
No. 書名 編著者名 出版社 出版年月 請求記号

1 #生理の貧困 : #PeriodPoverty
#みんなの生理(福井みの
り) [ほか] 執筆

日本看護協会出版会 2021.11  495.13/Se19

2 特集ジェンダー平等と自治体(季刊自治と分権  ; no.85)
自治労連・地方自治問題
研究機構編集

大月書店 2021.10 318/J36

3
新型コロナウィルス深刻化する母子世帯のくらし : 1800人の
実態調査・集計表 (確報)

しんぐるまざあず・
ふぉーらむ : シングルマ
ザー調査プロジェクト

2020.10 369.4/Sh62

4
定点観測新型コロナウイルスと私たちの社会 : 忘却させな
い。風化させない。2021年前半

森達也編著 論創社 2021.9 304/Te29

5 格差と分断の社会地図 : 16歳からの「日本のリアル」 石井光太著 日本実業出版社 2021.9 361.8/Ka28

6 ルポコロナ禍で追いつめられる女性たち : 深まる孤立と貧困 飯島裕子著 光文社 2021.9 367.21/R86

7
新型コロナウイルス感染症が雇用・労働に及ぼした影響 (労
働経済白書 ; 令和3年版)

厚生労働省編 日経印刷 2021.8 366/R59/R

8 コロナ禍とジェンダー平等への課題(女性白書2021） 日本婦人団体連合会編 ほるぷ出版 2021.8 367/J76/R

9 コロナ貧困 : 絶望的格差社会の襲来 藤田孝典著 毎日新聞出版 2021.8 368.2/Ko79

10
シングルマザーの居住貧困 : コロナ禍の「ステイホーム」の現実
(シングルマザー調査プロジェクト課題別レポート)

しんぐるまざあず・
ふぉーらむ : シングルマ
ザー調査プロジェクト

2021.8 369.4/Sh62

11
国のメンツか市民の命と暮らしかそれが問題だ(現代の理論 ;
通巻53号)

現代の理論・社会
フォーラム

2021.7 305/Ku45

12 貧困パンデミック : 寝ている『公助』を叩き起こす 稲葉剛著 明石書店 2021.7 368.2/H61

13
特集1新型コロナ禍における貧困対策の国際動向 ; 特集2 施設等で
暮らす人々の困窮状態と支援(貧困研究 ; v. 26)

『貧困研究』編集委員会
編集

貧困研究会 2021.7 368.2/H61

14
特集新型コロナ下における女性・滞日外国人の生活困窮(季
刊公的扶助研究 ; 第262号)

全国公的扶助研究会季刊公
的扶助研究編集委員会編

全国公的扶助研究会季刊
公的扶助研究編集委員会

2021.7 369.2/Sh62

15
新型コロナウイルス感染症と社会保障(厚生労働白書 ; 令和3
年版)

厚生労働省編 日経印刷 2021.7 498/Ko83/R

16 つながり続けるこども食堂 湯浅誠著 中央公論新社 2021.6 369.4/Ts75

17
男女共同参画白書 令和3年版(特集コロナ下で顕在化した男女
共同参画の課題と未来)

内閣府男女共同参画局編 勝美印刷 2021.6 367.1/D37/R

18 新型コロナ災害緊急アクション活動日誌 : 2020.4-2021.3
瀬戸大作原作 ; 平山昇,
土田修企画・編集

社会評論社 2021.6 368.2/Sh62

2022年1月～3月　女性教育情報センターテーマ展示
 女性の貧困 ～コロナ禍の中で～

＜図書＞コロナ禍における女性の貧困（出版年月新しい順）

新型コロナウイルス感染症は、人々の生命や生活に大きな影響を及ぼし、とりわけ女性への影
響が深刻です。経済的な影響を見ると、女性の就業が多いサービス業等が強く影響を受けたこ
とから、「女性不況」と呼ばれることもあります。
コロナ禍における女性の貧困に関する資料をご紹介します。
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19
特集真のジェンダー平等の実現をめざして : 労働運動の新地
平(労働総研クォータリー ; No.119)

労働運動総合研究所編集 労働運動総合研究所 2021.5 366.6/Sh64

20 女子大生風俗嬢 : 性とコロナ貧困の告白 中村淳彦著 宝島社 2021.5 673/J78

21 新型格差社会 山田昌弘著 朝日新聞出版 2021.4 361.8/Sh62

22
シングルマザーの貧困はなぜ解消されないのか : 「働いても
貧困」の現実と支援の課題

中囿桐代著 勁草書房 2021.4 366.3/Sh62

23 性風俗サバイバル : 夜の世界の緊急事態 坂爪真吾著 筑摩書房 2021.4 673/Se17

24 コロナ禍、貧困の記録 : 2020年、この国の底が抜けた 雨宮処凛著 かもがわ出版 2021.4 368.2/Ko79

25
コロナ禍におけるひとり親世帯の子どもの状況 : 2021年5月こども
の日に寄せて (シングルマザー調査プロジェクト課題別レポート)

