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【生活保護関係 主要文献リスト・１４３選】（分野別・新しい順） 2021年４月現在 

 

著 者 発行年 書 名 出版社 

法・実施要領・運用 
木下秀雄・吉

永純・嶋田佳

広編著 
2020 判例 生活保護 山吹書店 

全国公的扶助

研究会監修・

吉永純編著 
2020 

よくわかる生活保護ガイドブック①  

Ｑ＆Ａ生活保護手帳の読み方･使い方〔第２版〕 
明石書店 

吉永 純 2020 生活保護審査請求の現状と課題 明石書店 

前田雅子 2019 第８章 公的扶助（『社会保障法 第７版』） 有斐閣 
生活保護問題

対策全国会議 2019 生活保護申請マニュアル2019 
全国クレサラ・生活再

建問題対策協議会 

嶋田佳広 2018 住宅扶助と最低生活保障 法律文化社 

尾藤廣喜他 2018 現代生活保護の法的検討（『社会保障法』第33号） 法律文化社 

嵩さやか 2018 第８章 生活保護（『社会保障法』） 有斐閣 
全国公的扶助

研 究 会 監 修 

吉永純編著 
2017 

よくわかる生活保護ガイドブック①  

Ｑ＆Ａ 生活保護手帳の読み方、使い方 
明石書店 

池谷秀登 2017 
生活保護ハンドブック ～「生活保護手帳」を読
みとくために 

日本加除出版株

式会社 

牧園清子 2017 生活保護の社会学 ―自立・世帯・扶養 法律文化社 

吉永 純 2015 生活保護「改革」と生存権の保障 明石書店 
日本弁護士連

合会編 
2015 生活保護 法的支援ハンドブック〔第２版〕 民事法研究会 

近畿弁護士連

合会 2014 生活保護と扶養義務 民事法研究会 

森川 清  2014 新版 権利としての生活保護法 あけび書房 
大阪弁護士会 2014 Ｑ＆Ａ 生活保護利用者をめぐる法律相談 新日本法規 

池谷秀登・森 

宣秋 2014 
新人ケースワーカーになったあなたへ&「生活保

護手帳」活用術 〔公扶研ブックレット№１〕  
萌文社 

日本社会保障

法学会 2012 新･講座社会保障法３ ナショナルミニマムの再構築 法律文化社 

阿部和光 2012 生活保護の法的課題 成文堂 

吉永 純 2011 生活保護の争点 高管出版 

全国生活保護

裁判連絡会 2010 
これでわかる生活保護争訟のすべて（第2期 

1997年～2010年）裁判編 全４巻 
全国生活保護裁判連絡

会 

全国生活保護

裁判連絡会 2010 
これでわかる生活保護争訟のすべて（第2期 

1997年～2010年）裁決編 全２巻 
全国生活保護裁判連絡

会 

小川政亮 2007 小川政亮著作集全８巻 大月書店 
尾藤廣喜・松

崎喜良・吉永

純編著 
2006 改訂新版 これが生活保護だ 高菅出版 

日本社会保障

法学会 2001 講座社会保障法第５巻 住居法・公的扶助法 法律文化社 

尾藤廣喜・木

下秀雄・中川

健太朗編著 
2000 生活保護法の挑戦 高菅出版 

牧園清子 1999 
家族政策としての生活保護 －生活保護制度おける

世帯分離の研究 
法律文化社 

全国生活保護

裁判連絡会 1998 
これでわかる生活保護争訟のすべて（上下巻、

３巻、４巻）（1988～1997年争訟を収録） 
全国生活保護裁判連絡

会 

古賀昭典編著 1997 新版 現代公的扶助法論 法律文化社 
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尾藤廣喜・木

下秀雄・中川

健太朗編著 
1996 生活保護法のルネッサンス 法律文化社 

小川政亮 1992 社会事業法制 第４版 ミネルヴァ書房 
尾藤廣喜・木

下秀雄・中川

健太朗編著 
1991 誰も書かなかった生活保護法 法律文化社 

小川政亮編 1980 社会保障裁判 ミネルヴァ書房 
小川政亮編著 1978 扶助と福祉の法学 一粒社 

小山進次郎 1951 改訂増補 生活保護法の解釈と運用 
中央社会福祉協議会 

(1975年全社協復刻) 

