名寄市立大学図書館

パスファインダー

「貧困」
Poverty

作成日：2011.7.11 更新日：2018.9.15
キーワード
生活保護 セーフティネット 相対的貧困 絶対的貧困 格差
最低賃金 学歴社会 非正規 ワーキングプア プレカリアート
派遣切り 失業率 ホームレス ジニ係数 貧困ビジネス ベー
シックインカム 下流社会 労働者派遣法 ネットカフェ難民
✎このパスファインダーでは、主として日本における貧困を取り上げています。
✎関連する授業：
「公的扶助論」
「社会保障論」
「福祉計画論」

〉〉
〉入門的な情報源〈〈
〈
そもそも「貧困」とはどういうことなのか、おさえておきましょう。
【図書館で所蔵している図書の一例】辞書類は特に事情がない限り最新のものを見るようにしましょう。
資料情報
請求記号
配架場所
『現代用語の基礎知識』自由国民社 毎年発行
R813.7/G
3F 参考図書
『日本社会保障大百科』日本図書センター 2006
R364.033/K/3
3F 参考図書
『社会福祉学事典』丸善 2014
R369.036/N
3F 参考図書
「聞蔵ビジュアルⅡ」の「知恵蔵」も利用できます。（インターネット・学内のみ）

〉〉
〉図書を探す〈〈
〈
まずは、学内の関連図書を探しましょう。
■テーマの書架へ行って探す
【関連分野の分類番号】
304
社会科学評論
331.8
（経済学からみた）貧困
332.1
日本経済・経済事情
361.8
社会的階層・階級

364
366
368.2
369.2

社会保障
労働問題
社会病理・貧困
公的扶助・生活保護

■OPAC で探す
→簡易検索で“貧困”などと入れ、
「資料種別」を「図書」で絞り込みましょう。
→配架場所が研究室の場合は、カウンターでご相談ください。
【図書館で所蔵している図書の一例】
資料情報
請求記号
配架場所
『先生、貧困ってなんですか？日本の貧困レクチャーブック』
368.2/J
3F
自立生活サポートセンターもやい 合同出版 2017
『チャイルド・プア 社会を蝕む子どもの貧困』 新井直之
369.4/A
3F
TO ブックス 2014
『女性たちの貧困“新たな連鎖”の衝撃』
367.21/N
3F
NHK「女性の貧困」取材班 幻冬舎 2014
『現代日本の貧困観』青木紀 明石書店 2010
368.2/A
3F
『日本の不公平を考える 子どもの貧困(1)』
B367.61/A
3F 新書
『解決策を考える 子どもの貧困(2)』阿部彩 岩波書店 2008,2014
『貧困についてとことん考えてみた』湯浅誠・茂木健一郎 NHK 出版 B368.2/Y
3F
2012
本学に限らず、広く図書を探してみましょう。
●NDL-OPAC
国立国会図書館の蔵書目録です。国内で刊行されたほとんどの図書が検索できます。
●Webcat-Plus
「連想検索」で図書を検索できます。また、所蔵している図書館も表示されます。
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●CiNii Books
●新書マップ

「大学図書館の本をさがす」のところから日本の大学図書館の図書・雑誌を検索でき、
所蔵館も表示されます。
入手しやすく入門的資料になりやすい新書を、テーマに基づいて探すことができます。
連想検索機能があり、キーワードなどから瞬時に関連図が作成されます。

〉〉
〉雑誌・雑誌記事を探す〈〈
〈
テーマに関連した研究を進める上で、論文や雑誌記事は欠かせません。出版されるまでの時間が短いので
タイムリーな話題が掲載されています。
■実際の雑誌から関連記事を探す
【図書館で所蔵している関連雑誌】
資料情報
所蔵年
配架場所
Web 目次
『貧困研究』貧困研究会、明石書店/年 2 回
2008-現在 2F 東側 ○全号
『公的扶助研究』全国公的扶助研究会/季刊
1995-現在 2F 東側 ○2006 年『社会保障研究』国立社会保障・人口問題研究会/季刊 1983-現在 2F 東側 ○全号・本文あり
『賃金と社会保障』旬報社/旬刊
1979-現在 2F 東側 ○2007 年『生活と福祉』全国社会福祉協議会/月刊
1995-現在 2F 東側 ○過去 1 年間
『月刊福祉』全国社会福祉協議会/月刊
1987-現在 2F 東側 ○過去 1 年間
『社会保障』中央社会保障推進協議会/季刊
2005-現在 2F 東側 ○2013 年→各号の目次をコピーしてまとめてあります。バックナンバーを探すのに便利です。
→“Web 目次”欄に○があるものは、出版社サイトに目次が掲載されています。

■データベースから雑誌記事や論文を探す
●CiNii 国内の学術雑誌・一般雑誌の論文や記事を検索できます。
→「貧困」と入れて検索すると、次のような論文が表示されます。（一例）

子どもの貧困の経験という視点
大澤真平
教育福祉研究(22),15-27,2017
機関リポジトリ

このように、CiNii-PDF オープンアクセス 機関リポジトリ J-STAGE というマークがついて
いれば、全文を読むことができます。
（有料のため見られないという例外もあります）
＊何もマークがない場合～論文詳細画面の Ci CiNii Books のアイコンをクリックすると所蔵館
が表示され、本学にその雑誌がある場合は「名寄市立大学図書館」が一番上にきます。その際、
所蔵範囲を確認しましょう。