しんぐるまざあず・ふぉー
らむ : シングルマザー調査
プロジェクト

2021.4 369.4/Ko79

26
定点観測新型コロナウイルスと私たちの社会 : 忘却させな
い。風化させない。2020年後半

森達也編著 論創社 2021.3 304/Te29

27 特集女性労働とジェンダー平等(経済 ; No.306) 新日本出版社 2021.3 366/To43

28 新型コロナウイルス感染拡大の雇用・就業への影響 2020
労働政策研究・研修機構
編

労働政策研究・研修機
構

2021.3 366.2/Sh62

29
男女共同参画の視点からの新型コロナウイルス感染症拡大の
影響等に関する調査報告書

マーケティング・コミュ
ニケーションズ

2021.3 367.1/D37

30
ひとり親家庭を取り巻く自治体の支援体制のあり方を問う : 児童扶
養手当の窓口対応に焦点化して : 令和2年度「子どもの貧困対策研
究会」報告書

大阪府市町村振興協会お
おさか市町村職員研修研
究センター

2021.3 369.4/H77

31 「死にたい」に現場で向き合う : 自殺予防の最前線 松本俊彦編 日本評論社 2021.2 368.3/Sh62

32 大阪ミナミの貧困女子 村上薫, 川澄恵子著 宝島社 2021.2 368.4/O73

33
特集コロナ禍と貧困 : 格差の拡大・政策の検証・困窮者支援
の現場(貧困研究 ; v. 25)

『貧困研究』編集委員会
編

貧困研究会 2020.12 368.2/H61

34
日本が壊れる前に : 「貧困」の現場から見えるネオリベの構
造

中村淳彦, 藤井達夫著 亜紀書房 2020.12 368.2/N71

35
馬鹿ブス貧乏な私たちを待つろくでもない近未来を迎え撃つ
ために書いたので読んでください。

藤森かよこ著 ベストセラーズ 2020.12 159.6/B15

36 コロナ禍の東京を駆ける : 緊急事態宣言下の困窮者支援日記
稲葉剛, 小林美穂子, 和田
靜香編

岩波書店 2020.11 368.2/Ko79

37
コロナ禍における日米のNPO : 増大するニーズと悪化する経
営へのチャレンジ

柏木宏編著 明石書店 2020.11 335.8/Ko79

38
子どもの未来図 : 子ども期の危機と貧困化に抗する政策的課
題

浅井春夫著 自治体研究社 2020.10 369.4/Ko21

39
定点観測新型コロナウイルスと私たちの社会 : 忘却させな
い。風化させない。2020年前半

森達也編著 論創社 2020.9 304/Te29

40
官製ワーキングプアの女性たち : あなたを支える人たちのリ
アル

竹信三恵子, 戒能民江, 瀬
山紀子編

岩波書店 2020.9 318/Ka59
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41 新型コロナと貧困女子 中村淳彦著 宝島社 2020.7 368.4/Sh62

42
ジェンダー視点に立ったCOVID-19対策の推進 : ジェンダー平等な
社会の実現のために : GUIDANCE NOTE .

国際協力機構(JICA)ガバナン
ス・平和構築部ジェンダー平
等・貧困削減推進室

2020.6 367.2/J36

43
新型コロナウイルスの影響に関する女の子と若い女性の声ア
ンケート集計結果

プラン・インターナショ
ナル・ジャパン

2020.4 498.6/Sh62

No. 書名 編著者名 出版社 出版年 請求記号

1 非正規公務員のリアル : 欺瞞の会計年度任用職員制度 上林陽治著 日本評論社 2021 318/H76

2 アラフォー・クライシス : 「不遇の世代」に迫る危機
NHK「クローズアップ現
代+」取材班著

新潮社 2019 361.64/A61

3
低所得のシングルマザーと若者のファイナンシャル・ヘルス
に関する調査報告書

日本NPOセンター 2020   365.5/Te28

4
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, 鈴木晶子, 野依智
子, 横浜市男女共同参画推
進協会編著

