「転職時手続き、周知不足　確定拠出年金「制度の理解進
2016年11月24日 日経 朝刊 1面 　「配偶者控除 上限150万円 政府・与党方針　パート主婦の
2016年11月24日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）所得控除 経済状態に合わせ税負担軽
2016年11月24日 日経 朝刊 9面 　「期間工1000人超、正社員に　トヨタグループ」
2016年11月24日 日経 夕刊 1面 　「パート主婦の配偶者控除 150万～201万円で段階縮小」
2016年11月24日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）会社忠誠心の国際比較」
2016年11月23日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！働き方改革：１）就労・消費拡大へ、首相主導」
2016年11月23日 朝日 朝刊 15面 　「（インタビュー）グローバル化への反乱」
2016年11月23日 朝日 朝刊 16面 　「（声）排斥や差別では格差是正できぬ」
2016年11月23日 朝日 朝刊 17面 　「（ピケティコラム＠ルモンド）米大統領選の教訓」
2016年11月23日 日経 朝刊 5面 　「経団連会長、賃上げ「年収ベースで」 ベア、改めて慎重姿勢
2016年11月23日 日経 朝刊 9面 　「中国工場売却　従業員の乱 今度はソニーに補償金要求
2016年11月23日 日経 朝刊 19面 　「定説覆す？アクティブ投信 日本株で指数型しのぐ」
2016年11月23日 日経 朝刊 26面 　「（私見卓見）日本は経済政策の総ざらえを」
2016年11月22日 朝日 朝刊 4面 　「自公税調大詰め、負担増慎重論も」
2016年11月22日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）トランプノミクス　大衆迎合に未来はあるか」
2016年11月22日 日経 朝刊 6面 　「（The Economist）トランプノミクス　３つの不安」
2016年11月22日 日経 朝刊 6面 　「英首相「法人税下げ」 単一市場残留の経過措置 ＥＵと交渉
2016年11月21日 朝日 朝刊 11面 　「（フォーラム）われら中小企業　残業は減りましたか」
2016年11月21日 日経 朝刊 5面 　「（経営の視点）見過ごされる優秀な外国人 日本語の壁 企業
2016年11月21日 日経 朝刊 11面 　「個人型の確定拠出年金、管理手数料なし 第一生命、残高
2016年11月21日 日経 夕刊 2面 　「「女性活躍」本当に進む？ 夫婦控除見送りの公算」
2016年11月20日 朝日 朝刊 13面 　「（書評）『限りなく完璧に近い人々　なぜ北欧の暮らしは世界一幸
2016年11月20日 日経 朝刊 2面 　「年金法案 攻防ヤマ場 与党、25日衆院委採決めざす」
2016年11月19日 朝日 朝刊 7面 　「「女性活躍」掲げるが…　日本、男女格差１１１位」



2016年11月19日 朝日 朝刊 7面 　「基礎年金の支給水準巡り論戦」
2016年11月19日 朝日 朝刊 14面 　「（東洋経済の眼）「年金カット法案」の真実　将来世代との
2016年11月19日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）マルクス主義に劣るのか？」
2016年11月19日 日経 朝刊 4面 　「（働く力再興）実現会議議員に聞く　転職、不利益なくせ」
2016年11月19日 日経 朝刊 15面 　「マッチング拠出、４割導入 社員負担で掛け金追加」
2016年11月19日 日経 朝刊 21面 　「控除で節税(３)社会保険料控除　子や親の分も忘れずに
2016年11月18日 朝日 朝刊 1面 　「介護、外国人受け入れ拡大　実習環境、監督強化」
2016年11月18日 朝日 朝刊 3面 　「介護現場、人材確保に期待　言葉の壁に不安」
2016年11月18日 朝日 朝刊 4面 　「年金改革法案、２５日採決調整　衆院委で与党」
2016年11月18日 日経 朝刊 4面 　「配偶者控除の適用制限、世帯主年収で段階的に 与党検討
2016年11月18日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）ミレニアルズとその親」
2016年11月17日 朝日 朝刊 1面 　「世帯主年収に上限案　配偶者控除、対象拡大とセット」
2016年11月17日 朝日 朝刊 7面 　「企業の配偶者手当、縮小も　女性就労、官民後押し」
2016年11月17日 朝日 朝刊 7面 　「高齢者生活保護率、２０年で倍　厚労省調べ」
2016年11月17日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）格差是正、米国の試行錯誤」
2016年11月17日 朝日 朝刊 16面 　「（ザ・コラム）トランプ氏への投票　もう一つのコミュニティー
2016年11月17日 朝日 朝刊 17面 　「（耕論）見過ごされてきたもの　エマニュエル・トッドさん、
2016年11月17日 朝日 朝刊 17面 　「（クルーグマンコラム＠ＮＹタイムズ）恐れおののく米国人
2016年11月17日 日経 朝刊 1面 　「首相「ベア実施を」 ４年連続　賃上げ要請」
2016年11月17日 日経 朝刊 2面 　「（社説）賃上げ持続へ企業の経営力が問われる」
2016年11月17日 日経 朝刊 3面 　「「官製春闘」首相正念場に 景気、賃上げ頼み」
2016年11月17日 日経 朝刊 5面 　「配偶者控除見直し本格化 自民税調 150万円案など議論
2016年11月17日 日経 朝刊 5面 　「無年金者救済へ一歩 対策法成立」
2016年11月17日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）社会保障の将来不安」
2016年11月17日 日経 朝刊 29面 　「（私見卓見）英語後進国から脱するには」
2016年11月16日 朝日 朝刊 7面 　「無年金対策法、きょう成立へ」
2016年11月16日 朝日 朝刊 16面 　「（経済気象台）１億総活躍と過労社会」
2016年11月16日 日経 朝刊 1面 　「配偶者手当の縮小求める 会員企業に経団連 女性就労後押
2016年11月16日 日経 朝刊 4面 　「年金法案、政局を左右　きょう審議再開、野党は抗戦」
2016年11月16日 日経 朝刊 5面 　「（働く力再興）実現会議議員に聞く　賃上げ余地はある」
2016年11月16日 日経 朝刊 5面 　「経団連の配偶者手当縮小、税と一体改革不可欠」
2016年11月16日 日経 朝刊 11面 　「（ビジネスTODAY）クラウドワーカー増殖中 ネットで仕事受注
2016年11月16日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）「経営の神様」と２つのコード」
2016年11月16日 日経 朝刊 22面 　「（マネー研究所セレクション）定年後の再雇用　「立場が変
2016年11月16日 日経 朝刊 23面 　「（マネ－NEWWAVE）投信の保有コスト（下）アクティブ型でも
2016年11月16日 日経 朝刊 23面 　「（CHECK&CLIP）日本の年金制度、低い評価」
2016年11月16日 朝日 夕刊 1面 　「経団連、配偶者手当「縮小を」　企業に要請へ、来春の賃上
2016年11月16日 日経 夕刊 3面 　「無年金64万人救済 改正法成立、10年で受給権」
2016年11月15日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）働き方改革　残業べらし、社員への信頼から
2016年11月15日 日経 朝刊 21面 　「（大機小機）トランプ大統領と米国経済」
2016年11月15日 日経 朝刊 30面 　「（私見卓見）過労死は他人事ではない」
2016年11月15日 日経 朝刊 43面 　「ドンキに罰金50万円 東京簡裁命令、違法残業で」
2016年11月15日 朝日 夕刊 1面 　「無年金対策、参院委可決　加入１０年から受給資格」
2016年11月15日 日経 夕刊 1面 　「中小賃上げ　減税幅拡大 財務相、税制見直し表明へ」
2016年11月14日 日経 夕刊 9面 　「過労自殺　家族は ＳＯＳ察知、食欲・睡眠の変化に気配
2016年11月14日 日経 夕刊 9面 　「（就活のリアル）内部登用より中途で人材補充 欧米企業
2016年11月13日 日経 朝刊 14面 　「（こころの健康学）過労自殺 立ち止まれる社会に」
2016年11月12日 朝日 朝刊 29面 　「日本の社会は子育て支えて　仏在住のライター・高崎順子
2016年11月12日 日経 朝刊 1面 　「パート主婦、年収150万円まで控除　財務省検討」
2016年11月12日 日経 朝刊 5面 　「迷走する所得税改革（４）税と連動、企業手当も焦点」
2016年11月12日 日経 朝刊 12面 　「スーパーに外国人実習生 人手不足で受け入れ拡大」
2016年11月12日 日経 朝刊 12面 　「勝ち抜く条件（中）働き方改革で残業ゼロへ 日本電産会長
2016年11月12日 日経 朝刊 18面 　「（スクランブル）トランプ相場の傷痕 急落・急騰 両局面で
2016年11月12日 日経 朝刊 20面 　「「トランプ円安」のなぜ 　減税など政策期待／米金利が急上昇
2016年11月12日 日経 朝刊 20面 　「（日経マネーセレクション）毎月分配ファンド、安定性で選
2016年11月12日 朝日 夕刊 7面 　「ベトナム、技能実習の闇　来日者急増の裏で」
2016年11月12日 日経 夕刊 9面 　「電通2010年にも是正勧告 中部支社、違法な残業で」
2016年11月11日 朝日 朝刊 15面 　「（記者有論）比実習生の過労死認定　格差が生む「不幸
2016年11月11日 朝日 朝刊 37面 　「「過労原因で課長自殺」認定　糸島市が逆転敗訴」
2016年11月11日 日経 朝刊 4面 　「（働く力再興）実現会議議員に聞く　女性の年収上げよ」
2016年11月11日 日経 朝刊 5面 　「迷走する所得税改革（３）就労調整の壁、社会保険料も」



2016年11月11日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）労働生産性の鈍化」
2016年11月10日 朝日 朝刊 14面 　「（声）年金減額は地方経済の低迷招く」
2016年11月10日 朝日 朝刊 18面 　「（経済気象台）内向き時代の始まり」
2016年11月10日 朝日 朝刊 37面 　「遺族、電通へ「本気で改革を」　過労死防止シンポ」
2016年11月10日 朝日 夕刊 5面 　「（一語一会）作家・活動家、雨宮処凛さん　作家・見沢知廉
2016年11月9日 日経 朝刊 5面 　「迷走する所得税改革（２）パート減税、妥協の産物」
2016年11月9日 日経 朝刊 5面 　「パート主婦減税の拡大容認 政府税調、所得税改革で」
2016年11月9日 日経 朝刊 15面 　「残業ゼロへ　働き方転換 日本電産会長兼社長ＣＥＯ」
2016年11月9日 日経 朝刊 39面 　「残業代未払いも捜査 電通巡り厚労省方針」
2016年11月9日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）賃金上昇と企業収益の悪化」
2016年11月8日 朝日 朝刊 1面 　「電通幹部ら事情聴取へ　違法な長時間労働疑い」
2016年11月8日 朝日 朝刊 2面 　「（時時刻刻）電通捜査、異例のスピード」
2016年11月8日 日経 朝刊 3面 　「長時間労働　異例の立件へ 電通、労基法違反容疑で強制捜査
2016年11月8日 日経 朝刊 4面 　「（働く力再興）実現会議議員に聞く　頑張り平等に評価」
2016年11月8日 日経 朝刊 5面 　「迷走する所得税改革（１）「夫婦控除」財務省の誤算」
2016年11月8日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）働き方改革待ったなし」
2016年11月8日 日経 朝刊 39面 　「「従来の働き方社会に認められない」　電通社長が改革強調
2016年11月8日 日経 夕刊 9面 　「バイトトラブル　国や大学が対策」
2016年11月8日 日経 夕刊 15面 　「月数十時間過少」横行か 残業時間　電通幹部ら聴取へ
2016年11月7日 朝日 朝刊 8面 　「（声）厚生年金求める地方議員に驚き」
2016年11月7日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）「見えない」女性たち　非正規・シングル・中年
2016年11月7日 朝日 朝刊 29面 　「資産運用のイロハ：７　ＥＴＦ、市場に連動の投信」
2016年11月7日 日経 朝刊 7面 　「（グローバルオピニオン）長寿化、多様な働き方迫る」
2016年11月7日 日経 朝刊 15面 　「同一労働同一賃金 待遇差、企業に説明責任も」
2016年11月7日 朝日 夕刊 1面 　「電通の長時間労働、立件へ　厚労省、本支社を強制捜査
2016年11月7日 朝日 夕刊 11面 　「電通捜査、異例の規模　全国で８８人動員　厚労省」
2016年11月7日 日経 夕刊 1面 　「厚労省、電通を強制捜査 全社で違法長時間労働か」
2016年11月7日 日経 夕刊 9面 　「配偶者控除、見直し効果薄　「130万円未満」意識強まる
2016年11月7日 日経 夕刊 9面 　「（就活のリアル）内定がまだ出ない ３月31日まで頑張ろう
2016年11月7日 日経 夕刊 13面 　「「大半の社員が残業過少申告」電通強制捜査　書類送検
2016年11月6日 朝日 朝刊 21面 　「（花まる先生　公開授業）さあ討論、パッと反論」
2016年11月6日 日経 朝刊 1面 　「パート主婦の減税拡大 「103万円超」働きやすく」
2016年11月6日 日経 朝刊 2面 　「首相、賃上げ要請へ ４年連続　働き方会議で経済界に」
2016年11月6日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）配偶者特別控除」
2016年11月6日 日経 朝刊 21面 　「投機は経済を安定させるのか？　伊藤宣広著」
2016年11月5日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）老後保障と株式市場再生」
2016年11月5日 日経 朝刊 21面 　「控除で節税(１)配偶者控除枠に拡大案 女性の就労　後押
2016年11月5日 日経 夕刊 1面 　「公認会計士も在宅勤務　大手監査法人、激務緩和し人材確保
2016年11月3日 日経 朝刊 5面 　「（Ｑ＆Ａ）「年金100年安心」課題は？」
2016年11月3日 日経 朝刊 9面 　「定年後再雇用、賃下げ「適法」　東京高裁、一審判決取り
2016年11月3日 日経 朝刊 39面 　「同じ仕事で賃金差 容認 東京高裁逆転判決、定年再雇用
2016年11月2日 朝日 朝刊 5面 　「年金抑制案、与野党攻防　新減額ルール、衆院審議入り
2016年11月2日 朝日 朝刊 5面 　「（教えて！所得税：４）税額控除方式なら低所得者に優しい
2016年11月2日 朝日 朝刊 5面 　「子育て支援企業、電通が認定返上　改革本部も立ち上げ
2016年11月2日 朝日 朝刊 15面 　「（耕論）配偶者控除の壁」
2016年11月2日 朝日 朝刊 29面 　「賃金格差、非常勤講師が提訴」
2016年11月2日 日経 朝刊 4面 　「衆院で審議入り　国民年金法改正案」
2016年11月2日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）「シン・ゴジラ」に学ぶこと」
2016年11月2日 日経 朝刊 20面 　「投資配分　ロボアドで探る」
2016年11月1日 朝日 朝刊 3面 　「「地方議員を厚生年金に」　２４道県議会、加入求める意見書
2016年11月1日 朝日 朝刊 6面 　「（波聞風問）長生きリスク　不安が生む「ぴんころ」信仰」
2016年11月1日 日経 朝刊 39面 　「10時消灯職場に戸惑い　電通過労自殺問題」
2016年11月1日 朝日 夕刊 2面 　「年金法案、衆院で可決」
2016年11月1日 日経 夕刊 5面 　「（マネー底流潮流）投信の夜明けがやってくる」
2016年10月31日 朝日 朝刊 3面 　「（子どもと貧困）困窮に疲れ、高校中退」
2016年10月31日 朝日 朝刊 10面 　「（社説）年金法案審議　政治の責任を果たせ」
2016年10月31日 朝日 朝刊 33面 　「（職場のホ・ン・ネ）残業代、勝ち取って」
2016年10月31日 朝日 朝刊 34面 　「（なるほどマネー）資産運用のイロハ：６　投信は「幕の内
2016年10月31日 日経 朝刊 1面 　「（働く力再興）改革に足りぬ視点(5)会社にしがみつく時代
2016年10月31日 日経 朝刊 3面 　「（働く力再興）改革実現会議に問う 社会造り替えの覚悟
2016年10月31日 日経 朝刊 3面 　「名目労働生産性、８年ぶり最高　女性就労増加で」



2016年10月31日 日経 朝刊 7面 　「（核心）働き方、欧州と彼我の差」
2016年10月31日 日経 朝刊 23面 　「（ニュースのトリセツ）若い世代、年金減る？」
2016年10月31日 日経 夕刊 9面 　「（就活のリアル）欧米企業も未経験者を採用」
2016年10月30日 朝日 朝刊 3面 　「「出産後も仕事継続」初の５割超　内閣府調査」
2016年10月30日 朝日 朝刊 4面 　「（憲法を考える）各党に聞く　共産　格差・過労死、意義増
2016年10月30日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）子育ての理想と現実：１　悲鳴」
2016年10月30日 日経 朝刊 1面 　「（働く力再興）改革に足りぬ視点（４）「モーレツ社員」がいてもいい
2016年10月30日 日経 朝刊 2面 　「（社説）柔軟な働き方を広げながら残業に上限を」
2016年10月30日 日経 朝刊 19面 　「（経済論壇から）働き方改革の具体策は 高齢化が促す技術革新
2016年10月29日 朝日 朝刊 3面 　「「勤め先ブラック」４人に１人　２０・３０代男性は３人に１人
2016年10月29日 朝日 朝刊 7面 　「６５歳以上の希望者、「全員働ける」７４％　厚労省集計」
2016年10月29日 朝日 朝刊 7面 　「取り消しの規定、厚労省見直しへ　電通「子育て支援」認定
2016年10月29日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！所得税：３）扶養控除、何のため？」
2016年10月29日 朝日 朝刊 11面 　「（経済気象台）人間尊重の企業をめざす」
2016年10月29日 朝日 朝刊 15面 　「（記者有論）リベラルアーツ最前線　米国の作文教育から
2016年10月29日 日経 朝刊 1面 　「（働く力再興）改革に足りぬ視点（３）聞こえぬ「雇用流動化
2016年10月29日 日経 朝刊 38面 　「「うちはブラック企業」24％ 連合総研調査」
2016年10月28日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！所得税：２）配偶者控除は専業主婦優遇？」
2016年10月28日 朝日 朝刊 9面 　「（けいざい＋　深話）電通、過労自殺再び：下　「鬼十則」
2016年10月28日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）過労死の本質」
2016年10月28日 朝日 朝刊 14面 　「（声）派遣労働者もバリバリ働かせて」
2016年10月28日 日経 朝刊 1面 　「（働く力再興）改革に足りぬ視点（２）「一億総活躍」では不十分
2016年10月28日 日経 朝刊 5面 　「逆風下の官製春闘（下） 政府、下請け配慮を要請」
2016年10月28日 日経 朝刊 12面 　「ＡＩ、雇用に影響 日経イノベーションフォーラム」
2016年10月28日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）規制改革、どう進める　「固定化＝安定」の意識見直
2016年10月27日 朝日 朝刊 4面 　「日本の総人口、初減少　１億２７０９万４７４５人　１５年国勢調査
2016年10月27日 朝日 朝刊 5面 　「年金支給割合、国会で議論に　支給水準の指標、計算方式
2016年10月27日 朝日 朝刊 7面 　「（けいざい＋　深話）電通、過労自殺再び：上　終業と退館
2016年10月27日 日経 朝刊 1面 　「75歳以上、子ども上回る 15年国勢調査確定値、総人口初
2016年10月27日 日経 朝刊 2面 　「（真相深層）グローバル化は働き方から 味の素、７時間労働制
2016年10月27日 日経 朝刊 3面 　「単身世帯、３分の１超す 国勢調査　若い男性や高齢女性
2016年10月27日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）国勢調査　人口・就業状況、実態に近く
2016年10月27日 日経 朝刊 5面 　「逆風下の官製春闘（中） 経団連「会員説得できない」」
2016年10月27日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）反グローバル化が正義なのか」
2016年10月27日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）インデックス投資に勝てるか」
2016年10月26日 朝日 朝刊 2面 　「育休期間延長、あり？　待機児童対策「最長１年半→２年
2016年10月26日 朝日 朝刊 3面 　「超富裕層の税逃れ監視、全国展開　国税庁」
2016年10月26日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！所得税：１）様々な控除分、引いて課税」
2016年10月26日 朝日 朝刊 7面 　「電通過労自殺「反省・教訓を」　遺族側代理人が訴え　厚労省協議会
2016年10月26日 朝日 朝刊 9面 　「発想勝負…だから週休３日制　ヤフー検討「業績・給料そのまま
2016年10月26日 朝日 朝刊 15面 　「（ピケティコラム＠ルモンド）フランスの経済停滞　財政赤字削減
2016年10月26日 日経 朝刊 1面 　「（働く力再興）改革に足りぬ視点（１）「同一労働同一賃金
2016年10月26日 日経 朝刊 5面 　「逆風下の官製春闘（上） 「２％ありき」引けぬ連合」
2016年10月26日 日経 朝刊 5面 　「基礎控除上げ、政府税調が一致 給与所得控除は縮小へ
2016年10月26日 日経 朝刊 5面 　「男女平等、日本は過去最低の111位 16年版世界ランキング
2016年10月26日 日経 朝刊 11面 　「日立　ＩｏＴ、人の動き分析 ＩＣタグ・カメラ駆使　最適な作業方法探
2016年10月26日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）スチュワードシップ・コードへの期待」
2016年10月26日 日経 朝刊 18面 　「（マネー研究所セレクション）給与を時給換算してみよう　
2016年10月26日 日経 朝刊 19面 　「米の個人資産運用に学ぶ　低コスト投信を積極的に」
2016年10月26日 日経 朝刊 34面 　「過労で心の病、30代が３割 労災認定、若者目立つ」
2016年10月26日 日経 朝刊 34面 　「３年内離職、大卒の３割　厚労省調べ 不本意な就職なお
2016年10月25日 日経 朝刊 6面 　「（The Economist）長期停滞と技術革新の未来」
2016年10月25日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）「バカの壁」を作るな」
2016年10月25日 日経 夕刊 3面 　「オバマケア保険料、平均25％上げ 米39州、加入増で給付増加
2016年10月25日 日経 夕刊 14面 　「過労死「行政にも問題」 電通自殺で遺族側」
2016年10月24日 朝日 朝刊 34面 　「（なるほどマネー）資産運用のイロハ：５　株式投資、余裕資金
2016年10月24日 日経 朝刊 2面 　「（社説）孫の世代を考えた年金改革が必要だ」
2016年10月23日 朝日 朝刊 1面 　「社員の副業、拡大へ指針　企業の意識改革促す　政府策定
2016年10月23日 日経 朝刊 7面 　「日本ガイシ、定年65歳に ベテラン働きやすく」
2016年10月22日 朝日 朝刊 1面 　「年金　支給割合高くなる計算法　欧米と異なる方式＝訂正
2016年10月22日 朝日 朝刊 5面 　「無年金対策法案、成立へ」



2016年10月22日 日経 朝刊 5面 　「10年納付で年金、成立へ 法改正案が審議入り」
2016年10月22日 日経 朝刊 29面 　「配偶者控除、働く女性「廃止を」８割 日経ウーマノミクス・
2016年10月22日 日経 夕刊 5面 　「子供の「なぜ」と格闘　無着成恭さんに聞く 質問しない国
2016年10月21日 朝日 朝刊 7面 　「「ベア２％程度」連合決定　経済停滞でも維持　春闘要求
2016年10月21日 日経 朝刊 2面 　「（社説）賃金増へ広げたい労組の役割」
2016年10月21日 日経 朝刊 5面 　「企業年金、安全志向強く リスク抑えた商品人気」
2016年10月21日 日経 朝刊 43面 　「 電通13年にも過労死 病死の男性、労基署が認定」
2016年10月21日 朝日 夕刊 2面 　「技能実習の適正化法案、可決　受け入れ先の監督強化
2016年10月21日 日経 夕刊 2面 　「個人型普及へ「裏方」で奔走 確定拠出年金　現役世代ほぼ
2016年10月20日 朝日 朝刊 30面 　「電通へ是正勧告　社員自殺前の１４～１５年　労基法違反
2016年10月20日 日経 朝刊 3面 　「バイト時給1000円時代 ９月、人手不足で初の大台」
2016年10月20日 日経 朝刊 5面 　「未完のハケン改革　改正派遣法施行１年(下) 手探りのキャリア
2016年10月20日 日経 朝刊 5面 　「兼業や副業促進、経産省が研究会 大規模調査を実施」
2016年10月20日 日経 朝刊 9面 　「（ニュース複眼）働き方改革、生産性高めるには」
2016年10月20日 日経 朝刊 14面 　「在宅勤務、全社員可能に ユニ・チャーム 来年１月から」
2016年10月20日 日経 朝刊 39面 　「電通関西支社にも是正勧告 労基署が14年、労働時間で
2016年10月19日 朝日 朝刊 1面 　「１９～２２歳の扶養控除、縮小　給付型奨学金の財源　財務省検討
2016年10月19日 朝日 朝刊 3面 　「配偶者の相続優遇案修正へ　結婚２０～３０年で引き上
2016年10月19日 朝日 朝刊 4面 　「「年金、再試算を」　減る額、過小と指摘　民進・社民」
2016年10月19日 朝日 朝刊 9面 　「電通子会社も調査　長時間労働解明へ　労働局」
2016年10月19日 日経 朝刊 5面 　「未完のハケン改革　改正派遣法施行１年（上） 「３年制限
2016年10月19日 日経 朝刊 5面 　「年金、見るのは今か未来か 新ルール、与野党対立　痛
2016年10月19日 日経 朝刊 20面 　「個人型ＤＣ　受給に一工夫 控除枠超すと課税／分割方式有効
2016年10月19日 日経 朝刊 39面 　「電通に昨年是正勧告 長時間労働で労基署　過労自殺前
2016年10月18日 朝日 朝刊 29面 　「年金受給試算、３％減　改革法案、直近１０年に適用の場合
2016年10月18日 日経 朝刊 4面 　「年金、新ルール適用なら３％減の試算 現役世代７％増」
2016年10月18日 日経 朝刊 15面 　「（一目均衡）危うい英国の企業統治改革 欧州総局 黄田和宏
2016年10月18日 日経 朝刊 16面 　「（スクランブル）アクティブ投資に光明」
2016年10月18日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）世界の投資運用の新潮流」
2016年10月18日 日経 朝刊 26面 　「（私見卓見）「ワークライフセルフ」こそ重要」
2016年10月18日 朝日 夕刊 10面 　「電通子会社にも労働局立ち入り　過労自殺問題」
2016年10月18日 日経 夕刊 13面 　「電通５子会社も立ち入り調査 社員過労自殺、札幌や福岡
2016年10月17日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）われら中小企業　配偶者控除の存続」
2016年10月17日 朝日 朝刊 29面 　「（なるほどマネー）資産運用のイロハ：４　外貨預金、円安見込
2016年10月17日 日経 朝刊 2面 　「（社説）政府は継続的な賃上げの基盤づくりを」
2016年10月17日 日経 朝刊 3面 　「（エコノフォーカス）転職しやすさ、賃上げを刺激」
2016年10月17日 日経 朝刊 3面 　「企業年金、マイナス金利「評価せず」５割」
2016年10月17日 日経 朝刊 7面 　「（核心）旗色悪いグローバル化」
2016年10月17日 日経 朝刊 18面 　「（エコノミックトレンド）デフレ期待は「将来不安」」
2016年10月17日 日経 夕刊 1面 　「氷河期世代を正社員に 厚労省、非正規転換に助成金」
2016年10月17日 日経 夕刊 9面 　「正社員、５年でなれる!?　契約社員やパート、心の準備を
2016年10月17日 日経 夕刊 9面 　「（就活のリアル）欧米の「新卒採用」は？　超難関校卒の
2016年10月16日 朝日 朝刊 30面 　「（ひらけ！進路・新路・針路）リスクを計算する　数学生かし
2016年10月16日 朝日 朝刊 38面 　「比実習生、過労死認められた　時間外月７８～１２２時間
2016年10月16日 日経 朝刊 3面 　「（けいざい解読）社会保険、適用対象広がる 非正規の年金
2016年10月16日 日経 朝刊 10面 　「（中外時評）育休延長、ちょっと待った　女性の活躍に水差
2016年10月15日 朝日 朝刊 1面 　「労働局、電通の立件視野　過労自殺受け立ち入り調査」
2016年10月15日 朝日 朝刊 2面 　「（時時刻刻）長時間労働、常態化か　電通に労働局立ち
2016年10月15日 朝日 朝刊 7面 　「税制議論、選挙控え低調　政府税調、配偶者控除問題避
2016年10月15日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）もっと労組はモノ申せ」
2016年10月15日 朝日 朝刊 37面 　「ブラック企業、どう見極め？　就活臨む学生、自衛策を工夫
2016年10月15日 日経 朝刊 39面 　「電通、長時間労働常態化か　新入社員過労自殺」
2016年10月15日 日経 夕刊 9面 　「過労死「教訓生かして」　電通社員自殺、議論呼ぶ」
2016年10月15日 日経 夕刊 9面 　「職場でパワハラ「うつ病患った」 千葉の団体職員提訴」
2016年10月15日 日経 夕刊 9面 　「衆院東京10区補選　年金・町づくりで舌戦」
2016年10月14日 朝日 朝刊 5面 　「働き方、多様な声　１２人が首相と意見交換会」
2016年10月14日 朝日 朝刊 7面 　「（けいざい＋　深話）非正規はいま：下　介護職、持病抱え
2016年10月14日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）配偶者控除　小手先の制度いじりか」
2016年10月14日 朝日 朝刊 37面 　「（ニュースＱ３）「残業ゼロ、午後８時に退庁」　東京都の挑戦
2016年10月14日 日経 朝刊 5面 　「（働く力再興）自由な働き方、成長の礎」
2016年10月14日 日経 朝刊 5面 　「解雇規制を緩和 自民・小泉小委が改革案」



