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10063459 現代の貧困 : ワーキングプア/ホームレス/生活保護 / 岩田正美著. --
筑摩書房, 2007.5. -- (ちくま新書 ; 659).

368.2/I97 トピック
コーナー

10070560 子どもの貧困 : 日本の不公平を考える / 阿部彩著. -- 岩波書店,
2008.11. -- (岩波新書 ; 新赤版 1157).

368.2/A12 新書・文庫
コーナー

10089316 現代社会と福祉 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第4版. --
中央法規出版, 2014.2. -- (新・社会福祉士養成講座 / 社会福祉士養
成講座編集委員会編集 ; 4).

369/Sh12/4 一般図書

10089068 解決策を考える / 阿部彩著. -- 岩波書店, 2014.1. -- (岩波新書 ;
新赤版 1467 . 子どもの貧困||コドモ ノ ヒンコン ; II).

368.2/A12 新書・文庫
コーナー

10089866 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, 2011.12. -- (講談社現代新書 ; 2135).

361.8/A12 一般図書

11005803 不平等との闘い : ルソーからピケティまで / 稲葉振一郎著. -- 文藝
春秋, 2016.5. -- (文春新書 ; 1078).

331.85/I51 一般図書

11001605 性風俗のいびつな現場 / 坂爪真吾著. -- 筑摩書房, 2016.1. -- (ちく
ま新書 ; 1162).

673.94/Sa38 新書・文庫
コーナー

10091853 地域福祉の理論と方法 / 社会福祉士養成講座編集委員会編. -- 第3版.
-- 中央法規出版, 2015.2. -- (新・社会福祉士養成講座 / 社会福祉士
養成講座編集委員会編集 ; 9).

369/Sh12/9 一般図書

10094173 最低賃金1500円がつくる仕事と暮らし : 「雇用崩壊」を乗り越える /
後藤道夫 [ほか] 編. -- 大月書店, 2018.10.

366.44/G72 一般図書

10094175 ハタチまでに知っておきたい性のこと / 橋本紀子, 田代美江子, 関口
久志編. -- 第2版. -- 大月書店, 2017.3. -- (シリーズ大学生の学び
をつくる).

367.9/H38 一般図書

11010035 はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ / 椋野美智子, 田中耕太郎著.
-- 第16版. -- 有斐閣, 2019.3. -- (有斐閣アルマ ; Basic).

364/Mu28 一般図書

11010036 産まなくても、育てられます : 不妊治療を超えて、特別養子縁組へ /
後藤絵里著. -- 講談社, 2016.11. -- (健康ライブラリー ; . スペ
シャル||スペシャル).

367.3/G72 一般図書

11010037 社会調査の基礎 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第3版. --
中央法規出版, 2013.2. -- (新・社会福祉士養成講座 / 社会福祉士養
成講座編集委員会編集 ; 5).

369/Sh12/5 一般図書

11010038 福祉サービスの組織と経営 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. --
第5版. -- 中央法規出版, 2017.2. -- (新・社会福祉士養成講座 / 社
会福祉士養成講座編集委員会編集 ; 11).

369/Sh12/11 一般図書

11010039 社会保障 / 社会福祉士養成講座編集委員会編. -- 第6版. -- 中央法規
出版, 2019.2. -- (新・社会福祉士養成講座 / 社会福祉士養成講座編
集委員会編集 ; 12).

369/Sh12/12 一般図書

11010040 高齢者に対する支援と介護保険制度 / 社会福祉士養成講座編集委員会
編. -- 第6版. -- 中央法規出版, 2019.2. -- (新・社会福祉士養成講
座 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集 ; 13).

369/Sh12/13 一般図書

11010041 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 / 社会福祉士養成講座編集
委員会編. -- 第6版. -- 中央法規出版, 2019.2. -- (新・社会福祉士
養成講座 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集 ; 14).

369/Sh12/14 一般図書

11010042 データブック格差で読む日本経済 / みずほ総合研究所編. -- 岩波書
店, 2017.3.

332.107/Mi94 一般図書

11010043 社会保障論 / 土田武史編著. -- 成文堂, 2015.3. -- (商学双書 ; 3). 364/Ts26 一般図書



11010052 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 / 社会福祉士養成講座
編集委員会編. -- 第7版. -- 中央法規出版, 2019.2. -- (新・社会福
祉士養成講座 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集 ; 15).

369/Sh12/15 一般図書

11010053 低所得者に対する支援と生活保護制度 / 社会福祉士養成講座編集委員
会編. -- 第5版. -- 中央法規出版, 2019.2. -- (新・社会福祉士養成
講座 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集 ; 16).

369/Sh12/16 一般図書

11010054 就労支援サービス / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第4版. -
- 中央法規出版, 2016.2. -- (新・社会福祉士養成講座 / 社会福祉士
養成講座編集委員会編集 ; 18).

