長崎大学附属図書館経済学部分館
2017 年 10 月 29 日更新

「アメリカの格差社会」のしらべかた
1. キーワードを知ろう
 OPAC や各種データベースを検索する際に利用するキーワードの例です。
さまざまなキーワード、組み合わせで検索してみましょう。

格差、格差社会、不平等、貧困、機会格差、アメリカン・ドリーム、階
層社会、経済的自由主義、ブッシュ政権、レーガノミックス、富裕層、
中間層、貧困層

2. 言葉の意味を知ろう
 言葉の意味や定義が曖昧なときは、用語辞典や百科事典でキーワードを引いてみまし
ょう。経済分館の所蔵では以下のような図書、また、データベースが利用できます。
書誌情報

請求記号

配架場所

世界格差・貧困百科事典 / メフメト・オデコン編集
代表

361.8 / O17

経済分館参考

アメリカを知る事典 / 荒このみ [ほか] 監修

302.53 / A61

経済分館参考

JapanKnowledgeLib(ジャパンナレッジリブ)
※百科事典・辞書類のデータベース

3. 図書を探そう
(1) 学内の所蔵を探す
 テーマの棚に行って探す

http://www.lb.nagasakiu.ac.jp/siryo-search/database/

図書には 1 冊毎にテーマを表す分類番号が付いていて、番号順に書架に並んでいます。
＜関連分野の分類記号＞
分類番号

分類名

361.8

社会的階層：階級, 階層, 身分

331.85

分配の理論

332.53

アメリカの経済史・事情

312.53

アメリカの政治・事情

368.2

貧困

 OPAC で調べる
オンライン目録(OPAC)で本学図書館の蔵書を調べることができます。
OPAC は図書館 HP や、館内の OPAC 用 PC で利用することができ、所蔵の有無、配架
場所、請求記号がわかります。
 経済分館で所蔵している図書(一例)
 テーマについて理解を深めるために、これらの図書がおすすめです。
書誌情報

請求記号

配架場所

超・格差社会アメリカの真実 / 小林由美著. 日経
BP 社, 2006

361.8 / Ko12

1F 開架

361.8 / P98

新着図書

格差はつくられた : 保守派がアメリカを支配し
続けるための呆れた戦略 / ポール・クルーグマン
著 ; 三上義一訳. 早川書房 , 2008

312.53 / Kr8

1F 開架

現代アメリカの経済政策と格差 : 経済的自由主
義政策批判 / 坂井誠著. 日本評論社 , 2007

332.53 / Sa29

1F 開架

余震 (アフターショック) : そして中間層がいな
くなる / ロバート・B.ライシュ著 ; 雨宮寛, 今井
章子訳. 東洋経済新報社 , 2011

332.53 / R25

1F 開架

われらの子ども : 米国における機会格差の拡大 /
ロバート・D.パットナム著 ; 柴内康文訳. 創元
社 , 2017

※配架場所は変更する場合があります

(2) 学内に所蔵がない図書を探す
 長崎県内図書館横断検索で調べる(http://www.lib.pref.nagasaki.jp/odn/)
長崎県内の公共図書館・大学図書館等の蔵書を一括して検索することができます。
利用したい資料が県内他図書館にございましたら、無料で取寄せができますので、カウン
ターにてお申し込みください。

 CiNii Books で調べる(http://ci.nii.ac.jp/books/)
大学図書館の蔵書を検索できます。カウンターで他大学図書の取寄せの手続きができます。
費用は往復の送料で、おおよそ 1 週間程度で到着します。
 NDL-OPAC で調べる(https://ndlopac.ndl.go.jp/)
国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書や雑誌が検索できます。
蔵書があれば、図書館で貸出の申し込みができます(有料)。
 Webcat Plus(http://webcatplus.nii.ac.jp/)
明治以前の図書から新刊書まで約 250 万冊の日本語の図書が「連想検索」できます。ま
た、所蔵している図書館も表示されます。

4. 雑誌・論文を探そう
(1) 雑誌の探し方
オンライン目録（OPAC）で本学図書館の蔵書を調べることができます。資料の所蔵の
有無、配架場所がわかります。

(2) 論文を探す
CiNii Articles(http://ci.nii.ac.jp/)で論文を検索します。
国内の学術論文や研究紀要が検索可能な論文データべースで、一部 Web 上で全文を閲
覧することもできます。論文の詳細画面から、掲載誌情報、本学の所蔵などを検索する
ことが可能です。
＜CiNii Articles で検索可能なテーマに関する論文(一例)＞
論題

掲載誌情報

所蔵・全文

米国格差 中間層没落が止まらない (特集 世界

週刊東洋経済 (6635),
が見える 108 テーマ 2016 年大予測) -- (世界経
74-75, 2016
済 経済復調の陰で金融が不安定化)

所蔵あり

ベーシック G3 経済(第 11 回)アメリカ経済の課 金融財政事情 67(11),
題(下)社会の格差拡大をどうとらえるか
54, 2016

所蔵あり

5. 新聞記事を探そう
(1) 新聞記事データベース
 探しているテーマの新聞記事をテーマ、キーワード、日付等から検索して全文を読むこ
とができます。
＜図書館で利用できる新聞記事データベース＞
図書館 HP(http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/siryo-search/database/#shinbun)
 聞蔵Ⅱ
朝日新聞（1985 年～）
、AERA（1988 年 5 月 24 日発行の創刊号～）、週刊朝日（2000 年
4 月～）の記事検索データベース。その他、朝日新聞縮刷版（1945 年～1999 年までの昭
和戦後の朝日新聞紙面を収録）や朝日現代用語・知恵蔵の最新版がご利用になれます。
＜聞蔵Ⅱで利用できるテーマに関する記事(一例)＞
記事タイトル

掲載紙

発行日

（２０１６米大統領選）サンダース旋風、米の苦悩
映す 貧困・格差問い、熱狂的な支持

朝日新聞

2016 年 06 月 21 日

（岐路のアメリカ）偏る富と雇用

朝日新聞

2014 年 08 月 21 日

 日経テレコン 21
1975 年以降の記事検索や、日本経済新聞（1981 年 10 月～）、日経産業新聞（1981 年 10
月～）、日経 MJ（流通新聞）
（1985 年 10 月～）、日経金融新聞（1987 年 10 月～2008 年
1 月）の全文が利用できます。また、長崎新聞（1999 年 7 月 10 日～）の記事検索も可能
です。リアルタイムなニュース速報や企業情報・人事情報も収録されています。
＜日経テレコン 21 で利用できるテーマに関する記事(一例)＞
記事タイトル

掲載紙

発行日

米国に必要なのは増税だ――金持ち優遇では成長
せず（ＦＩＮＡＮＣＩＡＬＴＩＭＥＳ）

日本経済新聞

2017 年 05 月 25 日

オバマ大統領、最後の演説――米経済を再び軌道
に、格差拡大、低所得層に不満。

日本経済新聞

2017 年 01 月 12 日