2016年10月14日 日経 朝刊 27面 　「（経済教室）日本企業のリスクテイク　年金債務が足かせ
2016年10月14日 朝日 夕刊 1面 　「電通に労働局立ち入り　長時間労働、常態化疑い」
2016年10月14日 日経 夕刊 1面 　「電通に立ち入り調査　労働局 新入社員の過労自殺で」
2016年10月13日 朝日 朝刊 4面 　「年金抑制案、民進が追及　「試算出すべき」「抜本改革を
2016年10月13日 朝日 朝刊 9面 　「（けいざい＋　深話）非正規はいま：中　６４歳、でも働かないと
2016年10月13日 朝日 朝刊 16面 　「（声）配偶者控除より少子高齢化対策」
2016年10月13日 日経 朝刊 4面 　「年金抑制 是か非か　衆院予算委」
2016年10月13日 日経 朝刊 4面 　「雇用保険料の負担軽減を 諮問会議の民間議員」
2016年10月13日 日経 朝刊 5面 　「解雇の金銭解決、厚労省の論点案あいまい」
2016年10月13日 日経 朝刊 27面 　「（経済教室）配偶者控除見直し残る論点(下)所得要件廃
2016年10月13日 日経 朝刊 38面 　「「残業で過労死　情けない」武蔵野大教授が投稿謝罪」
2016年10月13日 朝日 夕刊 1面 　「国会パネル、水面下の攻防」
2016年10月13日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）真の働き方改革とは」
2016年10月12日 朝日 朝刊 1面 　「配偶者控除、存続へ　対象年収引き上げ案　財務省」
2016年10月12日 朝日 朝刊 6面 　「配偶者控除、苦肉の妥協案　「１０３万円の壁」引き上げ
2016年10月12日 朝日 朝刊 6面 　「「派遣先でパワハラ受け、雇い止め」　リクルート系元社員
2016年10月12日 朝日 朝刊 9面 　「（けいざい＋　深話）非正規はいま：上　正社員との待遇差
2016年10月12日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）過労自殺根絶　企業も国も問われる」
2016年10月12日 朝日 朝刊 38面 　「「残業１００時間で過労死、情けない」大学教授が投稿」
2016年10月12日 日経 朝刊 1面 　「（日本国債）見えざる手を冒す（５）「財務省を信じない」首相
2016年10月12日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）配偶者控除見直し　残る論点(上)税負担の損得論
2016年10月12日 日経 夕刊 3面 　「年金機構などサイバー監視 政府、９法人を追加」
2016年10月12日 日経 夕刊 14面 　「「障害理由に不当解雇」 男性、習志野市を提訴」
2016年10月11日 日経 夕刊 2面 　「最低生活保障　欧州で社会実験へ」
2016年10月11日 日経 夕刊 5面 　「（マネー底流潮流）個人型ＤＣ、割安投信続々」
2016年10月10日 朝日 朝刊 33面 　「（なるほどマネー）資産運用のイロハ：３　個人向け国債、
2016年10月10日 日経 朝刊 1面 　「（日本国債）見えざる手を冒す（４）ギリシャは他人事でない
2016年10月10日 日経 朝刊 3面 　「（日本国債）投資戦略を聞く　代替市場なく試練の時代に
2016年10月9日 日経 朝刊 1面 　「（日本国債）見えざる手を冒す（３） 「年金クジラ」主食奪われ
2016年10月9日 日経 朝刊 1面 　「若者・女性の職業訓練、国が重点支援 正社員化後押し
2016年10月9日 日経 朝刊 2面 　「（社説）成長促す労働改革をドイツに学びたい」
2016年10月9日 日経 朝刊 3面 　「（働く力再興）労使トップに聞く」
2016年10月9日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）職業訓練　キャリアアップを後押し」
2016年10月9日 日経 朝刊 7面 　「（日本国債）小林慶一郎氏・御厨貴氏が語る」
2016年10月8日 朝日 朝刊 1面 　「電通社員の自殺、労災認定　過労死、再発防げず」
2016年10月8日 朝日 朝刊 7面 　「過労死の実態、初の白書に　残業８０時間超２２％／防止
2016年10月8日 朝日 朝刊 7面 　「日雇い派遣禁止「見直しを」　経団連が規制改革要望案
2016年10月8日 朝日 朝刊 33面 　「生活保護受給の母子家庭、母親の２５％が心身に疾患　
2016年10月8日 朝日 朝刊 34面 　「時間外労働、月１００時間超す　社内飲み会後も「反省会
2016年10月8日 日経 朝刊 5面 　「手数料にメス 「対価」の実態(下) 動く海外当局、悩める金融庁
2016年10月8日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）ＧＤＰとＧＮＩ」
2016年10月8日 日経 朝刊 21面 　「（解決！お金ゼミ）外貨投資を知る(３)投信購入でリスク分散
2016年10月8日 日経 朝刊 38面 　「電通社員の自殺は労災 残業急増の新人女性認定」
2016年10月7日 朝日 朝刊 5面 　「年収制限の引き上げ優先　配偶者控除巡り自民政調会長
2016年10月7日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）社会保障論戦　負担の議論も一体で」
2016年10月7日 日経 朝刊 1面 　「（日本国債）見えざる手を冒す（２）マイナス金利拡大の恐怖
2016年10月7日 日経 朝刊 1面 　「配偶者控除、存続し要件拡大　世帯主の年収で制限案」
2016年10月7日 日経 朝刊 3面 　「夫婦控除　解散風に散る」
2016年10月7日 日経 朝刊 5面 　「手数料にメス　「対価」の実態(中) ＡＴＭひっそり消える優遇策
2016年10月7日 日経 朝刊 5面 　「（日本国債）投資戦略を聞く　デフレ脱却、行方を注視」
2016年10月7日 日経 朝刊 15面 　「企業年金、運用に苦戦 上期利回りマイナス0.4％」
2016年10月7日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）同一労働同一賃金の論点(下)オランダ、労使合意
2016年10月7日 日経 夕刊 1面 　「残業80時間超、５社に１社 厚労省、初の過労死白書」
2016年10月7日 日経 夕刊 2面 　「規制改革会議、カギ握る５人　「岩盤」切り込めるか」
2016年10月6日 日経 朝刊 1面 　「（日本国債）見えざる手を冒す（１）「量から金利へ」新手法
2016年10月6日 日経 朝刊 5面 　「手数料にメス　「対価」の実態（上）上乗せ欲しさ ゆがむ保険販売
2016年10月6日 日経 朝刊 5面 　「（日本国債）投資戦略を聞く　超長期債、利回り１％必要
2016年10月6日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）賃上げはデフレ脱却の切り札」
2016年10月6日 日経 朝刊 31面 　「（経済教室）同一労働同一賃金の論点(中)「熟練」形成との
2016年10月6日 朝日 夕刊 1面 　「出欠勤自由・好きな作業担当　大阪の会社、パートに導入
2016年10月6日 日経 夕刊 1面 　「配偶者控除の廃止見送り　政府・与党方針」



2016年10月5日 朝日 朝刊 3面 　「ＡＩは仕事奪う？　識者ら議論　朝日地球会議、閉幕」
2016年10月5日 朝日 朝刊 4面 　「首相、「厚労相を呼んで」連発し反論　社会保障問題の質問
2016年10月5日 朝日 朝刊 7面 　「配偶者控除見直し、誤算　財務省案、与党から逆風」
2016年10月5日 日経 朝刊 3面 　「夫婦控除で綱引き　専業主婦世帯の負担増」
2016年10月5日 日経 朝刊 5面 　「公的年金が運用益　７～９月 民間試算、株高で３期ぶり
2016年10月5日 日経 朝刊 9面 　「（タイ・バンコクポスト）東南アの熟練労働者不足」
2016年10月5日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）構造政策の柱は社会保障」
2016年10月5日 日経 朝刊 21面 　「配偶者を巡る制度（３）「配偶者控除」を見直し」
2016年10月5日 日経 朝刊 26面 　「（経済教室）同一労働同一賃金の論点（上）「均等待遇」確保
2016年10月5日 日経 夕刊 14面 　「極度の貧困の子3.8億人　ユニセフ推計、比率は大人の
2016年10月4日 朝日 朝刊 4面 　「新たな年金抑制、論戦　物価上昇でも賃金下がれば減額案
2016年10月4日 朝日 朝刊 6面 　「夫婦控除、先送り強まる　都議選控え与党に慎重論」
2016年10月4日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）まだはもうなり」
2016年10月4日 日経 朝刊 5面 　「社会保険料 徴収基準引き下げ　迫る「106万円」の壁」
2016年10月4日 日経 朝刊 5面 　「配偶者控除廃止、「子育て支援の財源に」 同友会が提言
2016年10月4日 朝日 夕刊 1面 　「「高齢者＝７０歳以上」４割」
2016年10月4日 日経 夕刊 1面 　「個人型拠出年金　サービス、現役世代に照準」
2016年10月4日 日経 夕刊 3面 　「65歳超で就労希望65％ 厚労白書、雇用の確保訴え」
2016年10月4日 日経 夕刊 9面 　「働く主婦　壁は消えるか(下)いっそ年収増　企業も期待」
2016年10月3日 朝日 朝刊 9面 　「（コラムニストの眼）労働者の人生　働いて誇り、老いて孤立
2016年10月3日 朝日 朝刊 23面 　「最低賃金、格差是正の視点を　今月から引き上げ、専門家
2016年10月3日 朝日 朝刊 30面 　「（なるほどマネー）資産運用のイロハ：２　定期預金、銀行選
2016年10月3日 日経 朝刊 5面 　「ヤフー、新卒の一括採用廃止 30歳未満は通年採用」
2016年10月3日 日経 朝刊 16面 　「（私見卓見）労働市場に「脱デフレ」の兆候」
2016年10月3日 日経 夕刊 9面 　「働く主婦　壁は消えるか（上）　「106万円」損得見極め」
2016年10月2日 日経 朝刊 3面 　「（けいざい解読）相次ぐ兼業解禁論 多様な働き方進むか
2016年10月2日 日経 朝刊 5面 　「（新産業創世記）生産性、先進国で最低 社会保障も焦点
2016年10月2日 日経 朝刊 30面 　「（世界の鼓動）「カイシャ論」中国で人気」
2016年10月1日 朝日 朝刊 1面 　「厚生年金、パートら拡大　１０月から暮らしこう変わる」
2016年10月1日 朝日 朝刊 3面 　「厚生年金、きょうから対象拡大　パートに「１０６万円の壁
2016年10月1日 朝日 朝刊 3面 　「（いちからわかる！）パートの厚生年金、加入しやすくなるの
2016年10月1日 朝日 朝刊 7面 　「終身雇用「希望」６割、だけど「可能」３割　労働経済白書
2016年10月1日 朝日 朝刊 8面 　「（けいざい＋）隠れた貧困層：４　保護基準引き下げ、影響広
2016年10月1日 朝日 朝刊 9面 　「（てくの生活入門）「ねんきんネット」を活用しよう　見通しを
2016年10月1日 日経 朝刊 2面 　「社会保険の適用拡大　流通、パート確保策急ぐ」
2016年10月1日 日経 朝刊 2面 　「10月からこう変わる 10月から暮らしや働き方を変える新
2016年10月1日 日経 朝刊 4面 　「税制改正 百家争鳴」
2016年10月1日 日経 朝刊 4面 　「首相「賃上げ拡大期待」 経財諮問会議　経済界には警戒感
2016年10月1日 日経 夕刊 1面 　「（品田英雄のためになるエンタメ）女が書く男の定年」
2016年9月30日 朝日 朝刊 6面 　「（けいざい＋）隠れた貧困層：３　生活保護受給者、強まる
2016年9月30日 日経 朝刊 4面 　「働き方改革、耳障りなこと隠すな 日本総研調査部長　山田久氏
2016年9月30日 日経 朝刊 5面 　「税額控除で所得再分配」
2016年9月30日 日経 朝刊 17面 　「取締役選任反対10.5％に上昇 ２年連続 運用会社、監視強
2016年9月29日 朝日 朝刊 8面 　「（けいざい＋）隠れた貧困層：２　家賃支払い惜しく、車上生活
2016年9月29日 朝日 朝刊 12面 　「行きづまるグローバル化　エマニュエル・トッド氏に聞く」
2016年9月29日 朝日 朝刊 33面 　「障害年金支給、地域差なくせるか　厚労省のガイドライン
2016年9月29日 日経 朝刊 4面 　「「賃上げで物価２％」　諮問会議の民間議員 転職後押し
2016年9月29日 日経 朝刊 4面 　「民間給与、３年連続増　平均420万円 15年、国税庁調べ
2016年9月29日 日経 朝刊 29面 　「ＧＤＰ統計の基準改定と課題（６）国内生産の把握、精度改善
2016年9月29日 日経 朝刊 42面 　「再雇用で別の業務は違法 名古屋高裁、トヨタに賠償命令
2016年9月29日 日経 夕刊 4面 　「（ウォール街ラウンドアップ）ヘッジファンド苦戦　「黒船」も
2016年9月29日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）納得できる税制度の構築」
2016年9月28日 朝日 朝刊 3面 　「働き方改革、同床異夢　実現会議が初会合、年度内に計画策定
2016年9月28日 朝日 朝刊 5面 　「ＧＰＩＦ、理事長報酬３１３０万円　昨年倍増、でも運用損５
2016年9月28日 朝日 朝刊 7面 　「リストラ指南規制後、解雇　音楽大手相手取り労働審判
2016年9月28日 朝日 朝刊 7面 　「（けいざい＋）隠れた貧困層：１　低年金、届かぬ生活保護
2016年9月28日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）働き方改革　実効性が問われる」
2016年9月28日 日経 朝刊 1面 　「（市場の力学）挑む機関投資家（４）お金の「出し手」もモノ
2016年9月28日 日経 朝刊 1面 　「働き方改革、９項目で　実現会議始動 外国人受け入れ 
2016年9月28日 日経 朝刊 3面 　「労働条件の改善優先　働き方改革 生産性置き去り」
2016年9月28日 日経 朝刊 4面 　「外国人労働者の受け入れ増　異論に配慮し慎重に議論



2016年9月28日 日経 朝刊 23面 　「配偶者を巡る制度（２）手当廃止の動き 国が先行、民間
2016年9月28日 日経 朝刊 32面 　「ＧＤＰ統計の基準改定と課題(5)「資本サービス」の概念を
2016年9月27日 朝日 朝刊 16面 　「「配偶者控除は悪」の主張は詭弁」
2016年9月27日 日経 朝刊 1面 　「外国人労働者受け入れ　介護や建設、政府検討」
2016年9月27日 日経 朝刊 1面 　「（市場の力学）挑む機関投資家（３）ＡＩにはできない運用
2016年9月27日 日経 朝刊 2面 　「（真相深層）米法人税改革論が再燃」
2016年9月27日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）外国人労働者　技能実習と専門職の２種類
2016年9月27日 日経 朝刊 5面 　「単純労働、人手確保に道　外国人受け入れ」
2016年9月27日 日経 朝刊 5面 　「年金受給資格、10年に短縮 法改正案を閣議決定」
2016年9月27日 日経 朝刊 5面 　「経団連会長、残業時間に上限「業種の限定を」」
2016年9月27日 日経 朝刊 28面 　「ＧＤＰ統計の基準改定と課題(4)労働分配率の測定精度向上
2016年9月26日 朝日 朝刊 28面 　「資産運用のイロハ：１　「分散投資」でリスク抑えて」
2016年9月26日 日経 朝刊 1面 　「（本社世論調査）配偶者控除廃止「賛成」53％」
2016年9月26日 日経 朝刊 7面 　「（グローバルオピニオン）米格差対策、負の所得税で」
2016年9月26日 日経 朝刊 23面 　「ＧＤＰ統計の基準改定と課題（３）防衛装備品、「消費」から
2016年9月26日 日経 夕刊 11面 　「（就活のリアル）欧州、幼少期から学力で選別　進学できるか
2016年9月25日 日経 朝刊 19面 　「（経済論壇から）ＧＤＰの「誤差」巡り議論 日本財政の持続性
2016年9月24日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）生産性向上に力を」
2016年9月24日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）統計大論争（４）「２人で十分」」
2016年9月24日 日経 朝刊 4面 　「塩崎厚労相「不本意残業を根絶」 36協定見直しも強調」
2016年9月24日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）スマートな縮減を目指せ」
2016年9月24日 日経 朝刊 33面 　「（女性）ダイバーシティ、俺が旗振る」
2016年9月23日 日経 朝刊 15面 　「個人型ＤＣ、掛け金は非課税　「現役」ほぼ対象 老後の
2016年9月23日 日経 朝刊 19面 　「（経済教室）高齢者雇用推進の課題(下)企業に過度の負担避
2016年9月23日 日経 朝刊 19面 　「ＧＤＰ統計の基準改定と課題(2)Ｒ＆Ｄ支出を資本扱いに
2016年9月23日 朝日 夕刊 2面 　「生活保護受給男性、メタボ・喫煙率高い　安く高カロリー
2016年9月22日 朝日 朝刊 11面 　「（経済気象台）通年採用へ踏み切れ」
2016年9月22日 朝日 朝刊 14面 　「（声）外国人労働者受け入れの前に」
2016年9月22日 朝日 朝刊 14面 　「（声）配偶者控除縮小で男女共倒れも」
2016年9月22日 朝日 朝刊 14面 　「（声）パートのつらさ理解してますか」
2016年9月22日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）統計大論争３　オレたち統計族」
2016年9月22日 日経 朝刊 8面 　「（2016大統領選）政策点検（中）　経済格差、どう打開」
2016年9月22日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）高齢者雇用推進の課題(上)企業内キャリア継続
2016年9月22日 日経 朝刊 29面 　「（私見卓見）女性活躍、能力主義で実現」
2016年9月22日 日経 朝刊 29面 　「ＧＤＰ統計の基準改定と課題(1)国連が勧告、日本は12月
2016年9月21日 日経 朝刊 2面 　「（社説）多面的な政策で正したい長時間労働」
2016年9月21日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）統計大論争（２）３日で３万店調べるも…」
2016年9月21日 日経 朝刊 11面 　「日立、働き方改革に商機 テレワーク支援新組織」
2016年9月21日 日経 朝刊 21面 　「配偶者を巡る制度（１）社会保険対象広がる　 年収増狙
2016年9月20日 日経 朝刊 1面 　「年金　強制徴収を拡大 　所得300万円以上に　納付率上
2016年9月20日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）統計大論争（１）ＧＤＰ信用できない」
2016年9月20日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）国民年金保険料の納付率 非正規増加
2016年9月20日 日経 朝刊 5面 　「（働く力再興）働き方改革　世界も苦闘」 
2016年9月20日 日経 夕刊 9面 　「「老老接客」同世代が支持　働く高齢者、経験が裏打ち」
2016年9月19日 朝日 朝刊 34面 　「議員年金廃止「老後が心配に」　富山・政活費不正問題
2016年9月19日 日経 朝刊 2面 　「女性の３割が65歳以上 高齢者人口、最多を更新 総務省推計
2016年9月19日 日経 朝刊 5面 　「リクルート、基幹業務に時短社員 成果など反映し昇給も
2016年9月19日 日経 朝刊 11面 　「個人型確定拠出年金の手数料半額に　損保ジャパン」
2016年9月19日 日経 朝刊 18面 　「（経済教室）人的投資、官民挙げ強化を 研究開発予算の
2016年9月19日 日経 朝刊 18面 　「（私見卓見）ピケティと代表制民主主義」
2016年9月19日 日経 朝刊 21面 　「日中韓、若者の幸せは？ ３カ国の学生、本音語る」
2016年9月18日 朝日 朝刊 8面 　「（声）パートの低賃金を改善して」
2016年9月18日 朝日 朝刊 14面 　「（ビジネス）『武器としての人口減社会　国際比較統計でわかる
2016年9月18日 日経 朝刊 1面 　「トヨタ、工場に「夜のみ」勤務 新制度を検討」
2016年9月18日 日経 朝刊 2面 　「（社説）働き方と税・社会保障の一体改革を」
2016年9月18日 日経 朝刊 11面 　「（FINANCIAL TIMES）資本主義に機能不全の危機」
2016年9月17日 朝日 朝刊 3面 　「労使対立、高いハードル　働き方改革、実現会議メンバー
2016年9月17日 朝日 朝刊 b1面 　「（フロントランナー）ＮＰＯ法人ほっとプラス代表理事・藤田孝典
2016年9月17日 日経 朝刊 1面 　「所得税、数年かけ改革 配偶者控除や基礎控除見直し」
2016年9月17日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）控除制度　一定額差し引き税負担軽減
2016年9月17日 日経 朝刊 5面 　「所得税、抜本改革には壁 部分実施の可能性も」



2016年9月17日 日経 朝刊 31面 　「（女性）ファンドマネジャー　狭き門、私が開ける」
2016年9月16日 日経 朝刊 1面 　「（社長100人アンケート）企業、働き方改革の軸に裁量労働
2016年9月16日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）長時間労働の是正　家事や育児と両立
2016年9月16日 日経 朝刊 5面 　「（税制こう変えよう）（下）法人税、課税ベース広く」
2016年9月16日 日経 朝刊 6面 　「米、最低賃金引き上げ拡大 格差是正　クリントン氏も公約
2016年9月16日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）ＧＰＩＦの運用への期待」
2016年9月15日 朝日 朝刊 4面 　「「夫婦控除に所得制限も」　自民政調会長、検討を表明」
2016年9月15日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）南アジアは停電の時代」
2016年9月15日 日経 朝刊 1面 　「夫婦控除、18年１月にも　政府・自民検討」
2016年9月15日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）税額控除　減税額、誰でも同じ」
2016年9月15日 日経 朝刊 4面 　「自民政調会長　働き方改革、５本柱で 残業上限、罰則も
2016年9月15日 日経 朝刊 4面 　「年金「支給年齢上げを」 社保改革　自民小委が議論再開
2016年9月15日 日経 朝刊 5面 　「（税制こう変えよう）（中）若年層、税額控除で活力」
2016年9月15日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）パートの厚生年金加入、課題は　労働時間・
2016年9月14日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）世界に遅れる女性登用」
2016年9月14日 朝日 朝刊 37面 　「（ニュースＱ３）ＮＨＫ報道めぐり「貧困たたき」、なぜ起きた
2016年9月14日 日経 朝刊 21面 　「年金遅らせ　長生きして得 　「トンチン年金」受取額多く」
2016年9月13日 朝日 朝刊 12面 　「（ＷＥＢＲＯＮＺＡ）超高齢化社会をハーバードで考える」
2016年9月13日 日経 朝刊 42面 　「労災受給者の解雇可能 東京高裁　元専大職員の訴え退
2016年9月13日 朝日 夕刊 1面 　「１００歳以上、６万５６９２人　４６年連続更新」
2016年9月13日 日経 夕刊 14面 　「100歳以上が初の６万人超　45年連続増、女性87％」
2016年9月11日 朝日 朝刊 3面 　「（日曜に想う）暗闇になくした鍵をさがせ　編集委員・大野博人
2016年9月10日 朝日 朝刊 3面 　「「残業青天井」に歯止め　「３６協定」の抜け穴、見直し議論開始
2016年9月10日 朝日 朝刊 5面 　「首相、配偶者控除見直し指示　政府税調に」
2016年9月10日 朝日 朝刊 6面 　「（けいざい＋）日本株曲がり角：下　公的マネー、ゆがむ市場
2016年9月10日 日経 朝刊 3面 　「夫婦共働きも税軽減 政府税調　配偶者控除見直し検討
2016年9月10日 日経 朝刊 5面 　「残業上限規制へ実態把握を優先 厚労省会議が初会合
2016年9月10日 日経 朝刊 15面 　「企業年金の８割、株比率低下 ６割で債券の比率上昇」
2016年9月10日 日経 朝刊 16面 　「（スクランブル）アクティブの生きる道 銘柄厳選で「脱・平均
2016年9月10日 日経 朝刊 33面 　「（男・女ギャップを斬る）収入も時間も確保　働き方の裁量性高
2016年9月9日 朝日 朝刊 7面 　「税制改正、本格議論へ　配偶者控除・ビール系飲料など
2016年9月9日 日経 朝刊 4面 　「公的年金、積立金203兆円 14年度、８年ぶり高水準」
2016年9月9日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）財政・金融政策の行方(下)破綻回避、魔法のつえなし
2016年9月9日 日経 朝刊 39面 　「生活保護費157万円不正 神奈川・藤沢　匿名の投書で発見
2016年9月9日 日経 夕刊 3面 　「首相、配偶者控除の見直し指示　政府税調で」
2016年9月7日 日経 朝刊 4面 　「一億総活躍関連集まる　来年度の概算要求101兆円」
2016年9月7日 日経 朝刊 4面 　「働き方改革相「65歳超の雇用環境整備」 同一賃金、企業
2016年9月7日 日経 朝刊 5面 　「非正規の年金加入 後押し 厚労省「130万円の壁」で対応策
2016年9月7日 日経 朝刊 20面 　「年金・退職金を支えに　シニアは起業家の「卵」」
2016年9月7日 日経 朝刊 20面 　「（お金の言葉）付加年金」
2016年9月7日 日経 朝刊 21面 　「ＥＴＦ最前線（３）「スマートベータ」型　 市場平均上回る成績
2016年9月7日 日経 朝刊 35面 　「都内の65歳以上、300万人を突破 都推計、前年比1.6％
2016年9月6日 朝日 朝刊 15面 　「（インタビュー）格差が深める米の分断」
2016年9月6日 日経 朝刊 5面 　「雇用保険改革で温度差　保険料下げなど議論始動」
2016年9月6日 日経 朝刊 5面 　「国際会計基準の採用125社に増加　金融庁、８月末時点
2016年9月6日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）成長戦略の柱は働き方改革」
2016年9月6日 日経 夕刊 5面 　「ＥＳＧ投資の基本（１） 企業価値向上へ関心高まる」
2016年9月5日 朝日 朝刊 10面 　「（声）最低賃金、せめて千円以上に」
2016年9月5日 朝日 朝刊 30面 　「変わるインターンシップ　長い期間／高い専門性／高い
2016年9月5日 日経 朝刊 1面 　「失業手当、自発的離職も給付厚く 日数増で転職後押し　
2016年9月5日 日経 朝刊 2面 　「（社説）政府は労働改革全体の見取り図を示せ」
2016年9月5日 日経 朝刊 3面 　「働く女性、欧州で５割超　労働時間短い国ほど多く 内閣府分析
2016年9月5日 日経 朝刊 7面 　「（核心）新興国減速、増える若年失業」
2016年9月5日 日経 朝刊 17面 　「（労務管理アップデート）（２）在宅勤務 中間管理職の実践
2016年9月5日 日経 朝刊 19面 　「（経済教室）ヘリコプターマネー機能するか　効果は一時的
2016年9月4日 日経 朝刊 1面 　「（働く力再興）安住の根を絶つ（５）「改革は推進」労使に打算
2016年9月4日 日経 朝刊 3面 　「（働く力再興）雇用改革は一進一退 流動化にルール必要
2016年9月3日 日経 朝刊 1面 　「（働く力再興）安住の根を絶つ(4)　女性・シニア「補欠」じゃない
2016年9月3日 日経 朝刊 4面 　「働き方改革　官邸前面 労使トップ参加、年度内に具体策
2016年9月3日 日経 朝刊 5面 　「労働分配率66.1％ 低水準に 昨年度、内部留保は最高」
2016年9月3日 日経 朝刊 33面 　「待機児童、１都３県で半数」



2016年9月3日 朝日 夕刊 11面 　「過労自殺、株主代表訴訟へ　元行員の妻、役員責任問う
2016年9月2日 朝日 朝刊 4面 　「「働き方改革」推進室を設置　年度内にも実行計画」
2016年9月2日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）公務員も「業績」連動給与に」
2016年9月2日 日経 朝刊 1面 　「（働く力再興）安住の根を絶つ（３）自由な職場とＡＩを武器
2016年9月2日 日経 朝刊 2面 　「（真相深層）パート時給、秋に急上昇 社会保険の適用拡大
2016年9月2日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）人材育成の指針」
2016年9月2日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）注目集めるＧＤＰ統計　低成長、観測誤差の
2016年9月2日 日経 朝刊 29面 　「（やさしい経済学）経済成長と所得分配（４）長期の成長、
2016年9月2日 日経 夕刊 5面 　「スマートベータを知ろう（８） 運用成績、長期投資ほど有利
2016年9月1日 朝日 朝刊 3面 　「年金未払い対応、過去最多３１億円　昨年度、事務処理
2016年9月1日 日経 朝刊 1面 　「（働く力再興）安住の根を絶つ（２）成長めざし人材大移動
2016年9月1日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）落ち着こう！ 日銀」
2016年9月1日 日経 夕刊 5面 　「スマートベータを知ろう（７） 「全天候型」の指数 存在せず
2016年8月31日 朝日 朝刊 1面 　「配偶者控除見直し着手　政府・与党」
2016年8月31日 朝日 朝刊 3面 　「主婦の就労拡大、後押し　配偶者控除見直し「夫婦控除
2016年8月31日 朝日 朝刊 3面 　「無年金対策実施、来年９月分から」
2016年8月31日 日経 朝刊 3面 　「ヘッジファンド苦境 資金流出、09年以来の高水準」
2016年8月31日 日経 朝刊 20面 　「個人型ＤＣ　節税に活用 家計の状況で掛け金を調整」
2016年8月31日 日経 夕刊 5面 　「スマートベータを知ろう（６） 機関投資家の利用広がる」
2016年8月30日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）二つの私塾　士業の志、次代に引き継ぐ」
2016年8月30日 日経 朝刊 1面 　「自民税調会長、配偶者控除見直し検討 共働きも適用、家族観
2016年8月30日 日経 朝刊 1面 　「（働く力再興）安住の根を絶つ（１）生産性競争 独・仏・韓
2016年8月30日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）配偶者控除　共働き増加、改革求める声
2016年8月30日 日経 朝刊 5面 　「＜解説＞働き方改革 税制と一体 配偶者控除見直し検討
2016年8月30日 朝日 夕刊 2面 　「配偶者控除見直し、二階氏が検討表明」
2016年8月30日 日経 夕刊 1面 　「雇用過熱、さえぬ消費　消費支出は0.5％減」
2016年8月30日 日経 夕刊 5面 　「スマートベータを知ろう（５） リスクや配当で銘柄選別」
2016年8月29日 日経 朝刊 2面 　「（社説）反グローバリズムと日本　人材力高める改革で成長底上
2016年8月29日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）パッシブ運用　市場全体に資金投じる」
2016年8月29日 日経 朝刊 7面 　「（核心）日本版シュレーダー改革へ　「働き方」に国民的議論
2016年8月28日 日経 朝刊 9面 　「（創論）年金、株式運用拡大どう影響」
2016年8月28日 日経 朝刊 10面 　「（中外時評）資本主義に厳しい視線　機能は壊さず恩恵広
2016年8月28日 日経 朝刊 19面 　「（経済論壇から）「ヘリコプターマネー」は有効か」
2016年8月28日 日経 朝刊 19面 　「（この一冊）ＡＩ時代の勝者と敗者　Ｔ・Ｈ・ダベンポート、Ｊ
2016年8月27日 朝日 朝刊 1面 　「運用見直し後、通算赤字　公的年金、４～６月期５．２兆円損
2016年8月27日 朝日 朝刊 7面 　「将来、年金財源不足の恐れ　運用「見直す必要ない」　ＧＰＩＦ」
2016年8月27日 朝日 朝刊 12面 　「確定拠出年金向けの純資産残高　経費率低いインデックス
2016年8月27日 日経 朝刊 1面 　「消費は語る 現場からの警告（下）希望や安心つくれるか
2016年8月27日 日経 朝刊 1面 　「公的年金、運用損５兆円 ４～６月、円高・株安響く」
2016年8月27日 日経 朝刊 3面 　「働き方改革、税で後押し　来年度の改正要望そろう 仕事
2016年8月27日 日経 朝刊 5面 　「企業年金利回りマイナス0.91％に 昨年度、連合会調べ」
2016年8月27日 日経 朝刊 20面 　「Ｅ（環境）Ｓ（社会）Ｇ（統治）から銘柄選び 持続的成長力
2016年8月26日 日経 朝刊 3面 　「ロボット運用 日本で起動 　世界最大手など20社が参入
2016年8月26日 日経 朝刊 5面 　「税制改革　迫る足音（下）税逃れ防止 膨らむ事務 公平性保
2016年8月26日 日経 朝刊 5面 　「ＧＰＩＦ、運用改革後初の赤字　７四半期通算で」
2016年8月26日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）「人生90年」時代の課題」
2016年8月26日 日経 朝刊 27面 　「女性の活躍と経済効果(5)女性比率と企業業績、正の相関
2016年8月26日 朝日 夕刊 1面 　「働き方改革へ組織再編　厚労省、概算要求３１兆円超」
2016年8月26日 日経 夕刊 1面 　「投資の初歩 学んで　確定拠出年金、対象新たに2600万人
2016年8月26日 日経 夕刊 5面 　「スマートベータを知ろう(4) 「リバランス」の仕組みを内在
2016年8月25日 日経 朝刊 1面 　「消費は語る 現場からの警告（中）ちらつくデフレ循環 円高
2016年8月25日 日経 朝刊 5面 　「「働き方」の風圧、厚労省走らす 「官邸に先手」にじむ焦
2016年8月25日 日経 朝刊 6面 　「若者の失業率、再び悪化 ＩＬＯ、今年13.1％予想　新興国減速響
2016年8月25日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）一体改革、発想の転換を」
2016年8月25日 日経 朝刊 31面 　「女性の活躍と経済効果(4)　女性の就業で潜在ＧＤＰ増加
2016年8月25日 日経 夕刊 5面 　「スマートベータを知ろう(3) 「アクティブ」不信背景に登場」
2016年8月24日 朝日 朝刊 5面 　「（教えて！変わる相続制度：１）進む高齢化、関心高まる
2016年8月24日 朝日 朝刊 5面 　「最低賃金、６県「目安」超え　全国加重平均２５円増　改定額出
2016年8月24日 日経 朝刊 1面 　「子育て世帯の税軽減　シッター代など控除検討 厚労省など
2016年8月24日 日経 朝刊 1面 　「消費は語る 現場からの警告（上）歴史は繰り返すか 固まる
2016年8月24日 日経 朝刊 5面 　「税制改革 迫る足音（中）内部留保課税も浮上 「ガラパゴス