369/Sh12/18 一般図書

11010055 生活保護は最低生活をどう構想したか : 保護基準と実施要領の歴史分
析 / 岩永理恵著. -- ミネルヴァ書房, 2011.2. -- (現代社会政策のフ
ロンティア ; 1).

369.2/I95 一般図書

11010061 生活保護「改革」ここが焦点だ! : 緊急出版 : わかりやすい問題整理
と重要資料満載 / 尾藤廣喜, 小久保哲郎, 吉永純編著. -- あけび書
房, 2011.7.

369.2/B48 一般図書

10094252 シングル女性の貧困 : 非正規職女性の仕事・暮らしと社会的支援 / 小
杉礼子 [ほか] 編著. -- 明石書店, 2017.9.

366.38/Ko89 一般図書

11007334 フランス家族手当の史的研究 : 企業内福利から社会保障へ / 宮本悟
著. -- 御茶の水書房, 2017.11.

366.45/Mi77 一般図書

11009928 生活保護と貧困対策 : その可能性と未来を拓く = Public assistance
and strategies to confront poverty / 岩永理恵, 卯月由佳, 木下武
徳著. -- 有斐閣, 2018.12. -- (有斐閣ストゥディア).

369.2/I95 一般図書

10094155 最貧困女子 / 鈴木大介著. -- 幻冬舎, 2014.9. -- (幻冬舎新書 ;
360).

368.4/Su96 一般図書

10094156 貧困を救えない国日本 / 阿部彩, 鈴木大介著. -- PHP研究所,
2018.10. -- (PHP新書 ; 1161).

368.2/A12 トピック
コーナー

10094177 非典型化する家族と女性のキャリア / 労働政策研究・研修機構編. --
労働政策研究・研修機構, 2018.3. -- (JILPT第3期プロジェクト研究シ
リーズ ; No.9).

366.38/R59 一般図書

10094178 資本制社会保障の一般理論 / 工藤恒夫著. -- 新日本出版社, 2003.1. 364/Ku17 一般図書

10094179 脱貧困の社会保障 / 唐鎌直義著. -- 旬報社, 2012.9. 364/Ka62 トピック
コーナー

10094181 「非正規大国」日本の雇用と労働 / 伍賀一道著. -- 新日本出版社,
2014.10.

366.21/G59 一般図書

10094182 よくわかる社会政策 : 雇用と社会保障 / 石畑良太郎, 牧野富夫, 伍賀
一道編著. -- 第3版. -- ミネルヴァ書房, 2019.5. -- (やわらかアカ
デミズム・「わかる」シリーズ).

364.1/I74 一般図書

10094183 性の“幸せ"ガイド : 若者たちのリアルストーリー = Happiness guide
of sexuality / 関口久志著. -- 新版. -- エイデル研究所, 2017.10.

367.99/Se27 一般図書

11010017 「子どもの貧困」を問いなおす : 家族・ジェンダーの視点から / 松本
伊智朗編 ; 湯澤直美 [ほか] 著. -- 法律文化社, 2017.10.

367.6/Ma81 一般図書

10094770 Q&A生活保護手帳の読み方・使い方 / 吉永純編著. -- 第2版. -- 明石
書店, 2020.11. -- (よくわかる生活保護ガイドブック ; 1).

369.2/Y92 一般図書

10094771 Q&A生活保護ケースワーク支援の基本 / 吉永純, 衛藤晃編著. -- 明石
書店, 2017.11. -- (よくわかる生活保護ガイドブック ; 2).

369.2/Y92 一般図書



10094772 生活保護の実務最前線Q&A : 基礎知識から相談・申請・利用中の支援ま
で / 福岡県弁護士会生存権擁護・支援対策本部編. -- 民事法研究会,
2020.5.

369.2/F82 一般図書

10094773 生活保護手帳別冊問答集 ; 2020年度版. -- 中央法規出版, 2020.8. 369.2/Se17/20 一般図書

10094774 生活保護手帳 ; 2020年度版. -- 中央法規出版, 2020.8. 369.2/Se17/20 一般図書

10094776 福祉行財政と福祉計画 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第5
版. -- 中央法規出版, 2017.2. -- (新・社会福祉士養成講座 / 社会福
祉士養成講座編集委員会編集 ; 10).

369/Sh12 一般図書

90024958 生活保護のてびき / 生活保護制度研究会編集 ; 令和2年度版. -- 第一
法規, 2020.7.

369.2/Se17 一般図書

10094910 生活保護で生きちゃおう! : 崖っぷちのあなた!死んだらダメです。 :
生活保護を利用して良かった! / 雨宮処凛, 和久井みちる文 ; さいき
まこ漫画. -- あけび書房, 2013.10.

369.2/A42 一般図書




