中部大学附属三浦記念図書館 2009/12/12 (N)

児童労働について考えてみよう
児童労働とは、法定の就業最低年齢を満たしていない子供たちが行う労働のことを指します。
現在、世界中の子供たちの６人に１人は過酷な児童労働をしていると言われています。
過酷な労働を強いられている子供たちの現状や解決方法等について考えてみませんか?

キーワード
オンライン目録（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。
児童労働（child labour） / 強制労働 / 人身売買 / 売春 / 債務労働 / 奴隷 / 有害労働
ILO (国際労働機関) / ILO条約（第182号、第138号） / IPEC(児童労働撲滅国際計画) /
UNICEF (ユニセフ) / 世界銀行 / フェアトレード

用語を調べよう
調べたい内容について、言葉の意味やテーマの意味が不明確な場合は「キーワード」を
手がかりに百科事典、用語事典等を引いてみましょう。
◆ 本学図書館所蔵の事典類（一例）

◆

資料情報
人権百科事典 / エドワード・ローソン編 ; 宮崎繁樹
監訳. 明石書店, 2002.4

請求記号
316.1/L 44

1階参考

国際人権百科事典 / ロバート・L.マデックス著.
明石書店, 2007.4

316.1/Ma 25

1階参考

国際連合世界統計年鑑 / 国際連合統計部. 東京
教育研究, 年刊

350.9/Se 22

1階参考

国際労働経済統計年鑑 / 国際労働事務局 [編
集]. 日本ILO協会, 年刊

366.059/Ko 51

1階参考

データブック国際労働比較 / 日本労働研究機構
[編集]. 日本労働研究機構, 年刊

366.059/N 77

1階参考

図書を探そう
■

配置場所

テーマの棚を探してみよう！
◆ 関連分野の分類記号 日本十進分類法 新訂9版より ◆
分類記号
316.1
366
369

項 目
国家と個人
労働および労働問題
社会福祉 （社会事業）
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■

OPAC で調べてみよう!
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する図書 （一例） ◆
資料情報
世界人権ハンドブック / チャールズ・フマーナ編著.
明石書店, 1994.6

配置場所

請求記号
316.1/H 98

2階和図書

児童労働 : 働かされる子どもたち / アムネスティ・
インターナショナル日本編著. リブリオ出版,
2008.11

366.38/A 45

2階和図書

世界の児童労働 / OECD編著. 明石書店, 2005.5

366.38/Ke 29

2階和図書

アジアの児童労働と貧困 / 谷勝英著. ミネルヴァ
書房, 2000.4

369.08/Mi 43f/9

2階和図書

ハンドブック世界の人権 / ヒラリー・プール編. 明
石書店, 2001.5

316.1/P 79

2階和図書

世界の厚生労働 : 海外情勢報告 / 厚生労働省編.
TKC出版, 年刊

366.05/R 59

2階和図書

子どもの権利条約を読み解く. 2刷
岩波書店, 1997.6

369.4/O 81

2階和図書

◆ 本学に所蔵がない場合は、
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵を調べる
◆ CAN加盟館にも所蔵がない場合は、
NACSIS WebCatで他の図書館
の所蔵を調べる

雑誌・雑誌記事を探してみよう
■

■

雑誌の探しかた
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する主な雑誌 ◆
雑誌名
労働法律旬報. 旬報社, 旬刊
関西大学人権問題研究室紀要 / 関西大学人権問題研究室

所蔵年
1983-2009 (継続中)
1985-2009 (継続中)

Human rights tribune. 3 times a year (請求記号: P31/H)

2000-2004

雑誌記事の探しかた
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
内容

データベース
CiNii
MAGAZINEPLUS

ＮＩＩ（国立情報学研究所）が提供する論文情報ナビゲータ
一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙まで収録した日本最大規
模の雑誌・論文見出しデータベース
Original: Nanzan Univ.
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◆ データベースから雑誌記事が検索できます （一例） ◆
記事情報
佐藤斉華 「世界のくらしと文化 ネパール(5)「末っ子」から「家事労働者」へ：ネパール・カトマン
ズにおける児童家事労働者の「誕生」」 『人権と部落問題』 60(10) p. 58-63 (2008.9) (CiNii)
沼口博 「ネパールにおける児童労働と子どもの権利状態について」 『人文科学』 10 p. 1-12
(2005) (CiNii)
佐藤美智 「現代ベトナムの児童労働：ハノイ市とその郊外における児童家事労働者の事例」
『大東アジア学論集』 3 p. 13-17 (2003) (CiNii)
中野育男 「海外労働事情（33） ILO/ILOとアジア：最悪の携帯の児童労働」 『労働法律旬報』
1586 p. 22-25 (2004) (CiNii)