2016年8月24日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）日本株が上がらない理由 」
2016年8月24日 日経 朝刊 26面 　「（やさしい経済学）女性の活躍と経済効果（３）雇用政策、
2016年8月24日 日経 夕刊 1面 　「厚労省、働き方改革へ組織改編 雇用環境・均等局を創設
2016年8月24日 日経 夕刊 5面 　「スマートベータを知ろう(2) 従来型指数の矛盾を回避」
2016年8月23日 朝日 朝刊 4面 　「地方議員年金、復活探る動き　都道府県議長会、法整備求
2016年8月23日 日経 朝刊 5面 　「税制改革 迫る足音（上）所得税「累進性」高く 子育て世代
2016年8月23日 日経 朝刊 5面 　「企業年金積立金への課税撤廃を要望　厚労省」
2016年8月23日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）経済統計見直しの本気度」
2016年8月23日 日経 朝刊 24面 　「（私見卓見）賃上げによる日本型資本主義を」
2016年8月23日 日経 朝刊 24面 　「（やさしい経済学）女性の活躍と経済効果（２）現状は先進国最低
2016年8月23日 日経 夕刊 5面 　「スマートベータを知ろう(1) 「いいとこ取り」の株価指数」
2016年8月22日 朝日 朝刊 4面 　「（にっぽんの負担）公平を求めて　ベーシックインカム、あり
2016年8月22日 日経 朝刊 3面 　「総労働供給 高齢者・女性の参加で２％増加　内閣府試算
2016年8月22日 日経 朝刊 5面 　「（経営の視点）居座る旧トップの存在　統治阻害、活躍は
2016年8月22日 日経 朝刊 15面 　「契約社員と正社員の手当や賃金　「格差は不合理」判決相次
2016年8月22日 日経 夕刊 14面 　「正社員勤務　実現は8.7％ 中高生の母親、半数が希望」
2016年8月21日 日経 朝刊 3面 　「確定拠出年金の運用会社 ５年で見直し 厚労省、企業に
2016年8月20日 日経 朝刊 15面 　「株式報酬 新制度「譲渡制限付き」導入広がる 手続き簡素化
2016年8月20日 日経 朝刊 29面 　「独身アラフォー、４割が非正規 氷河期世代、影響いまだに
2016年8月19日 朝日 朝刊 3面 　「（男が生きる　女が生きる）男はつらいの？：下　「男は泣
2016年8月19日 朝日 朝刊 6面 　「ＮＩＳＡ枠組み新設　非課税２０年延長案　金融庁方針」
2016年8月19日 朝日 朝刊 10面 　「（経済気象台）増税機会を失った消費税」
2016年8月19日 朝日 朝刊 12面 　「（声）労働条件確認し悔いなく就活を」
2016年8月19日 日経 朝刊 37面 　「公金運用利回り0.09％ 都、マイナス金利で低下　４～６月
2016年8月18日 朝日 朝刊 2面 　「（男が生きる　女が生きる）男はつらいの？：上　会社の呪縛
2016年8月18日 日経 朝刊 1面 　「ＮＩＳＡに長期積立枠　非課税、20年を軸に 政府調整 利用伸
2016年8月18日 日経 朝刊 2面 　「（真相深層）経済学界、安倍政権との溝深く 政策決定 かき
2016年8月18日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）ＮＩＳＡ　運用益が５年間非課税に」
2016年8月18日 日経 朝刊 25面 　「（経済教室）少子化対策に何が必要か(下)保育、枠拡大
2016年8月18日 日経 朝刊 34面 　「（私見卓見）働き手の活力そがぬ社会保障に」
2016年8月17日 朝日 朝刊 4面 　「外国人実習生へ違反、昨年も増加　３６９５事業場」
2016年8月17日 日経 朝刊 4面 　「社会保障充実策、優先度を協議へ　与党 増税延期受け
2016年8月17日 日経 朝刊 26面 　「（経済教室）少子化対策に何が必要か(中)長時間労働是正
2016年8月17日 日経 朝刊 34面 　「技能実習巡る受け入れ事業所の違反 昨年最多」
2016年8月16日 日経 朝刊 5面 　「働きやすさ情報 ネットに 厚労省、 数万社を集約」
2016年8月16日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）超低金利は永遠か」
2016年8月16日 日経 朝刊 25面 　「（経済教室）少子化対策に何が必要か（上）思い切った財源投入急
2016年8月15日 日経 朝刊 1面 　「公的年金、投資先企業と定期対話 運用に生かす」
2016年8月15日 日経 朝刊 3面 　「（エコノフォーカス）ＧＤＰ統計、透ける課題　内閣府に波紋
2016年8月15日 日経 朝刊 4面 　「（地球回覧）「働き続ける国」の誤算」
2016年8月15日 日経 朝刊 5面 　「（経営の視点）女性活用、その次は？　多様な「少数派」
2016年8月15日 日経 朝刊 7面 　「（核心）インフレで財政を救えるか 政府・日銀連携に危うさ
2016年8月14日 日経 朝刊 1面 　「（日本国債）（５）敗戦後、失われた預金 財政・金融 一体化
2016年8月14日 日経 朝刊 1面 　「生産性高い企業を優遇 厚労省、雇用関連助成金を再編
2016年8月13日 日経 朝刊 1面 　「（日本国債）（４）財投債の大盤振る舞い 非効率融資、歯止
2016年8月13日 日経 朝刊 2面 　「（社説）社会や個人を磨く学びをＩＴで」
2016年8月13日 日経 朝刊 5面 　「（日本国債）格付け、５番目の「Ａ１」 財政赤字で相次ぐ引
2016年8月13日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）経済学者の埋めがたい溝」
2016年8月12日 朝日 朝刊 4面 　「（にっぽんの負担）公平を求めて　終末期医療、本人の意思
2016年8月12日 日経 朝刊 3面 　「「やむなく非正規」含むと…失業率、８％台の試算も 賃上
2016年8月11日 日経 朝刊 1面 　「（日本国債）（３）安全資産が「不良債券」に 金利急騰　吹
2016年8月11日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）高度外国人材 出入国や就労で優遇措置
2016年8月11日 日経 朝刊 27面 　「（経済教室）問われる資本主義（３）市場重視の「賢い規制
2016年8月10日 朝日 朝刊 8面 　「（経済気象台）浅薄な賃上げ目標論」
2016年8月10日 日経 朝刊 1面 　「イオン、地域社員を幹部に　地元密着へ人事刷新 年収上限
2016年8月10日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）地域社員　転居伴う異動なし」
2016年8月10日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）マイナス金利の検証」
2016年8月10日 日経 朝刊 21面 　「公的年金運用に学ぶコツ 長期で国際分散投資」
2016年8月10日 日経 朝刊 28面 　「（経済教室）問われる資本主義(2)共感・利他の精神が鍵
2016年8月10日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）ＤＣに“政府拠出”を」
2016年8月9日 朝日 朝刊 4面 　「配偶者控除問題「年内に道筋を」　経財会議で民間議員



2016年8月9日 日経 朝刊 5面 　「配偶者控除、「夫婦」に転換　所得税改革で検討」
2016年8月9日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）ＧＤＰに30兆円のズレ？」
2016年8月9日 日経 朝刊 27面 　「（経済教室）問われる資本主義（１）「株主主権論」の誤りを
2016年8月9日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）なぜ消費不況なのか」
2016年8月8日 朝日 朝刊 8面 　「（声）働き方改革相への期待と注文」
2016年8月8日 日経 朝刊 1面 　「（日本国債）（２）「ヘリマネ」すでに発動？ 政府と日銀 危
2016年8月8日 日経 朝刊 2面 　「（社説）育休の見直しは幅広い視野で」
2016年8月8日 日経 朝刊 3面 　「（日本国債）保有額、日銀が突出 物価引き上げ効果は乏
2016年8月8日 日経 朝刊 3面 　「配偶者控除、年内見直しを 諮問会議の民間議員、政府
2016年8月8日 日経 朝刊 5面 　「（経営の視点）会社法より十七条憲法？　取締役会、全会一致
2016年8月8日 日経 朝刊 11面 　「働き方改革、地銀でも 東邦銀、フレックス制導入」
2016年8月8日 日経 朝刊 17面 　「（経済教室）日銀の追加緩和どうみる(下)国債直接引き受
2016年8月8日 朝日 夕刊 2面 　「国家公務員月給、７０８円上げを勧告　人事院」
2016年8月8日 日経 夕刊 3面 　「公務員給与３年連続上げ　人事院勧告」
2016年8月7日 朝日 朝刊 6面 　「（社説）無年金救済　多様な取り組みで」
2016年8月7日 日経 朝刊 1面 　「（日本国債）（１）綻ぶ「鉄の三角形」 」
2016年8月7日 日経 朝刊 3面 　「成長重視、示せるか 働き方改革、議論始動へ」
2016年8月7日 日経 朝刊 6面 　「（日本国債）吉川洋氏　改革総動員、増税は不可避　竹中平蔵氏
2016年8月6日 朝日 朝刊 4面 　「厚生・国民年金、３．２兆円赤字　１５年度、ＧＰＩＦ運用損影響
2016年8月6日 朝日 朝刊 4面 　「社会保障給付費１１２兆１０２０億円　過去最高、年金は
2016年8月6日 朝日 朝刊 12面 　「「２０５０年日本復活」論　強烈な外圧による変化前提」
2016年8月6日 日経 朝刊 4面 　「社会保障給付費112兆円 14年度1.3％増、介護伸び最高更新
2016年8月5日 朝日 朝刊 11面 　「ソウル市、就職難の若者に２７万円　国は撤回命令「ポピュリズム
2016年8月5日 日経 朝刊 4面 　「深読み経済財政白書（３）時給上昇で労働時間減」
2016年8月5日 日経 朝刊 42面 　「大卒就職率上昇、74.7％ 今春、６年連続改善　正規雇用
2016年8月5日 日経 夕刊 5面 　「確定拠出年金のイロハ（８） 受給開始、遅らせる手も」
2016年8月4日 朝日 朝刊 4面 　「「働き方改革」進むか　担当相を新設、消費上向き目指す
2016年8月4日 朝日 朝刊 8面 　「（経済気象台）金融リテラシーの向上」
2016年8月4日 朝日 朝刊 14面 　「（声）年金資金の運用は受給者本位で」
2016年8月4日 朝日 朝刊 14面 　「（声）ブラック企業を見抜ける指導を」
2016年8月4日 日経 朝刊 1面 　「配偶者手当、課長級は廃止　人事院勧告へ」
2016年8月4日 日経 朝刊 2面 　「（社説）新内閣は難しい課題から逃げるな」
2016年8月4日 日経 朝刊 3面 　「運用会社が「外部の目」　野村アセットなど第三者委設置
2016年8月4日 日経 朝刊 11面 　「ベトナム最低賃金、伸び最低 来年、進出外資に配慮」
2016年8月4日 日経 夕刊 5面 　「確定拠出年金のイロハ（７） 企業型「上乗せ」に魅力」
2016年8月3日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）働き方改革　正規・非正規の格差解消」
2016年8月3日 日経 朝刊 5面 　「深読み経済財政白書（１）給付金に消費上げ効果」
2016年8月3日 日経 朝刊 18面 　「家計負担増　中長期で備え 社会保障や税制　目先は一部
2016年8月3日 日経 夕刊 3面 　「確定拠出年金のイロハ（６） 年齢・経験で異なる商品選び
2016年8月2日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）財政ファイナンス　「アベノミクスをふかす」とは
2016年8月2日 日経 朝刊 25面 　「同一労働同一賃金　「実現する」６％どまり　会社員に聞
2016年8月2日 日経 夕刊 3面 　「成長分野への労働移動促す 経済財政白書」
2016年8月2日 日経 夕刊 5面 　「（マネー底流潮流）広がる「投信おまかせ革命」 」
2016年8月2日 日経 夕刊 5面 　「確定拠出年金のイロハ（５） 商品選び、インフレも考慮」
2016年8月1日 朝日 朝刊 29面 　「ブラックバイト、学生は注意を　賃金未払い・無理な勤務
2016年8月1日 日経 朝刊 2面 　「（社説）長期で安定した年金運用に」
2016年8月1日 日経 朝刊 7面 　「（グローバルオピニオン）日本復活へ改革急務 米経済戦略研究所所長
2016年8月1日 日経 朝刊 21面 　「「生きる力」強める経済学 人生設計の道しるべに」
2016年7月31日 朝日 朝刊 6面 　「（社説）公的年金運用　国民の理解あってこそ」
2016年7月31日 日経 朝刊 3面 　「雇用保険、国庫負担を圧縮　介護待遇改善に充当」
2016年7月31日 日経 朝刊 3面 　「（けいざい解説）公的年金が「ＥＳＧ投資」採用 持続成長
2016年7月31日 日経 朝刊 3面 　「自社株報酬導入 １年で３倍に 企業統治指針に対応」
2016年7月31日 日経 朝刊 3面 　「長い老後」へ備え不十分　 50代、資金計画38％止まり」
2016年7月31日 日経 朝刊 9面 　「広がる在宅勤務　成功のカギ」
2016年7月30日 朝日 朝刊 1面 　「年金、運用損５．３兆円　世界株安が影響　昨年度ＧＰＩ」
2016年7月30日 朝日 朝刊 5面 　「株の比率引き上げ、裏目　年金運用損、昨年度５兆円」
2016年7月30日 日経 朝刊 5面 　「公的年金、将来に不安も　ＧＰＩＦ15年度運用損5.3兆円」
2016年7月30日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）議決権助言会社の説明責任」
2016年7月30日 日経 朝刊 31面 　「なんで女性活躍できない？　外国人幹部のＷＨＹ＆ＴＲＹ」
2016年7月29日 朝日 朝刊 5面 　「低所得者給付１．５万円　来夏、対象２２００万人　経済対策
2016年7月29日 朝日 朝刊 5面 　「最低賃金２４円増、国に答申を提出　厚労省審議会」



2016年7月29日 日経 朝刊 1面 　「三菱ＵＦＪ信託、米投信の資産管理会社を買収」
2016年7月29日 日経 朝刊 2面 　「（真相深層）「官製」最低賃金 首相の念願 異例のスピード
2016年7月29日 日経 朝刊 5面 　「投信、大量投入モデル転換　「乗り換え」から長期運用へ
2016年7月29日 日経 朝刊 13面 　「「すき家」全店長、転勤なし パートら登用しやすく 20年度末
2016年7月29日 日経 夕刊 5面 　「確定拠出年金のイロハ（４） 個人型の掛け金、職業で違
2016年7月28日 朝日 朝刊 1面 　「女性87.05歳、男性80.79歳　平均寿命を更新　女性世界
2016年7月28日 朝日 朝刊 3面 　「３％上げ、政権の意向反映　最低賃金、全都道府県時給
2016年7月28日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）最低賃金上げ　継続できる環境作りを」
2016年7月28日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）独法の役員　選考の過程を透明に」
2016年7月28日 日経 朝刊 1面 　「平均寿命 男女とも最高　女性87.05歳、世界２位に後退」
2016年7月28日 日経 朝刊 2面 　「（社説）生産性と最低賃金の引き上げを一体で」
2016年7月28日 日経 朝刊 2面 　「最低賃金上げ、賃金格差縮小を後押し 働き方改革、半歩前進
2016年7月28日 日経 朝刊 5面 　「ベネフィット・ワン、個人型確定拠出年金に参入」
2016年7月28日 日経 朝刊 27面 　「（経済教室）ＥＵは生き残れるか(中)やせ細る中間層、対策急務
2016年7月28日 日経 夕刊 5面 　「（投信番付）改正確定拠出年金法が成立 ＤＣファンド拡大
2016年7月28日 日経 夕刊 5面 　「確定拠出年金のイロハ（３） 個人型は自分で口座開設」
2016年7月27日 朝日 朝刊 1面 　「最低賃金、３％上げへ　平均８２２円、２４円増　審議会小委
2016年7月27日 朝日 朝刊 5面 　「無年金対策に年６５０億円　当初見込みの倍以上　政府経済対策案
2016年7月27日 朝日 朝刊 5面 　「最低賃金、スピード決着　政権意向くむ　中小に重荷も」
2016年7月27日 朝日 朝刊 37面 　「契約社員の手当、支給命令　給食など正社員受給の一部
2016年7月27日 日経 朝刊 1面 　「最低賃金24円上げ　過去最大、消費底上げ　政府、低所得者
2016年7月27日 日経 朝刊 2面 　「（社説）社会保障を軸に「岩盤歳出」に切り込め」
2016年7月27日 日経 朝刊 5面 　「＜解説＞最低賃金上げ、中小の生産性向上が課題　持続性
2016年7月27日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）短期志向の政治と株価」
2016年7月27日 日経 朝刊 38面 　「正社員と契約社員、手当で格差「一部違法」 大阪高裁判決
2016年7月27日 日経 夕刊 5面 　「確定拠出年金のイロハ（２） 節税効果、他制度を上回る
2016年7月26日 朝日 朝刊 10面 　「（経済気象台）資本主義に倫理を」
2016年7月26日 日経 朝刊 1面 　「年金債務最大 上場3600社で91兆円 昨年度末、マイナス
2016年7月26日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）年金債務　低金利続き、増加傾向に」
2016年7月26日 日経 朝刊 28面 　「（経済教室）物価はなぜ上がらないのか(下)進まぬ賃上
2016年7月26日 日経 夕刊 1面 　「企業の雇用保険料下げ　経済対策原案、最低賃金上げにらむ
2016年7月26日 日経 夕刊 5面 　「確定拠出年金のイロハ（１） 「最強の制度」誰もが対象に
2016年7月25日 朝日 朝刊 2面 　「（いちからわかる！）長時間労働を防ぐ、勤務間インターバル
2016年7月25日 朝日 朝刊 4面 　「（にっぽんの負担）公平を求めて　節税で子に資産、非国民
2016年7月25日 朝日 朝刊 27面 　「法律変わったのに「雇い止め」？　東北大、非正規の契約更新
2016年7月25日 日経 朝刊 9面 　「三井住友銀が在宅勤務 今月末から　残業削減策共有も
2016年7月25日 日経 朝刊 16面 　「（経済教室）物価はなぜ上がらないのか（上）「価格据え置
2016年7月25日 日経 夕刊 2面 　「（ニッキイの大疑問）確定拠出年金はお得？」
2016年7月25日 日経 夕刊 11面 　「ひとり親一歩踏み出す（上）正社員　つかんだ自信 貴重
2016年7月24日 日経 朝刊 2面 　「（社説）働く人が安心できる「ギグエコノミー」に」
2016年7月24日 日経 朝刊 9面 　「（創論･時論）外国人受け入れ、どう広げる」
2016年7月24日 日経 朝刊 19面 　「（この一冊）失業なき雇用流動化　山田久著 成長につながる
2016年7月24日 日経 朝刊 20面 　「尻尾と心臓　伊井直行著 「会社員」になることの意味」
2016年7月24日 日経 朝刊 21面 　「自由の思想史　猪木武徳著 変わる価値と重み　縦横無尽
2016年7月23日 朝日 朝刊 14面 　「「金融リテラシー調査」：上　正答多い人ほど投信購入を
2016年7月23日 日経 朝刊 11面 　「派遣各社、無期雇用広がる」
2016年7月23日 日経 朝刊 38面 　「マタハラで懲戒 明記 就業規則で厚労省指針」
2016年7月22日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！政策チェック：７）若者の雇用　零細でも正社員雇
2016年7月22日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）政治家の無責任を憂える」
2016年7月22日 日経 朝刊 1面 　「公的年金、環境や企業統治重視の企業に選別投資 年度内
2016年7月22日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）ＧＰＩＦ　世界最大規模の機関投資家」
2016年7月22日 日経 夕刊 5面 　「オルタナティブ投資の基本（８） ファンド数・期間…多様な
2016年7月21日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！政策チェック：６）ベーシックインカム　高齢者・
2016年7月21日 朝日 朝刊 14面 　「（声）多様な働き方広がってほしい」
2016年7月21日 日経 朝刊 2面 　「（社説）年金の受給資格緩和は慎重に」
2016年7月21日 日経 朝刊 9面 　「（ニュース複眼）アベノミクス、何をふかすか」
2016年7月21日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）望ましいのは円安ではない」
2016年7月21日 日経 夕刊 5面 　「オルタナティブ投資の基本（７） 保険リスク証券は相関低
2016年7月20日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！政策チェック：５）働き方改革　「１億総安心労働社会
2016年7月20日 日経 朝刊 9面 　「（タイ・バンコクポスト）退職者向け住宅の需要増 人気の
2016年7月20日 日経 朝刊 20面 　「65歳で退職金含め3500万円 会社員、平均的な生活に備



2016年7月20日 日経 夕刊 5面 　「オルタナティブ投資の基本（６） 不動産ファンド、私募形式
2016年7月19日 日経 夕刊 5面 　「オルタナティブ投資の基本（５） インフラ投資、運用収益に
2016年7月18日 朝日 朝刊 29面 　「女性差別解消、実結ばぬ勧告　国連委、５回目公表　前進望
2016年7月18日 日経 朝刊 3面 　「（エコノフォーカス）外国人労働者、陰る日本の魅力」
2016年7月16日 朝日 朝刊 1面 　「（天声人語）エンゲル係数の上がる国」
2016年7月16日 朝日 朝刊 7面 　「雇用保険料引き下げへ　育休給付金の拡充も　政府」
2016年7月16日 朝日 朝刊 12面 　「（東洋経済の眼）パッとしない日本の経済成長　１人当たりで
2016年7月16日 朝日 朝刊 14面 　「（声）経済対策よりも少子化対策だ」
2016年7月16日 朝日 朝刊 15面 　「（耕論）瀬戸際のリベラル　浅羽通明さん、五野井郁夫さん
2016年7月16日 日経 朝刊 4面 　「「国が訴えられる」防ぐ法律相談　霞が関の活用330件」
2016年7月16日 日経 朝刊 11面 　「働き方改革 時間短く 女性ら確保へ環境整備」
2016年7月16日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）固定法定利率の不思議」
2016年7月16日 日経 朝刊 20面 　「（日経マネーセレクション）確定拠出年金、失敗しない利用法
2016年7月16日 日経 朝刊 31面 　「育児社員　キャリアアップの道は？ 早くフルタイム復帰／
2016年7月16日 日経 朝刊 31面 　「（男・女ギャップを斬る）非正規雇用の待遇改善　性差なく
2016年7月15日 朝日 朝刊 8面 　「保有銘柄や時価総額、ＧＰＩＦ全面開示へ」
2016年7月15日 日経 朝刊 1面 　「働き方改革で成長底上げ　残業時間に上限、雇用保険料下
2016年7月15日 日経 朝刊 5面 　「（マイナス金利百景）余裕資金の「費用」どちらが負担 ＧＰＩＦ
2016年7月15日 日経 朝刊 33面 　「（経済教室）参院選をどう読み解くか（上）「現状維持」に２
2016年7月15日 朝日 夕刊 1面 　「雇用保険料率の軽減、検討　政府、経済対策に盛る方針
2016年7月15日 日経 夕刊 5面 　「オルタナティブ投資の基本（４）ＰＥ戦略、成長段階ごとに
2016年7月14日 朝日 朝刊 4面 　「日本の人口、７年連続減　減少数、最大の27万1834人」
2016年7月14日 朝日 朝刊 7面 　「経団連「欧州型導入は困難」　同一労働同一賃金で提言書
2016年7月14日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！政策チェック：２）再分配政策　社会保障改革、
2016年7月14日 朝日 朝刊 4面 　「日本の人口、７年連続減　減少数、最大の27万1834人」
2016年7月14日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）時間について考える」
2016年7月14日 朝日 朝刊 15面 　「（私の視点）グローバル経済　大多数に役立たぬ、今こそ
2016年7月14日 日経 朝刊 5面 　「日本の人口 ７年連続減 減少幅最大の27万人　「東京一極集中
2016年7月14日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）企業価値向上への課題」
2016年7月14日 日経 夕刊 5面 　「（なるほど投資講座）オルタナティブ投資の基本（３） ＣＴＡ、
2016年7月13日 朝日 朝刊 7面 　「首相「最低賃金３％上げを」　今年度分、閣僚に指示へ」
2016年7月13日 朝日 朝刊 10面 　「（経済気象台）１８歳初選挙」
2016年7月13日 日経 夕刊 3面 　「みずほ、年金運用一元化 新会社、信託から110人移管」
2016年7月13日 日経 夕刊 5面 　「（なるほど投資講座）オルタナティブ投資の基本（２）絶対収益目指
2016年7月13日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）デリバティブをもっと身近に」
2016年7月12日 朝日 朝刊 16面 　「（経済気象台）役員の株式報酬」
2016年7月12日 日経 朝刊 1面 　「脱デフレへ10兆円超す対策　首相きょう指示 年金受給、
2016年7月12日 日経 夕刊 5面 　「（なるほど投資講座）オルタナティブ投資の基本（１） 株や
2016年7月10日 朝日 朝刊 3面 　「（日曜に想う）歯磨き粉をチューブに戻す　編集委員・大野博人
2016年7月10日 日経 朝刊 7面 　「柔軟な働き方推進　化粧品・日用品、人材を確保」
2016年7月9日 朝日 朝刊 16面 　「（経済気象台）将来不安の正体」
2016年7月9日 朝日 朝刊 32面 　「個人型ＤＣ、主婦もお得？　来年１月から誰でも対象の年金
2016年7月9日 朝日 朝刊 38面 　「働き方の公約見極める　４０代求職者、内定ゼロの学生
2016年7月9日 朝日 朝刊 38面 　「歓送迎会から残業へ、事故死は労災　最高裁が判断」
2016年7月9日 日経 朝刊 1面 　「介護休業 対象広く　離職防止へ軽度でも 同居せぬ祖父母
2016年7月9日 日経 朝刊 1面 　「（揺れる企業統治）（中）２年目の株主対話 緊張と連携 同時進行
2016年7月9日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）介護休業　最長で93日間取得が可能」
2016年7月9日 日経 朝刊 15面 　「ニッポンの株主2016（５） アジアの投資家増加 年金・個人
2016年7月9日 日経 朝刊 16面 　「（スクランブル）巨鯨の影追う投資家　ＧＰＩＦの保有株に関心
2016年7月9日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）安定政権が残す不安定な将来」
2016年7月9日 日経 朝刊 21面 　「（家計のギモン）パートの年金加入、手取り増は？　年収
2016年7月8日 朝日 朝刊 3面 　「（２０１６参院選　投票前に考える）正社員でも不安ばかり
2016年7月8日 朝日 朝刊 6面 　「（政策を問う　２０１６参院選：９）低年金、対応策見えず　「
2016年7月8日 日経 朝刊 25面 　「（経済教室）ベーシックインカムなぜ注目　労働を巡る構造変化映
2016年7月8日 日経 朝刊 34面 　「大学中退者、非正規多く 25～34歳は54％、平均の２倍　
2016年7月8日 日経 夕刊 12面 　「仕事「人並みで十分」６割 今年の新入社員で過去最高に
2016年7月7日 朝日 朝刊 7面 　「（けいざい＋）インド料理人の訴え：下　在留資格の壁、立場弱
2016年7月7日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）英国民投票から学んだこと」
2016年7月7日 日経 朝刊 27面 　「（私見卓見）「複業」が人材流動化を支える」
2016年7月7日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）供給サイドの改革へ」
2016年7月7日 日経 夕刊 15面 　「（２０１６参院選）「子供の貧困対策 議論して」 母子家庭の



2016年7月6日 朝日 朝刊 7面 　「国民年金基金、統合へ　全国７２基金、１９年春めざす」
2016年7月6日 朝日 朝刊 9面 　「（けいざい＋）インド料理人の訴え：上　「賃金２年未払い
2016年7月6日 朝日 朝刊 14面 　「（声）働き方の自由度高いオランダ」
2016年7月6日 日経 朝刊 31面 　「授業時間 どう確保　１単位原則「15回」、対策に一長一短
2016年7月6日 日経 朝刊 35面 　「働き方改善すれば奨励金 脱・長時間労働／休み取得促進
2016年7月5日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）異次元緩和　黒田日銀がはまった罠　原真人
2016年7月5日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）奨学金問題の根本」
2016年7月5日 朝日 朝刊 15面 　「（２０１６参院選）「総活躍」できますか」
2016年7月5日 朝日 朝刊 31面 　「（憲法をつかう）保育園　親と子の権利、考えた　生存権
2016年7月5日 日経 朝刊 1面 　「47国民年金基金、合併へ 19年４月メド 管理コスト削減」
2016年7月5日 日経 朝刊 2面 　「（社説）女性の力を生かす具体的な道筋示せ」
2016年7月5日 日経 朝刊 3面 　「公的年金評価損、足元で拡大か　 「４～６月５兆円」と民間試算
2016年7月5日 日経 朝刊 5面 　「かんぽ生命、代替資産に数千億円 今年度、運用人材２
2016年7月5日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）リーマン危機の正しい教訓」
2016年7月4日 朝日 朝刊 4面 　「（にっぽんの負担）公平を求めて　保険料、低所得者に重
2016年7月4日 朝日 朝刊 4面 　「国保保険料、最大１．７倍の差　都市部の６８市区調査」
2016年7月4日 朝日 朝刊 10面 　「（声）若年層のため負担の見直しを」
2016年7月4日 朝日 朝刊 10面 　「（声）女性の負担、将来の私の問題」
2016年7月4日 日経 朝刊 22面 　「私大の魅力 高めるには　課題解決型授業 充実を 学生同士
2016年7月4日 日経 夕刊 5面 　「（英EU離脱）英、法人税15％以下に 財務相、企業の国外流出防
2016年7月3日 日経 朝刊 4面 　「国勢調査から（下）産業構造に変化 就業者、介護や保育
2016年7月2日 朝日 朝刊 3面 　「年金問題、与野党応酬　ＧＰＩＦ運用、５兆円超損失批判
2016年7月2日 朝日 朝刊 5面 　「（政策を問う　２０１６参院選：６）中高年、厳しい転職　「雇用改善
2016年7月2日 日経 朝刊 5面 　「国勢調査から(中)生涯未婚率が最高 「おひとり様」用商品
2016年7月2日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）中小企業の廃業率」
2016年7月2日 日経 朝刊 23面 　「知って得する社会保険(４)雇用保険、失業以外でも」
2016年7月2日 日経 朝刊 37面 　「出産後のフルタイム復職、道険し　意欲、子の成長と正比例
2016年7月2日 日経 朝刊 37面 　「（男・女　ギャップを斬る）非正社員の待遇改善　「同一労働
2016年7月1日 朝日 朝刊 1面 　「年金、運用損５兆円超　公表は参院選後　昨年度ＧＰＩＦ」
2016年7月1日 朝日 朝刊 6面 　「（政策を問う　２０１６参院選：５）低賃金、悩む保育士　資格者
2016年7月1日 朝日 朝刊 6面 　「国民年金、納付率６３．４％　４年連続で上昇　１５年度」
2016年7月1日 朝日 朝刊 6面 　「臨時給付金、５８５万人受給」
2016年7月1日 朝日 朝刊 15面 　「（異論のススメ）アベノミクスの前提　成長主義の妥当性
2016年7月1日 日経 朝刊 5面 　「国勢調査から（上）高齢者４人に１人 千葉や埼玉など都市部
2016年7月1日 日経 朝刊 29面 　「（私見卓見）ＡＩが働く社会と最低生活保障」
2016年6月30日 朝日 朝刊 3面 　「６５歳以上、人口の２６．７％　１５歳未満は１２．７％　１５
2016年6月30日 朝日 朝刊 7面 　「「仕事の賃金差、是正は難しい」　日商、中小企業に調査
2016年6月30日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）円高も使いよう」
2016年6月30日 朝日 朝刊 17面 　「（担当記者が選ぶ注目の論点）税と社会保障、高齢者に
2016年6月30日 日経 朝刊 1面 　「女性・シニア　働く人の５割　15年国勢調査 人手不足補
2016年6月30日 日経 朝刊 2面 　「（社説）責任ある社会保障の将来像を示せ」
2016年6月30日 日経 朝刊 3面 　「高齢化社会 一段と 65歳以上26％／６人に１人一人暮らし
2016年6月30日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）労働力人口　働いている人と失業者の合計
2016年6月30日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）ああリトル・イングランド」
2016年6月30日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）最低賃金引き上げの是非（下）離職増加・就業抑制招
2016年6月30日 日経 夕刊 2面 　「（十字路）資産形成は英国に学べ」
2016年6月29日 朝日 朝刊 15面 　「（２０１６参院選）「同一賃金」への道　新屋和代さん、今野晴貴
2016年6月29日 日経 朝刊 22面 　「（マネー研究所セレクション）結婚後も共働きを継続　年金
2016年6月29日 日経 朝刊 30面 　「（経済教室）最低賃金引き上げの是非(上)職場外訓練、
2016年6月29日 日経 朝刊 30面 　「（私見卓見）通年採用広げ、就活は卒業後に」
2016年6月28日 朝日 朝刊 1面 　「（問う　２０１６参院選：３）社会保障の「未来図」描けるか
2016年6月28日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）続く節約志向　増税先送り、解けぬ将来不安
2016年6月28日 朝日 朝刊 10面 　「（経済気象台）政府税調は不要なのか」
2016年6月28日 日経 朝刊 26面 　「（経済教室）消費増税延期と財政信認（下）　世界経済リスク
2016年6月28日 日経 朝刊 26面 　「（私見卓見）多極化時代の「教育維新」を」
2016年6月28日 日経 朝刊 39面 　「非正規社員「支援の手を」 休みほぼゼロ・突然雇い止め
2016年6月28日 朝日 夕刊 1面 　「省庁、組合離れ加速　昨年組織率、初の半数割れ」
2016年6月28日 日経 夕刊 9面 　「50代前半盛り上げよう 多い同期・足りぬポスト…定年は
2016年6月27日 朝日 朝刊 1面 　「（天声人語）働く女性のリターン」
2016年6月27日 朝日 朝刊 2面 　「社会保障、示されぬ将来像　与野党論戦、当面の対応に
2016年6月27日 朝日 朝刊 4面 　「英「消費税」下がる？　ＥＵ離脱後は…」



