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N080-25-1112 ルポ貧困大国アメリカ 堤未果著 岩波書店 2008.1

N080-25-1225 ルポ貧困大国アメリカⅡ 堤未果著 岩波書店 2010.1

N080-25-1430 (株)貧困大国アメリカ 堤未果著 岩波書店 2013.6

N081-14-2021
マイクロファイナンス : 貧困と闘う「驚異の金
融」

菅正広著 中央公論新社 2009.9

N081-23-897 ルポ餓死現場で生きる 石井光太著 筑摩書房 2011.4

N316.822-14 中国の少数民族問題と経済格差 大西広編著
京都大学学術
出版会

2012.9

N319-394
なぜ遠くの貧しい人への義務があるのか : 世
界的貧困と人権

トマス・ポッゲ著 生活書院 2010.3

N331.85-34
格差は拡大しているか : OECD加盟国におけ
る所得分布と貧困

OECD編著 明石書店 2010.1

N331.87-24 貧困と差別の経済学
ブラッドリー・R・シラー
著

ピアソン桐原 2010.1

N331.87-26
貧乏人の経済学 : もういちど貧困問題を根っ
こから考える

アビジット・V・バナジー,
エスター・デュフロ[著]

みすず書房 2012.4

N332.38-149 現代ロシアの貧困研究 武田友加著
東京大学出版
会

2011.2

N333.8-288
開発援助の貧困削減インパクト : 日本の対
中ODAの事例分析

施錦芳著
専修大学出版
局

2008.12

N333.8-299 貧困の正体 トーマス・ラインズ著 青土社 2009.1

N333.8-305
貧困問題とは何であるか : 「開発学」への新
しい道

下村恭民, 小林誉明
編著

勁草書房 2009.11

N333.8-336 国をつくるという仕事 西水美恵子著 英治出版 2009.4

N333.8-338
BOPビジネス入門 : パートナーシップで世界
の貧困に挑む

菅原秀幸, 大野泉, 槌
屋詩野著

中央経済社 2011.7

N338.92-176
世界とつながるビジネス : BOP市場を開拓す
る5つの方法

国連開発計画(UNDP)
編

英治出版 2010.11

N361.8-70
教育と所得格差 : インドネシアにおける貧困
削減に向けて

本台進, 新谷正彦著 日本評論社 2008.1

N361.8-72
中流社会を捨てた国 : 格差先進国イギリス
の教訓

ポリー・トインビー, デイ
ヴィッド・ウォーカー
[著]

東洋経済新報
社

2009.9

N361.8-82 社会的排除 : 参加の欠如・不確かな帰属 岩田正美著 有斐閣 2008.12

N361.8-87
コラテラル・ダメージ : グローバル時代の巻き
添え被害

ジグムント・バウマン著 青土社 2011.12

N361.9-81 格差の世界地図
Ben Crow, Suresh
K.Lodha [著]

丸善出版 2012.5

N368.2-67 データブック貧困 西川潤著 岩波書店 2008.6
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N368.2-68
底辺のアメリカ人 : オバマは彼らの希望とな
るか

林壮一著 光文社 2009.1

N368.2-69
貧困の救いかた : 貧しさと救済をめぐる世界
史

スティーヴン・M.ボード
イン著

青土社 2009.9

N368.2-73
現代日本の貧困観 : 「見えない貧困」を可視
化する

青木紀著 明石書店 2010.7

N368.2-78 東アジアにおける都市の貧困 五石敬路編 国際書院 2010.12

N368.2-79
民衆が語る貧困大国アメリカ : 不自由で不
平等な福祉小国の歴史

スティーヴン・ピムペア
著

明石書店 2011.1

N368.2-80 貧困とはなにか : 概念・言説・ポリティクス ルース・リスター著 明石書店 2011.4

N368.2-81
最底辺のポートフォリオ : 1日2ドルで暮らすと
いうこと

J. モーダック [ほか著] みすず書房 2011.12

N369.4-103 子どもの貧困白書
子どもの貧困白書編
集委員会編

明石書店 2009.9

N369.4-112
イギリスに学ぶ子どもの貧困解決 : 日本の
「子どもの貧困対策法」にむけて

「なくそう!子どもの貧
困」全国ネットワーク編

かもがわ出版 2011.8

N678.21-29 アフリカBOPビジネス : 市場の実態を見る 佐藤寛編著 ジェトロ 2010.1

N801.03-417
言語と貧困 : 負の連鎖の中で生きる世界の
言語的マイノリティ

松原好次, 山本忠行
編著

明石書店 2012.8

K2135
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

新潮文庫 絶対貧困 : 世界リアル貧困学講義 石井光太著 新潮社 2011.7
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