
生活保護・貧困関係図書･ＤＶＤ紹介
2021年 7月現在

大阪市社会福祉研修・情報センター2階、図書・資料閲覧室では、福祉に関する図書、

DVD・ビデオ、雑誌等を2週間以内に返却可能な方であれば、無料で借りることができます。

資料に関する電話でのお問合せは、06-4392-8233です。

【開室は月～土（祝除く）9:30～1７:00】

◆ 『健康で文化的な最低限度の生活 第9巻』
柏木 ハルコ 著 ／ 小学館 ／ 2020年

◆『Q&A生活保護手帳の読み方・使い方 第2版

（よくわかる生活保護ガイドブック 1）』

吉永 純 著 ／ 明石書店 ／ 2020年

◆『福祉政策とソーシャルワークをつなぐ

生活困窮者自立支援制度から考える』

椋野 美智子 編 ／ ミネルヴァ書房 ／ 2021年

図書紹介

(A21-173)

（A21-175）

目を背けてはならない「住まいの貧困」という問題を

テーマに据えたこの新章も、さまざまな方々への取材

をもとに構成されており、現代日本の抱えている歪み

と、食う食われるの人間の業が見えてきます。今回の

コロナ禍によって、いっそうあらわになってきた日本

のリアルについて考える。

生活困窮者自立支援制度を、「障がい」「就労」「住

居確保」などに整理・分析し、制度・支援の分立およ

び原理の対立構造を解明。そのうえで、福祉政策を

ソーシャルワークを核に据えたものに再編する必要性

を提言する。

生活保護手帳に記載されている実施要領をフル活用し

て支援を充実させるためのガイドブック。保護の申請

から、世帯の認定、資産の活用、扶養義務の取り扱い、

生活保護の停止・廃止まで、Ｑ＆Ａでわかりやすく解

説する。

（A21-174）
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DVDリスト

分類 分 発行年

D-2-4-23～25 各巻143 2015

D-13-2-30 117 2009

D-13-2-57 100 2018

D-13-2-59 103 2018

D-13-3-8 57 2007

D-13-3-14 75 2009

D-13-3-29 98 2013

図書リスト

福祉教育（分類：A071）

番号 書名 著編者名 発行所 発行年

55
子どもに「ホームレス」をどう伝えるか
いじめ・襲撃をなくすために

生田　武志　他
太郎次郎社エディ
タス

2013

生活保護・公的扶助（分類：A21）

番号 書名 著編者名 発行所 発行年

149 福祉事務所運営論 第4版 宇山　勝儀　他 ミネルヴァ書房 2016

151
無料低額宿泊所の研究
貧困ビジネスから社会福祉事業へ

山田　壮志郎 明石書店 2016

153
生活保護ハンドブック
「生活保護手帳」を読みとくために

池谷　秀登 日本加除出版 2017

154
ここで差がつく生活困窮者の相談支援
経験を学びに変える「5つの問いかけ」

社会的包摂サポート
センター

中央法規出版 2016

155 生活困窮者支援で社会を変える 五石　敬路　他 法律文化社 2017

157
「生活保護なめんな」ジャンパー事件から考える
絶望から生まれつつある希望

生活保護問題対策全国
会議

あけび書房 2017

159
生活保護ソーシャルワークはいま
より良い実践を目指して

岡部　卓　他 ミネルヴァ書房 2017

160 Q&A生活保護手帳の読み方・使い方 吉永　純　他 明石書店 2017

161 Q&A生活保護ケースワーク支援の基本 全国公的扶助研究会　他 明石書店 2017

162 生活困窮者を支える連携のかたち 上原　久 中央法規出版 2017

163 健康で文化的な最低限度の生活　 第6巻

164 健康で文化的な最低限度の生活　 第7巻

165
生活保護実践講座
利用者とともに歩む社会福祉実践

新保　美香
全国社会福祉協議
会

2018

166
生活困窮者自立支援
支援の考え方・制度解説・支援方法

岡部　卓 中央法規出版 2018

167 生活保護と貧困対策 　その可能性と未来を拓く 岩永　理恵 有斐閣 2018

168 健康で文化的な最低限度の生活　第8巻 柏木　ハルコ 小学館 2019

169
これでバッチリ!生活保護
利用者サポートのための連携と手続き

六波羅　詩朗 第一法規 2019

170
救護施設からの風 　「健康で文化的な最低限度の