2016年6月27日 朝日 朝刊 23面 　「正職員の３分の２が農協を提訴　残業代の支払い求め」
2016年6月27日 日経 朝刊 16面 　「（経済教室）消費増税延期と財政信認（中）　生活保障軸
2016年6月27日 日経 朝刊 27面 　「「子育て王国」「イクボス宣言」　自治体の本気度映す？ 
2016年6月27日 日経 夕刊 2面 　「（ニッキィの大疑問）消費増税なぜ延期？ 首相、デフレに
2016年6月26日 日経 朝刊 4面 　「（けいざい解読）私的年金普及進むか 中低所得層に目配
2016年6月26日 日経 朝刊 13面 　「（かれんとスコープ）氷河期世代　最後の就活 環境改善
2016年6月26日 日経 朝刊 13面 　「（中外時評）「ダブルケア」支援急げ 育児・介護が同時、
2016年6月26日 日経 朝刊 21面 　「（経済論壇から）将来世代の負担を懸念 参院選・都知事選
2016年6月25日 朝日 朝刊 7面 　「「心の病」労災請求、３年連続過去最多　長時間労働、一因
2016年6月25日 朝日 朝刊 17面 　「（ピケティコラム＠ルモンド）仏の資産税　古びた制度、近代化
2016年6月25日 朝日 朝刊 b9面 　「（知っ得　なっ得）企業型確定拠出年金：４　リスク分散も
2016年6月25日 日経 朝刊 6面 　「「経済政策の転換必要」 野党が批判　年金運用悪化も懸念
2016年6月25日 日経 朝刊 15面 　「三陽商会が希望退職 全社員の２割弱、250人」
2016年6月25日 日経 朝刊 17面 　「踊り場のＲＯＥ経営（下）資本コストを意識 市場との対話
2016年6月25日 日経 朝刊 17面 　「企業年金、国内債券の運用減３割切る 利回り低下で ３
2016年6月25日 朝日 夕刊 3面 　「「恋人なし」は自己責任？」
2016年6月24日 朝日 朝刊 6面 　「同一労働同一賃金、法廷で論争　メトロ売店訴訟」
2016年6月24日 朝日 朝刊 6面 　「禁止の「仲介機関に保証金」　外国人実習生、１６％に増加
2016年6月24日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）参院選　税制改革　「再分配」を強めよう」
2016年6月24日 日経 朝刊 1面 　「公的年金、東芝・ＶＷに賠償請求 不正会計・排ガス問題
2016年6月24日 日経 朝刊 5面 　「公的年金、全保有株を開示　銘柄や株数、時価総額 運用
2016年6月24日 日経 朝刊 5面 　「報酬、自社株支給しやすく 役員対象、金融庁が規制緩和
2016年6月24日 日経 朝刊 17面 　「踊り場のＲＯＥ経営（中）募る投資家の不満 「高さ」と「質
2016年6月24日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）賢い個人投資家への道」
2016年6月24日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）消費増税延期と財政信認（上）　将来世代への
2016年6月23日 朝日 朝刊 11面 　「鴻海、シャープ７０００人削減示唆　「雇用維持」前提、崩
2016年6月23日 朝日 朝刊 16面 　「（声）私９４歳、麻生氏発言に強い憤り」
2016年6月23日 朝日 朝刊 16面 　「（声）高齢者が貯蓄する理由教えます」
2016年6月23日 日経 朝刊 17面 　「踊り場のＲＯＥ経営（上）低い売上高純利益率 過大な販管費
2016年6月23日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）税逃れ対策に立ちはだかる壁」
2016年6月23日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）外国人労働者問題の視点(下)長期定住促す
2016年6月22日 朝日 朝刊 16面 　「（声）３万円の「お恵み政策」に心惑う」
2016年6月22日 日経 朝刊 15面 　「米助言ＩＳＳ、400社の取締役選任議案に反対推奨 ＲＯＥ
2016年6月22日 日経 朝刊 15面 　「個人型の確定拠出年金、法改正で941万人希望 野村総研調
2016年6月22日 日経 朝刊 20面 　「転職前　生活費６ヵ月分 健保や年金変更は早めに」
2016年6月22日 日経 朝刊 26面 　「（経済教室）外国人労働者問題の視点(中)高度人材生かす
2016年6月21日 朝日 朝刊 15面 　「（２０１６米大統領選）サンダース旋風、米の苦悩映す」
2016年6月21日 朝日 朝刊 18面 　「（声）賃金増えない日本に将来はない」
2016年6月21日 朝日 朝刊 39面 　「生活保護調査「惨めになった」　利根川の心中、三女初公判
2016年6月21日 日経 朝刊 1面 　「パート賃上げ 正社員超え 流通・外食で今年2.20％、人手不足映
2016年6月21日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）非正規労働者　雇用調整しやすく急増」
2016年6月21日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）素直な心で考える経済政策」
2016年6月21日 日経 朝刊 24面 　「（経済教室）外国人労働者問題の視点（上）人材獲得競争
2016年6月20日 朝日 朝刊 3面 　「（アベノミクスを問う：５）低賃金で困窮、「成長」無縁　生活保護
2016年6月20日 朝日 朝刊 29面 　「社労士へ指導相次ぐ　ネットに「労働者の思うツボ」「１００
2016年6月20日 日経 朝刊 1面 　「リスク資産に最大６兆円　ゆうちょ銀、運用難で 不動産や
2016年6月20日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）代替投資　高利回り期待、リスク分散も
2016年6月20日 日経 朝刊 3面 　「（エコノフォ－カス）雇用は本当か バブル並み求人…でも
2016年6月20日 日経 朝刊 5面 　「（経営の視点）サラリーマン共同体の限界　トップ指名にも
2016年6月19日 朝日 朝刊 8面 　「（社説）参院選　社会保障の将来　給付と負担の全体像
2016年6月19日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）正社員という働き方：５　変えられる？」
2016年6月19日 朝日 朝刊 14面 　「（書評）『尻尾と心臓』　伊井直行〈著〉」
2016年6月19日 日経 朝刊 2面 　「（２０１６参院選）社会保障財源で舌戦　９党幹部討論会」
2016年6月18日 朝日 朝刊 9面 　「（けいざい＋　ＷＯＲＬＤ）就職難の韓国人学生、来て！」
2016年6月18日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）ガバナンス報告超す発信を」
2016年6月18日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）咲くか女性活躍社会（５） 男性も変わる 今こそ」
2016年6月18日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）争点を失った参院選」
2016年6月18日 日経 朝刊 20面 　「（日経マネーセレクション）お金でどれだけ幸せになるのか
2016年6月18日 日経 朝刊 21面 　「知って得する社会保険（２）私的年金、公的年金を補完」
2016年6月18日 日経 朝刊 33面 　「働きづらい職場にサヨナラ １級建築士取っても変わらぬ
2016年6月18日 朝日 夕刊 10面 　「厚生年金の資格、語学講師に認定　東京地裁」



2016年6月17日 朝日 朝刊 8面 　「ワタミに初の労働組合　社員・バイト、１．３万人加入」
2016年6月17日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）咲くか女性活躍社会（４）壁破る 私たちが手本」
2016年6月17日 日経 朝刊 11面 　「ワタミで初の労組 1.3万人が加入 経営陣、対話に意欲」
2016年6月17日 日経 朝刊 15面 　「企業年金、進む株式離れ ヘッジファンドや不動産に 運用難
2016年6月17日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）瓦解寸前の年金をどうする」
2016年6月16日 朝日 朝刊 3面 　「（アベノミクスを問う：２）「雇用改善」上向かぬ賃金　収入低
2016年6月16日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）咲くか女性活躍社会（３）「不夜城」を変えたい」
2016年6月16日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）政府債務の本質」
2016年6月15日 朝日 朝刊 3面 　「（アベノミクスを問う：１）将来不安、消費よりも貯蓄　給付金
2016年6月15日 朝日 朝刊 6面 　「最低賃金上げ、議論始まる　厚労相、「年３％増」に意欲
2016年6月15日 朝日 朝刊 14面 　「（声）興味深いベーシックインカム」
2016年6月15日 日経 朝刊 2面 　「最低賃金「20円上げ」の攻防　厚労省で労使議論スタート
2016年6月15日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）咲くか女性活躍社会（２）等身大の姿見せたい」
2016年6月15日 日経 朝刊 11面 　「（ビジネスTODAY）ＡＩで人事部いらず？　ビズリーチやヤフー
2016年6月15日 日経 朝刊 15面 　「年金費用増が減益要因 金利低下で積み立て不足」
2016年6月15日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）ポピュリストの時代」
2016年6月15日 日経 朝刊 27面 　「東工大生、志立て世界へ　70年ぶり大改革始動 欧米流議論中心
2016年6月15日 日経 朝刊 30面 　「老いるアジア　中国の労働力減、深刻／福祉国家へ変貌必要
2016年6月14日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）ヘリコプターマネー　極論も選択肢になる現実
2016年6月14日 朝日 朝刊 8面 　「（社説）参院選　アベノミクス　前借り経済の危うき未来」
2016年6月14日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）咲くか女性活躍社会（１）できない仕事はない」
2016年6月13日 日経 夕刊 9面 　「働けど働けど給料増えず…　固定残業代、乱用目立つ」
2016年6月12日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）正社員という働き方：４　どうすれば」
2016年6月12日 日経 朝刊 1面 　「国際会計基準 広がる　アサヒや味の素、採用140社へ Ｍ＆Ａ
2016年6月12日 日経 朝刊 10面 　「（中外時評）正社員改革こそ本道 「一億総活躍」めざすなら
2016年6月12日 日経 朝刊 21面 　「働くことの哲学　ラース・スヴェンセン著 労働の意味の劇的変化
2016年6月11日 朝日 朝刊 6面 　「（教えて！消費税：８）１９年１０月には確実に増税するの
2016年6月11日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）誰のための採用日程変更か」
2016年6月11日 朝日 朝刊 b9面 　「（知っ得　なっ得）企業型確定拠出年金：２　会社の拠出金
2016年6月11日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）組織風土とは何か」
2016年6月11日 日経 朝刊 21面 　「知って得する社会保険（１）年金や健保など５本柱」
2016年6月11日 日経 朝刊 31面 　「日韓の働く女性　結婚・出産、手探りの未来」
2016年6月11日 日経 朝刊 35面 　「独居高齢者２割超す 昨年、都調べ　「66歳以降も働きたい
2016年6月10日 朝日 朝刊 7面 　「トヨタ在宅勤務、大幅拡充　新制度、総合職半分に資格
2016年6月10日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！消費税：７）社会保障の安定化・充実も先送り？」
2016年6月10日 朝日 朝刊 16面 　「（声）年金「１０年加入」の人を救って」
2016年6月9日 朝日 朝刊 5面 　「労政審見直し「極めて問題」　連合会長」
2016年6月9日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！消費税：６）なぜ社会保障の財源に？」
2016年6月9日 朝日 朝刊 12面 　「（声）税制と歳出見直しで財源確保を」
2016年6月9日 朝日 朝刊 12面 　「（声）保育園の非正規職員にも配慮を」
2016年6月9日 朝日 朝刊 35面 　「（豊かさとは　２０１６参院選：１）経済政策　「矢」の恩恵、
2016年6月9日 日経 朝刊 1面 　「トヨタ、総合職に在宅勤務　８月めど2.5万人対象 働き方多様
2016年6月9日 朝日 夕刊 2面 　「ベーシックインカム、国民投票で否決　スイス、反対７６％」
2016年6月9日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）三流国家への足音」
2016年6月8日 朝日 朝刊 4面 　「労政審、構成見直しへ　非正規の声、反映検討　厚労相
2016年6月8日 朝日 朝刊 5面 　「自民、参院選後絞り込み　増税延期に伴う社会保障項目
2016年6月8日 朝日 朝刊 5面 　「（教えて！消費税：５）増税、経済成長にマイナスなの？」
2016年6月8日 朝日 朝刊 7面 　「（けいざい＋）賃上げ、非正社員を優先　ＫＤＤＩ、士気高
2016年6月8日 朝日 朝刊 14面 　「（声）消費増税より格差是正が先だ」
2016年6月8日 朝日 朝刊 14面 　「（声）話し合いの技術、学校で鍛えて」
2016年6月8日 朝日 朝刊 15面 　「（インタビュー）科学者とは　理論物理学者、スティーブン
2016年6月8日 日経 朝刊 15面 　「長瀬産の今期、退職給付費用31億円計上へ」
2016年6月8日 日経 朝刊 18面 　「個人型ＤＣ、玉石混交 金融機関の商品・コスト吟味」
2016年6月8日 日経 朝刊 26面 　「経済教室 ヘリコプターマネーの是非(下)なし崩し的に実施
2016年6月7日 朝日 朝刊 7面 　「欧州株主「高額報酬許さぬ」　ゴーン氏に８億８千万円、
2016年6月7日 朝日 朝刊 10面 　「（経済気象台）「政策の前提」への疑義」
2016年6月7日 朝日 朝刊 13面 　「（憲法を考える）生存権の魂　東京大学名誉教授・神野直彦
2016年6月7日 日経 朝刊 7面 　「最低生活保障「仕事選び」問う　スイス国民投票で否決」
2016年6月7日 日経 朝刊 15面 　「確定拠出年金の運用利回り1.78％に低下 昨年度、Ｒ＆Ｉ
2016年6月7日 日経 朝刊 24面 　「経済教室 ヘリコプターマネーの是非（上）日銀の財政資金供給
2016年6月7日 日経 朝刊 31面 　「就活、公務員離れ続く　都、申し込み倍率12倍割れ」



2016年6月6日 朝日 朝刊 8面 　「（難民　世界と私たち）難民の就職、道険し　オーストリア
2016年6月6日 朝日 朝刊 11面 　「（フォーラム）まとめ支給と生活保護」
2016年6月6日 朝日 朝刊 26面 　「（なるほどマネー）退職金を生かす：９　年金収入、先立たれると
2016年6月6日 日経 朝刊 3面 　「（エコノフォーカス）中小企業、2030年消滅？」
2016年6月6日 日経 朝刊 4面 　「米、労働生産性低迷で論争」
2016年6月6日 日経 朝刊 4面 　「スイス、最低生活保障 否決へ 全住民に毎月一定額支給
2016年6月6日 日経 朝刊 15面 　「適用法の違い 判決に差　訴訟で見る「同一労働同一賃金
2016年6月6日 日経 夕刊 3面 　「最低生活保障、賛成23％ スイス国民投票で否決」
2016年6月5日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）正社員という働き方：３　長時間労働」
2016年6月5日 日経 朝刊 2面 　「（社説） 私的年金の普及へさらなる知恵と工夫を」
2016年6月5日 日経 朝刊 3面 　「（けいざい解読）ヘッジファンドから資金流出 運用低迷、
2016年6月5日 日経 朝刊 7面 　「パート・アルバイト不足深刻　小売り、外国人確保にも熱
2016年6月4日 朝日 朝刊 3面 　「（２０１６参院選　増税延期を問う：中）低所得者、また後回
2016年6月4日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！消費税：４）軽減税率や他の税制改正への影響
2016年6月4日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）背信の増税再延期」
2016年6月4日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）参院選　税収増頼み　将来世代はどうなる」
2016年6月4日 朝日 朝刊 15面 　「（耕論）老後をひとり　高橋紘士さん、中澤まゆみさん、川口純一
2016年6月4日 朝日 朝刊 b9面 　「（知っ得　なっ得）企業型確定拠出年金：１　見逃せない税制優遇
2016年6月4日 日経 朝刊 21面 　「じっくり資産運用（４）コストで成果に差 信託報酬と税負担
2016年6月3日 朝日 朝刊 3面 　「「厚生年金逃れ」９万社が加入　厚労省指導」
2016年6月3日 朝日 朝刊 6面 　「（教えて！消費税：３）厳しい財政健全化、道筋は？」
2016年6月3日 朝日 朝刊 9面 　「（けいざい＋　深話）鴻海ショック：下　「最近眠れない」郭氏
2016年6月3日 日経 朝刊 12面 　「揺れる企業統治 わたしの見方（３）」
2016年6月3日 日経 夕刊 3面 　「実質賃金、４月0.6％増 ３カ月連続でプラス」
2016年6月2日 朝日 朝刊 3面 　「＜考論＞消費増税再延期、私はこう見る」
2016年6月2日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！消費税：２）３党合意はどうなった？」
2016年6月2日 朝日 朝刊 7面 　「公的年金足りず、家賃負担は重く　生活保護、高齢世帯
2016年6月2日 朝日 朝刊 9面 　「（けいざい＋　深話）鴻海ショック：中　「速い者が遅い者を
2016年6月2日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）１億総活躍と働かないアリ」
2016年6月2日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）首相の会見　納得できぬ責任転嫁」
2016年6月2日 朝日 朝刊 14面 　「（声）消費増税の再延期にあきれる」
2016年6月2日 朝日 朝刊 14面 　「（声）増税延期は助かるが社会保障は？」
2016年6月2日 朝日 朝刊 15面 　「（耕論）リーダーの約束　伊東潤さん、箭内道彦さん、谷口尚子
2016年6月2日 日経 朝刊 8面 　「社会保障 先行きに不安　消費増税再延期 国家百年の
2016年6月2日 日経 朝刊 9面 　「（ニュース複眼）消費増税再延期 どう見る」
2016年6月2日 日経 朝刊 29面 　「（私見卓見）外国人労働者いなければ「日本消滅」」
2016年6月1日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！消費税：１）「政治劇」繰り返す」
2016年6月1日 朝日 朝刊 9面 　「（けいざい＋　深話）鴻海ショック：上　郭流「支配」、シャープ
2016年6月1日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）増税再延期　議論なき決定の異様さ」
2016年6月1日 朝日 朝刊 31面 　「３世代同居、効果ある？　少子化対策、政府「大家族で子育
2016年6月1日 朝日 朝刊 33面 　「ホームレス支援縮小　国の補助削減影響　ＮＰＯ・自治体
2016年6月1日 日経 朝刊 1面 　「介護や保育 先行実施へ 首相、社会保障の充実策　増税延期
2016年6月1日 日経 朝刊 2面 　「（社説）成長と財政再建の両立捨てるな」
2016年6月1日 日経 朝刊 2面 　「（真相深層）「隠れた税優遇」普及へ機運　確定拠出年金
2016年6月1日 日経 朝刊 2面 　「一体改革 かすむ道筋 増税延期でも社会保障充実　安定財源
2016年6月1日 日経 朝刊 3面 　「景気弾まぬ雇用改善 求人倍率24年ぶり高水準も…人手不足
2016年6月1日 日経 朝刊 5面 　「ＧＰＩＦ、資産構成維持　運用改革後初の検証で結論」
2016年6月1日 日経 朝刊 14面 　「揺れる企業統治　わたしの見方（２）」
2016年6月1日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）消費増税再延期のリスク」
2016年6月1日 日経 朝刊 21面 　「働くシニアのルールが変わる　雇用保険、メリット拡充 年金
2016年6月1日 朝日 夕刊 1面 　「生活保護、高齢世帯５割超　公的年金足りぬ実態　３月速報
2016年6月1日 日経 夕刊 14面 　「生活保護、高齢世帯50％超 厚労省調査　過去最多、単身
2016年5月31日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）アベノミクス　「不都合な未来」を変えるには
2016年5月31日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）自分でつくる年金の拡大」
2016年5月31日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）消費増税の再延期　首相はまたも逃げるのか」
2016年5月31日 朝日 朝刊 14面 　「（声）消費増税でなく所得税の増税を」
2016年5月31日 日経 朝刊 5面 　「ＧＰＩＦ運用委員長に新井氏　新体制、多難の船出」
2016年5月31日 日経 朝刊 8面 　「パネル討論「老いるアジアへの対処法は？」」
2016年5月31日 日経 朝刊 13面 　「短時間の残業代「手厚く」 ディスコ、長時間是正へ割増率上
2016年5月31日 日経 朝刊 28面 　「（私見卓見）ＧＰＩＦ、自主運用へ改革続けよ」
2016年5月31日 日経 朝刊 29面 　「（仕事のきほん）企業の通信簿　決算書を読む」



2016年5月31日 朝日 夕刊 1面 　「４月有効求人倍率、１．３４倍　初の全都道府県１倍超え
2016年5月31日 朝日 夕刊 11面 　「生活保護費狙うアパート　「貧困ビジネス」男を再逮捕へ
2016年5月31日 日経 夕刊 2面 　「東南ア 脱少子化に動く 官民で「婚活」支える」
2016年5月31日 日経 夕刊 3面 　「「イクメン」は長時間労働 16年版男女共同参画白書」
2016年5月31日 日経 夕刊 16面 　「高齢・若年層の自殺深刻 全体は２万5000人下回る」
2016年5月30日 朝日 朝刊 1面 　「厚生年金逃れ、国想定上回る　厚労省推計」
2016年5月30日 日経 朝刊 3面 　「日韓意識調査「経済不安が少子化加速」 若年層の格差拡大
2016年5月30日 日経 朝刊 6面 　「超少子化、根底に性別分業　日韓意識調査」
2016年5月30日 日経 夕刊 3面 　「ＧＰＩＦ運用委員長に新井東大名誉教授を起用」
2016年5月29日 朝日 朝刊 3面 　「（日曜に想う）経済成長の道、不都合な真実」
2016年5月29日 朝日 朝刊 10面 　「（社説）首相と消費税　世界経済は危機前夜か」
2016年5月29日 朝日 朝刊 11面 　「（フォーラム）正社員という働き方：２　つらいことも」
2016年5月29日 日経 朝刊 9面 　「（時論）働き方改革に終わりなし」
2016年5月28日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）成長か安全かの選択」
2016年5月28日 朝日 朝刊 14面 　「（声）増税延期はアベノミクスの失敗」
2016年5月28日 日経 朝刊 21面 　「（大機小機）潜在成長率と負債ガバナンス」
2016年5月28日 日経 朝刊 23面 　「（解決！お金ゼミ）じっくり資産運用(３)資産配分どう決める
2016年5月27日 朝日 朝刊 3面 　「外注偽装・日雇い…年金逃れ　建設作業員を「一人親方
2016年5月27日 朝日 朝刊 7面 　「初任給のうち残業代いくら？　明示進まず、入社後トラブル
2016年5月27日 朝日 朝刊 9面 　「不平等の是正「政治の役割」　仏バローベルカセム教育相
2016年5月27日 朝日 朝刊 11面 　「仏、労働法改正で混乱　労組反発、原発スト・ＧＳ休業も
2016年5月27日 日経 朝刊 17面 　「旭化成、年金費用が利益圧迫 今期50億円、割引率引き
2016年5月26日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！「働き方」改革：８）「限定正社員」何が違う？」
2016年5月26日 朝日 朝刊 15面 　「（論壇時評）二つの国民　所属なき人、見えているか　歴史社会学者
2016年5月26日 日経 朝刊 9面 　「（ニュース複眼）経済成長の条件 「民」が示す」
2016年5月26日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）長寿企業と事業精神 」
2016年5月26日 日経 朝刊 27面 　「（私見卓見）「全世界で皆保険」　Ｇ７が関与を」
2016年5月26日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）海外に学ぶ財政再建の鍵」
2016年5月25日 朝日 朝刊 3面 　「確定拠出年金、誰でもＯＫ　公務員・主婦へ対象拡大　関連法成立
2016年5月25日 朝日 朝刊 5面 　「（教えて！「働き方」改革：７）仕事の能力、会社で身につける
2016年5月25日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）出生率上昇　子育て支援を着実に」
2016年5月25日 日経 朝刊 3面 　「確定拠出年金、誰でも活用　改正法が成立 主婦ら対象
2016年5月25日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）フィデューシャリーの時代」
2016年5月25日 日経 朝刊 18面 　「老後　年金頼みでは苦しく 　就業と資産運用でカバー」
2016年5月24日 朝日 朝刊 1面 　「出生率１．４６、２年ぶり増　人口減少幅は過去最大　昨年
2016年5月24日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）消費増税延期　選挙の呪縛、解き放つには
2016年5月24日 朝日 朝刊 37面 　「出生率改善、仏に学ぶ　「保育ママ」利用広がる」
2016年5月24日 日経 朝刊 1面 　「出生率1.46に上昇 昨年、94年以来の高さ　出生数、過去
2016年5月24日 日経 朝刊 2面 　「（社説）出生率上昇に気を緩めず少子化対策急げ」
2016年5月24日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）合計特殊出生率　人口維持には2.07必要
2016年5月24日 日経 朝刊 5面 　「出生率、政府目標は遠く 第１子出産年齢最高」
2016年5月24日 日経 朝刊 31面 　「出生率、１都３県上昇　都内の昨年1.17」
2016年5月24日 朝日 夕刊 1面 　「個人型確定拠出年金、主婦・公務員に拡大　改正法成立
2016年5月24日 日経 夕刊 1面 　「確定拠出年金、主婦・公務員も対象 改正法が成立」
2016年5月23日 朝日 朝刊 6面 　「（興流インド）教育格差：上　成功への道、英語で学べ」
2016年5月23日 朝日 朝刊 8面 　「（声）消費増税の再延期は無責任」
2016年5月23日 日経 朝刊 5面 　「（経営の視点）同一労働同一賃金への道 多様な人材生
2016年5月23日 日経 朝刊 7面 　「先進国は就労促す改革を 米コロンビア大教授　グレン・
2016年5月23日 日経 朝刊 11面 　「投信「毎月分配」曲がり角　運用難、シェア低下」
2016年5月23日 日経 夕刊 11面 　「（就活のリアル）新入社員、女性の方が優秀？　男性偏重採用
2016年5月22日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）正社員という働き方：１　いいことばかり？」
2016年5月21日 朝日 朝刊 5面 　「（教えて！「働き方」改革：６）６５歳までの雇用、企業の義務
2016年5月21日 日経 朝刊 5面 　「本給0.3％増 昨年度、10年ぶりプラス 実質は減る」
2016年5月21日 日経 夕刊 2面 　「（ウォール街ラウンドアップ）残業新ルール、賃金上昇遠
2016年5月20日 朝日 朝刊 10面 　「（経済気象台）ネパールで見て考えた」
2016年5月20日 朝日 朝刊 12面 　「（声）再雇用の待遇は定年前並みに」
2016年5月20日 日経 朝刊 15面 　「ＮＥＣ、年金費用が利益圧迫 今期、運用利回り低下で」
2016年5月20日 日経 朝刊 16面 　「賃上げＥＴＦの期待度　似通う銘柄、副作用懸念も」
2016年5月20日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）マクロ政策VS構造改革」
2016年5月20日 日経 朝刊 18面 　「時給・保険料・教育訓練　派遣料上げ促すコスト増」
2016年5月20日 朝日 夕刊 2面 　「大卒就職率９７．３％　５年連続改善　９７年以来最高」



2016年5月20日 朝日 夕刊 2面 　「実質賃金、５年連続減　１５年度」
2016年5月20日 日経 夕刊 1面 　「大卒就職率97.3％ 今春 リーマン前超え最高」
2016年5月20日 日経 夕刊 3面 　「実質賃金、５年連続減 15年度0.1％マイナス　パート比率
2016年5月20日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）学費は親の年収の２割」
2016年5月20日 日経 夕刊 14面 　「0歳以上「働きたい」７割 「収入ほしい」「老化防ぐ」　高齢社会白書
2016年5月20日 日経 夕刊 14面 　「今年の就活　戸惑う学生　選考前倒し「焦っている」」
2016年5月19日 朝日 朝刊 7面 　「１億総活躍、選挙にらむ　非正規の待遇改善／子育て・
2016年5月19日 朝日 朝刊 7面 　「成長戦略「分配」が目玉　財源あいまい　「骨太の方針」
2016年5月19日 朝日 朝刊 7面 　「１億総活躍プラン（要旨）」
2016年5月19日 朝日 朝刊 7面 　「「骨太の方針」素案（要旨）」
2016年5月19日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）１億総活躍　具体化への道筋示せ」
2016年5月19日 朝日 朝刊 15面 　「（読み解き経済）ピケティ氏の格差論　経済史を研究する
2016年5月19日 日経 朝刊 1面 　「骨太素案・一億総活躍プラン策定　成長堅持へ少子化克服
2016年5月19日 日経 朝刊 2面 　「（社説）生産性上げる働き方改革を促せ」
2016年5月19日 日経 朝刊 8面 　「ニッポン一億総活躍プラン　人口減への処方箋は」
2016年5月19日 日経 夕刊 3面 　「女性役員育成を支援 政府、経団連とプログラム」
2016年5月19日 日経 夕刊 3面 　「「賃上げＥＴＦ」東証上場 日銀、年3000億円買い入れへ」
2016年5月19日 日経 夕刊 3面 　「「先進国で貧困拡大」　ＩＬＯが調査結果　 非正規雇用増
2016年5月19日 日経 夕刊 3面 　「最低賃金の倍増「企業、神経質に」　米教授、国際分析会合
2016年5月18日 朝日 朝刊 5面 　「（教えて！「働き方」改革：５）「女性活躍」どうしたら進む？」
2016年5月18日 日経 朝刊 4面 　「改革具体化　自民先送り 農政や社会保障、同一労働同一賃金
2016年5月18日 日経 朝刊 5面 　「企業年金、４年ぶり配当減　生保大手４社、前期0.4ポイント
2016年5月18日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）厚生労働省の分割論」
2016年5月18日 日経 朝刊 18面 　「主婦、有利な働き方吟味　税・保険料で手取りに差」
2016年5月18日 日経 朝刊 19面 　「家計にフィンテック（２）ロボアドバイザー活用 最適な分散投資
2016年5月18日 日経 朝刊 31面 　「都、公金運用利回り最低 昨年度0.114％、マイナス金利響
2016年5月18日 日経 夕刊 3面 　「出生率1.8「25年度までに」 一億総活躍プラン、月末決定
2016年5月17日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）日系企業の働き方　「黙して語らず」では…」
2016年5月17日 朝日 朝刊 7面 　「月８０時間超残業、２割の企業　過労死の労災認定基準
2016年5月17日 朝日 朝刊 9面 　「シャープ、大幅削減か　７千人規模の可能性　鴻海方針転換
2016年5月17日 朝日 朝刊 14面 　「（声）０歳児育てる全ての親に有給を」
2016年5月17日 日経 朝刊 1面 　「人手不足で規制緩和　保育士比率下げ→非正規給与増促
2016年5月17日 日経 朝刊 1面 　「（新産業創世記）「土俵」が変わる（１）ＡＩ社長の下で働けますか
2016年5月17日 日経 朝刊 5面 　「＜解説＞人手不足、成長の足かせ 雇用システム改革不可欠
2016年5月17日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）課題先進国の課題」
2016年5月17日 日経 朝刊 24面 　「（経済教室）パート賃金格差、何が問題か　単純な国際比較
2016年5月16日 朝日 朝刊 10面 　「（社説）「１億総活躍」社会　消費増税の支えが必要だ」
2016年5月16日 日経 朝刊 9面 　「群馬銀、一般職廃止し全行員を総合職に」
2016年5月16日 日経 朝刊 21面 　「（経済教室）長時間労働是正できるか（下）　総労働時間
2016年5月16日 日経 夕刊 3面 　「ロボが運用指南、スマホで手軽に カブコム、月500円から
2016年5月14日 朝日 朝刊 1面 　「賃下げ、同業務なら「違法」　定年後再雇用で」
2016年5月14日 朝日 朝刊 1面 　「「同一労働同一賃金」、関連３法一括改正へ　政府方針」
2016年5月14日 朝日 朝刊 3面 　「広がる再雇用、賃下げに警鐘　待遇改善に期待　違法判決
2016年5月14日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！「働き方」改革：４）正社員の解雇、日本は規制厳
2016年5月14日 朝日 朝刊 7面 　「生活保護、減額対象外に　奨学金から大学受験・入学費用
2016年5月14日 朝日 朝刊 7面 　「再就職助成、赤字部門に限定　批判受け明確化　厚労省方針
2016年5月14日 日経 朝刊 5面 　「労働・年金改革　棚ざらし 脱時間給など法案「渋滞」、厚労省
2016年5月14日 日経 朝刊 21面 　「（大機小機）不況は潜在成長率を下げる」
2016年5月14日 日経 朝刊 43面 　「同じ仕事で賃金差 違法 東京地裁判決、定年後再雇用巡
2016年5月13日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！「働き方」改革：３）賃金体系、年功型から成果主義
2016年5月13日 日経 朝刊 27面 　「（経済教室）長時間労働是正できるか(上)絶対的上限・休息確保
2016年5月13日 朝日 夕刊 1面 　「保護費減額なし　奨学金で大学受験料・入学金　厚労省方針
2016年5月12日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！「働き方」改革：２）長時間労働、なくせないの？」
2016年5月12日 日経 朝刊 7面 　「欧州、国債の年限長期化 アイルランドなど「100年債」」
2016年5月12日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）何が国の発展を決めるのか」
2016年5月11日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！「働き方」改革：１）仕掛けたのは政府」
2016年5月11日 日経 朝刊 4面 　「攻防アベノミクス（２）「官製春闘」失速、賃上げ鈍く 非正規
2016年5月11日 日経 朝刊 11面 　「水島製作所　休業手当80％を提示」
2016年5月11日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）需要不足と実力不足の混同」
2016年5月10日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）子育て大国　家族の多様さ、認めてこそ」
2016年5月10日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）社外取締役の時代へ」