別冊ｼﾞｭﾘｽﾄ 2016 №227 社会保障判例百選（第５版）(生活保護) 有斐閣 
別冊ｼﾞｭﾘｽﾄ 2008 №191 社会保障判例百選（第４版）(生活保護) 有斐閣 
別冊ｼﾞｭﾘｽﾄ 2000 №153 社会保障判例百選（第３版）(生活保護) 有斐閣 
別冊ｼﾞｭﾘｽﾄ 1991 №113 社会保障判例百選（第２版）(生活保護) 有斐閣 
別冊ｼﾞｭﾘｽﾄ 1977 №56 社会保障判例百選(生活保護) 有斐閣 

ケースワーク・支援 

柏木ハル子 2014-21 健康で文化的な最低限度の生活（１）～（10） 小学館 

池谷秀登 2020 生活保護ケースワーカーのあなたへ 全国社会福祉協議会 

新保美香 2018 生活保護実践講座 全国社会福祉協議会 
全国公的扶助

研究会監修 

吉永純、衛藤

晃編著 

2017 
よくわかる生活保護ガイドブック②  

Ｑ＆Ａ 生活保護ケースワーク支援の基本 
明石書店 

岡部卓・長友

祐三・池谷秀

登編著 
2017 生活保護ソーシャルワークのいま ミネルヴァ書房 

釧路市福祉部

生活福祉事務

所編集委員会 
2016 希望をもって生きる―自立支援プログラムから生活困

窮者支援へ釧路チャレンジ 第２集 
ＣＬＣ出版 

柴田 純一 2015 ［増補版］プロケースワーカー100の心得―福祉

事務所・生活保護担当員の現場でしたたかに生き抜く法  
現代書館 

岡部 卓  2014 新版 福祉事務所ソーシャルワーカー必携 全国社会福祉協議会 

宮本節子 2013 ソーシャルワーカーという仕事 ちくまプリマー新書 

池谷秀登編 2013 生活保護と就労支援 山吹書店 
釧路市福祉部

生活福祉事務

所編集委員会 
2009 希望をもって生きる―自立支援プログラムから生活困

窮者支援へ釧路チャレンジ 
ＣＬＣ出版 

岡部卓代表 2007 生活保護自立支援プログラムの構築 ぎょうせい 
布川日佐史編

著  2006 生活保護自立支援プログラムの活用①策定と援助 山吹書店 

小野 哲郎 2005 新・ケースワーク要論 ミネルヴァ書房 

新保 美香 2005 生活保護スーパービジョン基礎講座 全社協 

三矢 陽子 2003 生活保護ケースワーカー奮闘記２ ミネルヴァ書房 
小野哲郎・白

沢久一・湯浅

幸三監修 
1997 

公的扶助実践講座①現代の公的扶助行政（杉村

宏、河合幸尾、中川健太朗、湯浅晃三編著） 
ミネルヴァ書房 

小野哲郎・白

沢久一・湯浅

幸三監修 
1997 公的扶助実践講座②公的扶助と社会サービス

（小野哲郎・津田光輝・岡田征司・池田英夫編著） 
ミネルヴァ書房 

小野哲郎・白

沢久一・湯浅

幸三監修 
1997 

公的扶助実践講座③福祉事務所と社会福祉労働

者（松崎喜良・藤城恒昭、戸田隆一・笛木俊一編著） 
ミネルヴァ書房 

三矢 陽子 1996 生活保護ケースワーカー奮闘記 ミネルヴァ書房 
白沢久一・宮

武正明編著 1987 生活関係の形成 －社会福祉主事の新しい課題 勁草書房 

「福祉事務所 1986 福祉事務所 －京都からの報告 「福祉事務所 －京都
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－京都からの