〉〉〉新聞記事を探す〈〈〈
最新のニュースや動向などは、新聞が重要です。読むことができる一般紙・専門紙は次のとおりです。
●原紙
資料情報
種類
所蔵範囲
朝日新聞
一般紙
過去 3 ヶ月程度
北海道新聞
一般紙（ブロック紙） 過去 1 年程度
毎日新聞
一般紙
過去 3 ヶ月程度
読売新聞
一般紙
過去 1 年程度
産経新聞
一般紙
過去 3 ヶ月程度
福祉新聞
専門紙
2005.4-現在
日本経済新聞
専門紙
過去 3 ヶ月程度
＊朝日新聞については、縮刷版の所蔵もあります。
（1948,1-2011.3～書庫）
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●新聞データベース
「聞蔵ビジュアルⅡ」
（学内のみ）～キーワード・日付などから検索できます。
→「貧困」と入れて検索すると、次のような記事が見つかります。
（一例）

好条件並べ勧誘 貧困ビジネス提訴「なぜ野放し」／埼玉県
2011 年 5 月 27 日 朝刊 埼玉・1 地方 33 頁

〉〉
〉専門的な情報源・統計〈
〈〈
更に深くテーマを掘り下げるには、白書や統計・法令、専門的な百科事典などの情報源が役立ちます。
【図書館で所蔵している資料の一例】
資料情報
『社会福祉の動向』中央法規
『社会保障の手引き』中央法規
『家計調査年報 家計収支編』総務省 ＊総務省統計局に web 版
http://www.stat.go.jp/data/kakei/npsf.htm
『日本労働年鑑』大原社会問題研究所
→毎年の労働・社会運動の動向を詳しく記録
『厚生労働白書』厚生労働省 ＊同省ホームページでも公開
http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/
『女性白書』日本婦人団体連合会→2010 年版特集は「女性の貧困」
。
また、各年版に女性の現状に関する項目があります。
『住宅白書』日本住宅会議
→2009-2010 年版の特集は「格差社会の居住貧困」
『エンサイクロペディア社会福祉学』中央法規
→Ⅸ社会福祉の分野 2 貧困と福祉 ほか各項目に貧困に関する記述が
あります。
『子どもの貧困白書』明石書店
『戦後日本貧困問題基本文献集』日本図書センター 2012
→1945 年から 1980 年代までの貧困問題基本文献集です。

請求記号
R369.1/S
R364/S
R365.4/K

配架場所
3F 参考図書
3F 参考図書
3F 参考図書

R366.059/N

3F 参考図書

R498.1/K

3F 参考図書

R367.21/J

3F 参考図書

R365.3/J

3F 参考図書

R369.036/E

3F 参考図書

R369.4/K
368.2/S/1～
368.2/S/10

3F 参考図書
3F

〉〉
〉Web サイト〈
〈〈
関連サイトには次のようなものがあります。
《統計に関すること》
●日本の所得を計測する代表的調査
☄所得再配分調査（厚生労働省）～国民生活基礎調査のうち、所得・税・社会保障に関する情報
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/96-1.html
☄全国消費実態調査（総務省統計局）～家計資産・消費実態の 5 年ごとの調査
http://www.stat.go.jp/data/zensho/2014/
☄賃金構造基本統計調査（厚生労働省）～主要産業労働者の雇用形態・就業形態・職種・賃金
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html
☄労働力調査（総務省統計局）～完全失業率や雇用形態別雇用者数など
http://www.stat.go.jp/data/roudou/
☄労働経済の分析：労働経済白書（厚生労働省）～雇用・失業の動向・状況が詳しく分析されています。
http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/
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●OECD 東京センター http://www.oecdtokyo.org/
→主要統計の「貧困」の項目に、貧困率、子どもの貧困率のデータがあります。
《法令に関すること》
●法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
→最新の法律が表示されます。法令が 50 音索引・事項別分類索引からも探すことができ、使いやすく
なっています。
●裁判所 http://www.courts.go.jp/
→「裁判例情報」から、判例検索ができます。生活保護費受給をめぐっては様々な訴訟があります。
《貧困や労働問題に取り組む組織など》
●反貧困ネットワーク http://antipoverty-network.org/
→貧困問題に取り組む市民団体・労働組合・法律家・研究者のネットワークです。
●特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい http://www.moyai.net/
→生活困窮者の自立を支援する認定 NPO 法人です。
●ビッグイシュー基金
http://www.bigissue.or.jp/
→ホームレスの人々の自立をサポートする事業をおこなう非営利団体です。『若者ホームレス白書』を
発行しています。
（web 上でも読むことができます）
●貧困研究会
http://www.hinkonken.org/
→さまざまな分野で貧困に関わる調査研究を行う研究者の団体です。雑誌『貧困研究』を発行していま
す。

図書館にない資料を入手するには
■直接利用
所蔵している図書館を調べ（CiNii Books など）直接出向いて閲覧することができます。
★北海道地区大学図書館相互利用サービス…学生証を提示し、利用登録手続きをすると、閲覧や
館外貸出が可能です。（道内 39 大学 47 館）
★その他の大学図書館…おおむね、学生証の提示で閲覧が可能ですが、各大学図書館のホームページ
で確認してから訪問しましょう。
＊「紹介状」が必要な場合は発行しますので、カウンターで申し込んでください。
★国立国会図書館…満 18 歳以上であれば誰でも利用できます。
★北海道立図書館…北海道内に居住している方・帰省先などがある方は誰でも利用できます。
■複写取り寄せ・現物貸借
他大学・国立国会図書館・道立図書館から、資料の複写物・図書現物を取り寄せることができます。
申込用紙に記入の上、申し込んでください。
＊国立国会図書館から借りた場合は、館内閲覧のみです。ご承知おきください。
■リクエスト
要望があれば、購入します。リクエストカードに記入して申し込んでください。
＊絶版などの理由で購入できない場合もあります。
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