2016年5月10日 朝日 朝刊 14面 　「（声）非正規の雇用は制限すべきだ」
2016年5月10日 日経 朝刊 5面 　「年金債務計算 アコム、マイナスの割引率適用」
2016年5月10日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）マイナンバーは離陸できるか」
2016年5月9日 朝日 朝刊 33面 　「安倍政権に揺れる労組　待遇改善・労働法制めぐり」
2016年5月9日 日経 朝刊 9面 　「三菱ＵＦＪ信託、投信ＡＩが運用 個人投資家向け 年度内
2016年5月9日 日経 朝刊 11面 　「眠れる主婦力、生かす スマイルワークス、資格で在宅経理
2016年5月9日 日経 夕刊 1面 　「運用、人工知能が台頭 ファンド成績、堅調さ目立つ」
2016年5月8日 朝日 朝刊 6面 　「（声）パートの働きがいは何なの？」
2016年5月7日 朝日 朝刊 10面 　「（経済気象台）格差社会の逆襲」
2016年5月7日 朝日 朝刊 12面 　「（声）年休取得、誰もが気兼ねなく」
2016年5月7日 朝日 朝刊 13面 　「（インタビュー）高齢化時代の生きる道　シンガポール前首相
2016年5月7日 日経 朝刊 1面 　「再就職、早期なら手当増　厚労省、失業長期化を回避」
2016年5月7日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）雇用保険の失業手当　保険料は労使で
2016年5月7日 日経 朝刊 5面 　「ミセス・ワタナベ活発 ＦＸ取引高、初の5000兆円超え」
2016年5月7日 日経 朝刊 15面 　「資生堂３年連続１位　日経ウーマン「女性が活躍する会社
2016年5月7日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）高齢者の資産をいかすには」
2016年5月7日 日経 朝刊 33面 　「子育てもキャリアも　両方とも手に 「女性が活躍する会社
2016年5月5日 朝日 朝刊 1面 　「子ども１６０５万人、３５年連続で減少」
2016年5月5日 朝日 朝刊 4面 　「（人口減にっぽん：下）政府躍起でも出生率低迷　急速に
2016年5月5日 朝日 朝刊 8面 　「（社説）子どもの貧困　学び支え、連鎖断ち切ろう」
2016年5月5日 朝日 朝刊 8面 　「（声）若者よ、格差も投票の基準に」
2016年5月5日 日経 朝刊 1面 　「（食と農）次代に伝えたい（２） ロボ導入、24時間農場　生産性向上
2016年5月5日 日経 朝刊 2面 　「（社説）若者と子を見捨てぬ世界と日本に」
2016年5月5日 日経 朝刊 19面 　「（経済教室）男性高齢者の就業余力大 65～69歳では４割
2016年5月5日 日経 朝刊 30面 　「子供、35年連続減 14歳以下1605万人、総人口比12.6％
2016年5月4日 朝日 朝刊 4面 　「（人口減にっぽん　海外から考える：中）労働力、移民でしのぐ
2016年5月4日 朝日 朝刊 27面 　「１０代、憲法と出会った　教育を受ける権利、施設からの
2016年5月4日 日経 朝刊 1面 　「退社から翌日出社まで…勤務に一定の間隔確保 規則明記
2016年5月4日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）長時間労働　働き方改革、企業の課題」
2016年5月4日 日経 朝刊 15面 　「（もしものホーム法務）労使のトラブル　パートで育休を認
2016年5月3日 朝日 朝刊 2面 　「（憲法を考える）立憲ｖｓ．非立憲：中　グローバル企業、法
2016年5月3日 朝日 朝刊 8面 　「（人口減にっぽん　海外から考える：上）子だくさん、厚い
2016年5月3日 朝日 朝刊 8面 　「（波聞風問）消費増税　賢者の提言、受け止めるべきは　
2016年5月3日 日経 朝刊 4面 　「児童扶養手当、第２子以降の加算額が12月から倍 改正法成立
2016年5月3日 日経 朝刊 11面 　「メディセオ、全正社員エリア採用に 転勤での離職防ぐ」
2016年5月3日 日経 朝刊 15面 　「（論点解題）長時間労働是正策、効果は？ 規制緩和で働
2016年5月2日 朝日 朝刊 4面 　「（にっぽんの負担）税制の攻防　税の決め方、どうあるべきか
2016年5月2日 朝日 朝刊 8面 　「（声）憲法特集：上　憲法に導かれて仕事してきた」
2016年5月2日 朝日 朝刊 8面 　「（声）憲法特集：上　男女平等を実践させた「太陽」」
2016年5月2日 朝日 朝刊 8面 　「（声）憲法特集：上　貧困問題と報道の自由が心配」
2016年5月2日 日経 朝刊 3面 　「かんぽ生命 株自主運用、年内にも 国内高配当銘柄に」
2016年5月2日 日経 朝刊 9面 　「三菱自の水島製作所　一時帰休、組合と賃金交渉 軽生産停止
2016年5月2日 日経 朝刊 17面 　「やさしいマクロ経済学(9)経済成長 生産性低下の防止、
2016年5月2日 朝日 夕刊 2面 　「１３００人の賃金削減提示　三菱自の水島製作所」
2016年5月2日 日経 夕刊 9面 　「職能アップ、年８時間無料 派遣社員に新法で「義務教育
2016年5月1日 朝日 朝刊 3面 　「シャープ、２０００人削減検討　国内社員の１割規模　太陽電池
2016年5月1日 日経 朝刊 3面 　「（けいざい解読）アジアに民族大移動の波 際立つ日本の
2016年5月1日 日経 朝刊 10面 　「（カレントスコープ）地元志向、親のため？ 進学・就職…
2016年4月30日 朝日 朝刊 4面 　「（けいざい＋）東芝の迷宮：９　そして、リストラの波」
2016年4月30日 日経 朝刊 9面 　「シャープ、優秀な人材流出防止へ 株式活用の報酬制度
2016年4月30日 日経 朝刊 21面 　「イクメン、企業が育てる 職場にエール、休みやすく　夫婦
2016年4月30日 日経 朝刊 21面 　「（キャリアの扉）米コロンビア大教授　シーナ・アイエンガー
2016年4月29日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）年休取得のススメ」
2016年4月29日 日経 朝刊 4面 　「新型の企業年金承認 厚労省、労使でリスク分担」
2016年4月29日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）セブン＆アイ人事と社外取締役」
2016年4月29日 日経 朝刊 26面 　「（経済教室）女性の離職減らすには　昇進・キャリア説明丁寧
2016年4月28日 朝日 朝刊 4面 　「「最低賃金、１千円に」　民進マニフェスト素案」
2016年4月28日 朝日 朝刊 7面 　「運用成績公表、前倒し否定的　ＧＰＩＦ理事長「正確な情報
2016年4月28日 朝日 朝刊 37面 　「現地法人で過労死は労災　東京高裁、認める判決」
2016年4月28日 日経 朝刊 1面 　「シャープ1000人削減検討 不振の太陽電池など」
2016年4月28日 日経 朝刊 5面 　「ＡＩやロボ対応できないと…雇用735万人減少 経産省試算



2016年4月28日 日経 朝刊 27面 　「（経済教室）世代会計で考える(下)「将来」との利害対立、
2016年4月28日 日経 朝刊 38面 　「海外勤務に労災適用 東京高裁、遺族が逆転勝訴」
2016年4月27日 朝日 朝刊 7面 　「企業に人員削減提案、人材会社は禁止へ　厚労省指針
2016年4月27日 朝日 朝刊 15面 　「（耕論）どうする消費増税　小黒一正さん、ノア・スミスさん
2016年4月27日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）高齢化社会と投資教育」
2016年4月27日 日経 朝刊 21面 　「労使のトラブル　スカウトで転職した先から解雇 能力不足
2016年4月27日 日経 朝刊 22面 　「（経済教室）世代会計で考える(上)消費増税延期、「将来
2016年4月27日 日経 夕刊 3面 　「スイス、６月に国民投票　「最低生活保障」導入巡り」
2016年4月26日 日経 朝刊 5面 　「総活躍で雇用117万人創出 ＧＤＰ600兆円へ諮問会議が
2016年4月26日 日経 朝刊 5面 　「ＧＰＩＦ高橋・新理事長、年金運用「愚直に説明」 １～３月成績
2016年4月26日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）長期投資のパフォーマンス評価」
2016年4月26日 日経 夕刊 9面 　「「顧問」でスキル生かし働く　中小企業にシニアが知恵」
2016年4月25日 日経 朝刊 1面 　「年金債務、企業を圧迫 日清食品など、関連費用膨らむ
2016年4月25日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）割引率　現時点の年金債務額を計算」
2016年4月25日 日経 夕刊 3面 　「（ニッキィの大疑問）「同一労働同一賃金」展望は？」
2016年4月24日 朝日 朝刊 8面 　「（声）「活躍」したいけど子供も大事」
2016年4月24日 朝日 朝刊 8面 　「（声）日本は成長よりも分配重視に」
2016年4月24日 日経 朝刊 1面 　「派遣料金、引き上げ増加 今春交渉で３割に　待遇改善に
2016年4月24日 日経 朝刊 3面 　「（けいざい解読）働き方改革を深めるには 賃金カーブ見直
2016年4月24日 日経 朝刊 8面 　「（中外時評）「同一賃金」経済界の本音　正社員改革にひるむな
2016年4月24日 日経 朝刊 15面 　「（経済論壇から）「一億総活躍」の具体策は」
2016年4月23日 日経 朝刊 1面 　「非正規雇用の賃金上げ　正社員の７～８割に 定年延長
2016年4月23日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）ニッポン一億総活躍プラン　「新３本の矢
2016年4月23日 日経 朝刊 5面 　「（解説）非正規賃上げ、実効性課題 判断は企業、コスト増
2016年4月23日 日経 朝刊 12面 　「武田、30歳から社長候補育成　世界同一基準で ５年で２
2016年4月22日 朝日 朝刊 7面 　「健保の料率、最高を更新　１６年度平均９．１％に　９年連続上昇
2016年4月22日 朝日 朝刊 7面 　「社員に出向先探し命じた企業、公益法人が研修で支援」
2016年4月22日 日経 朝刊 1面 　「明治安田、企業年金の受託停止 マイナス金利で運用難
2016年4月22日 日経 朝刊 4面 　「健康保険料　最高に 今年度　１人当たり47万9354円」
2016年4月22日 日経 朝刊 4面 　「時間外労働の規制提言 一億総活躍、自民「欧州並み水準
2016年4月22日 日経 朝刊 11面 　「トルコ最低賃金引き上げ 中小などで37万人失業」
2016年4月22日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）オランダ病を克服した労働改革」
2016年4月21日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）引き際の美学」
2016年4月21日 朝日 朝刊 16面 　「（声）経団連は社会貢献に力入れて」
2016年4月21日 朝日 朝刊 16面 　「（声）高齢向け給付金、優先度高いか」
2016年4月21日 日経 朝刊 4面 　「厚労省分割論 自民内に浮上 重要課題 対応きめ細かく
2016年4月21日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）企業の租税回避防止策を急げ」
2016年4月21日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）あるべき経済対策とは（下）所得・資産の再分配進
2016年4月21日 日経 夕刊 1面 　「スーパー、パート待遇改善 ライフ、地域限定社員　オークワ
2016年4月20日 朝日 朝刊 7面 　「外国人、永住権取得しやすく　専門能力持つ人材対象」
2016年4月20日 朝日 朝刊 11面 　「（経済気象台）消費不況からの脱出策」
2016年4月20日 日経 朝刊 1面 　「生保、学資・年金保険料上げ 来春にも　マイナス金利で
2016年4月20日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）生命保険の標準利率　国債に連動、低下続
2016年4月20日 日経 朝刊 9面 　「東南ア、進む女性進出 遅れる日本、政府が模範を」
2016年4月20日 日経 朝刊 15面 　「「賃上げＥＴＦ」開発競う 運用各社、５月にも上場」
2016年4月20日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）公的年金の情報開示に望む」
2016年4月20日 日経 朝刊 21面 　「労使のトラブル　名ばかり管理職で残業代なし 裁量・報酬
2016年4月19日 日経 朝刊 1面 　「マイナス金利、投信に転嫁 運用各社、投資家の利益目減
2016年4月19日 日経 朝刊 5面 　「健康保険料上昇続く　大企業社員、９年で５万円増も」
2016年4月19日 日経 朝刊 12面 　「法令順守への理解　非正規、65％どまり 日経リサーチ調
2016年4月19日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）消費増税の先送り方」
2016年4月19日 日経 朝刊 24面 　「（経済教室）あるべき経済対策とは(上)恒常的な雇用創出
2016年4月19日 日経 夕刊 9面 　「女性活躍「見える化」進むか 推進法で取り組み公表開始
2016年4月18日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）ＭＢＡ　経営大学院強化、文系救うか　堀篭俊材
2016年4月18日 朝日 朝刊 11面 　「（フォーラム）われら中小企業　夢はかなった？」
2016年4月18日 朝日 朝刊 28面 　「（なるほどマネー）退職金を生かす：２　６０歳、再雇用でも
2016年4月18日 日経 朝刊 5面 　「ロボットが運用指南、日本ＩＢＭとフィンテックＶＢが開発」
2016年4月16日 朝日 朝刊 7面 　「正規との賃金差、欧州並み水準に　１億総活躍相が目標
2016年4月16日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！１億総活躍社会：７）働く高齢者増加、どう支援
2016年4月16日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）右往左往の人口減対策」
2016年4月16日 日経 朝刊 11面 　「70歳以上も店の戦力　食品スーパーのライフやマルエツ



2016年4月15日 朝日 朝刊 5面 　「（教えて！１億総活躍社会：６）女性の就労拡大阻む壁、
2016年4月15日 日経 朝刊 5面 　「下請け「不当な残業」防ぐ　労基署が把握、公取委などに
2016年4月15日 日経 朝刊 15面 　「企業年金、運用損1000億円 昨年度、株安・円高が痛手
2016年4月15日 日経 朝刊 35面 　「ＡＩＪ事件　実刑確定へ 年金詐欺、元社長らの上告棄却」
2016年4月14日 朝日 朝刊 1面 　「企業年金利回りマイナス　大手生保、株安で５年ぶり　１５
2016年4月14日 朝日 朝刊 2面 　「（いちからわかる！）長時間労働の対策に政府が乗り出
2016年4月14日 朝日 朝刊 3面 　「子ども貧困格差、日本ワースト８　先進４１カ国で３４位　
2016年4月14日 朝日 朝刊 4面 　「年金や子育て、１．３兆円不足　来年４月消費税１０％が
2016年4月14日 日経 朝刊 4面 　「社会保障「全世代型に」 小泉氏ら自民若手、20年以降ビジョン
2016年4月14日 日経 朝刊 4面 　「（記者手帳）果たせるか青年局の役割」
2016年4月14日 日経 朝刊 5面 　「予定通り消費増税を　ＩＭＦ」
2016年4月14日 日経 朝刊 13面 　「年金負担、企業収益を圧迫　大和ハウス、前期特損849
2016年4月14日 日経 朝刊 17面 　「投信残高、90兆円台回復 ３月末、日本株の運用が改善
2016年4月13日 朝日 朝刊 4面 　「「現役世代の定義、変えよう」　小泉氏ら自民若手、提言
2016年4月13日 朝日 朝刊 6面 　「（教えて！１億総活躍社会：５）非正社員の賃金上がる？」
2016年4月13日 日経 朝刊 26面 　「（経済教室）賃金格差を考える(下)大卒・高卒間の拡大緩
2016年4月12日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）アベノミクスの岐路　「とりあえず現状維持」の
2016年4月12日 朝日 朝刊 9面 　「マイナス金利響き赤字へ　リクシル、年金運用益減　３月期
2016年4月12日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）女性活躍の必須条件」
2016年4月12日 日経 朝刊 28面 　「（経済教室）賃金格差を考える(中)40～50代男性の下落顕著
2016年4月12日 日経 朝刊 43面 　「（解を探しに）引き算の世界(１)出世イヤ、若者増殖中」
2016年4月12日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）株式報酬時代の幕開け」
2016年4月10日 日経 朝刊 3面 　「（けいざい解読）ＡＩやネット、生産性高めるか 柔軟な労働市場不可欠
2016年4月10日 日経 朝刊 3面 　「中小企業の退職金共済、３年ぶり上乗せゼロ」
2016年4月10日 日経 朝刊 3面 　「中小零細経営者、65歳以上が37％ 20年で比率２倍に」
2016年4月9日 朝日 朝刊 7面 　「「賃金格差、欧州並みに」　「同一労働同一賃金」目指し与党案
2016年4月9日 日経 朝刊 4面 　「公的年金運用で対立 野党「株比率拡大で損失」　厚労相
2016年4月8日 朝日 朝刊 7面 　「年金運用「損失隠し」？　公表は参院選後か」
2016年4月8日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）経済政策の転換を求める」
2016年4月8日 朝日 朝刊 17面 　「（クルーグマンコラム）オバマ大統領の教訓　完全な成功
2016年4月8日 日経 朝刊 4面 　「賃金差、欧州並みに縮小を 非正規と正規、与党が方針
2016年4月8日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）転職・復職400万人時代」
2016年4月8日 日経 朝刊 26面 　「（経済教室）賃金格差を考える(上)「同一賃金」比較対象難
2016年4月7日 朝日 朝刊 5面 　「助成金利用、１７％が未就職のまま　退職後１年経過も」
2016年4月7日 朝日 朝刊 15面 　「（記者有論）育児の社会化　母親１人に押しつけずに　波多野大介
2016年4月7日 朝日 朝刊 30面 　「共済年金１万２０００人支給ミス　元国家公務員ら、一元化対応
2016年4月7日 日経 朝刊 5面 　「どうする消費増税（中）慶応義塾塾長 清家篤氏 社会保障改革
2016年4月7日 日経 朝刊 5面 　「機関投資家の行動原則導入　「良い変化あった」６割 ＧＰＩＦ
2016年4月7日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）ＧＰＩＦ改革の課題(下)運用「高度化」絶えず追求
2016年4月7日 日経 夕刊 3面 　「ロボ運用、個人向け続々　 低コスト、若年層開拓　楽天証券
2016年4月6日 日経 朝刊 2面 　「（社説）中小・非正規の持続的賃上げを」
2016年4月6日 日経 朝刊 4面 　「低所得年金受給者への給付、申請ハイペース」
2016年4月6日 日経 朝刊 5面 　「公的年金の保険料や税金、年1.3兆円が回収不能」
2016年4月6日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）変化した「失われた20年」を見る目」
2016年4月6日 日経 朝刊 18面 　「運用口座選び　成果に差 　株、確定拠出年金を優先」
2016年4月6日 日経 朝刊 27面 　「（経済教室）ＧＰＩＦ改革の課題(上)「意思決定・監督」「執行
2016年4月5日 日経 朝刊 1面 　「（市場の力学）投資の新潮流（２）「熟練トレーダー」ＡＩ参上
2016年4月5日 日経 朝刊 2面 　「（社説）障害者の活躍促す社会に」
2016年4月4日 朝日 朝刊 1面 　「（天声人語）育児の環境、男はどうする」
2016年4月4日 日経 朝刊 4面 　「（グローバル　オピニオン）米、格差縮小へ政策対応を」
2016年4月3日 朝日 朝刊 3面 　「（アベノミクス「分断」の現場：中）非正規、求人増えたけど
2016年4月3日 日経 朝刊 3面 　「「130万円の壁」で追加対策 政府方針、就労支援を拡充
2016年4月2日 朝日 朝刊 5面 　「「残業月８０時間」も調査対象　厚労省、監督官を増員」
2016年4月2日 朝日 朝刊 6面 　「（けいざい＋）障害者と就労：下　環境づくり、企業も共に
2016年4月2日 日経 朝刊 2面 　「「残業80時間」監視強化 厚労省が対策班設置　全国の労働局
2016年4月2日 日経 朝刊 4面 　「年金「長期で効率運用」 高橋ＧＰＩＦ新理事長、運用資産
2016年4月2日 日経 朝刊 33面 　「女性活躍、男職場だからこそ本気」
2016年4月2日 日経 朝刊 33面 　「（男・女　ギャップを斬る）三六協定の残業規制　労使は協議
2016年4月1日 朝日 朝刊 9面 　「（けいざい＋）障害者と就労：上　障害者の能力引き出す
2016年4月1日 日経 朝刊 2面 　「（社説）働き方改革で女性の力生かせ」
2016年4月1日 日経 朝刊 5面 　「公的年金の運用成績、参院選後に発表か 野党「損失隠



2016年4月1日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）消費増税延期論への疑問」
2016年3月31日 日経 朝刊 1面 　「定年引き上げ助成金拡大、支給基準66歳以上に 厚労省
2016年3月31日 日経 朝刊 5面 　「信託銀、運用会社にマイナス金利転嫁　個人への波及焦点
2016年3月31日 日経 朝刊 5面 　「みずほ銀の運用助言ロボ、目標設定可能に 最適な資産配分提案
2016年3月30日 朝日 朝刊 7面 　「配偶者手当見直し、難題　厚労省検討会、提案　強制力
2016年3月30日 朝日 朝刊 7面 　「６５歳以上も雇用保険可」
2016年3月30日 朝日 朝刊 11面 　「イオン、在宅勤務導入　東北で店長ら２２０人対象」
2016年3月30日 朝日 朝刊 37面 　「「過労で自殺」提訴　ほっともっと元店長の遺族」
2016年3月30日 日経 朝刊 5面 　「脱時間給の早期実現を 米企業団体、首相訪米控え提言
2016年3月30日 日経 朝刊 6面 　「ヘッジファンド長期低迷　１～２月運用成績、マイナス5.35
2016年3月30日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）設立相次ぐ運用会社の課題」
2016年3月30日 日経 夕刊 1面 　「信託銀各社、ファンドの資金に手数料 マイナス金利 負担
2016年3月29日 朝日 朝刊 39面 　「「業績不良」で解雇、無効　日本ＩＢＭの５人勝訴　東京地裁判決
2016年3月29日 日経 朝刊 5面 　「大卒後５年「新卒扱いに」 同友会が提言　通年採用普及促
2016年3月29日 日経 朝刊 46面 　「ＩＢＭ解雇「無効」 地裁判決、５人の賃金支払い命令」
2016年3月28日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）これからの働き方」
2016年3月28日 日経 朝刊 5面 　「（風速計）企業年金の「2017年問題」に戦々恐々」
2016年3月28日 日経 朝刊 13面 　「文科省の若手研究者仲介 トヨタが給与1500万円提示」
2016年3月27日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）会計士の存在意義　「期待ギャップ」埋める努力
2016年3月26日 朝日 朝刊 7面 　「残業上限見直しを検討　長時間労働抑制へ　首相が表明
2016年3月26日 朝日 朝刊 17面 　「（データを読む　世論調査から）低年収層の支持政党　格差不満
2016年3月26日 日経 朝刊 3面 　「長時間労働是正、首相「指導強める」 残業80時間で立ち
2016年3月26日 日経 朝刊 15面 　「マイナス金利下の企業年金（下） 脱・債券、運用先を模索
2016年3月25日 朝日 朝刊 9面 　「厚労省、見直し検討　再就職助成、大企業への支給」
2016年3月25日 朝日 朝刊 9面 　「無期契約に転換、日本郵政前倒し　５年超える有期職員
2016年3月25日 日経 朝刊 2面 　「(社説)「同一賃金」論議を正社員改革にも生かせ」
2016年3月25日 日経 朝刊 17面 　「マイナス金利下の企業年金（上） 「割引率」下げ避けられず
2016年3月24日 朝日 朝刊 8面 　「「同一労働同一賃金」初会合　関連法改正向け論点議論
2016年3月24日 日経 朝刊 1面 　「残業80時間で立ち入り　対象、300万人に拡大 政府、長時間労働
2016年3月24日 日経 朝刊 1面 　「（働き方NEXT）（５）転職「35歳」の壁壊す 職場再生へ動
2016年3月24日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）労働基準法　最低限の労働条件定める
2016年3月24日 日経 朝刊 4面 　「非正規待遇改善「同一賃金」で　 政府、検討会の初会合
2016年3月24日 日経 朝刊 5面 　「＜解説＞働き方変え生産性向上 長時間労働是正、女性進出後押
2016年3月24日 日経 朝刊 14面 　「（働き方NEXT）（５）転職「検討」は４割に 人手不足、有利
2016年3月24日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）「モタニズム」リターンズ」
2016年3月23日 朝日 朝刊 9面 　「日本型雇用、大卒外国人に不評　経産省、人材流出を課題視
2016年3月23日 朝日 朝刊 13面 　「（経済気象台）中所得国のワナからの脱出」
2016年3月23日 朝日 朝刊 37面 　「実習生に違法労働強要容疑　岐阜労基署、会社社長ら
2016年3月23日 日経 朝刊 1面 　「（働き方NEXT）（４）外国人労働者迎える独 活力維持へ根付
2016年3月23日 日経 朝刊 5面 　「ＧＰＩＦ 迷走１年、トップ人事決着 農中出身の高橋氏起用
2016年3月23日 日経 朝刊 9面 　「（働き方NEXT）（４）店長代行は難民出身 外国人は欠かせぬ
2016年3月23日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）多様性の統合が創る組織の強み」
2016年3月22日 朝日 朝刊 25面 　「育児もキャリアも　女性と企業フォーラム」
2016年3月22日 日経 朝刊 1面 　「（働き方NEXT）（３）日本、脱・横並び就活の芽 キャリア、
2016年3月22日 日経 朝刊 9面 　「（働き方NEXT）「大学新卒」概念崩れる 意欲ある若い人材
2016年3月22日 日経 朝刊 9面 　「ソニー、社内ＦＡ制度 高評価社員に異動権」
2016年3月22日 日経 朝刊 11面 　「（働き方NEXT）日本、こう変えよう」
2016年3月22日 日経 朝刊 42面 　「サービス残業20万人超　14年度、過去最多 厚労省指導
2016年3月22日 朝日 夕刊 2面 　「年金運用のＧＰＩＦ、理事長に高橋氏」
2016年3月21日 日経 朝刊 1面 　「（働き方NEXT）（２）同一賃金　オランダの改革 痛みに耐
2016年3月21日 日経 朝刊 5面 　「年金の保証利率下げ 確定拠出型 マイナス金利響く」
2016年3月21日 日経 朝刊 9面 　「（働き方NEXT）非正規の待遇改善急ぐ 外食、人材確保に
2016年3月20日 日経 朝刊 1面 　「（働き方NEXT）（１）スウェーデンの挑戦 「１日８時間」常識
2016年3月20日 日経 朝刊 3面 　「外国人留学生、日本での就職３割 経産省調査、「流出」
2016年3月20日 日経 朝刊 7面 　「（働き方NEXT）仕事のメール、いつでもどこでも 線引きあいまい
2016年3月19日 朝日 朝刊 9面 　「育児や介護、社員を支援　人材確保へ「多様な働き方」」
2016年3月19日 朝日 朝刊 9面 　「「退職勧奨」問題、きょう電話相談　日本労働弁護団」
2016年3月19日 朝日 朝刊 12面 　「「貯蓄から投資へ」を考える：４　株の長期収益率は年５～
2016年3月19日 日経 朝刊 2面 　「（迫真）曇る賃上げの春（３）東芝はどうなるんだ」
2016年3月19日 日経 朝刊 11面 　「東芝、３万4000人減員 規模縮小、再建急ぐ 来期売上高
2016年3月19日 日経 朝刊 11面 　「パナソニック 最長３年の休暇可能に 専門性高い人材育成



2016年3月19日 日経 朝刊 17面 　「新日鉄住金、会計基準19年までに変更 国際基準か修正基準
2016年3月19日 日経 朝刊 37面 　「大卒主婦のホンネ　スーパーウーマンばかりじゃない」
2016年3月19日 日経 朝刊 37面 　「匿名ブログ「保育園落ちた」　産み育て働く女性の嘆き」
2016年3月19日 日経 朝刊 39面 　「マイナス金利が逆風　公金運用、都困った 国債手出せず
2016年3月19日 日経 朝刊 43面 　「東芝前社長を任意聴取　監視委、会計不祥事巡り　刑事告発
2016年3月19日 朝日 夕刊 11面 　「東芝前社長を任意聴取　監視委、不正会計めぐり」
2016年3月18日 日経 朝刊 3面 　「日本ＫＦＣ、好きな曜日を休日に 出勤日時を自由に選べる
2016年3月18日 日経 朝刊 15面 　「パナソニック、経営幹部の評価　全世界で統一」
2016年3月18日 日経 朝刊 17面 　「社会保険の適用拡大で今期コスト増」
2016年3月18日 日経 朝刊 17面 　「わかる手数料（２） 指数連動型ファンド 信託報酬は割安
2016年3月17日 朝日 朝刊 3面 　「ベア低調、アベノミクスに影　デフレ脱却へ遠い水準」
2016年3月17日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）春闘一斉回答　ベア超える課題解決を」
2016年3月17日 日経 朝刊 2面 　「（社説）企業の成長力高め賃金を安定的に増やせ」
2016年3月17日 日経 朝刊 3面 　「「官製春闘」 民が知恵」
2016年3月17日 日経 朝刊 7面 　「英、法人税17％に下げへ　20年までに」
2016年3月17日 日経 朝刊 13面 　「（賃金交渉'16）格差縮小で一体感狙う」
2016年3月17日 日経 朝刊 17面 　「わかる手数料（１） 投信に値下げの大波」
2016年3月17日 日経 夕刊 5面 　「（日銀ウォッチ）賃上げはベアだけじゃない」
2016年3月17日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）理系女子の強み」
2016年3月16日 朝日 朝刊 7面 　「高校生、「ただ働き」を改善　バイト先と労働協約」
2016年3月16日 朝日 朝刊 11面 　「東芝、リストラにメド　白物家電を中国「美的集団」に売却
2016年3月16日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）年金改革　先送りはできない」
2016年3月16日 日経 朝刊 4面 　「外国人労働者受け入れ、自民特命委が拡大提言へ 「労働力
2016年3月16日 日経 朝刊 13面 　「女性登用　職場改善急ぐ　活躍推進法、来月施行」
2016年3月15日 朝日 朝刊 3面 　「業務命令で職探し「不適切」　厚労省、労働局に初通達へ
2016年3月15日 朝日 朝刊 7面 　「非正規賃上げ、険しい道　ベア５０００円要求労組も」
2016年3月15日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）経営トップのパラサイト化」
2016年3月15日 日経 朝刊 1面 　「東芝、中国・美的に白物家電売却へ アジアで再編加速」
2016年3月15日 日経 朝刊 11面 　「（ビジネスTODAY）「すき家」深夜復活へ バイト時給２年連続上
2016年3月15日 朝日 夕刊 1面 　「東芝白物家電、中国大手に　「美的集団」に売却方針」
2016年3月15日 日経 夕刊 3面 　「（賃金交渉'16）東芝、定昇維持へ 一時金、年２カ月分で
2016年3月14日 朝日 朝刊 35面 　「（Ｒｅライフ）定年しても働きざかり」
2016年3月14日 日経 朝刊 5面 　「確定拠出年金 ロボが運用助言 モーニングスター」
2016年3月14日 日経 夕刊 1面 　「（あすへの話題）若気の至りを応援する　丸紅会長 朝田照男
2016年3月13日 朝日 朝刊 10面 　「（社説）女性の活躍　現実に目を向けてこそ」
2016年3月13日 日経 朝刊 13面 　「（中外時評）今こそ待機児童の解消を　子育てを社会で支
2016年3月12日 朝日 朝刊 7面 　「「１３０万円の壁」対策、首相が指示　経財会議」
2016年3月12日 朝日 朝刊 11面 　「ＥＳＧ投資、日本でも　環境・社会への貢献で企業を判断
2016年3月12日 朝日 朝刊 14面 　「（東洋経済の眼）新卒の積極採用続く　残業・有休、なお
2016年3月12日 日経 朝刊 3面 　「公的年金 支給抑制を強化 法案閣議決定、子育て世代には
2016年3月12日 日経 朝刊 5面 　「外国人受け入れ拡大を　労働市場改革へ首相指示 「130
2016年3月12日 日経 朝刊 17面 　「ノルウェー政府系ファンド 日本株保有６兆円に迫る 昨年末
2016年3月11日 朝日 朝刊 5面 　「雇用、有期から無期へ　労働契約法「５年ルール」、２０１８
2016年3月11日 朝日 朝刊 12面 　「（全人代２０１６）出生増へ提案続々　「二人っ子」でも少子化危惧
2016年3月11日 朝日 朝刊 15面 　「（クルーグマンコラム）トランプ現象　ペテン師は誰なのか
2016年3月11日 朝日 朝刊 37面 　「施設でためた児童手当、生活保護の収入から除外へ」
2016年3月11日 朝日 夕刊 2面 　「年金改革法案を閣議決定」
2016年3月10日 朝日 朝刊 8面 　「利回り見込み「ゼロ」ＯＫ　退職給付債務巡り会計基準委
2016年3月10日 朝日 朝刊 17面 　「（記者有論）男性の育休　議論の機運、しぼませるな　工藤隆治
2016年3月10日 日経 朝刊 5面 　「「会社員の副業促進を」 諮問会議民間議員　人手不足で
2016年3月10日 日経 朝刊 5面 　「公的年金投資額、上位20社開示へ ＧＰＩＦ、来年度にも　
2016年3月10日 日経 朝刊 5面 　「日本国債4300億円売却 ノルウェー年金、金利低下受け
2016年3月10日 日経 夕刊 1面 　「産休・育休、中国拡充 「二人っ子」奨励、地方政府が独自規定
2016年3月9日 朝日 朝刊 7面 　「年金運用、投資先を公表へ　厚労省、一定期間後に　透明性向上図
2016年3月9日 朝日 朝刊 17面 　「（東日本大震災５年）私たちは変わったのか：２　社会の再生
2016年3月9日 日経 朝刊 1面 　「日生、長寿で得する保険 死亡保障抑え年金厚く」
2016年3月9日 日経 朝刊 3面 　「味の素、基本給変えず労働時間短く １日20分「ベア1.4万円相当
2016年3月9日 日経 朝刊 5面 　「雇用保険法案審議入り 育児・介護と仕事 両立支援」
2016年3月9日 日経 朝刊 6面 　「（VOICE）男女平等へ企業社会変革」
2016年3月9日 日経 朝刊 7面 　「労働力確保へ子育て支援を 人口問題の権威・蔡氏に聞
2016年3月8日 朝日 朝刊 1面 　「女性差別撤廃、国連委が勧告　マタハラ防止・管理職への