報告」編集委

員会 

からの報告」編集委員

会 

白沢久一・宮

武正明編著 1984 生活力の形成 －社会福祉主事の新しい課題 勁草書房 

福祉事務所現

業員白書編集

委員会 
1981 いのちの重みを背負って ～福祉事務所現業員白書 ささら書房 

仲村優一 1978 ケースワークの原理と技術（改訂版） 全社協 

制度・政策・当事者・事件・運動・その他全般 
稲葉剛・小林

美穂子他 2020 コロナ禍の東京を駆ける 岩波書店 

雨宮処凛 2020 
コロナ禍の貧困の現場から見えてきたもの 
『2020年前半 定点観測 新型コロナウィルスと私たちの社

会』所収 
論創社 

阿部 彩 2020 
緊急事態と平時で異なる対応をするのはやめよ 
『コロロ後の世界を生きる』所収 

岩波新書 

稲葉 剛 2020 
閉ざされた扉をこじ開ける 排除と貧困に抗するソ

ーシャルアクション 
朝日新書 

木下武男・後

藤道夫他 2019 闘わなければ社会は壊れる ＜対決と創造＞の労

働・福祉運動論 
岩波書店 

加美嘉史・松

木宏・温心寮 2019 救護施設からの風 クリエイツかもがわ 

松本一郎 2019 
第２章 財政構造改革期における最低生活保障の再

編過程 『生活を支える社会のしくみを考える』 
日本経済評論社 

岩永理恵・卯

月由佳・木下

武徳 
2018 生活保護と貧困対策 有斐閣 

生活保護問題

対策全国会議

編  
2018 「生活保護法」から「生活保障法」へ 明石書店 

安田夏菜 2018 むこう岸 講談社 
六波羅詩朗･長

友祐三 2018 三訂 ケアマネ業務のための生活保護Ｑ＆Ａ 中央法規 

生活保護問題

対策全国会議

編  
2017 

「生活保護なめんなよ」ジャンパー事件から考

える 
あけび書房 

小林エリコ 2017 この地獄を生きるのだ イースト・プレス 

桜井啓太 2017 ＜自立支援＞の社会保障を問う -生活保護・最低賃

金・ワーキングプア 
法律文化社 

生活保護問題

対策全国会議 
2017 人間らしく生きる権利を求めて -ジェットコースタ

ーの１０年間 
同会議発行 

林 明子 2016 生活保護世帯の子どものライフストーリー 勁草書房 
吉永純・布川

日佐史・加美

嘉史編著 
2016 現代の貧困と公的扶助 高管出版 

さいきまこ 2015 神様の背中～貧困の中の子どもたち～ 秋田書店 

大和 彩  2014 失職女子～私がリストラされてから、生活保護を受給するまで WAVE出版 
山田篤裕・布

川日佐史編著 2014 最低生活保障と社会扶助基準 明石書店 

大阪市生活保

護行政問題全

国調査団編 
2014 大阪市の生活保護でいま、なにが起きているのか かもがわ出版 

大山 典宏 2014 隠された貧困 －生活保護で救われる人たち 扶桑社新書 

白井康彦 2014 生活保護削減のための物価偽装を糾す あけび書房 
杉村宏 ,鎌倉 

英 ,川上正夫, 

袴谷敏実,吉永

純 , 柏木一惠 

2014 
どうなる?どうする!生活保護―生活保護基準引き下

げ・法改革の動向を受けて 〔公扶研ブックレット№３〕 
萌文社 
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沼田崇子/上田 

