
★女性と貧困

書 名 著 ・ 編 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

女性と子どもの貧困　社会から孤立した人たちを追った 樋田敦子 大和書房 2015 Ａ311ジ

すぐそばにある「貧困」 大西連 ポプラ社 2015 Ａ311ス

シングルマザーの貧困 水無田気流 光文社 2014 OF Ｂ32シ

失職女子 大和彩 ＷＡＶＥ出版 2014 Ａ353シ

弱者はもう救われないのか 香山リカ 幻冬舎 2014 A35ジ

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 世界思想社 2013 Ａ353ジ

弱者の居場所がない社会　貧困・格差と社会的包摂 阿部彩 講談社 2011 Ａ352ジ

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 平和文化 2010
Ａ35ジ
(南）

非正規職シングル女性の社会的支援に向けたニーズ
調査報告書【概要版】

横浜市男女共同参画推進協会 同左 2016 ＧＢ211ASC

★若年女性の貧困

貧困女子のリアル 沢木文 小学館 2016
Ａ311ヒ
（北）

下層化する女性たち　労働と家庭からの排除と貧困 小杉礼子・宮本みち子 勁草書房 2015 Ａ353カ

若者の貧困・居場所・セカンドチャンス 青砥恭
さいたまユースサポートネット

太郎次郎社エディタス 2015 Ａ352ワ

最貧困女子 鈴木大介 幻冬舎 2014 Ａ381サ

女性たちの貧困　“新たな連鎖”の衝撃 ＮＨＫ「女性の貧困」取材班 幻冬舎 2014 Ａ311ジ

高学歴女子の貧困
女子は学歴で「幸せ」になれるか？

栗田隆子　他 光文社 2014
Ａ311コ
（北）

ワーキングプア原論　大転換と若者 後藤道夫 花伝社 2011
Ｂ211ワ

（南）

★子どもの貧困

子どもの貧困と公教育 中村文夫 明石書店 2016 A382コ

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 筑摩書房 2015 Ａ382ニ

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 ポプラ社 2015 Ａ382ヒ

チャイルド・プア　１，２ 新井直之 ＴＯブックス
2014
2015

Ａ382チ

子どもに貧困を押しつける国・日本 山野良一 光文社 2014
Ａ382コ
（南）

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 明石書店 2013
Ａ382コ
（北）

貧困のなかでおとなになる 中塚久美子 かもがわ出版 2012 Ａ382ヒ

ルポ子どもの貧困連鎖　教育現場のＳＯＳを追って 保坂渉・池谷孝司 光文社 2012 Ａ382ル

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

かもがわ出版 2012 Ａ355ダ

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

明石書店 2011
Ａ382ニ
（北）

貧困研究　ｖｏｌ．６（２０１１Ｊｕｎｅ） 貧困研究会 明石書店 2011 Ａ352ヒ

誰かボクに、食べものちょうだい
赤旗社会部「子どもと貧困」
取材班 新日本出版社 2010

Ａ382ダ
（南）
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★高齢者の貧困

書 名 著 ・ 編 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

老人に冷たい国・日本　「貧困と社会的孤立」の現実 河合克義 光文社 2015 Ａ39ロ

下流老人　一億総老後崩壊の衝撃 藤田孝典 朝日新聞出版 2015 Ａ39カ

老後破産　長寿という悪夢 ＮＨＫスペシャル取材班 新潮社 2015 Ａ391ロ

老人漂流社会　他人事ではない“老後の現実” ＮＨＫスペシャル取材班 主婦と生活社 2013 Ａ39ロ

無縁介護　単身高齢社会の老い・孤立・貧困 山口道宏 現代書館 2012 Ａ39ム

★マンガで考える貧困

神様の背中　貧困の中の子どもたち さいきまこ 秋田書店 2015 Ａ382カ

健康で文化的な最低限度の生活 1,2 柏木ハルコ 小学館
2014
2015

カＭ

陽のあたる家　生活保護に支えられて さいきまこ 秋田書店 2013 サＭ

★雑誌から考える貧困

ビッグイシュー　日本版 ビッグイシュー日本 ビッグイシュー日本 ー 93

はるまち　Vol.1～Vol.10 はるまち編集部 はるまち 2013～2016 92

★貧困のなかのマネー術
気づいたら貧困層！？
お金を武器に！月々３万円から２０００万円作る方法教えます

神戸孝／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
Ａ343キ
（南）

貧困ＯＬから資産６億をつかんだ「金持ち母さん」の方法 星野陽子 祥伝社 2014 Ｂ11ヒ

知っておきたい！養育費算定のこと
貧困母子世帯をなくすために

大阪弁護士会貧困・生活再建問
題対策本部女性と子どもの貧困
部会

かもがわ出版 2013 Ａ112シ

「貧困女子」時代をかしこく生きる６つのレッスン
単身女性の３人に１人手取り－家賃＝８万５０００円未満

花輪陽子 角川書店 2013
Ｄ121ヒ
（南）

１４歳からわかる生活保護 雨宮処凛 河出書房新社 2012 Ａ353ジ

シングルマザーを生き抜く１５のノウハウ
離婚・貧困の連鎖を乗り越えて

ふじえりこ 合同出版 2012 Ｂ32シ

★貧困問題解決への取り組み

老後貧困から身を守る 細沢祐樹 講談社 2015
Ａ112ロ
（北）

高学歴貧困女子が読み解くピケティ 田嶋智太郎／監修 笠倉出版社 2015
Ａ340コ
（南）

子どもの貧困　２
解決策を考える

阿部彩 岩波書店 2014 Ａ382コ

セーフティネット　1,2,3
コミュニティソーシャルワーカーの現場

豊中市社会福祉協議会 ブリコラージュ 2012～2014 Ａ353セ

子どもたちとつくる貧困とひとりぼっちのないまち 山科醍醐こどものひろば かもがわ出版 2013 Ａ382コ

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 2012 Ａ352ヒ

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

岩波書店 2012 Ａ352ヒ

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

かもがわ出版 2011 Ａ382イ

世界一大きな問題のシンプルな解き方
私が貧困解決の現場で学んだこと

ポール・ポラック 英治出版 2011 Ｆ10セ
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