2016年3月8日 朝日 朝刊 3面 　「「傷負わせる発言控えて」　国連委、慰安婦問題日韓合意
2016年3月8日 朝日 朝刊 4面 　「女性差別撤廃委の勧告（要旨）」
2016年3月8日 朝日 朝刊 4面 　「退職指南で助成金不支給　人材会社に通知へ　厚労省方針
2016年3月8日 日経 朝刊 1面 　「ＭＭＦ 全社が資金返還 マイナス金利で運用難」
2016年3月8日 日経 朝刊 3面 　「「世界の工場」中国・広東省、最低賃金上げ見送り ５年で
2016年3月8日 日経 朝刊 17面 　「ミツカンとＧＥ 長寿の秘訣 証券部次長 三反園哲治」
2016年3月7日 日経 朝刊 1面 　「夫婦の５割、共働き 15年10～12月　妻の収入、最高に」
2016年3月7日 日経 朝刊 2面 　「民主、長時間労働抑制へ法案 休息確保や上限設定」
2016年3月7日 日経 朝刊 17面 　「（論点解題）外国人技能実習の制度改正」
2016年3月7日 日経 朝刊 42面 　「マタハラ隠し、企業巧妙に　「能力不足」理由に妊娠社員解雇
2016年3月7日 日経 朝刊 42面 　「「子供の貧困」放置の損失、沖縄が最大 日本財団」
2016年3月7日 朝日 夕刊 5面 　「（働く人の法律相談）パートには交通費が払われない」
2016年3月6日 朝日 朝刊 10面 　「（声）若者が労働法規を学ぶのは重要」
2016年3月6日 日経 朝刊 13面 　「（中外時評）「外国人は生活者」の視点を　社会的コスト抑制
2016年3月5日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）働き方改革への違和感」
2016年3月5日 朝日 朝刊 39面 　「２４時間勤務を１カ月…残業４１６時間　慰謝料含め支払
2016年3月5日 日経 朝刊 1面 　「パソナなど、派遣料金上げ３年連続要請 ２～５％、人手不足
2016年3月5日 日経 朝刊 37面 　「（女性）変わる職場や家族…配偶者手当は古い？」
2016年3月5日 日経 朝刊 37面 　「退職後の「夫不要論」 日本社会の問題うつす 詩人・社会学者
2016年3月4日 朝日 朝刊 2面 　「（時時刻刻）官製春闘、３年目の弱気　株安・円高、渋る賃上
2016年3月4日 日経 朝刊 17面 　「退職給付会計の「割引率」にマイナス金利の適用検討 企業会計基準委
2016年3月4日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）日本株投信の実像」
2016年3月4日 日経 朝刊 29面 　「（時事解析）出生率1.8は実現可能か(5)子どもの貧困深刻
2016年3月3日 朝日 朝刊 38面 　「「ＡＢＣマート」違法残業で罰金　区検が略式起訴」
2016年3月3日 日経 朝刊 21面 　「（大機小機）中産階級の落日と米大統領選」
2016年3月3日 日経 朝刊 31面 　「（時事解析）出生率1.8は実現可能か(4)根強い子育て不安
2016年3月2日 朝日 朝刊 7面 　「公的年金、運用益４．７兆円　株高で黒字回復　昨年１０
2016年3月2日 朝日 朝刊 9面 　「転職社員のカムバック歓迎　オリックス、給与・待遇を保証
2016年3月2日 朝日 朝刊 16面 　「（声　どう思いますか）１月１２日付掲載の投稿『生活保護者
2016年3月2日 朝日 朝刊 38面 　「見抜け「ブラック求人」就活解禁、売り手市場で競争激化
2016年3月2日 日経 朝刊 5面 　「公的年金 運用益4.7兆円 15年10～12月、通期は損失見通
2016年3月2日 日経 朝刊 30面 　「（時事解析）出生率1.8は実現可能か(3)待機児童解消せず
2016年3月2日 日経 朝刊 42面 　「子育て貧困世帯率、20年間で2.5倍に 92～12年 沖縄、最
2016年3月1日 朝日 朝刊 3面 　「複数の人材会社、退職勧奨を指南　研修や制度設計　厚労省調査
2016年3月1日 日経 朝刊 30面 　「（時事解析）出生率1.8は実現可能か(2) 両立の壁なお高
2016年3月1日 日経 朝刊 31面 　「冨山和彦著「会社は頭から腐る」（３） 多数のゾンビ企業
2016年2月29日 朝日 朝刊 2面 　「（時時刻刻）同一賃金、欧州の工夫　仕事の「価値」が同
2016年2月29日 朝日 朝刊 8面 　「（社説）同一賃金　底上げにつなげよ」
2016年2月29日 日経 朝刊 15面 　「（新局面の中国）（２）企業の撤退（下） 整理解雇、従業員
2016年2月29日 日経 朝刊 19面 　「（時事解析）出生率1.8は実現可能か(1)　30年以上達成せず
2016年2月28日 朝日 朝刊 2面 　「（日曜に想う）税の行方、ヒツジたちの沈黙　特別編集委員
2016年2月28日 日経 朝刊 9面 　「（創論）ブラック企業なくすには 不毛な価格競争やめる」
2016年2月28日 日経 朝刊 21面 　「（経済論壇から）マイナス金利に賛否両論 貧困対策の強化求
2016年2月27日 日経 朝刊 2面 　「（社説）働き手を増やし人口減に立ち向かおう」
2016年2月27日 日経 朝刊 2面 　「パナソニック、永年勤続手当を廃止 中途採用に配慮」
2016年2月27日 日経 朝刊 3面 　「人口減の波 大都市にも 工場地帯、進む空洞化　増える
2016年2月27日 日経 朝刊 5面 　「投信協会長「ＭＲＦ元本割れ 回避へ全力」 運用会社が損失補填
2016年2月27日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）経済対策は勤労税額控除で」
2016年2月27日 日経 朝刊 37面 　「主夫世帯　円満レシピ 出産機に相談　分業徹底／不利
2016年2月26日 朝日 朝刊 33面 　「同一労働同一賃金　識者に聞く」
2016年2月26日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）社会における企業の役割は何か」
2016年2月26日 朝日 夕刊 1面 　「総人口、５年で９４万人減　１５年国勢調査速報値」
2016年2月26日 日経 夕刊 1面 　「国勢調査、初の人口減　１億2711万人に 15年速報値 ５
2016年2月26日 日経 夕刊 3面 　「国勢調査、33道府県 減少率拡大 　東京圏、増加率鈍る
2016年2月25日 朝日 朝刊 19面 　「（担当記者が選ぶ注目の論点）ひずみが生む「下流老人
2016年2月25日 日経 朝刊 2面 　「（真相深層）行き詰まる「安全運用」 ＭＲＦ、マイナス金利
2016年2月25日 日経 朝刊 11面 　「（アジアVIEW）社長が薄給の国ニッポン アジアは高給で
2016年2月24日 朝日 朝刊 4面 　「同一労働同一賃金、法改正へ　派遣法など、首相表明」
2016年2月24日 朝日 朝刊 5面 　「非正規・独身女性、将来に不安切実　３５～５４歳調査　
2016年2月24日 朝日 朝刊 17面 　「（ピケティコラム＠ルモンド）米大統領選　サンダース氏は
2016年2月24日 日経 朝刊 1面 　「厚生年金、加入逃れ阻止 79万社特定、強制も 厚労省、



2016年2月24日 日経 朝刊 3面 　「「同一賃金」議論スタート 首相が指針策定指示　経済界
2016年2月24日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）時点の不一致と物言う株主」
2016年2月24日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）格差緩和と貧困撲滅」
2016年2月24日 日経 夕刊 16面 　「違法残業　2311事業所 厚労省発表　協定なく月200時間超
2016年2月23日 朝日 朝刊 1面 　「（天声人語）働かない働きアリの働き」
2016年2月23日 朝日 朝刊 6面 　「リストラ関与なら指導　厚労省、人材会社に方針　再就職助成
2016年2月23日 朝日 朝刊 13面 　「（経済気象台）最低賃金と失業」
2016年2月23日 日経 朝刊 4面 　「残業時間や有休消化 「ブラック企業」情報開示少なく」
2016年2月23日 日経 朝刊 17面 　「(一目均衡）「ソーシャル」が不要になる日 編集委員 梶原誠
2016年2月23日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）「木」を見て株式に投資する」
2016年2月23日 日経 朝刊 27面 　「冨山和彦著「会社は頭から腐る」(2)終身雇用や年功序列
2016年2月23日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）円安景気の終わり」
2016年2月22日 朝日 朝刊 1面 　「再就職助成、リストラ誘発も　支給要件、国が厳格化へ」
2016年2月22日 朝日 朝刊 3面 　「「ローパー」社員に照準　雇用調整に退職勧奨　国の再就職助成
2016年2月22日 朝日 朝刊 8面 　「（社説）介護保険　丁寧な合意づくりを」
2016年2月22日 朝日 朝刊 8面 　「（声）ホンモノの育休論議をしよう」
2016年2月22日 朝日 朝刊 8面 　「（声）安心に老後送るのは難しいの？」
2016年2月22日 日経 朝刊 8面 　「「同一賃金」指針で明示　非正社員の格差是正 政府検討
2016年2月22日 日経 朝刊 1面 　「企業年金利回り、５年ぶりマイナスの公算　15年度、株安
2016年2月22日 日経 朝刊 2面 　「（社説）生産性の視点が要る「同一労働同一賃金」」
2016年2月22日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）企業年金　公的年金に上乗せ」
2016年2月22日 日経 朝刊 21面 　「（経済教室）格差拡大、成長に悪影響？」
2016年2月22日 日経 夕刊 9面 　「（就活のリアル）入社先、もしかしたらブラック企業？ 半年以上
2016年2月21日 朝日 朝刊 1面 　「（天声人語）絶望ラジオの告発」
2016年2月21日 朝日 朝刊 10面 　「（社説）世界の貧困と不平等　「分配」を共有できるか」
2016年2月21日 朝日 朝刊 38面 　「働きやすい社会を議論　都内でシンポ」
2016年2月21日 日経 朝刊 5面 　「無駄な残業削減「働き方改革」　「必要」が８割、半分は未着手
2016年2月20日 朝日 朝刊 2面 　「（いちからわかる！）「同一労働同一賃金」実現できるの
2016年2月20日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）経団連の怪」
2016年2月20日 朝日 朝刊 12面 　「（知りたい投信　なるほどリッパー）備えは年金を柱に投資
2016年2月20日 朝日 朝刊 37面 　「「不利益の説明必要」　最高裁、労働条件変更めぐり」
2016年2月20日 日経 朝刊 1面 　「「同一賃金」指針で明示　非正社員の格差是正 政府検討
2016年2月20日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）同一労働同一賃金　雇用形態などで差
2016年2月20日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）待ったなしの働き方改革」
2016年2月20日 日経 朝刊 42面 　「退職金減額、職員に「事前説明必要」 信組訴訟で最高裁初判断
2016年2月19日 朝日 朝刊 7面 　「貧困子育て世帯率、２０年で２．５倍　収入が生活保護基準以下
2016年2月19日 朝日 朝刊 7面 　「正規と非正規の格差、０．９ポイント縮小　昨年、フルタイム
2016年2月19日 朝日 朝刊 7面 　「「同一労働同一賃金」関連３法改正検討へ　首相と１億活躍相
2016年2月19日 日経 朝刊 1面 　「女性の月給、最高の24.2万円 昨年、管理職増え押し上げ
2016年2月18日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）マネー波乱と増税先送り論」
2016年2月17日 朝日 朝刊 6面 　「年金運用、株の直接売買解禁先送り　労使懸念、株安も
2016年2月17日 日経 朝刊 2面 　「厚労省が公的年金改革案　株自主運用、３年棚上げ 労使反発
2016年2月17日 日経 朝刊 5面 　「正社員８年ぶり増 15年労働力調査、26万人増　待遇改善
2016年2月17日 日経 朝刊 28面 　「（ゼミナール）変わる労働規制(10) 日本の良さ残し労働移動促
2016年2月17日 朝日 夕刊 1面 　「株の直接売買、解禁先送り　公的年金の積立運用　政府
2016年2月16日 日経 朝刊 19面 　「（一目均衡）パッシブ運用者の責任 編集委員 北沢千秋
2016年2月16日 日経 朝刊 19面 　「国際会計基準の導入、100社超える」
2016年2月16日 日経 朝刊 21面 　「（大機小機）宮崎白書をもう一度」
2016年2月16日 日経 朝刊 31面 　「（ゼミナール）変わる労働規制(9) 仕事や勤務地限定、賃金
2016年2月14日 日経 朝刊 12面 　「（中外時評）新産業革命の光と影　変化受けとめて安全網
2016年2月13日 日経 朝刊 4面 　「国民負担率、７年ぶり低下 16年度43.9％見通し、所得増
2016年2月13日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）「第４次産業革命」と日本」
2016年2月13日 日経 朝刊 35面 　「ダイバーシティー推進役のホンネ レベル高い仕事　女性
2016年2月13日 日経 朝刊 35面 　「「女の敵は女」は本当か 社会問題の本質隠すコトバ」
2016年2月12日 朝日 朝刊 11面 　「（声）低学歴が親孝行になる社会とは」
2016年2月12日 日経 朝刊 11面 　「（ゼミナール）変わる労働規制(8) 解雇、今でも金銭解決多
2016年2月11日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）パート活躍に必要なことは」
2016年2月11日 日経 朝刊 1面 　「（中国と世界）わなへの恐怖（２）高齢化大国の予言」
2016年2月11日 日経 朝刊 4面 　「株自主運用　解禁せず 公的年金巡り政府・与党」
2016年2月11日 日経 朝刊 7面 　「（中国と世界）国の老化、国民にツケ」
2016年2月11日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）日本型資本主義の課題　企業間格差拡大、



2016年2月11日 日経 朝刊 29面 　「（ゼミナール）変わる労働規制(7) 最低賃金引き上げは是
2016年2月11日 日経 朝刊 39面 　「ファンド側、虚偽の決算書作成 レセプト債　運用額大幅水増
2016年2月10日 朝日 朝刊 7面 　「国保の赤字額、３５８５億円に増加　１４年度、厚労省公表
2016年2月10日 日経 朝刊 4面 　「児童扶養手当、最大２倍 第２子以降、閣議決定」
2016年2月10日 日経 朝刊 7面 　「国保赤字拡大、14年度3585億円 加入者減、高齢化で医療費増
2016年2月10日 日経 朝刊 30面 　「（ゼミナール）変わる労働規制(6) 女性活躍、企業は行動計画
2016年2月10日 日経 朝刊 39面 　「投資家資金、運用は１割　レセプト債破綻 ファンド側、流用
2016年2月10日 日経 夕刊 5面 　「（なるほど投資講座）税制を活用した資産形成(6) 老後資金
2016年2月10日 日経 夕刊 15面 　「レセプト債、安全訴え勧誘　アーツ証券など「国債に近い
2016年2月9日 朝日 朝刊 3面 　「賃金の伸び、いま一つ　物価と比較、４年連続減」
2016年2月9日 朝日 朝刊 4面 　「株に直接投資「反対多数」　年金運用巡り社保審部会」
2016年2月9日 朝日 朝刊 4面 　「子どもの貧困解消、超党派議連発足へ　７党９人が趣意書
2016年2月9日 日経 朝刊 5面 　「株の自主運用認めず ＧＰＩＦ巡り社保審 政府・与党で最終判断
2016年2月9日 日経 朝刊 5面 　「実質賃金、予想に届かず 昨年0.9％減 ４年連続マイナス
2016年2月9日 日経 朝刊 24面 　「（ゼミナール）変わる労働規制(5) 働き方や契約も見直しを
2016年2月9日 日経 朝刊 34面 　「障害年金申請書渡さず 窓口の８割　機構、専門員配置
2016年2月9日 朝日 夕刊 3面 　「（思想の地層）世界の解雇規制　ルールに透ける「社会」」
2016年2月8日 朝日 朝刊 10面 　「（声）不安定雇用の中年層も支援を」
2016年2月8日 日経 朝刊 5面 　「（風速計）ＧＰＩＦ、損失回避に規制の壁」
2016年2月8日 日経 朝刊 17面 　「（ゼミナール）変わる労働規制(4) 労働時間、規制外の条件
2016年2月8日 朝日 朝刊 1面 　「実質賃金、４年連続減　昨年０．９％マイナス、パート割合増
2016年2月8日 日経 朝刊 1面 　「実質賃金0.9％減 賃上げ、物価に追いつかず　昨年」
2016年2月7日 朝日 朝刊 8面 　「（社説）ＧＰＩＦ改革　株式論議より組織強化」
2016年2月7日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）隣の外国人：３　働く現場で」
2016年2月7日 日経 朝刊 1面 　「非正規賃金上がりやすく　熟練度を反映 「同一賃金」照準
2016年2月7日 日経 朝刊 2面 　「（社説）将来世代を考えた年金額の抑制が必要だ」
2016年2月7日 日経 朝刊 19面 　「（きょうのことば）非正規雇用　仕事同じでも正社員と賃金格差
2016年2月6日 朝日 朝刊 1面 　「同一労働同一賃金、論戦スタート　首相が法制化言及」
2016年2月6日 朝日 朝刊 4面 　「焦点採録　衆院・予算委員会　５日　■同一賃金、考え方
2016年2月6日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）引退が早すぎる」
2016年2月6日 朝日 朝刊 23面 　「（くらしお得）国民年金、負担軽く　２年分前納だと保険料
2016年2月6日 日経 朝刊 2面 　「（社説）生産性高め非正規の賃上げを」
2016年2月6日 日経 朝刊 4面 　「首相、「同一労働同一賃金」実現へ法改正検討」
2016年2月6日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）ＧＰＩＦの直接投資の問題点」
2016年2月5日 朝日 朝刊 6面 　「労働法理解促す「教育法案」　超党派議連、提出を検討
2016年2月5日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）「非婚で出産」も選択肢に」
2016年2月5日 朝日 朝刊 33面 　「高校生バイトも団交　賃金切り捨て、靴代天引きなど改善
2016年2月5日 日経 朝刊 5面 　「生保協、新型終身年金を提言へ 国の補助見込む」
2016年2月5日 日経 朝刊 6面 　「（2016米大統領選）「国民皆保険」「進歩主義」で激論」
2016年2月5日 日経 朝刊 13面 　「ファッション業界・小売店 販売員の待遇改善へ」
2016年2月5日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）「非正規」という言葉を変えよう」
2016年2月5日 日経 朝刊 29面 　「（ゼミナール）変わる労働規制(3) 派遣事業者の責任重く
2016年2月5日 朝日 夕刊 12面 　「厚生年金４９００人分を一元化で支給ミス」
2016年2月5日 日経 夕刊 15面 　「業務配転で育児難しく 女性社員、会社側と和解」
2016年2月4日 朝日 朝刊 3面 　「やむなく非正規、４１歳不安　３５～４４歳の３９０万人、１０
2016年2月4日 朝日 朝刊 17面 　「（記者有論）児童扶養手当の増額　社会に出るまで支援
2016年2月4日 日経 朝刊 4面 　「脱・高齢者偏重 自民が動く 社会保障新組織 小泉氏ら若手
2016年2月4日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）大企業の１つや２つ」
2016年2月4日 日経 朝刊 26面 　「（ゼミナール）変わる労働規制(2) 派遣、登録型は３年上限
2016年2月4日 日経 夕刊 5面 　「（投信番付）バランス型、昨年の運用成績 　確定拠出年金向
2016年2月4日 日経 夕刊 17面 　「残業時間書き換え減らす 岐阜市の課長、職員31人分」
2016年2月3日 朝日 朝刊 7面 　「春闘、労使に聞く　連合・神津里季生会長と経団連・工藤泰三副会長
2016年2月3日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！春闘：８）賃金以外も交渉してるの？」
2016年2月3日 朝日 朝刊 17面 　「（ピケティコラム＠ルモンド）インドの発展　不平等の解消
2016年2月3日 朝日 朝刊 35面 　「「労働ビザ発給、口利き依頼」　建設会社担当者「甘利氏秘書
2016年2月3日 日経 朝刊 12面 　「東芝、業績連動型報酬の見直しを全社員に拡大 今夏賞与
2016年2月3日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）「稼ぐ力」は復活するか」
2016年2月3日 日経 朝刊 24面 　「（経済教室）賃上げ３巡目の論点(下)日銀は「賃金目標政策
2016年2月3日 日経 朝刊 24面 　「（ゼミナール）変わる労働規制(1) 女性やシニア、働き手多様
2016年2月2日 朝日 朝刊 10面 　「（経済気象台）高まる年金運用リスク」
2016年2月2日 朝日 朝刊 12面 　「（社説）春闘スタート　非正規含めて改善を」



2016年2月2日 日経 朝刊 4面 　「女性・高齢者　就労促進を 世銀副総裁　日本の経済成長巡
2016年2月2日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）がんばれ諮問会議」
2016年2月2日 日経 朝刊 24面 　「（経済教室）賃上げ３巡目の論点(上)企業の将来期待改善
2016年2月2日 日経 朝刊 24面 　「（風）所得税と消費税、どちら選ぶ？」
2016年2月2日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）危ういＧＰＩＦの自家運用」
2016年2月1日 日経 朝刊 2面 　「高齢者負担増、議論へ 社会保障改革、自民が新組織」
2016年2月1日 日経 朝刊 5面 　「投信、運用手数料下げ競う 三井住友トラスト、業界最低
2016年2月1日 日経 朝刊 7面 　「（地球回覧）無戸籍、一人っ子政策の闇」
2016年2月1日 日経 朝刊 9面 　「（経営の視点）エントリーシートなき採用 学歴と肩書では
2016年2月1日 日経 朝刊 11面 　「40歳まで年５％の昇給 「獺祭」の旭酒造、若手に手厚く」
2016年2月1日 日経 朝刊 17面 　「（経済教室）アジアに広がる少子化(下)ＡＳＥＡＮ、農村が
2016年1月31日 朝日 朝刊 8面 　「（社説）税収増の使途　議論自体がおかしい」
2016年1月31日 朝日 朝刊 8面 　「（声）癒着招く企業団体献金を禁止に」
2016年1月31日 日経 朝刊 2面 　「（社説）まずは年金資金の運用体制改革が必要だ」
2016年1月31日 日経 朝刊 21面 　「（経済論壇から）「機械との競争」が論点に 有効な少子化対策
2016年1月31日 日経 朝刊 21面 　「（この一冊）21世紀の不平等　アンソニー・Ｂ・アトキンソン
2016年1月31日 日経 朝刊 23面 　「最高の仕事ができる幸せな職場　ロン・フリードマン著」
2016年1月31日 日経 朝刊 34面 　「保険証番号 変更可能に　厚労省 個人情報流出問題」
2016年1月30日 朝日 朝刊 3面 　「就労外国人、最多９０万人　昨年１２万人増、目立つ中小
2016年1月30日 朝日 朝刊 4面 　「１億総活躍プラン、３本柱　「同一労働同一賃金」など」
2016年1月30日 朝日 朝刊 7面 　「年金、新年度据え置き　将来世代にしわ寄せ」
2016年1月30日 朝日 朝刊 7面 　「ベアか年収増か、労使溝くっきり　トップ会談、春闘本格化
2016年1月30日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！春闘：７）賃上げ判断、企業はどう動きそう？」
2016年1月30日 日経 朝刊 6面 　「公的年金　抑制見送り 厚労省、16年度マクロスライドせず
2016年1月30日 日経 朝刊 21面 　「（大機小機）波乱の株価は何を語るのか」
2016年1月30日 日経 朝刊 23面 　「「おひとりさま」老後の備えは？ 2000万円前後が目安に
2016年1月29日 朝日 朝刊 3面 　「正社員化促す「５カ年計画」　厚労省が策定　企業に助成金
2016年1月29日 朝日 朝刊 3面 　「高まる反対、経団連・連合も　年金運用、株に直接投資解禁案
2016年1月29日 朝日 朝刊 11面 　「ドンキ、違法残業の疑いで書類送検　３カ月で最長４１５
2016年1月29日 朝日 朝刊 28面 　「社労士の役割、どう考える　「社員をうつ病に」ブログ問題
2016年1月29日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）アジアに広がる少子化(中)中国、成長持続へ
2016年1月29日 日経 朝刊 35面 　「労働市場、デフレ完全脱却 テンプＨＤ社長　水田正道氏
2016年1月29日 日経 朝刊 39面 　「長時間労働疑い　ドンキ書類送検」
2016年1月29日 朝日 夕刊 2面 　「年金、新年度据え置き」
2016年1月29日 日経 夕刊 3面 　「16年度 年金額据え置き 厚生年金、夫婦で月22万1504円
2016年1月28日 朝日 朝刊 2面 　「（いちからわかる！）厚生年金に未加入、２００万人もいるの
2016年1月28日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！春闘：６）政権が経済界に介入してるの？」
2016年1月28日 朝日 朝刊 15面 　「（担当記者が選ぶ注目の論点）労働問題、海外の論考が
2016年1月28日 朝日 朝刊 32面 　「男女半分ずつ、働く機会も育児も　スウェーデン・レグネール
2016年1月28日 日経 朝刊 5面 　「脱・長時間労働探る 政府、国民会議で議論へ 具体策に
2016年1月28日 日経 朝刊 5面 　「企業価値高める運用会社に委託額厚く ＧＰＩＦ、基準を変更
2016年1月28日 日経 朝刊 9面 　「（ニュース複眼）働きかた改革どう進める」
2016年1月28日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）同床異夢の同一労働同一賃金」
2016年1月28日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）アジアに広がる少子化(上)就業・育児の両立支援
2016年1月27日 朝日 朝刊 3面 　「１億総活躍ＶＳ．格差是正　民主、「再分配の本家」自負
2016年1月27日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！春闘：５）賃上げ、中小企業に及んでいないの
2016年1月27日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）代表質問　不平等克服へ政策競え」
2016年1月27日 日経 朝刊 2面 　「「企業支配」の懸念焦点　公的年金の株直接投資解禁」
2016年1月27日 日経 朝刊 5面 　「軽減税率 争点を聞く(上)」
2016年1月27日 日経 朝刊 15面 　「社長の平均年齢59.2歳 昨年末、民間調べ」
2016年1月27日 日経 朝刊 20面 　「税制優遇を最大限生かす　運用「置き場所」で差大きく」
2016年1月27日 日経 朝刊 28面 　「（経済教室）軽減税率を考える(下)　所得分配の平等に逆行
2016年1月26日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）専業主婦にも言い分」
2016年1月26日 朝日 朝刊 16面 　「（声）税率据え置きなのに軽減なんて」
2016年1月26日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）持ち合いの是非」
2016年1月26日 日経 朝刊 26面 　「（経済教室）軽減税率を考える(上) 逆進性緩和に一定の
2016年1月26日 日経 朝刊 39面 　「父の育児 阻む職場　「パタハラ」12％が経験」
2016年1月26日 日経 夕刊 15面 　「架空名義で保険証詐取 容疑の２人逮捕、360枚押収」
2016年1月25日 朝日 朝刊 4面 　「（証言そのとき）労働組合とともに：８　民主主義があってこそ
2016年1月25日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）これからの働き方」
2016年1月25日 日経 朝刊 2面 　「（社説）企業が厚生年金から逃れるのを許すな」



2016年1月25日 日経 朝刊 5面 　「私の運用 ロボ任せ 米国発、プログラムが指南 ＧＭＯクリック
2016年1月25日 日経 朝刊 17面 　「（経済教室）高齢雇用促進に制度の壁　就労意欲向上策
2016年1月24日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）人工知能　最後に考えるのは誰か　堀篭俊材
2016年1月24日 日経 朝刊 31面 　「留学生の不法就労助長 福岡の日本語学校 複数の仕事紹介
2016年1月23日 朝日 朝刊 6面 　「（教えて！春闘：４）非正規の働き手、賃上げは？」
2016年1月23日 朝日 朝刊 7面 　「安倍首相の施政方針演説（全文）」
2016年1月23日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）施政方針演説　「挑戦」というならば」
2016年1月23日 日経 朝刊 2面 　「（社説）経済再生へさらなる踏み込みが必要だ」
2016年1月23日 日経 朝刊 4面 　「首相施政方針演説、「分配」に目配り 「格差拡大」野党批判
2016年1月23日 日経 朝刊 5面 　「同一賃金　見えぬ具体像 各党・団体、解釈割れる　正社員
2016年1月23日 日経 朝刊 6面 　「安倍首相の施政方針演説　全文」
2016年1月22日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！春闘：３）労働組合って、どんな組織？」
2016年1月22日 朝日 朝刊 17面 　「（クルーグマンコラム＠ＮＹタイムズ）米国の格差　金持ち
2016年1月22日 日経 朝刊 4面 　「首相、同一労働同一賃金は「重要課題」」
2016年1月22日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）不確実性のありか」
2016年1月22日 日経 朝刊 29面 　「経済教室　「育児短時間」、出生率に効果 企業の職場運営課題
2016年1月22日 日経 夕刊 1面 　「首相施政方針演説　成長と分配 好循環に　同一賃金実現
2016年1月21日 朝日 朝刊 2面 　「（いちからわかる！）「ブラック企業」の求人情報を締め出
2016年1月21日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！春闘：２）労働者は、どう「闘う」の？」
2016年1月21日 朝日 朝刊 14面 　「（声）安倍様、「２５万円」社会にして」
2016年1月21日 日経 朝刊 3面 　「国民年金保険料100円上げ 産前産後免除の財源に　厚労省
2016年1月21日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）輝く女性たち」
2016年1月21日 日経 朝刊 34面 　「厚労省、愛知の社労士懲戒へ　ブログに「解雇ノウハウ
2016年1月20日 朝日 朝刊 1面 　「経団連、ベアは慎重姿勢　春闘指針、中小・非正規賃上
2016年1月20日 朝日 朝刊 3面 　「賃上げ、市場動揺が逆風　春季交渉事実上スタート 経団連指針
2016年1月20日 朝日 朝刊 7面 　「（教えて！春闘：１）賃上げ、労使異なる思惑」
2016年1月20日 朝日 朝刊 7面 　「厚労省、社労士処分へ　「社員をうつ病に」ブログ」
2016年1月20日 日経 朝刊 4面 　「同一労働同一賃金に意欲　施政演説で首相」
2016年1月20日 日経 朝刊 4面 　「企業の定年延長推進　厚労省が有識者会議」
2016年1月20日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）軽減税率と消費税の変貌」
2016年1月20日 日経 朝刊 18面 　「退職金は「給料の後払い」　使い方は慎重に判断」
2016年1月20日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）投資のミスマッチ」
2016年1月19日 朝日 朝刊 16面 　「（声）貧困家庭が希望持てる社会に」
2016年1月19日 朝日 朝刊 17面 　「（わたしの紙面批評）消費増税報道　朝日新聞紙面審議会委員
2016年1月19日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）経済学の怠慢」
2016年1月19日 朝日 夕刊 2面 　「厚生年金逃れ、検査強化　厚労省が立ち入りに基準策定
2016年1月19日 日経 夕刊 3面 　「厚生年金故意の加入逃れ 立ち入り検査を強化 厚労相表明
2016年1月19日 日経 夕刊 9面 　「米国の育児と仕事の両立は…　保育料月20万円超も」
2016年1月19日 日経 夕刊 14面 　「非正規労働の２割、食事回数減　生活苦で、連合調査」
2016年1月18日 日経 朝刊 17面 　「正社員との差別待遇　有期雇用でも禁止、企業名公表も
2016年1月18日 日経 朝刊 19面 　「（経済教室）エコノミクストレンド／企業の短期主義、再び
2016年1月18日 朝日 夕刊 5面 　「（働く人の法律相談）派遣契約を打ち切られそう」
2016年1月18日 朝日 夕刊 10面 　「年金詐取容疑で息子を再逮捕　横浜・遺体遺棄事件」
2016年1月17日 朝日 朝刊 12面 　「（書評）『２１世紀の不平等』　アンソニー・Ｂ・アトキンソン
2016年1月16日 朝日 朝刊 4面 　「３万円給付「６月までに」　厚労相」
2016年1月16日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）政府は多様性向上に範を示せ」
2016年1月16日 日経 朝刊 23面 　「（はじめの一家　修行中）企業型ＤＣ、広がる選択制」
2016年1月16日 日経 朝刊 31面 　「在宅勤務のススメ　生活にメリハリ　日産、全社員に制度導入
2016年1月16日 日経 朝刊 31面 　「（男・女ギャップを切る）男性は家庭に、女性は仕事に」
2016年1月15日 朝日 朝刊 6面 　「非正規の人２割「食事回数減らした」　医療費切り詰めも
2016年1月15日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）厚生年金逃れ　調査と指導の徹底を」
2016年1月15日 朝日 朝刊 16面 　「（声）厚生年金制度揺るがす加入逃れ」
2016年1月15日 朝日 朝刊 28面 　「（私の選択）営業トップ、育児との両立　５時退社でも成果出
2016年1月15日 日経 朝刊 17面 　「公募投信、４年ぶり運用損 昨年２兆円規模に」
2016年1月15日 日経 朝刊 36面 　「大王製紙内部告発で解雇 無効 東京地裁判決」
2016年1月14日 朝日 朝刊 1面 　「加入逃れか、７９万社調査へ　「本来は厚生年金」２００万人
2016年1月14日 朝日 朝刊 4面 　「パート論争、続行　野党「感覚ずれてる」　首相「揚げ足取
2016年1月14日 朝日 朝刊 5面 　「加入義務なおざり　大半は中小・零細か　厚生年金逃れ
2016年1月14日 朝日 朝刊 10面 　「（経済気象台）納得がいかない軽減税率」
2016年1月14日 日経 朝刊 6面 　「米、格差残した経済回復　一般教書演説 雇用、賃金へ波及鈍
2016年1月14日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）第２ラウンドを迎えたＮＩＳＡ」