智也/谷家誠司

/加藤和彦 /衛

藤晃 

2014 
震災に向きあったケースワーカーたち―私たちは
あの大震災を忘れない〔公扶研ブックレット№３〕 

萌文社 

雨宮処凛・和

久井みちる・

さいきまこ 
2013 生活保護で生きちゃおう！ あけび書房 

稲葉剛 2013 生活保護から考える 岩波新書 
埋橋孝文編著 2013 生活保護 (福祉+α)  ミネルヴァ書房 
生活保護問題

対策全国会議 2013 間違いだらけの生活保護「改革」 明石書店 

今野晴貴 2013 生活保護 ～知られざる恐怖の現場 ちくま新書 

さいきまこ 2013 陽のあたる家 秋田書店 

みわよしこ 2013 生活保護リアル  日本評論社 
池上正樹 2013 ダメダメな人生を変えたいＭ君と生活保護 ポプラ新書 

和久井みちる 2012 生活保護とあたし あけび書房 

雨宮処凛 2012 14歳からわかる生活保護 河出書房新社 
埼玉県ｱｽﾎﾟｰﾄ

編集委員会 
2012 生活保護200万人時代の処方箋/埼玉県の挑戦 ぎょうせい 

生活保護問題

対策全国会議 2012 間違いだらけの生活保護バッシング 明石書店 

全国「餓死」

「孤立死」問

題調査団 
2012 餓死・孤立死の頻発を見よ！ あけび書房 

寺久保光良･和

久井みちる 2012 また、福祉が人を殺した あけび書房 

生活保護問題

対策全国会議 2011 生活保護「改革」ここが焦点だ！ あけび書房 

本田良一 2010 ルポ 生活保護 中公新書 

杉村 宏 2010 人間らしく生きる  左右社 
生活保護問題

対策全国会議 2010 カウンター越しの対立を超えて 
全国クレサラ・生活再

建問題対策協議会 

道中 隆 2009 生活保護と日本型ワーキングプア ミネルヴァ書房 
池田和彦・砂

脇恵 2009 公的扶助の基礎理論 ミネルヴァ書房 

生活保護問題

対策全国会議 2009 アメリカ 福祉改革の悲劇に学べ！ 
全国クレサラ・生活再

建問題対策協議会 
布川日佐史 2009 生活保護の論点 山吹書店 

阿部彩 他 2008 生活保護の経済分析 東京大学出版会 

杉村 宏 2007 格差・貧困と生活保護 明石書店 

藤藪貴治・尾

藤廣喜 2007 生活保護「ヤミの北九州方式」を糾す あけび書房 

竹下義樹・吉

永純編 2006 死にたくない！いま、生活保護が生きるとき 青木書店 

全国公的扶助

研究会他編 2004 どうする？ 生活保護「改正」、今、現場から   みずのわ出版 

竹下義樹･大友

信勝･布川日佐

史・吉永純 
2004 生活保護「改革」の焦点は何か あけび書房 

寺久保光良 2004 貧困と闘う人々 あけび書房 
中川健太朗監

修・高槻温心

寮編集 
2003 

救護施設との出会い―「最後の受け皿」からのメ
ッセージ 

クリエイツかも
がわ 

布川日佐史
編著 

2002 
雇用政策と公的扶助の交錯―日独比較:公的扶助に
おける稼働能力の活用を中心に  

御茶ノ水書房 

杉村 宏 2002 公的扶助 －生存権のセーフティネット 放送大学教育振興会 

篭山 京 1996 公的扶助論 光生館 
寺久保光良 1991 続・福祉が人を殺すとき あけび書房 
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水島宏明 1990 母さんが死んだ ひとなる書房 

寺久保光良 1988 福祉が人を殺すとき あけび書房 

小倉襄二 1962 公的扶助―貧乏とその対策 社会事業新書 

歴史 

杉村 宏 2020 
生きるということ 私家版－生きる意味を公的扶助ケ

ースワーク論に問う 
萌文社 

村田隆史 2018 生活保護法成立過程の研究 自治体研究社 

高木博光 2015 あわよくば、書き連ね－迷ケースワーカーの独り言  萌文社 
生存権裁判を

支援する全国

連絡会 
2014 朝日訴訟から生存権裁判へ あけび書房 

岩永理恵 2011 生活保護は最低生活をどう構想したか ミネルヴァ書房 

浦田克己 2007 生活保護物語 ～「落とし穴社会」半世紀の現実から 
日本機関紙出版セン

ター 

菅沼 隆 2005 被占領期社会福祉分析 ミネルヴァ書房 
朝日訴訟記念

事業実行委員

会  
2004 人間裁判―朝日茂の手記 大月書店 

大友 信勝 2001 公的扶助の展開―公的扶助研究運動と生活保護行政の歩み  旬報社 
生活保護 50年

の軌跡・刊行

委員会 
2001 生活保護50年の軌跡―ソーシャルケースワーカーと公的扶

助の展望 
みずのわ出版 

村上貴美子 1987 占領期の福祉政策 勁草書房 
朝日訴訟運動

史編集委員会 
1982 朝日訴訟運動史 草土文化 

厚生省社会局

保護課編 1981 生活保護３０年史   社会福祉調査会 

公的扶助研究

全国連絡会 1975 公扶研の10年 
公的扶助研究全国連絡

会 

    

― 各年版 生活保護手帳  中央法規 

― 各年版 生活保護手帳・別冊問答集  中央法規 

 

 

