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書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

バカだけど社会のことを考えてみた 雨宮処凛／著 青土社 2013 304ｱ

脱貧困の経済学 飯田泰之／著 筑摩書房 2012 331ｲ

弱者の居場所がない社会
貧困・格差と社会的包摂

阿部彩／著 講談社 2011 361.8ｱ

格差社会 橘木俊詔／編著 ミネルヴァ書房 2012 361.8ｶ 

格差社会という不幸 神保哲生／著 春秋社 2009 361.8ｶ 

ワーキングプア原論　大転換と若者 後藤道夫／著 花伝社 2011 361.8ｺﾞ 

ワーキングプア　解決への道
ＮＨＫスペシャル『ワーキン
グプア』取材班／編

ポプラ社 2008 361.8ﾜ 

ワーキングプア時代
底抜けセーフティーネットを再構築せよ

山田昌弘／著 文芸春秋 2009 364ﾔ 

ブラック企業と奨学金問題
若者たちは、いま

川村遼平／ほか著 ゆいぽおと 2014 366ﾌﾞ

ジュニアのための貧困問題入門
人として生きるために

久保田貢／編 平和文化 2010 Ｔ368ｼﾞ 

どんとこい、貧困！ 湯浅誠／著 イースト・プレス 2011 T368ﾕ 

世界「比較貧困学」入門
日本はほんとうに恵まれているのか

石井光太／著 ＰＨＰ研究所 2014 368.2ｲ 

ルポ若者ホームレス 飯島裕子／著 筑摩書房 2011 368.2ｲ 

反貧困の学校 ２ 宇都宮健児／編 明石書店 2009 368.2ﾊ 

反貧困の学校
貧困をどう伝えるか、どう学ぶか

宇都宮健児／編 明石書店 2008 368.2ﾊ 

貧困問題がわかる ２
貧困問題解決に向けて第一線の論者が語る

大阪弁護士会／編 明石書店 2011 368.2ﾋ 

不安社会を変える
希望はつながる市民力

暉峻淑子／ほか著 かもがわ出版 2013 368.2ﾌ

貧困についてとことん考えてみた 湯浅誠／著 ＮＨＫ出版 2012 368.2ﾕ 

貧困待ったなし！
とっちらかりの１０年間

自立生活サポートセンター
もやい／編

岩波書店 2012 369.1ﾋ 

貧困の世代間継承
社会的不利益の連鎖を断つ

道中隆／著 晃洋書房 2015 369.2ﾐ

生活保護と日本型ワーキングプア
貧困の固定化と世代間継承

道中隆／著 ミネルヴァ書房 2009 369.2ﾐ 

▲こどもの貧困
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

子どもの貧困 ２ 阿部彩／著 岩波書店 2014 367.6ｱ

子どもの貧困　日本の不公平を考える 阿部彩／著 岩波書店 2008 367.6ｱ 

貧困研究 ｖｏｌ．６（２０１１Ｊｕｎｅ） 貧困研究会／編集 明石書店 2011 368.2ﾋ 

女性と子どもの貧困を考える



書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

生活保護ｖｓ子どもの貧困 大山典宏／著 ＰＨＰ研究所 2013 369.2ｵ 

チャイルド・プア　社会を蝕む子どもの貧困 新井直之／著 ＴＯブックス 2014 369.4ｱ 

脱「子どもの貧困」への処方箋 浅井春夫／著 新日本出版社 2010 369.4ｱ

イギリスに学ぶ子どもの貧困解決
日本の「子どもの貧困対策法」にむけて

「なくそう！子どもの貧困」
全国ネットワーク／編

かもがわ出版 2011 369.4ｲ 

子どもの貧困と教育機会の不平等
就学援助・学校給食・母子家庭をめぐって

鳫咲子／著 明石書店 2013 369.4ｶﾞ 

子ども虐待と貧困
「忘れられた子ども」のいない社会をめざして

松本伊智朗／編著 明石書店 2010 369.4ｺ 

子どもの貧困白書
子どもの貧困白書編集委員
会／編

明石書店 2009 369.4ｺ 

貧困の中の子ども
希望って何ですか

下野新聞子どもの希望取材
班／著

ポプラ社 2015 369.4ｼ

大震災と子どもの貧困白書
「なくそう！子どもの貧困」
全国ネットワーク／編

かもがわ出版 2012 369.4ﾀﾞ 

貧困のなかでおとなになる 中塚久美子／著 かもがわ出版 2012 369.4ﾅ 

日本の大課題子どもの貧困
社会的養護の現場から考える

池上彰／編 筑摩書房 2015 369.4ﾆ 

日弁連子どもの貧困レポート
弁護士が歩いて書いた報告書

日本弁護士連合会第５３回
人権擁護大会シンポジウム
第１分科会実行委員会／編

明石書店 2011 369.4ﾆ 

ルポ子どもの貧困連鎖
教育現場のＳＯＳを追って

保坂渉／著 光文社 2012 369.4ﾎ 

子どもの貧困
貧困の連鎖と学習支援

宮武正明／著 みらい 2014 369.4ﾐ 

子どもに貧困を押しつける国・日本 山野良一／著 光文社 2014 369.4ﾔ

▲女性の貧困
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

現代思想 ｖｏｌ．４０－１５
特集女性と貧困

青土社 2012 305ｹﾞ 

女性たちの貧困
“新たな連鎖”の衝撃

ＮＨＫ「女性の貧困」取材班
／著

幻冬舎 2014 367.21ｴ

高学歴女子の貧困
女子は学歴で「幸せ」になれるか？

大理奈穂子／著 光文社 2014 367.21ｺ 

女性ホームレスとして生きる
貧困と排除の社会学

丸山里美／著 世界思想社 2013 368.2ﾏ 

最貧困シングルマザー 鈴木大介／著 朝日新聞出版 2015 368.4ｽ

婦人保護施設と売春・貧困・ＤＶ問題
女性支援の変遷と新たな展開

須藤八千代／編著 明石書店 2013 369.2ﾌ

生活保護とあたし
あたしたちは怠け者ではありません。まずはあたし
たちの日常をのぞいてみてください。

和久井みちる／著 あけび書房 2012 369.2ﾜ 

シングルマザーの貧困 水無田気流／著 光文社新書 2014 369.4ミ
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