2016年1月13日 朝日 朝刊 4面 　「「パートで月収２５万円発言」巡り応酬　野党「ずれてる」　
2016年1月13日 朝日 朝刊 7面 　「年金運用、株に直接投資　厚労省、解禁へ法案　ＧＰＩＦ、
2016年1月13日 日経 朝刊 1面 　「外国人 待遇不当なら処分　技能実習、企業を届け出制
2016年1月13日 日経 朝刊 4面 　「厚生年金加入漏れ 200万人と推計　政府」
2016年1月13日 日経 朝刊 5面 　「＜解説＞国際社会の批判払拭へ　技能実習届け出制 外国人利用増狙
2016年1月13日 日経 朝刊 19面 　「相続、待ち受ける課税強化 　名義預金申告漏れ注意」
2016年1月13日 日経 朝刊 27面 　「（経済教室）人工知能は職を奪うか(下)意思疎通能力、一層重要
2016年1月12日 朝日 朝刊 4面 　「（人口減にっぽん）ミャンマー人材、争奪戦　実習生、１年半
2016年1月12日 朝日 朝刊 8面 　「（声）生活保護者の「遊興」調査は妥当」
2016年1月12日 朝日 朝刊 8面 　「（ＴＨＥ　ＨＵＦＦＩＮＧＴＯＮ　ＰＯＳＴ）ホームレス生活、自分
2016年1月12日 朝日 朝刊 25面 　「年金だけで生活できない　自立支援制度窓口、目立つ高齢者
2016年1月12日 日経 朝刊 2面 　「（社説）子育てを支えるのは社会全体の責任だ」
2016年1月12日 日経 朝刊 2面 　「政府・与党、脱時間給法案 先送り検討 参院選控え絞り
2016年1月12日 日経 朝刊 9面 　「（経済教室）人工知能は職を奪うか(上)日本、生産性向上
2016年1月12日 日経 朝刊 23面 　「女性を前へ そして上へ 女性面編集長 石塚由紀夫／ＦＴ
2016年1月12日 朝日 夕刊 2面 　「２０～３０代６割と推計　厚生年金適格なのに国民年金」
2016年1月11日 日経 朝刊 2面 　「（社説）外国人とともに生きる(下)司令塔を設け暮らしやすい
2016年1月11日 日経 朝刊 3面 　「社会保険料の負担増加　賃上げ半分打ち消す 14年度調査
2016年1月11日 日経 朝刊 4面 　「（グローバルオピニオン）格差解消へ公立校改革を」
2016年1月11日 日経 朝刊 15面 　「労組、年金通じ企業変える 投資先、ガバナンスで選別」
2016年1月10日 朝日 朝刊 31面 　「（くらしの扉）備え早めに老後資金　不足額を把握、家計
2016年1月10日 日経 朝刊 1面 　「物価連動債、個人に裾野 財務省が来年、10万円から販売
2016年1月10日 日経 朝刊 2面 　「（社説）外国人とともに生きる（上）受け入れ拡大へ向け総合戦略
2016年1月10日 日経 朝刊 9面 　「300年成長続ける企業へ　ソフトバンクグループ社長　孫正義氏
2016年1月10日 日経 朝刊 10面 　「（かれんとスコープ）人材探せ 派遣業が走る」
2016年1月10日 日経 朝刊 10面 　「（中外時評）危うい賃上げ継続　環境変化に後れ取る労組
2016年1月9日 朝日 朝刊 14面 　「（東洋経済の眼）ゾンビ企業温存の悪弊　厚生年金加入逃
2016年1月9日 日経 朝刊 11面 　「建設労働者の待遇改善　 清水や竹中などゼネコン、下請
2016年1月9日 日経 朝刊 21面 　「（はじめの一家修行中）確定拠出年金、企業型の課題は
2016年1月8日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）長期志向経営に回帰せよ」
2016年1月7日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）将来世代への責任」
2016年1月7日 日経 朝刊 5面 　「年金世帯の所得控除拡充 財務省検討、介護保険料を合算
2016年1月7日 日経 朝刊 27面 　「（経済教室）分断危機を超えて(4)将来世代への「責任」果
2016年1月6日 日経 朝刊 1面 　「高齢者雇用で起業家に助成 政府、定年上げ支援も拡大
2016年1月6日 日経 朝刊 21面 　「60歳で資産4000万円めざす リスクに耐える配分を」
2016年1月6日 日経 朝刊 38面 　「障害年金の受給者賃金　年50万円未満が半数 厚労省14
2016年1月6日 日経 朝刊 39面 　「（解を探しに）（７）子育て、地縁も育てる　親の孤立を防ぐ
2016年1月6日 朝日 夕刊 1面 　「国会論戦、火ぶた　民主、「３万円給付」追及　衆院代表質問
2016年1月5日 日経 朝刊 39面 　「（解を探しに）（６）憧れた国つらい現実 外国人へ理解進
2016年1月4日 日経 朝刊 27面 　「経済教室　分断危機を超えて(1)　格差拡大、価値創造力奪
2016年1月4日 日経 朝刊 43面 　「（解を探しに）（５）老いて消えゆく故郷 共同生活、維持難
2016年1月4日 朝日 夕刊 5面 　「（働く人の法律相談）派遣の賃金、安くても我慢？　嶋崎量
2016年1月3日 朝日 朝刊 38面 　「年金機構へのサイバー攻撃、類似ウイルスに１１団体感染
2016年1月3日 日経 朝刊 3面 　「社会保険料などの福利費、大企業の負担最高 １人当たり
2016年1月3日 日経 朝刊 47面 　「（解を探しに）（４）団塊女子 覚悟決めた 長い老境へ備え
2016年1月1日 朝日 朝刊 3面 　「出生数５年ぶり増へ　人口減少は９年連続　１５年」
2016年1月1日 朝日 朝刊 13面 　「（オピニオン）選べない国で　藤田孝典さん、安田菜津紀
2016年1月1日 日経 朝刊 46面 　「出生数５年ぶり増 100万8000人　子育て支援影響か　15
2016年1月1日 日経 朝刊 47面 　「（解を探しに）（３）何のために働くのか すれ違う会社と社員
2015年12月31日 朝日 朝刊 30面 　「「社員うつ病」ブログ、男性社労士の会員資格停止」
2015年12月31日 日経 朝刊 30面 　「社労士が「解雇ノウハウ」 ブログ執筆、会員権停止処分
2015年12月31日 日経 朝刊 31面 　「（解を探しに）（２）標準世帯の呪縛なお ひとり親の苦労続
2015年12月30日 朝日 朝刊 3面 　「年収１２００万円以上、来月増税　１０００万円以上、１７年
2015年12月30日 日経 朝刊 5面 　「「最低生活保障」欧州で導入機運 重なる社会保障、一本化
2015年12月30日 日経 朝刊 31面 　「（解を探しに）（１）かつて中流、いま漂流 転落は突然に訪
2015年12月29日 日経 朝刊 26面 　「（経済教室）貧困の連鎖止められるか(下) 公教育の立て
2015年12月29日 日経 朝刊 26面 　「（時事解析）2025年の日本経済(2)労働力不足が深刻に
2015年12月28日 朝日 朝刊 4面 　「（にっぽんの負担）税の現場から　公平な税のために　識者
2015年12月28日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）長時間労働」
2015年12月28日 日経 朝刊 5面 　「（風速計）「ＥＳＧ投資」日本はまだ過渡期」
2015年12月28日 日経 朝刊 17面 　「（経済教室）貧困の連鎖止められるか(上) 若年失業者の



2015年12月28日 日経 朝刊 17面 　「（時事解析）2025年の日本経済(1) 加速する少子高齢化
2015年12月28日 日経 夕刊 7面 　「短時間勤務の子育て社員　「もっと働く」一歩踏み出す」
2015年12月27日 朝日 朝刊 3面 　「人口減少、甘い見通し　出生率上昇など前提　自治体」
2015年12月26日 朝日 朝刊 3面 　「ブラック求人、門前払いに　ハローワーク、来春から」
2015年12月26日 朝日 朝刊 3面 　「死亡・不明者に年金、３２２件　厚労省、不正受給２７人認定
2015年12月26日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）拙速な軽減税率の制度設計」
2015年12月26日 朝日 朝刊 16面 　「（声）人権配慮する社労士育成へ」
2015年12月26日 日経 朝刊 3面 　「昨年の１人あたりＧＤＰ　日本転落、ＯＥＣＤ20位 70年以来最低
2015年12月26日 日経 朝刊 23面 　「マイナンバーのメリットは？ 年金や手当手続き、簡単に
2015年12月26日 日経 朝刊 43面 　「死亡・不明322人、年金受給対象に　厚労省発表」
2015年12月25日 朝日 朝刊 6面 　「パートで労組加入、１００万人超　飲食業や小売業で増える
2015年12月25日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）予算と税制　国民を見くびるのか」
2015年12月25日 朝日 朝刊 15面 　「（池上彰の新聞ななめ読み）新聞への軽減税率適用　重
2015年12月25日 朝日 朝刊 33面 　「自治体の非常勤、特別職？一般職？　香川県善通寺市
2015年12月25日 日経 朝刊 2面 　「社説 縦割り排し社会保障・税一体改革を」
2015年12月25日 日経 朝刊 42面 　「パート従業員の労組加入、初の100万人超え 厚労省調べ
2015年12月25日 朝日 夕刊 2面 　「年金機構理事長、再任を閣議了解」
2015年12月24日 朝日 朝刊 4面 　「（人口減にっぽん）外国人７９万人が働く国」
2015年12月24日 朝日 朝刊 21面 　「就活・採用、こうしたら　千葉商科大専任講師・常見陽平
2015年12月23日 朝日 朝刊 3面 　「４０歳からの起業に経費助成　６０歳以上雇用条件」
2015年12月23日 日経 朝刊 5面 　「公的年金受給総額、過去最高の53.4兆円 昨年度」
2015年12月23日 日経 朝刊 26面 　「経済教室　非正規雇用４割時代（下）正社員と「均等待遇
2015年12月22日 朝日 朝刊 2面 　「（いちからわかる！）６５歳以上でも雇用保険に入れるの
2015年12月22日 朝日 朝刊 6面 　「非正規育休取得、要件緩和を報告　厚労省審議会」
2015年12月22日 朝日 朝刊 14面 　「（声）いつまで働けばよいのだろう」
2015年12月22日 朝日 朝刊 14面 　「（声）非正社員の子の就学が心配だ」
2015年12月22日 日経 朝刊 28面 　「経済教室　非正規雇用４割時代(上) 意欲・能力で二極化解消
2015年12月21日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）われら中小企業　定年制は必要？」
2015年12月21日 朝日 朝刊 34面 　「（子どもと貧困）シングルマザー：中　正社員でも月収変わらず
2015年12月20日 朝日 朝刊 1面 　「外国人実習生、失踪者が最多　年５千人超へ」
2015年12月20日 朝日 朝刊 3面 　「実習名目の労働、拡大　外国人受け入れ、法改正案」
2015年12月20日 朝日 朝刊 10面 　「（社説）補正予算案　まるで選挙対策だ」
2015年12月20日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）出生率1.8目標　仏・北欧、２程度まで回復例
2015年12月20日 日経 朝刊 21面 　「来年の日本経済を占う 新技術・法人税に注目 慶応義塾大学教授
2015年12月20日 日経 朝刊 35面 　「育休で昇給なし 違法確定 最高裁、看護師への賠償認める
2015年12月19日 朝日 朝刊 3面 　「高齢者へ３万円、なぜ　参院選前「消費喚起」「バラマキ
2015年12月19日 朝日 朝刊 16面 　「（声）軽減税率、新聞の追加に疑問」
2015年12月19日 日経 朝刊 4面 　「介護者・高齢者 働きやすく　厚労省が雇用保険改革案 65
2015年12月19日 日経 朝刊 21面 　「育休で収入減、厚生年金は？　特例申請で支給額は減
2015年12月19日 朝日 夕刊 8面 　「（マンガ）地球防衛家のヒトビト」
2015年12月18日 朝日 朝刊 7面 　「シルバー人材の労働、週４０時間に緩和　厚労省案」
2015年12月18日 朝日 朝刊 9面 　「（けいざい深話）過労死と闘う：３　長期間・証拠集め…しんどい
2015年12月18日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）益税の闇」
2015年12月18日 朝日 朝刊 32面 　「早大、「非常勤は上限５年」撤回　２６００人、雇い止めは
2015年12月18日 日経 朝刊 2面 　「老いに克つ（５）「次世代シニア」1500万人 失業の備え、
2015年12月18日 日経 朝刊 4面 　「子２人以上なら最大２倍 児童扶養手当の加算額　来年度
2015年12月18日 日経 朝刊 4面 　「３万円の臨時給付　自民部会、結局は了承 小泉氏はなお
2015年12月18日 日経 朝刊 13面 　「2025年、「大量失業」危機も 転職市場の整備必要」
2015年12月18日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）若者に基礎力養成の時間を」
2015年12月18日 日経 朝刊 31面 　「（時事解析）資産運用支援制度の課題（４）リスクにどう報
2015年12月18日 日経 朝刊 31面 　「（やさしい経済学）地方再生の行方　第３章（８） 年金受給額
2015年12月18日 日経 朝刊 43面 　「父の遺体を放置、容疑の56歳逮捕　年金不正受給か」
2015年12月17日 朝日 朝刊 4面 　「「高齢者に３万円給付」に批判　自民部会「バラマキ」「高齢者優遇
2015年12月17日 朝日 朝刊 5面 　「子育て給付金、今年度限りに　政府・与党方針」
2015年12月17日 朝日 朝刊 5面 　「雇用保険料率、軽減へ　来年度０．２％分　政府方針」
2015年12月17日 朝日 朝刊 7面 　「旧ＡＩＪ破産開始決定　負債１３１３億円」
2015年12月17日 日経 朝刊 2面 　「老いに克つ（４）「老害シニア」お断り 現役世代の力 引き
2015年12月17日 日経 朝刊 15面 　「定年後、７割が仕事継続 能力引き出す仕組み必要」
2015年12月17日 日経 朝刊 33面 　「（時事解析）資産運用支援制度の課題(3)確定拠出年金
2015年12月17日 日経 朝刊 42面 　「旧ＡＩＪ、破産手続き開始決定 東京地裁 年金消失、負債
2015年12月16日 朝日 朝刊 1面 　「幼児教育無償拡大へ　低所得世帯、３人目以降全てに」



2015年12月16日 朝日 朝刊 10面 　「（経済気象台）低報酬国日本の人材価値」
2015年12月16日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）軽減税率　「再分配」を考えていく」
2015年12月16日 日経 朝刊 30面 　「（時事解析）資産運用支援制度の課題（２）使いにくいＮＩＳＡ
2015年12月16日 朝日 夕刊 1面 　「子育て給付金、廃止へ　政府・与党、来年度から」
2015年12月15日 朝日 朝刊 16面 　「（ＷＥＢＲＯＮＺＡ）「マタハラ」問題を解決するには」
2015年12月15日 朝日 朝刊 16面 　「（声）軽減税率は禍根を残すのでは」
2015年12月15日 朝日 朝刊 16面 　「（声）消費増税は益税を解消してから」
2015年12月15日 日経 朝刊 1面 　「老いに克つ（３）必要資金は１億円 就労の壁取り払う」
2015年12月15日 日経 朝刊 15面 　「第２のキャリアは海外で 生産現場で需要、技術職有利」
2015年12月15日 日経 朝刊 31面 　「（経済教室）日本の経済政策への提言　名目賃金、５～10
2015年12月15日 日経 朝刊 31面 　「（時事解析）資産運用支援制度の課題（１）仕組みの拡充相次
2015年12月15日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）超高齢社会日本の落とし穴」
2015年12月13日 朝日 朝刊 10面 　「（社説）軽減税率　原点を忘れた政治決着」
2015年12月13日 日経 朝刊 1面 　「老いに克つ（２）起業家、３割が60歳以上 やりがい自ら作
2015年12月13日 日経 朝刊 7面 　「シニアの起業、マイペース型 黒字確保へ　事前の準備必要
2015年12月13日 日経 朝刊 34面 　「精神障害者ら7.9万人、年金減額・停止も 新指針で 医師団体推計
2015年12月12日 朝日 朝刊 1面 　「児童扶養手当、増額へ　ひとり親家庭、２人目以降　来年度
2015年12月12日 朝日 朝刊 2面 　「（いちからわかる！）公的年金運用の赤字、７．８兆円も出
2015年12月12日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）長時間営業と「便利さ」」
2015年12月12日 朝日 朝刊 16面 　「（声）軽減税率めぐる議論に違和感」
2015年12月12日 日経 朝刊 1面 　「老いに克つ（１）４人で正社員１人分 時間と体力、補い合
2015年12月12日 日経 朝刊 2面 　「（社説）過重労働を改める機会に」
2015年12月12日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）「70億総活用」を目指せ」
2015年12月12日 朝日 夕刊 4面 　「昭和１５年　サラリーマンの源泉徴収開始　遠ざけられた
2015年12月12日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）投資信託のガバナンス」
2015年12月11日 朝日 朝刊 16面 　「（声）国民ばかにした３万円の給付金」
2015年12月11日 朝日 朝刊 33面 　「「解雇を金銭で解決」どう思う　厚労省の検討会スタート」
2015年12月11日 日経 朝刊 2面 　「（社説）日本経済再生に宿題残す税制大綱」
2015年12月11日 日経 朝刊 7面 　「韓国、労働改革巡り激突 朴大統領、成長へ雇用要件緩和
2015年12月10日 朝日 朝刊 7面 　「資生堂の働き方見直し巡り討論　都内でフォーラム」
2015年12月10日 朝日 朝刊 18面 　「（社説）ワタミ謝罪　ブラック根絶の一歩に」
2015年12月10日 日経 朝刊 1面 　「会社が運用、給付は変動 新年金制度、来年度にも」
2015年12月10日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）選別強める企業と投資家」
2015年12月9日 朝日 朝刊 1面 　「過労自殺、ワタミ謝罪　１．３億円超で和解　渡辺氏、責任認
2015年12月9日 朝日 朝刊 3面 　「６５歳以上も雇用保険　失業時に一時金　法改正の方針
2015年12月9日 朝日 朝刊 10面 　「ワタミ、再建険しく　「ブラック」批判影響　過労自殺和解」
2015年12月9日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）６５歳定年制のインパクト」
2015年12月9日 朝日 朝刊 39面 　「ブラック批判、一転和解　ワタミ創業者・渡辺氏「私に責任
2015年12月9日 日経 朝刊 3面 　「公的年金、自前で株運用 収益底上げへ厚労省が解禁検討
2015年12月9日 日経 朝刊 20面 　「蘭ＡＰＧの年金運用 企業を長期的評価、手本に」
2015年12月9日 日経 朝刊 38面 　「ワタミ、過労自殺で和解　遺族に1.3億円支払い　責任認
2015年12月8日 朝日 朝刊 1面 　「年金受給者３割に３万円　参院選前後、１２５０万人　給付金案
2015年12月8日 朝日 朝刊 4面 　「（７０年目の首相　アベノミクス：１２）「三角取引」で賃上げに
2015年12月8日 朝日 朝刊 7面 　「１３０万円の壁、改善へ助成　賃上げ・労働時間延長が条件
2015年12月8日 日経 朝刊 4面 　「低所得高齢者に３万円 来春にも支給、1100万人対象 補正
2015年12月8日 日経 朝刊 4面 　「パート就労拡大支援 厚労相が補助金表明」
2015年12月8日 日経 朝刊 5面 　「非正規の育休取りやすく 厚労省、17年度から」
2015年12月8日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）日本版「国家資本主義」でいいのか」
2015年12月7日 朝日 朝刊 8面 　「（社説）低年金救済　実をあげる努力を」
2015年12月7日 朝日 朝刊 8面 　「（声）介護職員の低賃金対策が先だ」
2015年12月7日 朝日 朝刊 34面 　「（今こそ河上肇）「貧困と格差」論、まるでピケティ」
2015年12月7日 日経 朝刊 3面 　「（エコノフォーカス）若者の正社員 増える」
2015年12月7日 日経 朝刊 5面 　「（風速計）ＧＰＩＦ、低格付け債ＰＲのワケ」
2015年12月7日 日経 朝刊 15面 　「有期労働契約、５年過ぎれば無期に 雇用転換へ対応二分
2015年12月7日 日経 朝刊 21面 　「就活、欧米も悩む インターン使い捨て／国境越え既卒と
2015年12月6日 日経 朝刊 1面 　「（税金考）試される政治（２）選挙のワナ 先送り誘発　再考
2015年12月6日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）単位労働コスト　生産性上がれば低下」
2015年12月6日 日経 朝刊 9面 　「（創論）出生率1.8目標　どう実現」
2015年12月6日 日経 朝刊 19面 　「（この一冊）ロボットの脅威　マーティン・フォード著 多くの
2015年12月5日 朝日 朝刊 7面 　「資生堂の働き方見直し、前進？後退？　育児中の美容部員
2015年12月5日 朝日 朝刊 16面 　「（声）軽減税率より贅沢税の導入を」



2015年12月5日 朝日 朝刊 16面 　「（声）消費税１０％対策は商品券発行で」
2015年12月5日 日経 朝刊 1面 　「パート就労拡大へ補助金　政府「130万円の壁」対策 配偶者控除
2015年12月5日 日経 朝刊 2面 　「社説　生産性向上で最低賃金上げを」
2015年12月5日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）社会保険　病気・老後などに備える公的制度
2015年12月5日 日経 朝刊 5面 　「経団連「今年超す賃上げ検討を」 来春労使交渉指針、ベア
2015年12月5日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）成長と分配の好循環を作れるか」
2015年12月4日 日経 朝刊 5面 　「退職予定者の人材バンク　厚労省、中小企業に紹介 中高年
2015年12月4日 日経 朝刊 17面 　「（大樹小機）解せない内部留保課税論」
2015年12月3日 朝日 朝刊 6面 　「年金機構理事長、続投へ」
2015年12月3日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）法人減税加速　効果が見通せない」
2015年12月3日 朝日 朝刊 16面 　「（声）「３万円」、ばらまきでしかない」
2015年12月3日 日経 朝刊 1面 　「法人税、来年度29.97％　国際競争力底上げ 赤字企業増税
2015年12月3日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）法人実効税率　日本は32.11％、海外より
2015年12月3日 日経 朝刊 27面 　「（経済教室）円城寺次郎記念賞　受賞者論文（下）正社員制度改革
2015年12月2日 朝日 朝刊 1面 　「低年金救済、１１６万人利用　保険料１０年分後納、対象
2015年12月2日 朝日 朝刊 5面 　「未納分「工面の余裕ない」　国民年金後納特例、利用低調
2015年12月2日 朝日 朝刊 5面 　「「時間外の労働、上限に規制を」　男女共同参画会議答申
2015年12月2日 朝日 朝刊 13面 　「（世界発２０１５）韓国、超氷河期　青年失業率、一時１１
2015年12月2日 日経 朝刊 4面 　「厚労省、配偶者手当で検討会 見直し案提言へ」
2015年12月2日 日経 朝刊 20面 　「年金保険料、損せぬ払い方 控除・前納・免除…選択肢多
2015年12月2日 日経 朝刊 28面 　「（経済教室）円城寺次郎記念賞　受賞者論文(上)年金、積
2015年12月1日 朝日 朝刊 3面 　「公的年金、運用損７．８兆円　四半期で最悪、比率増やした
2015年12月1日 朝日 朝刊 8面 　「ホンダ、定年６５歳に延長へ　海外派遣も」
2015年12月1日 朝日 朝刊 16面 　「（ＷＥＢＲＯＮＺＡ）「資生堂ショック」の本質は何か」
2015年12月1日 日経 朝刊 2面 　「公的年金、運用損7.8兆円 ７～９月、株安リスク浮き彫り
2015年12月1日 日経 朝刊 3面 　「所得税改革に遅れ　自民税調、来年度改正詰めの議論
2015年12月1日 日経 朝刊 3面 　「ホンダ、65歳定年に 国内全社員４万人を延長」
2015年12月1日 日経 朝刊 5面 　「（大機小機）「一億総活躍社会」実現への道」
2015年11月30日 朝日 朝刊 3面 　「軽減税率から半年、混乱マレーシア　６％？０％？線引き
2015年11月30日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）中国の一人っ子政策　少子高齢化、急速
2015年11月30日 朝日 夕刊 2面 　「日銀総裁「賃上げを」　「労使の役割」と強調」
2015年11月29日 朝日 朝刊 2面 　「（時時刻刻）法人減税、官邸が前倒し　来年度から２９％
2015年11月29日 朝日 朝刊 7面 　「（波聞風問）障害者雇用　ちょうちん製造、工夫輝く　安井孝之
2015年11月29日 日経 朝刊 19面 　「（経済論壇から）規制改革で成長促せ」
2015年11月28日 朝日 朝刊 9面 　「なお鈍い賃金上昇、消費改善も不透明　失業率改善３．
2015年11月28日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）１億総活躍　分配とバラマキは違う」
2015年11月28日 朝日 朝刊 35面 　「ＩＢＭ、従業員の請求認める　未払い賃金巡る訴訟」
2015年11月28日 日経 朝刊 1面 　「法人税29％台 固まる 赤字企業含む増税、財源4000億円上積
2015年11月28日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）カギは労働市場改革」
2015年11月28日 朝日 夕刊 35面 　「法人税率、来年度２０％台に　赤字企業、増税も　引き下
2015年11月27日 朝日 朝刊 1面 　「低年金者に３万円、検討　給付１０００万人想定　１億活躍緊急対策
2015年11月27日 朝日 朝刊 2面 　「（時時刻刻）１億総活躍、苦肉の対策　参院選控え、政策寄
2015年11月27日 朝日 朝刊 8面 　「１億総活躍社会・緊急対策（要旨）」
2015年11月27日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）パパの子育てが普通の国」
2015年11月27日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）最低賃金　政府の役割は大きい」
2015年11月27日 日経 朝刊 1面 　「法人税、16年度20％台 首相官邸、財源調整を指示」
2015年11月27日 日経 朝刊 2面 　「（社説） 道筋も財源も不透明な「一億総活躍」対策」
2015年11月27日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）一億総活躍社会　経済成長で社会基盤強化
2015年11月27日 日経 朝刊 5面 　「一億総活躍、見えぬ実現性」
2015年11月27日 日経 夕刊 1面 　「雇用改善も消費鈍く　10月の家計支出2.4％減」
2015年11月26日 朝日 朝刊 7面 　「非正規の育休、取得要件緩和　厚労省案」
2015年11月26日 朝日 朝刊 12面 　「（世界発２０１５）老いるタイ　少子高齢化、日本上回るペース
2015年11月26日 日経 朝刊 4面 　「（Ｑ＆Ａ）軽減税率「一体改革の枠内」とは　社会保障の使
2015年11月25日 朝日 朝刊 7面 　「最低賃金「１千円目標」　首相表明　中小企業は負担を懸念
2015年11月25日 朝日 朝刊 9面 　「“節税”Ｍ＆Ａ、はやる米企業　法人税安い国へ本社移転
2015年11月25日 朝日 朝刊 9面 　「経団連会長がベア容認表明」
2015年11月25日 日経 朝刊 1面 　「最低賃金1000円めざす 一億総活躍緊急対策案」
2015年11月25日 日経 朝刊 2面 　「厚生年金 中小のパートに　加藤一億総活躍相に聞く」
2015年11月25日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）低賃金　東京と鳥取で214円の開き」
2015年11月25日 日経 朝刊 4面 　「30年、就業者790万人減も 厚労省推計 ゼロ成長続く場合
2015年11月25日 日経 朝刊 7面 　「オバマ税制改革に見切り 企業の海外流出相次ぐ　大統領選