【貧困関係（生活保護以外） 主要文献リスト・１８０選】（分野別・新しい順） 

貧困全般・ワーキングプア 

安田夏菜 2020 
おはなしSDGs 貧困をなくそう 

みんなアイスをなめている 
講談社 

橋本健二 2018 新・日本の階級社会 講談社現代新書 
駒村康平編著 2018 福祉＋α 10 貧困 ミネルヴァ書房 
阿部彩 .鈴木

大介 
2018 貧困を救えない国 日本 ＰＨＰ新書 

平松和子他 2018 誰も置き去りにしない社会－貧困・格差の現場から 新日本出版社 

藤森克彦 2017 単身急増社会の希望 日本経済新聞出版社 

志賀信夫 2016 貧困理論の再検討 －相対的貧困から社会的排除へ 法律文化社 
竹内章郎・吉

崎祥司 2017 社会権 －人権を実現するもの 大月書店 

萩原博子 2016 隠れ貧困 -中流以上でも破綻する危ない家計 朝日新書 
井上英夫・山

口一秀他 2016 なぜ母親は娘に手をかけたのか ―居住貧困と銚子市

母子心中事件 
旬報社 

稲葉剛 他 2016 ここまで進んだ！格差と貧困 新日本出版社 

駒村康平 2015 中間層消滅  角川新書 
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中川雅之 2015 ニッポンの貧困 ～必要なのは「慈善」より「投資」 日経ＢＰ社 

阿部 彩 2011 弱者の居場所がない社会 講談社現代新書 
大阪弁護士会 2012 世界の貧困と社会保障 明石書店 
大阪弁護士会 2011 貧困の実態とこれからの日本社会 明石書店 
大阪弁護士会 2010 貧困を生まないセーフティネット 明石書店 
駒村康平編著 2010 最低所得保障 岩波書店 

青木 紀 2010 現代日本の貧困観 明石書店 
NHK「無縁社会

プ ロ ジ ェ ク

ト」取材班編 
2010 無縁社会－無縁死三万二千人の衝撃 文芸春秋 

生田武志 2009 貧困を考えよう  岩波ジュニア新書 

金澤誠一編著 2009 「現代の貧困」とナショナルミニマム 高管出版 

駒村康平 2009 大貧困社会 角川SSｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝｽﾞ 

江口栄一・川

上昌子 2009 日本における貧困世帯の量的把握 法律文化社 

岩田正美 2008 社会的排除 有斐閣 

湯浅 誠 2008 反貧困 岩波新書 
日本弁護士連

合会編 2007 検証 日本の貧困と格差拡大 日本評論社 

岩田正美 2007 現代の貧困 ちくま新書 
青木紀・杉村 

宏編著 2007 
現代の貧困と不平等 －日本・アメリカの現実と反貧

困戦略 
明石書店 

水島宏明 2007 ネットカフェ難民と貧困ニッポン 日テレBOOKS 

湯浅 誠 2007 貧困襲来 山吹書店 
橘木俊詔・浦

川邦夫 2006 日本の貧困研究 東京大学出版会 

青木 紀編著 2003 現代日本の『見えない』貧困 明石書店 

岩田正美 2000 ホームレス/現代社会/福祉国家 明石書店 

江口 英一 1998 生活分析から福祉へ―社会福祉の生活理論 光生館 

岩田正美 1995 戦後社会福祉の展開と大都市最底辺 ミネルヴァ書房 

江口 英一 1979 現代の「低所得層」 （上）～(下) 未来社 

支援・ソーシャルワーク 
鶴幸一郎・藤

田孝典他 2019 福祉は誰のために ソーシャルワークの未来図 ヘルス出版新書 

井手英策・柏

木一恵他 2019 ソーシャルワーカー 「身近」を革命する人たち ちくま新書 

大西 連 2019 
絶望しないための貧困学 ―ルポ 自己責任と向き合う

支援の現場 
ポプラ新書 

稲葉剛 2016 貧困の現場から社会を変える POSSE叢書 

木下大生他 2015 ソーシャルワークのジリツ 生活書院 

藤田孝典 2013 ひとりも殺させない 堀之内出版 
藤田孝典, 

 金子充 2010 反貧困のソーシャルワーク実践―NPO「ほっとポッ

ト」の挑戦 
明石書店 

本多勇他 2009 ソーシャルワークのジレンマ 生活書院 
岩田正美・清

水浩一・岡部 

卓編著 
2003 貧困問題とソーシャルワーク  有斐閣 

雇用・最賃・ワーキングプア 
木下秀雄・武

井寛編著 2021 雇用・生活の劣化と労働法・社会保障法 日本評論社 

脇田滋編著 2020 
ディスガイズド・エンプロイメント 名ばかり個人

事業主 
学習の友社 

後藤道夫他編 2018 最低賃金 -1500円がつくる仕事と暮らし 大月書店 
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矢野昌浩･脇田