生活」施設×ゆたかな暮らし……

加美　嘉史 クリエイツかもがわ 2019

171 無料低額診療事業のすべて　役割・実践・実務 吉永　純　他 クリエイツかもがわ 2019

2018

モバイルハウスのつくりかた

タイトル

サイレント・プア　第１～３巻

ボブという名の猫  幸せのハイタッチ

THE ホームレス 野宿労働者1万8千人の実態

「ホームレス」と出会う子どもたち

わたしは、ダニエル・ブレイク

幸せのちから

柏木　ハルコ 小学館
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生活保護・公的扶助（分類：A21）

番号 書名 著編者名 発行所 発行年

173 健康で文化的な最低限度の生活　第9巻 柏木　ハルコ 小学館 2020

174
Q&A生活保護手帳の読み方・使い方　第2版
（よくわかる生活保護ガイドブック　1）

吉永　純 明石書店 2020

175
福祉政策とソーシャルワークをつなぐ
生活困窮者自立支援制度から考える

椋野　美智子 ミネルヴァ書房 2021

貧困・ワーキングプア・格差社会（分類：A212）

番号 書名 著編者名 発行所 発行年

103
ジョゼット・シーラン
カップ1杯の給食が子どもを救う

ジョゼット・シーラン
他

日本放送出版協会 2008

104 ルポ 賃金差別 竹信　三恵子 筑摩書房 2012

105 ルポ 子どもの貧困連鎖 教育現場のSOSを追って 保坂　渉　他 光文社 2012

106 無縁社会　“無縁死”三万二千人の衝撃
NHK「無縁社会プロ
ジェクト」取材班

文藝春秋 2010

107 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

108 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　他

かもがわ出版 2013

109 貧困のなかでおとなになる 中塚　久美子 かもがわ出版 2012

110 子どもの貧困 　2　　 解決策を考える 阿部　彩 岩波書店 2014

111
構想グラミン日本　貧困克服への挑戦　グラミン・
アメリカの実践から学ぶ先進国型マイクロファイナ
ンス

管　正広 明石書店 2014

112 生活保護vs子どもの貧困 大山　典宏 PHP研究所 2013

113
生活困窮者への伴走型支援　経済的困窮と社会的孤
立に対応するトータルサポート

奥田　知志 明石書店 2014

114 雇用大崩壊　失業率10％時代の到来 田中　秀臣 日本放送出版協会 2009

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

116 すぐそばにある「貧困」 大西　連 ポプラ社 2015

117 老後親子破産 NHKスペシャル取材班 講談社 2016

118
潜入生活保護の闇現場　貧困ビジネス施設「ユニ
ティー出発」と闘った900日

長田 龍亮 ミリオン出版 2016

119
地方都市から子どもの貧困をなくす　市民・行政の
今とこれから

志賀　信夫　他 旬報社 2016

120 貧困世代 社会の監獄に閉じ込められた若者たち 藤田　孝典 講談社 2016

121 貧困 子供のSOS 記者が聞いた、小さな叫び 読売新聞社会部 中央公論社 2016

122 子どもの貧困ハンドブック 松本　伊智朗　他 かもがわ出版 2016

123
先生、貧困ってなんですか？
日本の貧困問題レクチャーブック

自立生活サポートセ
ンター・もやい

合同出版 2017

124 エキタス 生活苦しいヤツ声あげろ エキタス　他 かもがわ出版 2017

125 「なんとかする」子どもの貧困 湯浅　誠 KADOKAWA 2017

126 非正規クライシス 北川　慧一　他 朝日新聞出版 2017

127 ルポ川崎 磯部　涼 サイゾー 2018

128 貧困の戦後史 貧困の「かたち」はどう変わったのか 岩田　正美 筑摩書房 2017

129 助け合いたい 老後破綻の親、過労死ラインの子 さいき　まこ 秋田書店 2017

130 貧困問題最前線　いま、私たちに何ができるか 大阪弁護士会 明石書店 2018
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貧困・ワーキングプア・格差社会（分類：A212）