2015年11月24日 日経 朝刊 3面 　「雇用保険２事業、企業の保険料0.3％に下げ」
2015年11月24日 日経 夕刊 9面 　「助け合い意識根付かせる　残業シェアのススメ 作業見える
2015年11月23日 日経 朝刊 1面 　「政府、最低賃金「年３％増」 ＧＤＰ600兆円へ目標　消費底上
2015年11月23日 日経 朝刊 9面 　「（経営の視点）イケアの生産性向上策 成長へ非正規の処遇見直
2015年11月23日 日経 朝刊 17面 　「（リーガルの窓）労基法改正継続審議に 残業抑制へ中小
2015年11月22日 朝日 朝刊 10面 　「（社説）消費増税と与党協議　「再分配」を論じる時だ」
2015年11月22日 朝日 朝刊 11面 　「（フォーラム）子どもの貧困：５　次の一歩」
2015年11月22日 日経 朝刊 3面 　「（Ｑ＆Ａ）「企業の内部留保に課税」注目 政府「賃上げに
2015年11月22日 日経 朝刊 3面 　「（けいざい解説）ドイツ、難民受け入れで失業増に 欧州の
2015年11月22日 日経 朝刊 10面 　「（中外時評）制度よりも「働き方」改革を　男性も育児・介護
2015年11月22日 日経 朝刊 12面 　「（政　その瞬間）人生いろいろ、会社もいろいろ（04年６月
2015年11月21日 日経 朝刊 1面 　「高齢者の雇用保険拡充　新規加入、65歳以上でも　就業促進
2015年11月21日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）雇用保険　失業手当の受給者は減少傾向
2015年11月20日 朝日 朝刊 17面 　「（耕論）税の大義　諸富徹さん、若田部昌澄さん」
2015年11月20日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）高齢化社会と個人貯蓄」
2015年11月20日 朝日 夕刊 2面 　「英ＦＴ記者ら、スト実施支持　年金見直し案に反発」
2015年11月19日 朝日 朝刊 2面 　「（いちからわかる！）解雇の金銭解決制度、検討が始まったね
2015年11月19日 朝日 朝刊 3面 　「男女格差、日本ちょっと改善１０１位　Ｇ７で最下位、賃金
2015年11月19日 朝日 朝刊 7面 　「健康保険証に統一番号　転職でも変更不要に　厚労省研究会案
2015年11月19日 日経 朝刊 4面 　「非正規の育休後押し 一億総活躍で自民提言　参院選へ
2015年11月19日 日経 朝刊 38面 　「男女平等ランキング、日本101位 女性活躍へ道遠く」
2015年11月18日 朝日 朝刊 16面 　「（経済気象台）賃上げを決めるのは」
2015年11月18日 朝日 朝刊 39面 　「妊娠で降格、再び「違法」　差し戻し審、１７５万円支払い
2015年11月18日 日経 朝刊 33面 　「投信のコスト革命本格化　若い世代取り込み狙う」
2015年11月18日 日経 朝刊 43面 　「「妊娠で降格」賠償命令 広島高裁、女性が逆転勝訴」
2015年11月17日 日経 朝刊 5面 　「超高齢化を生きる（５）海外人材生かし「若返り」 共生できる
2015年11月17日 日経 朝刊 15面 　「（一目均衡）統治改革２年目への宿題 編集委員 小平龍四郎
2015年11月17日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）地方版人口ビジョンを見てみると」
2015年11月16日 朝日 朝刊 7面 　「（証言そのとき）男女平等を求めて：８　非正規雇用、新たな
2015年11月16日 朝日 朝刊 8面 　「（社説）非正社員４割　待遇改善が急務だ」
2015年11月16日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）われら中小企業　女性、活躍してる？」
2015年11月16日 日経 朝刊 19面 　「景気指標 米、賃金上がらぬ謎」
2015年11月15日 朝日 朝刊 13面 　「（フォーラム）子どもの貧困：４　減らすには」
2015年11月15日 日経 朝刊 1面 　「配偶者手当見直し 経団連提言へ　主婦の就労後押し」
2015年11月14日 朝日 朝刊 7面 　「若い低所得層、税軽く　１７年度以降に具体化　所得税改革
2015年11月14日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）軽減税率導入は時期尚早」
2015年11月14日 日経 朝刊 5面 　「年金受給者に給付金　家計支援重視鮮明に 1000万人規模
2015年11月14日 日経 朝刊 31面 　「希望出生率1.8とは言うけれど… キャリアと両立難しい／
2015年11月13日 朝日 朝刊 1面 　「年金不正受給、進まぬ回収　国が１．１億円返還請求」
2015年11月13日 朝日 朝刊 6面 　「年金、生存確認見直しも　不正受給急増、機構のチェック
2015年11月13日 朝日 朝刊 16面 　「（声）非正社員４割は放置できない」
2015年11月13日 朝日 朝刊 16面 　「（声）若い世代　意欲ある派遣社員失うのは損失」
2015年11月13日 朝日 朝刊 37面 　「（ニュースＱ３）育児で時短、昇給抑制に「違法」判決…職場
2015年11月13日 朝日 朝刊 37面 　「マタハラ防止へ法改正　派遣４８％、正社員２１％が経験
2015年11月13日 日経 朝刊 4面 　「低所得者の税負担軽減 政府税調の中間整理案　若年層
2015年11月13日 日経 夕刊 1面 　「年金受給者に給付金 低所得1000万人、5000円軸に 補正予算
2015年11月12日 朝日 朝刊 9面 　「「１３０万円の壁」解消を求める　経財会議の民間議員」
2015年11月12日 日経 朝刊 21面 　「（大機小機）軽減税率導入の説明責任」
2015年11月12日 朝日 夕刊 1面 　「派遣社員４８％、マタハラ経験　正社員は２１％　厚労省初調査
2015年11月12日 日経 夕刊 14面 　「妊娠や出産した派遣社員　マタハラ「経験」48％ 厚労省初調査
2015年11月11日 朝日 朝刊 37面 　「（ニュースＱ３）公務員もクビになる時代？　崩れる「安定
2015年11月11日 日経 朝刊 5面 　「第二新卒採用に助成金 厚労省、若者の再挑戦後押し」
2015年11月11日 日経 朝刊 5面 　「児童扶養手当を増額 厚労・財務省、第２子以降で調整」
2015年11月11日 日経 朝刊 22面 　「定年後働く時の健保選び 国保と「任意継続」は割高に」
2015年11月11日 日経 夕刊 1面 　「（十字路）高齢化時代の物価目標」
2015年11月10日 日経 朝刊 31面 　「（経済教室）成長戦略はどこへ行った(中) 人材・働き方改革
2015年11月10日 日経 夕刊 1面 　「健康保険料、負担を軽減 諮問会議民間議員、ＧＤＰ600
2015年11月8日 朝日 朝刊 11面 　「（フォーラム）子どもの貧困：３　足りないもの」
2015年11月8日 日経 朝刊 2面 　「国家公務員の配偶者手当　見直しへ 人事院、廃止も検討
2015年11月8日 日経 朝刊 4面 　「（けいざい解説）出生率1.8で１億人維持は困難 外国の人材獲得
2015年11月8日 日経 朝刊 12面 　「（中外時評）中国は「二人っ子政策」へ　やめられない産児制限



2015年11月7日 朝日 朝刊 7面 　「軽減税率、広く？狭く？　税収減で社会保障に影響も」
2015年11月7日 朝日 朝刊 17面 　「（私の視点）責任投資原則署名　「持続可能」実現に貢献
2015年11月6日 朝日 朝刊 37面 　「（ニュースＱ３）首相が発表した「希望出生率１．８」、希望
2015年11月6日 日経 朝刊 5面 　「軽減税率の論点（５）かすむ低所得者対策 消費額大きいほど
2015年11月5日 朝日 朝刊 1面 　「非正社員、初の４割　人件費抑制、背景に」
2015年11月5日 日経 朝刊 27面 　「経済教室　消費税軽減税率の視点（下） 税額票の導入が
2015年11月4日 日経 朝刊 1面 　「中国主席「最低6.5％成長」 新５カ年計画案公表　定年引
2015年11月4日 日経 朝刊 2面 　「（社説）雇用改革テコに人の力を伸ばそう」
2015年11月4日 日経 朝刊 16面 　「「130万円の壁」超えて働く 厚年加入、長生きなら年金増
2015年11月3日 朝日 朝刊 4面 　「３０年「宙に浮いていた」積立金１．５兆円、年金活用の配分決定
2015年11月3日 朝日 朝刊 31面 　「最低限度の暮らし求めて　生活保護減額、各地で違憲訴訟
2015年11月2日 朝日 朝刊 4面 　「（にっぽんの負担）税の現場から　孫の塾費用、非課税贈与
2015年11月2日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）子どもの貧困：２　みんなの考え　社会の脆弱
2015年11月1日 朝日 朝刊 11面 　「（フォーラム）子どもの貧困：１　みんなの考え　親から子
2015年11月1日 日経 朝刊 5面 　「ヘッジファンド運用低迷、閉鎖や清算の動き」
2015年10月31日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）中国一人っ子　出産規制全廃すべきだ」
2015年10月31日 日経 朝刊 2面 　「（社説）中国社会の変化促す「一人っ子」政策撤廃」
2015年10月31日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）構造変化の渦中にある日中経済」
2015年10月30日 朝日 朝刊 1面 　「一人っ子政策、廃止　中国、経済減速で」
2015年10月30日 朝日 朝刊 6面 　「解雇の金銭解決、議論開始　労組、警戒感あらわ」
2015年10月30日 朝日 朝刊 10面 　「進む少子化、中国危機感　人口構造ゆがむ　「一人っ子
2015年10月30日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）正規雇用で競争力発揮を」
2015年10月30日 朝日 朝刊 33面 　「労組、問われるこれから　『これからの集団的労使関係を
2015年10月30日 日経 朝刊 1面 　「中国、一人っ子政策撤廃　５カ年計画 経済減速で転換　
2015年10月30日 日経 朝刊 5面 　「軽減税率の論点（２）経理方法に３案 一長一短 不正防止
2015年10月30日 日経 朝刊 6面 　「中国、一人っ子政策撤廃 労働力不足成長の足かせ ５中全会閉幕
2015年10月30日 日経 朝刊 19面 　「（大樹小機）企業と投資家の真の対話とは」
2015年10月30日 日経 夕刊 3面 　「子育て支援、企業負担で 財務省、雇用保険料下げ拠出金増額
2015年10月30日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）運用理論の有効性」
2015年10月28日 日経 朝刊 5面 　「軽減税率、財源上積み難航 たばこ増税か、年金加算見送
2015年10月27日 日経 夕刊 9面 　「残業時間、減らすには　裁量労働、拡大論議へ　会社の
2015年10月27日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）軽減税率には問題がある」
2015年10月27日 日経 朝刊 5面 　「企業年金、掛け金ゼロ増 セコムなど26基金、運用改善」
2015年10月26日 日経 朝刊 1面 　「軽減税率「必要」74％ 内閣支持41％、不支持と拮抗」
2015年10月26日 日経 朝刊 5面 　「（風速計）ＧＰＩＦが放つ「３本目の矢」」
2015年10月26日 日経 朝刊 15面 　「終業→始業一定時間を空けて　休息確保、疲労の蓄積防
2015年10月25日 日経 朝刊 2面 　「（社説）軽減税率の議論で忘れてならないこと」
2015年10月25日 日経 朝刊 3面 　「労働紛争、解決金に基準 厚労省が導入検討、水準引き
2015年10月24日 朝日 朝刊 3面 　「社会保障給付、１１０兆円超　育児、欧州に比べ低水準　
2015年10月24日 日経 朝刊 1面 　「軽減税率財源まず4000億円　政府・与党 社会保障充実
2015年10月24日 日経 朝刊 2面 　「（真相深層）投信コスト二極化」
2015年10月24日 日経 朝刊 2面 　「軽減税率で綱引き」
2015年10月24日 日経 朝刊 5面 　「社会保障給付費110兆円 13年度1.5％増、最高を更新」
2015年10月24日 日経 朝刊 5面 　「異次元緩和 ゆがむ市場（下）広がるマイナス金利」
2015年10月24日 日経 夕刊 3面 　「オバマケアに誤算 「皆保険」、保険料引き上げ招く　「国民
2015年10月23日 朝日 朝刊 30面 　「育休の壁、緩和なるか　派遣・パート「１年後も継続」条件
2015年10月23日 朝日 朝刊 38面 　「育休取得後に雇い止め　「マタハラで違法」女性提訴」
2015年10月23日 朝日 朝刊 38面 　「農業年金、５８００万円不適正受給　経営再開を届け出ず
2015年10月23日 日経 朝刊 5面 　「異次元緩和　ゆがむ市場（上） 国債運用が消える日」
2015年10月23日 日経 朝刊 19面 　「空想より科学へ」
2015年10月23日 日経 朝刊 38面 　「非資格者に年金5870万円 経営譲った農業者向け、検査院
2015年10月22日 朝日 朝刊 3面 　「７０歳以上も働ける企業、２割超　厚労省、１５万社調査」
2015年10月21日 朝日 朝刊 37面 　「７棟３年間、入居者ゼロ　年金機構の職員宿舎　検査院調
2015年10月21日 朝日 朝刊 37面 　「督促怠って８億円時効　不正受給の生活保護費　検査院調
2015年10月21日 日経 朝刊 20面 　「単身女性　40歳から備え 65歳で2000万円が目安」
2015年10月21日 日経 朝刊 21面 　「投資家ケインズ、失敗も糧 「割安株、長期保有」学ぶ」
2015年10月21日 日経 朝刊 38面 　「年金機構の宿舎７棟170戸、３年以上空き家 15億円相当
2015年10月21日 日経 朝刊 38面 　「生活保護、111億円未回収 不正受給の返還請求滞る」
2015年10月20日 朝日 朝刊 14面 　「（声）午後５時帰宅が当然の社会に」
2015年10月19日 朝日 朝刊 9面 　「（フォーラム）われら中小企業　消費増税、予定通り？」
2015年10月19日 日経 朝刊 3面 　「不動産や商品への投資　企業年金２割「増やす」 本社など



2015年10月19日 日経 朝刊 5面 　「企業年金向けに国内外債券投資 第一生命が新商品」
2015年10月19日 日経 朝刊 17面 　「経済教室　消費起点に貧困・福祉研究 ノーベル経済学賞
2015年10月18日 朝日 朝刊 10面 　「（社説）軽減税率　インボイスが不可欠だ」
2015年10月18日 朝日 朝刊 10面 　「（声）減収招く軽減税率導入は愚策」
2015年10月18日 朝日 朝刊 10面 　「（声）逆進性を緩和するには給付方式」
2015年10月18日 朝日 朝刊 10面 　「（声）「女性活躍」へ長時間労働規制を」
2015年10月17日 朝日 朝刊 2面 　「（時時刻刻）軽減税率、突貫設計へ　自民税調、増税と同時導入方針
2015年10月17日 朝日 朝刊 7面 　「経団連会長、軽減税率を条件付きで容認　日商会頭は強
2015年10月17日 日経 朝刊 3面 　「軽減税率　税額票２段階で　消費増税巡り自民税調調整
2015年10月17日 日経 朝刊 7面 　「ギリシャ大手銀、年内に資本増強 追加改革法案、議会可決
2015年10月17日 日経 朝刊 33面 　「手の掛からない王子様、来て　働く女性の恋愛データ 恋人
2015年10月17日 日経 朝刊 33面 　「「おじさん」中心雇用社会　擬態可能な寿命は短い」
2015年10月16日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）東芝・東洋ゴム・山一」
2015年10月16日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）軽減税率導入　社会保障を忘れるな」
2015年10月16日 朝日 朝刊 14面 　「（声）高齢者の負担増やめてほしい」
2015年10月16日 朝日 夕刊 15面 　「年金誤って支給、４００人分に過不足　情報流出後の対応
2015年10月16日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）投資家と企業の新たな課題」
2015年10月15日 朝日 朝刊 1面 　「（男が生きる　女が生きる）長時間労働の呪縛　入りたいのは
2015年10月15日 朝日 朝刊 7面 　「（男が生きる　女が生きる）長時間労働の呪縛　ノー残業
2015年10月15日 日経 朝刊 5面 　「年金機構、400人に支払いミス 情報流出後の手続きに不備
2015年10月15日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）新３本の矢の評価」
2015年10月14日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）タイの外国人労働者」
2015年10月14日 日経 朝刊 20面 　「確定拠出、やらぬは損 個人型、節税効果高く」
2015年10月12日 朝日 朝刊 1面 　「（男が生きる　女が生きる）長時間労働の呪縛　残業漬け
2015年10月12日 朝日 朝刊 2面 　「（男が生きる　女が生きる）長時間労働の呪縛　育児と両立
2015年10月12日 朝日 朝刊 2面 　「（いちからわかる！）日本人って働き過ぎてるの？」
2015年10月12日 日経 朝刊 3面 　「Ｍ字カーブ 緩やかに 柔軟な働き方・保育充実… 育児期女性
2015年10月12日 日経 朝刊 4面 　「（核心）いくつになっても「将来不安」 生きる張り合い どう
2015年10月12日 日経 朝刊 13面 　「派遣法改正「専門26業務」に期間制限導入　「人材逃がすな
2015年10月12日 日経 朝刊 15面 　「公共政策を考える　第８章　年金制度を考える(９) 「世界標準
2015年10月11日 日経 朝刊 1面 　「法人税、17年度に20％台　政府調整 減税で国際競争力
2015年10月11日 日経 朝刊 3面 　「＜解説＞法人税率下げ、企業に投資拡大迫る 「半周遅
2015年10月11日 日経 朝刊 3面 　「（きょうのことば）法人実効税率　日本は32.11％、独英上回
2015年10月11日 日経 朝刊 11面 　「労働　日本型雇用、再び転機に」
2015年10月10日 朝日 朝刊 6面 　「社会保障改革案、実施時期を示す　高齢者の負担増、提言
2015年10月10日 朝日 朝刊 12面 　「（経済気象台）女性活躍、最後のチャンス」
2015年10月10日 朝日 朝刊 12面 　「（東洋経済の眼）公的年金の世代間格差　不公平感あおる
2015年10月10日 日経 朝刊 2面 　「社説 経営に緊張感を与える連合に」
2015年10月10日 日経 朝刊 17面 　「国際会計基準IFRSが変える（下）のれんや資産の「時価
2015年10月10日 日経 朝刊 19面 　「（大樹小機）根拠のないトリクルダウン」
2015年10月10日 日経 朝刊 33面 　「女性管理職、なってみたらこうでした 非効率な業務や伝統変
2015年10月10日 日経 朝刊 33面 　「昇進なぜためらう？　意外と長い子育て負担」
2015年10月9日 朝日 朝刊 17面 　「（クルーグマンコラム＠ＮＹタイムズ）富裕層への減税案　「
2015年10月9日 朝日 朝刊 32面 　「ストは消えるのか　１４年は８０件、下がる労組組織率　増
2015年10月9日 日経 朝刊 17面 　「国際会計基準IFRSが変える（上）グループ経営のインフラ
2015年10月9日 日経 朝刊 27面 　「共政策を考える　第８章　年金制度を考える(８) 未納は生活保護
2015年10月8日 日経 朝刊 1面 　「世界最大の政府系ファンド、日本で不動産投資」
2015年10月8日 日経 朝刊 3面 　「ロバート・フェルドマン氏　解雇ルール整備など課題」
2015年10月8日 日経 朝刊 9面 　「ノルウェーなどの政府系ファンド、運用資産取り崩し 原油安
2015年10月8日 日経 朝刊 31面 　「公共政策を考える 第８章 年金制度を考える(７) 少子化対策
2015年10月7日 日経 朝刊 19面 　「（大機小機）問われる少子化対策の本気度」
2015年10月7日 日経 朝刊 30面 　「公共政策を考える 第８章年金制度を考える（６） 高齢者
2015年10月6日 日経 朝刊 28面 　「公共政策を考える 第８章 年金制度を考える（５） 給付と
2015年10月5日 日経 朝刊 3面 　「りそな銀、年金運用に企業統治指標 独自に評価、上位銘柄
2015年10月5日 日経 朝刊 15面 　「連合、「責任投資」の指針 環境や企業統治を重視」
2015年10月5日 日経 朝刊 17面 　「公共政策を考える 第８章年金制度を考える（４） 積み立
2015年10月5日 日経 夕刊 17面 　「学生に労働法出前講座 ブラック就職、知識で防ぐ」  
2015年10月4日 朝日 朝刊 8面 　「（声）所得税に手をつけるのが筋だ」
2015年10月3日 朝日 朝刊 35面 　「育児で時短勤務、昇給抑制「違法」　東京地裁判決」
2015年10月3日 朝日 夕刊 4面 　「昭和６０年　男女雇用機会均等法の制定　「男性並み」働
2015年10月3日 日経 朝刊 11面 　「月給制契約社員　三越伊勢丹、無期雇用に 優秀な人材



2015年10月3日 日経 朝刊 21面 　「パートの年金、どう増やす？　勤務先の厚生年金に加入
2015年10月2日 朝日 朝刊 29面 　「（職場のホ・ン・ネ）ただ残業おかしい」
2015年10月2日 日経 朝刊 5面 　「低所得の若者支援へ減税 政府税調、ゼロ税率や税額控除検討
2015年10月2日 日経 朝刊 5面 　「派遣で働く 改正法でこう変わる（下） 正社員との待遇格差是正
2015年10月2日 日経 朝刊 29面 　「公共政策を考える　第８章　年金制度を考える（３） 人口減
2015年10月1日 朝日 朝刊 15面 　「（私の視点）軽減税率　国家百年の計を誤るな　田中秀明
2015年10月1日 日経 朝刊 15面 　「年金、低格付け債に投資 ＧＰＩＦ、運用利回り向上狙う」
2015年10月1日 日経 朝刊 17面 　「500万人の確定拠出年金（下）元本確保では足りない リスク
2015年10月1日 日経 朝刊 19面 　「ＧＰＩＦマイナス運用か ７～９月、世界株安響く」
2015年10月1日 日経 朝刊 31面 　「公共政策を考える　第８章　年金制度を考える（２） 横たわる
2015年9月30日 朝日 朝刊 7面 　「年金世代間格差、更に拡大の試算　厚労省」
2015年9月30日 日経 朝刊 15面 　「500万人の確定拠出年金（上）老後の備え 個人の肩に 「
2015年9月30日 日経 朝刊 15面 　「確定拠出年金で老後資産に差 非加入者の1.5倍に フィデリティ
2015年9月30日 日経 朝刊 15面 　「（大機小機）物申す株主とパッシブ運用」
2015年9月30日 日経 朝刊 28面 　「公共政策を考える 第８章 年金制度を考える(１) 通常の
2015年9月29日 日経 朝刊 1面 　「公的年金運用「ＥＳＧ」重視 環境・社会・企業統治 国連の
2015年9月29日 日経 朝刊 5面 　「公的年金、負担と受給に格差　70歳5.2倍、30歳2.3倍 厚労省試算
2015年9月28日 日経 夕刊 2面 　「公的年金運用、企業統治や環境重視 首相が表明」
2015年9月27日 日経 朝刊 2面 　「社説 一元化で年金の基盤を堅固に」
2015年9月26日 朝日 朝刊 16面 　「（声）派遣会社の教育に労働法も」
2015年10月1日 朝日 朝刊 9面 　「外国人実習生巡る違反最多　厚労省発表」
2015年10月1日 朝日 朝刊 33面 　「解雇理由を『罪状」と掲示　アリさんマークの引越社」
2015年10月1日 朝日 朝刊 34面 　「『能力不足』分限免職　大阪市、職員条例を適用」
2015年10月2日 朝日 朝刊 29面 　「（職場のホ・ン・ネ）ただ残業おかしい」
2015年10月2日 朝日 朝刊 33面 　「『退職強要』アマゾン社員救済申し立て」
2015年10月3日 朝日 朝刊 35面 　「育児で時短勤務、昇給抑制『違法』　東京地裁判決」
2015年10月5日 日経 夕刊 7面 　「学生に労働法出前講座 ブラック就職、知識で防ぐ」
2015年9月26日 朝日 朝刊 12面 　「（東洋経済の眼）『長生きリスク』対策　高齢者の相互扶助
2015年9月26日 朝日 朝刊 5面 　「年金機構に改善命令」
2015年9月24日 日経 朝刊 25面 　「（経済教室）派遣労働の光と影(上)　正社員過剰保護の犠牲
2015年9月25日 日経 朝刊 29面 　「（経済教室）派遣労働の光と影(中） 専門性重視の原点に
2015年9月28日 日経 朝刊 17面 　「（経済教室）派遣労働の光と影(下） 人材流動化で役割重要
2015年9月22日 日経 朝刊 3面 　「長時間残業、昇進『関係なし』　労働政策機構」
2015年9月22日 日経 朝刊 1面 　「新地平を開く（下）５％ 家計金融資産の投信比率　投資
2015年9月19日 朝日 朝刊 7面 　「年金情報流出、職員３０人処分　大臣ら給与返納　厚労省
2015年9月19日 日経 朝刊 5面 　「厚労相ら給与全額返納 年金情報流出巡り処分」
2015年9月18日 朝日 朝刊 30面 　「派遣法違反、実態生々しく　事前面接・契約外の庶務…
2015年9月16日 朝日 朝刊 17面 　「（ピケティコラム＠リベラシオン）難民の受け入れ　欧州は
2015年9月15日 日経 朝刊 30面 　「（経済教室）技術革新は職を奪うか」
2015年9月15日 朝日 夕刊 2面 　「長時間労働なくなれば、深夜コンビニも減らせる？」
2015年9月11日 日経 朝刊 2面 　「（社説）社会保障・税一体改革の視点忘れるな」
2015年9月11日 朝日 朝刊 14面 　「（社説）消費税の還付　案の利点生かす論議を」
2015年9月10日 朝日 朝刊 16面 　「（声）年金機構は廃止して民間委託を」
2015年9月12日 朝日 朝刊 1面 　「新企業年金を導入へ　来年度、労使で運用リスク分担　
2015年9月12日 日経 朝刊 4面 　「年金リスク、労使で分担 厚労省、第３の企業年金案を提示
2015年9月11日 朝日 夕刊 1面 　「改正派遣法が成立　受け入れ期間、事実上撤廃」
2015年9月11日 日経 夕刊 1面 　「改正派遣法成立、30日施行　受け入れ期間、実質撤廃」
2015年9月12日 朝日 朝刊 3面 　「『人を代えれば、ずっと派遣で』可能に　改正派遣法、３０
2015年9月12日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）改正派遣法　権利守る改正が必要だ」
2015年9月12日 日経 朝刊 3面 　「派遣、活用の道広く　改正法成立、30日施行」
2015年9月13日 日経 朝刊 2面 　「（社説） 派遣で働く人の立場にたち制度の再考を」
2015年9月11日 日経 夕刊 12面 　「100歳以上、初の６万人 45年連続増、女性が87％」
2015年9月11日 朝日 夕刊 10面 　「１００歳以上、６万人超す　女性８７％」
2015年9月9日 日経 夕刊 3面 　「高齢者が住みよい国、日本は世界８位」
2015年9月9日 日経 朝刊 1面 　「トヨタ再雇用、同待遇で 労使合意 工場、シニアの力活用
2015年9月9日 日経 朝刊 12面 　「トヨタ『頑張り』も月給反映 新人事制度 最大1.5万円上乗
2015年9月5日 日経 朝刊 2面 　「社説 長時間労働を見直し女性の力を生かそう」
2015年9月8日 日経 夕刊 9面 　「女性活躍ネクストステージ（上）新法が追い風　チャレンジ
2015年9月9日 日経 朝刊 5面 　「ポピンズＣＥＯ 中村紀子氏 配偶者控除、経済に実害」
2015年9月8日 朝日 夕刊 1面 　「採決の構え、混乱　派遣法改正案めぐり　参院厚労委」
2015年9月8日 日経 夕刊 3面 　「労働者派遣法改正案 与党、きょう採決の構え 参院厚労委



2015年9月9日 朝日 朝刊 3面 　「改正派遣法、週内にも成立　参院厚労委で可決　急いだ
2015年9月9日 日経 朝刊 4面 　「派遣法案あすにも成立 参院委で可決 施行、９月30日に
2015年9月9日 日経 夕刊 1面 　「派遣法改正案が参院可決 あすにも衆院で成立」
2015年9月4日 日経 夕刊 5面 　「（十字路）議決権行使助言会社のあり方 」
2015年9月3日 日経 朝刊 19面 　「（わかる国際会計基準３）Ｍ＆Ａの『のれん』費用計上せず
2015年9月4日 日経 朝刊 17面 　「（わかる国際会計基準４）研究開発費は『資産』 製品発売後
2015年9月4日 朝日 朝刊 4面 　「年金抑制強化、先送り　秋以降の提案めざす　厚労省」
2015年9月3日 日経 夕刊 3面 　「確定拠出年金法改正案、衆院を通過」
2015年9月3日 朝日 朝刊 14面 　「（経済気象台）監査人はスーパーマンか」
2015年9月4日 日経 朝刊 5面 　「会計士協会、不正リスク調査 全上場企業の会計士対象
2015年9月3日 日経 朝刊 29面 　「経済教室　企業統治何が必要か(上)　経営層の相互けん
2015年9月2日 日経 夕刊 1面 　「外国人在留資格を拡大　専門人材受け入れ 法務省検討
2015年9月3日 日経 朝刊 2面 　「社説 人手不足の根にあるものを見極めよう」
2015年9月9日 日経 朝刊 9面 　「（ニュース解剖）人手不足 もがく現場」
2015年9月2日 朝日 経朝 刊7 面　「派遣法改正、急ぐ政府　未成立で施行予定日　制裁、
2015年9月2日 日経 朝刊 15面 　「（わかる国際会計基準）（２）消えた営業利益 開示項目、
2015年9月2日 日経 朝刊 15面 　「投資情報 国際会計基準の適用済み68社 東証調べ」
2015年9月2日 日経 朝刊 11面 　「『すき家』契約社員、800人をバイトから 17年メド1000人採用
2015年9月2日 日経 朝刊 1面 　「脱時間給法案を断念 政府・与党、民法改正・カジノも 安保
2015年9月1日 日経 朝刊 29面 　「（キャリアアップ）派遣社員、７割近く法改正案『反対』 」
2015年9月1日 日経 朝刊 17面 　「（わかる国際会計基準）日立など採用150社へ 海外展開
2015年9月1日 日経 朝刊 4面 　「年金検証委、任期１カ月延長」
2015年9月1日 日経 朝刊 4面 　「企業統治など重視『ＥＳＧ投資』、ＧＰＩＦに採用要請 自民提言
2015年8月30日 日経 朝刊 1面 　「（働き方NEXT）若者が問う（１）10年も待てない 変革の芽
2015年8月30日 日経 朝刊 7面 　「（同）老いる職場『45歳まで青年』 若手幹部育成アジアに
2015年8月29日 朝日 朝刊 b3面 　「（サザエさんをさがして）平均寿命　世界トップ級にはなったが
2015年8月29日 日経 朝刊 15面 　「（投資情報）上場企業の年金資産51兆円、昨年度末１割増
2015年8月28日 朝日 朝刊 33面 　「最低賃金、なぜこの額？　審議非公開、見えない根拠」
2015年8月28日 朝日 朝刊 16面 　「（社説）経団連と移民　生活者の視点で検討を」
2015年8月28日 朝日 朝刊 7面 　「年金積立金運用、収益２．６兆円　５四半期連続の黒字　
2015年8月28日 日経 朝刊 3面 　「公的年金運用益、４～６月2.6兆円 国内株の比率最高に
2015年8月27日 日経 夕刊 3面 　「年金滞納、強制徴収を強化 厚労省、10月から国税庁への
2015年8月26日 日経 朝刊 17面 　「（大機小機）投資家と利害関係者の利益相反」
2015年8月26日 日経 朝刊 2面 　「（社説）企業自身で生産性高める働き方改革を」
2015年8月25日 日経 朝刊 15面 　「『個人型』確定拠出年金の加入者、最大400万人に 制度改正
2015年8月25日 朝日 朝刊 7面 　「最低賃金、上げ幅最大　４７都道府県、平均１８円増」
2015年8月25日 日経 朝刊 5面 　「最低賃金、全国平均798円 今年度18円上げ」
2015年8月25日 日経 朝刊 4面 　「雇用減税　正社員に重点 非正規への優遇は縮小　厚労省検討
2015年8月25日 朝日 朝刊 3面 　「流出発覚後も大臣に伝えず　年金機構の前に厚労省にも
2015年8月25日 日経 朝刊 2面 　「（社説）年金機構と厚労省は責任感と緊張感を」
2015年8月24日 朝日 朝刊 1面 　「年金機構ミス１万件超　発足後５年、未払い・過払いも」
2015年8月24日 朝日 朝刊 3面 　「『年金払いすぎた』機構１９７万円請求」
2015年8月24日 日経 朝刊 7面 　「中国、年金基金の株投資 ３割まで承認 総資産比、最大
2015年8月23日 日経 朝刊 9面 　「（創論）日本の格差、実態と処方箋は」
2015年8月22日 朝日 朝刊 b3面 　「（サザエさんをさがして）定年差別裁判　社会通念を変えなければ
2015年8月22日 日経 朝刊 1面 　「年金情報流出　厚労省にも４月に攻撃 検証委報告」
2015年8月22日 日経 朝刊 5面 　「年金機構、遠い信頼回復　情報流出で検証委報告」
2015年8月22日 日経 朝刊 5面 　「年金情報流出問題 検証委報告書の要旨」
2015年8月22日 朝日 朝刊 1面 　「流出前、厚労省に類似攻撃」
2015年8月22日 朝日 朝刊 2面 　「（時時刻刻）厚労省対応、他人任せ」
2015年8月22日 朝日 朝刊 2面 　「（いちからわかる！）日本年金機構ってどんな組織？」
2015年8月22日 朝日 朝刊 12面 　「（社説）年金情報流出　あまりに無防備だった」
2015年8月21日 日経 朝刊 1面 　「マイナンバー改正案成立へ 与野党調整 年金との連結延期
2015年8月21日 日経 朝刊 3面 　「年金情報『流出防げた』 機構が報告書」
2015年8月21日 日経 朝刊 5面 　「個人情報流出問題　年金機構報告書の要旨」
2015年8月21日 朝日 朝刊 1面 　「流出まで１３日間、対策怠る」
2015年8月21日 朝日 朝刊 3面 　「流出招いた旧社保庁体質」
2015年8月20日 朝日 朝刊 4面 　「派遣法改正案『９月末施行』　与党、繰り下げを提案」
2015年8月20日 朝日 朝刊 3面 　「年金情報、パスワード同封　機構、１０万事業所に郵送」
2015年8月19日 日経 朝刊 5面 　「年金情報流出、厚労省に管理・監督責任 検証委が指摘
2015年8月19日 朝日 朝刊 12面 　「非正規労働者の賃金大幅改善を」



2015年8月18日 日経 朝刊 19面 　「年金の恩恵、現役世代にも 　遺族・障害、仕組み理解を
2015年8月18日 日経 朝刊 15面 　「すかいらーくが65歳に定年延長 パート含む８万人を対象
2015年8月18日 日経 朝刊 5面 　「125万件超える流出、確認できず 年金情報、週内に報告書
2015年8月18日 朝日 朝刊 4面 　「年金『意思疎通足りず』　情報流出調査」
2015年8月16日 日経 朝刊 9面 　「社会保障改革 実行へ何を」
2015年8月16日 日経 朝刊 1面 　「東芝が確定拠出年金 国内9.5万人、最大規模」
2015年8月15日 日経 朝刊 5面 　「動き出す所得税改革（下）消費増税とどう整合 社会保障連動
2015年8月15日 朝日 朝刊 30面 「転職、確定拠出年金(DC)手続きを」