滋･木下秀雄編 2017 雇用社会の危機と労働・社会保障の展望 日本評論社 

脇田滋･矢野昌

浩･木下秀雄編 
2014 常態化する失業と労働・社会保障 日本評論社 

今野晴貴 2012 ブラック企業 文春新書 

木下武男 2012 ワーキングプアからユニオンへ 若者の逆襲 旬報社 

五石敬路 2011 現代の貧困 ワーキングプア 日本経済新聞出版社 

後藤道夫 2011 ワーキングプア原論 花伝社 

竹信三恵子 2009 ルポ雇用劣化不況 岩波新書 
日本弁護士連

合会編 
2009 労働と貧困 拡大するワーキングプア あけび書房 

森岡孝二 2009 貧困化するホワイトカラー ちくま新書 
NHKスペシャル

取材班 
2008 ワーキングプア―解決への道  ポプラ社 

NHKスペシャル

取材班 
2007 ワーキングプア―日本をむしばむ病  ポプラ社 

社会保障・税制 
鶴田廣巳・藤

永のぶよ 2019 税金は誰のためにあるの 自治体研究社 

不公平な税制

をただす会 2018 消費税を上げずに社会保障財源38兆円を生む税制 大月書店 

井上英夫編著 2017 社会保障レボリューション-いのちの砦・社会保障裁判 高菅出版 

浦野広明 
2016 

税が拡げる格差と貧困―日本版タックスヘイブンVS庶民

大増税 
あけび書房 

富岡幸雄 2014 税金を払わない巨大企業  文春新書 

子ども 
松本伊知朗編

集代表 2019 シリーズ 子どもの貧困 全５巻 明石書店 

山野則子 2019 子どもの貧困調査 明石書店 

澁谷智子 2018 ヤングケアラー 中公新書 
Ｎｽﾍﾟ取材班 2018 高校生ワーキングプア 新潮社 

阿部彩他 2018 子どもの貧困と食格差 大月書店 
松本伊智朗編 2017 「子どもの貧困」を問い直す 法律文化社 

柴田悠 2017 子育て支援と経済成長 朝日新書 

末富芳編著 2017 子どもの貧困対策と教育支援 明石書店 

鳫咲子 2016 給食費未納 光文社新書 

秋山千佳 2016 ルポ 保健室 朝日新書 

藤田孝典 2016 貧困世代 講談社現代新書 
秋田喜代美他 2016 貧困と保育 かもがわ出版 
松本伊智朗他 2016 子どもの貧困ハンドブック かもがわ出版 

志賀信夫他 2016 地方都市から子どもの貧困をなくす 旬報社 

日本財団 2016 子どもの貧困が日本を滅ぼす-社会的損失40兆円の衝撃 文春新書 

浅井春夫他 2016 子どもの貧困の解決へ 新日本出版社 
若者支援全国

協同連絡会 2016 「若者支援」のこれまでとこれから かもがわ出版 

青砥 恭編 2015 若者の貧困・居場所・セカンドチャンス 太郎次郎エディタス 

埋橋孝文､矢野 

裕俊 編著 2015 
子どもの貧困／不利／ 困難を考えるⅠ：理論的

アプローチと各国の取組み 

ミネルヴァ書房 

埋橋孝文 , 大

塩まゆみ , 居

神浩編著 
2015 

子どもの貧困／不利／ 困難を考えるⅡ：社会的

支援をめぐる政策的アプローチ 
ミネルヴァ書房 

保坂渉・池谷 

孝司 2015 子どもの貧困連鎖  新潮文庫 

山野良一 2014 子どもに貧困を押しつける国・日本 光文社新書 
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阿部 彩 2014 子どもの貧困Ⅱ ―解決策を考える 岩波新書 
山科醍醐こど