明石書店 2017 366.3/Sh62

5 なぜ働き続けられない? : 社会と自分の力学 鹿嶋敬著 岩波書店 2019 366.38/N59

6 最低賃金 : 生活保障の基盤
日本弁護士連合会貧困問
題対策本部編

岩波書店 2019 366.4/Sa24

7 ぼそぼそ声のフェミニズム 栗田隆子著 作品社 2019 367.2/B66

8 女子と貧困 : 乗り越え、助け合うために 雨宮処凛著 かもがわ出版 2017 367.2/J78

9 貧困専業主婦 周燕飛著 新潮社 2019 367.3/H61

10 老後レス社会 : 死ぬまで働かないと生活できない時代 朝日新聞特別取材班 [著] 祥伝社 2021 367.7/R62

11
女性ホームレスとして生きる : 貧困と排除の社会学（増補新
装版）

丸山里美著 世界思想社 2021 368.2/J76

12 貧困女子のリアル 沢木文著 小学館 2016  368.2/H61

13 家計から診る貧困 : 子ども・若者・女性の経済的困難と政策 室住眞麻子著 法律文化社 2019 368.2/Ka24

14 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, 宮本みち子編
著

勁草書房 2015 368.2/Ka78

15 日本の貧困女子 中村淳彦著 SBクリエイティブ 2019 368.2/N71

16 ルポ貧困女子 飯島裕子著 岩波書店 2016 368.2/R86

17 証言貧困女子 : 助けて!と言えない39人の悲しき理由 中村淳彦監修 宝島社 2020 368.2/Sh95

18 東京貧困女子。 : 彼女たちはなぜ躓いたのか 中村淳彦著 東洋経済新報社 2019 368.2/To46

●コロナ禍以前からの女性の貧困（請求記号順）
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19
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

稲葉剛著 朝日新聞出版 2020 368.2/To97

20 家賃滞納という貧困 太田垣章子著 ポプラ社 2019 368.2/Y12

21
性風俗シングルマザー : 地方都市における女性と子どもの貧
困

坂爪真吾著 集英社 2019 368.4/Se17

22 子づれシングルの社会学 : 貧困・被差別・生きづらさ 神原文子著 晃洋書房 2020 369.4/Ko99

23 母子生活支援施設の現状と課題 武藤敦士著 みらい 2020 369.41/B66

24 母子世帯の居住貧困 葛西リサ著 日本経済評論社 2017 369.41/B66

＜雑誌＞
No 特集タイトル 雑誌名・巻号 出版年月

1 特集 コロナ禍で見えた困窮課題と支援の方向性 月刊福祉 2021年12月号 2021.12

2 第一特集 非正規差別と働く女性たち POSSE vol.47 2021.3

3 特集 コロナ危機が問うもの 月刊We learn No.804 2021.2

4 特集３ 新型コロナ感染症とジェンダー 国際女性 第34号 2020.12

5 コロナストレスの時代に : ジェンダー、労働、教育
季刊女も男も : 自立・平
等 No.136

2020.12

6 特集１コロナ災害下の貧と困 : 自助か、連帯か 世界 No.939 2020.12

7 特集①∼④「コロナ禍」が問いかけるもの 女性展望  705∼708
2020.7∼
2021.1

8 特集 新型コロナウイルス禍とジェンダー
F visions : 世界が見える
フェミニスト情報誌 No.1

2020.6

9 特集 世帯のなかに隠れた貧困 : 女性の貧困をいかに捉えるか
大原社会問題研究所雑誌
No.739

2020.5

＜新聞記事＞
No 新聞名 掲載日

1 朝日新聞 2021.11.14

2 読売新聞 2021.11.02

3 毎日新聞 2021.08.22

4 東京新聞 2021.06.11

日本女性学習財団

市川房枝記念会女性と政治セン
ター出版部

Posse

国際女性の地位協会

労働教育センター

出版社

全国社会福祉協議会

アジア女性資料センター

法政大学大原社会問題研究所

岩波書店

男女共同参画白書 : コロナ「女性不況」深刻 : ひとり親世帯影響大きく : DV相談1.6倍に

記事見出し

共生のSDGs コロナの先の2030 配る生理用品、尊厳守るため 無償化するスコットランド 毎日5億人、脅かさ
れる「尊厳」 「古着ナプキン」少女は登校拒んだ アプリ使い配布、官民連携で継続支援 女性の負担「社会全
体の課題」 /北郷美由紀 , 半田尚子, 伊藤喜之

働く女性 自殺3割増 : コロナ : 失業・減収影響か : 昨年 過去5年比

社説 問う’21夏 コロナ禍と女性 困難強いる社会変える時 男性優位のひずみ露呈 声を反映できる環境に

女性教育情報センター（国立女性教育会館情報課）

〒355-0292 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728
TEL:0493-62-6195 FAX：0496-62-6721
E-mail:infodiv@nwec.jp

女性教育情報センターは、国立女性教育会館内にある、
男女共同参画および女性・家庭・家族に関する専門図書館です。

●文献情報データベース（所蔵検索)  
https://winet2.nwec.go.jp/bunken/opac_search

図書の貸出や複写郵送サービスなどを行っています。資料
探しでお困りの際はお気軽にお問い合わせください！
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