番号 書名 著編者名 発行所 発行年

131 東京貧困女子。　彼女たちはなぜ躓いたのか 中村　淳彦 東洋経済新報社 2019

132
その子の「普通」は普通じゃない
貧困の連鎖を断ち切るために

富井　真紀 ポプラ社 2019

133
閉ざされた扉をこじ開ける
排除と貧困に抗うソーシャルアクション

稲葉　剛 朝日新聞出版 2020

ホームレス（分類：A213）

番号 書名 著編者名 発行所 発行年

34 ビッグイシューの挑戦 佐野　章二 講談社 2010

37 路上のうた　ホームレス川柳 ビッグイシュー日本編集部 ビッグイシュー日本 2010

38
漫画ホームレスじいさんの物語
震災・ガレキを越えて カマやんの夢畑

ありむら　潜 明石書店 2012

40 地方都市のホームレス 実態と支援策 垣田　裕介 法律文化社 2011

42 ボブという名のストリート・キャット ジェームズ・ボーエン 辰巳出版 2013

43
貧者のホスピスに愛の灯がともるとき
山谷のひとびととともに

山本　雅基 春秋社 2019

44 クッキングと人生　悩みこそ究極のスパイス 枝元　なほみ　他 ビッグイシュー日本 2019

45 ホームレス消滅　（幻冬舎新書 　む-4-1） 村田　らむ 幻冬舎 2020

釜ヶ崎（分類：A214）

番号 書名 著編者名 発行所 発行年

19 釜ヶ崎のススメ 原口　剛　他 洛北出版 2011

21
おっちゃん、なんで外で寝なあかんの?
こども夜回りと「ホームレス」の人たち

生田　武志　他 あかね書房 2012

25 釜ヶ崎有情 すべてのものが流れ着く海のような街で 神田　誠司 講談社 2012

26 釜ヶ崎語彙集1972-1973 寺島　珠雄 新宿書房 2013

27 釜ケ崎から 貧困と野宿の日本 生田　武志 筑摩書房 2016

28 釜ケ崎で表現の場をつくる喫茶店、ココルーム 上田　假奈代 フィルムアート社 2016

29 叫びの都市 寄せ場、釜ヶ崎、流動的下層労働者 原口　剛 洛北出版 2016

30
経済学者 日本の最貧困地域に挑む
あいりん改革 ３年８ヵ月の全記録

鈴木　亘 東洋経済新報社 2016

31 貧困と地域 あいりん地区から見る高齢化と孤立死 白波瀬　達也 中央公論新社 2017

32 定点観測・釜ケ崎 増補版 中島　敏 東方出版 2018

33 ルポ西成　七十八日間ドヤ街生活 國友　公司 彩図社 2018

雑誌リスト

タイトル

ホームレスと社会

貧困研究

生活と福祉

ビッグイシュー
日本版

福祉のひろば

出版社

総合社会福祉研究所1982年1月号～所蔵継続中

明石書店

明石書店

ビッグイシュー日本

所蔵年・所蔵巻

全国社会福祉協議会

2009年10月 Vol.1～2012年10月 Vol.7

2008年 vol.1～2013年 vol.10

［↓これ以前も1970年1月号（No.165）から断続的に所蔵あり］1999年1月
号（No.514）～2014年3月号（No.696）、2016年4月号（No.721）～所

蔵継続中

創刊号～第358号、第359号～所蔵継続中
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