ものひろば編 2013 子どもたちとつくる 貧困とひとりぼっちのないまち かもがわ出版 

中塚久美子 2012 貧困のなかでおとなになる かもがわ出版 
日本弁護士連

合会編 2011 日弁連 子どもの貧困レポート 明石書店 

松本伊智朗編

著  2010 子ども虐待と貧困 明石書店 

湯澤直美・中

西新太郎他編 2009 子どもの貧困白書 明石書店 

青砥 恭 2009 ドキュメント高校中退―いま、貧困がうまれる ちくま新書 

阿部 彩 2008 子どもの貧困 ―日本の不公平を考える 岩波新書 

山野良一 2008 子どもの最貧国・日本 光文社新書 
浅井春夫、松

本伊智朗・湯

澤直美 
2008 子どもの貧困 明石書店 

ひとり親 
シンママ大阪

応援団 2018 シングルマザーをひとりぼっちにしないために 
日本機関紙出版セ

ンター 

水無田気流 2014 シングルマザーの貧困 光文社新書 

赤石千衣子 2014 ひとり親家庭 岩波新書 

神原文子 2010 子づれシングル 明石書店 

高齢者 
サンデー毎日

取材班 2016 今なら間に合う 脱・貧困老後 毎日新聞出版 

藤田孝典 2016 続・下流老人 朝日新書 
NHKスペシャル

取材班 2015 老後破産:長寿という悪夢 新潮社 

河合克義 2015 老人に冷たい国・日本 光文社新書 

藤田孝典 2015 下流老人 朝日新書 
森川すいめい 2015 漂流老人 ホームレス社会 朝日文庫 
朝日新聞経済

部  2015 ルポ老人地獄 文春新書 

河合克義 , 板

倉香子 , 菅野 

道生 
2013 社会的孤立問題への挑戦―分析の視座と福祉実践 法律文化社 

河合克義 2009 大都市のひとり暮らし高齢者と社会的孤立 法律文化社 

障害者 
藤井克典・池

上洋通他 2019 いのちを選ばないで やまゆり園事件が問う優生思想

と人権 
大月書店 

雨宮処凛 2019 この国の不寛容の果てに 相模原事件と私たちの時

代  
大月書店 

細川久美子 2018 精神障害者とともに生きる あけび書房 

佐々木育子
編著 

2017 
実務家が知っておくべき社会保障 －障害のある
人のために 

日本加除出版株
式会社 

井上英夫他 2016 生きたかった 相模原障害者殺傷事件が問いかけるもの 大月書店 

高谷清 2011 重い障害を生きるということ 岩波新書 

竹内章郎 2005 いのちの平等論 －現代の優生思想に抗して 岩波書店 

女性 

上間陽子 2017 裸足で逃げる -沖縄の夜の街の少女たち  太田出版 

飯島裕子 2016 ルポ 貧困女子 岩波新書 

中村淳彦 2015 女子大生風俗嬢 朝日新書 

鈴木大介 2014 最貧困女子 幻冬舎新書 
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仁藤夢乃 2014 女子高生の裏社会 光文社新書 