新聞記事を探してみよう
■

新聞記事の探し方 (→パスファインダー「新聞記事の調べかた」も参考にしてください)
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
データベース

新聞

収録期間

聞蔵II ビジュアル for Libraries

朝日新聞

1984年8月～当日朝刊

日経テレコン21

日本経済新聞ほか

1975年～最新記事情報

中日新聞・東京新聞記事データベース

中日新聞・東京新聞 1987年4月1日～当日朝刊

◆ データベースから新聞記事が検索できます （一例） ◆
記事情報
「アフリカ救え、チョコ改革 市民らフェアトレード商品広げる / 東京都」 朝日新聞. 朝刊. 東京都
心・1地方. 2009年1月28日, p.31 (聞蔵Ⅱ ビジュアル for Libraries)
「国連提唱の雇用原則、日本で普及活動本格化：63企業・団体、セミナーなど開催」 日経産業
新聞. 2008年5月30日, p. 27 (日経テレコン21)
「甘くない現実知って チョコめぐる世界の児童労働 東区バレンタイン前パネル展」 中日新聞.
朝刊市民版. 2009年1月20日, p. 16 (中日新聞・東京新聞記事データベース)

AV資料
◆ 本学図書館所蔵のビデオ・DVD （一例） ◆
資料情報
働く子どもたち : 私たちの声をきいて! ブラジルの
児童労働. アジア太平洋資料センター (VHS)

Original: Nanzan Univ.
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Modify: Chubu Univ.

配置場所
1階視聴覚

中部大学附属三浦記念図書館 2009/12/12 (N)

テーマに関連するWebサイト
関連サイトの紹介

■
◆

外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/
児童労働関連の世界会議の演説等が掲載されています。また、資金援助等の情報も
掲載されています。

◆

UNICEF (ユニセフ)
http://www.unicef.org/
ユニセフ（国連児童基金）では、世界中の全ての子どもの権利が守られる世界を実現する
ために活動する組織です。HP上で統計や白書等をPDFファイルで閲覧できます。

◆

日本ユニセフ協会
http://www.unicef.or.jp/
日本ユニセフ協会は、国連の機関であるユニセフと協力協定を結び、日本国内で広報活動
等を行っている財団法人です。HP内の「ライブラリー」では「世界子供白書(日本語版)」が
PDFファイルで閲覧できます。

◆

ILO （International Labour Organization）
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
1919年に設立された国際機関で、1日8時間労働、母性保護、児童労働に関する法律等の
政策に取り組んでいます。児童労働については条約の制定(第138号)や、IPEC(児童労働
撲滅国際計画)等のプログラムを進めています。

◆

IPEC

◆

ILO駐日事務所
http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/
HP上にはILOの定めた主な条約等の日本語訳が掲載されています。

◆

Understanding Children’s Work
http://www.ucw-project.org/
ILO、ユニセフ、世界銀行の児童労働に関する共同プログラムのHP。児童労働に関する統計
や研究等を掲載している。

◆

IDE-JETRO（アジア経済研究所）
http://www.ide.go.jp/Japanese/
発展途上地域の経済を中心とする諸事情を調査研究する機関です。
HP内の調査研究に「児童労働」についての研究が記載されています。

◆

特定非営利活動法人 ACE
http://acejapan.org/
子供の権利が保障されるための社会を実現するための活動を行うNGOです。活動の一部
に児童労働問題を日本の消費者へ伝えるための「しあわせへのチョコレート」プロジェクト等
を行っています。

http://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm

◆中部大学図書館にない資料を入手するには？
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵資料を借りる
を申込んで文献または資料を取り寄せる
文献複写/相互貸借
→レファレンスカウンターまでご相談ください
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