ホームレス・野宿者・居住の貧困 

山田壮志郎 2020 ホームレス経験者が地域で定着できる条件は何か ミネルヴァ書房 

稲葉剛他 2018 ハウジングファースト 山吹書店 

白波瀬達也 2017 貧困と地域－あいりん地域から見る高齢化と孤立死 中公新書 

山田壮志郎 2016 無料低額宿泊所の研究 明石書店 

生田武志 2016 釜ヶ崎から ～貧困と野宿の日本 ちくま文庫 

稲葉剛 2015 鵺の鳴く夜を正しく恐れるために-野宿の人びとと

ともに歩んだ20年  
エディマン 

鈴木亘編著 2013 脱・貧困のまちづくり「西成特区構想」の挑戦 明石書店 

上畑恵宣 2012 失業と貧困の原点 ～釜ヶ崎５０年から見えるもの 高菅出版 

飯島裕子 2011 ルポ 若者ホームレス ちくま新書 

原口剛 他 2011 釜ヶ崎のススメ 洛北出版 
小久保哲郎 ・

安永一郎編 
2010 すぐそこにある貧困―かき消される野宿者の尊厳 法律文化社 

稲葉剛 2009 ハウジングプア 山吹書店 

平山洋介 2009 住宅政策のどこが問題か 光文社新書 
山田壮志郎 2009 ホームレス支援における就労と福祉 明石書店 

笹沼弘志 2008 ホームレスと自立/排除 大月書店 

田村 裕  2007 ホームレス中学生 ワニブックス 

生田武志 2005 野宿者襲撃論 人文書院 

早川和男 1997 居住福祉 岩波新書 

早川和男 1979 住宅貧乏物語 岩波新書 

外国人 

平野雄吾 2020 ルポ 入管 －絶望の外国人収容施設 ちくま新書 

澤田晃宏 2020 ルポ 技能実習生 ちくま新書 

移住連 2019 外国人の医療・福祉・社会保障相談ハンドブック 明石書店 

高藤 昭 2001 外国人と社会保障法 明石書店 

生活困窮者支援 

埋橋孝文編 2019 貧困と就労自立支援再考 法律文化社 

埋橋孝文編 2018 貧困と生活困窮者支援 -ソーシャルワークの新展開 法律文化社 

岡部卓編著 2018 生活困窮者自立支援 中央法規 
五石敬路他編 2017 生活困窮者支援で社会を変える 法律文化社 
宮本太郎編著 2017 転げ落ちない社会 -困窮と自立をふせぐ制度戦略 勁草書房 
岡部卓編著 2015 生活困窮者自立支援ハンドブック 中央法規 
奥田知志・稲

月正・垣田裕

介・堤圭史郎 
2014 生活困窮者への伴走型支援 明石書店 

筒井美紀・櫻

井純理・本田

由紀編 
2014 就労支援を問い直す 勁草書房 

歴史 

菅沼隆･土田武

史･岩永理恵・

田中聡一郎 
2018 

戦後社会保障の証言 －厚生官僚120時間オーラルヒス

トリー 
有斐閣 

岩田正美監修

岩田正美編著 2010 
リーディングス日本の社会福祉２  

貧困と社会福祉 
日本図書センター 

岩田正美監修

秋元美世編著 2010 
リーディングス日本の社会福祉５  

社会福祉の権利と思想 
日本図書センター 

年越し派遣村

実行委員会 2009 派遣村 ～国を動かした６日間    毎日新聞社 
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河上肇･著､林

直道･解説 2008 貧乏物語 新日本出版社 

小林多喜二・

藤生ゴオ 2006 マンガ 蟹工船   東銀座出版社 

河上肇･著 ,大

内兵衛･解説 1965 貧乏物語  岩波文庫 

小林多喜二 1954 蟹工船・党生活者 新潮文庫 

その他の貧困 
吉永純・原昌

平・奥村晴彦 2019 無料低額診療事業のすべて クリエイツかもがわ 

大内裕和 2017 奨学金が日本を滅ぼす 朝日新書 

岩重佳冶 2017 奨学金地獄 小学館新書 
奨学金問題対

策全国会議 2013 日本の奨学金はこれでいいのか!  あけび書房 

兵庫県保険医

協会編著 2017 口から見える貧困 クリエイツかもがわ 

雨宮処凛他 2016 下流中年 ＳＢ新書 
繁澤多美・高

木博史 2015 いっぽいっぽの挑戦―沖縄の貧困・差別・平和と向き合

うソーシャルワーク 
福祉のひろば 

吉永純・京都

保健会編著 2015 いのちをつなぐ無料低額診療事業 クリエイツかもがわ 

須藤八千代・

宮本節子 
2013 婦人保護施設と売春・貧困・DV問題   明石書店 

近藤克則 2010 「健康格差社会」を生き抜く 朝日新書 

堤 未果 2014 沈みゆく大国アメリカ 集英社新書 

堤 未果 2013 （株）貧困大国アメリカ 岩波新書 

堤 未果 2010 ルポ 貧困大国アメリカⅡ 岩波新書 

堤 未果 2008 ルポ 貧困大国アメリカ 岩波新書 
デイヴィッド･

Ｋ･シプラー 
2007 ワーキングプア －アメリカの下層社会 岩波書店 

バーバラ・エ

ーレンライク 2006 ニッケル・アンド・ダイムド －アメリカ下流社会の

現実 
東洋経済新報社 

    

貧困研究会編 ― 貧困研究（2008年から年2回発行） 明石書店 

 

 

 


