中部大学附属三浦記念図書館 2009/12/12 (A)

過労死について調べてみよう
最近は若者にまで広がっている過労死。日本特異の現象であるため、海外のメディアでは
”Karoshi”と翻訳されている。就職活動にあたり、日本の産業構造の一側面として、調べて
みよう。

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。
過重労働／長時間労働／過労自殺／労災／過労死110番／労働基準法／労働安全
衛生法／労働基準監督署／労働災害行政不服審査制度／karoshi／滅私奉公

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
知恵蔵 : 朝日現代用語. 朝日新聞社
イミダス：情報・知識. 集英社

請求記号
R813.7/C 62
813.7/J 66

厚生労働白書 / 厚生労働省[編]. ぎょうせい

498.105/Ko 83

労働経済白書 / 厚生労働省[編]. 日経印刷

366.05/R 59

労働総覧 / 労働法令協会[編]. 労働法令

366.1/R 59

国際労働経済統計年鑑. 2005年版 / 国際労働事
務局編. 日本ILO協会

366.059/
Ko 51/2005

配置場所
1階参考
1階参考
1階参考
白書コーナー
1階参考
白書コーナー
1階参考
1階参考

図書を探そう
■

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
366
366.1
366.4
366.9

項目
労働経済. 労働問題
労働政策. 行政. 労働法
賃金. 労働条件
労働科学. 産業社会学

分類記号
498
498.8

Original: Aichi Gakuin Univ.
1/4

項目
衛生学.
労働衛生. 産業衛生

Modify: Chubu Univ.
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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
過労死の研究 / 上畑鉄之丞著. 日本プランニング
センター, 1993.8

請求記号

配置場所

366.99/U 36

2階和図書

ストレス解消学(サバイバル) : 過労死・がん・慢性
疾患を超えるために / 宗像恒次著, 小学館,
1991.6

498.8/Mu 32

2階和図書

過労死を防ぐ栄養学 : 働き盛りの食べ物・食べか
た / 小柳達男著. 講談社, 1994.5 (ブルーバックス
B-1017)

492.6/Ko 97

3階文庫

過労自殺 / 川人博著. 岩波書店, 1998.4 (岩波新
書 新赤版 553)

366.96/Ka 92

3階文庫

働きすぎの時代 / 森岡孝二著. 岩波書店, 2005.8
(岩波新書 新赤版 963)

366.32/Mo 62

3階文庫

◆ 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
労働科学. 日本労働科学研究所. 月刊

所蔵年
1952-2009 (継続中)
1990-2008 (継続中)

日本労働研究雑誌. 日本労働研究機構. 月刊
労働法律旬報. 旬報社. 旬刊
■

1983-2008 (継続中)

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)
データベース
CiNii

内容
ＮＩＩ（国立情報学研究所）が提供する論文情報ナビゲータ

MAGAZINEPLUS

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: Aichi Gakuin Univ.
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Modify: Chubu 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
白井幸子 「自殺と過労死の現実と心の危機管理(心理臨床フロンティア--倫理の再構築に向
けて--現代人の異常性、再考)」 『現代のエスプリ』 500号 p. 33-41 (2009.3) (MAGAZINEPLUS)
吉越浩一郎 「INTERVIEW 企業には過労死や残業時間の実態を情報開示させるべき--吉越浩
一郎 トリンプ・インターナショナル前社長(家族崩壊--考え直しませんか? ニッポンの働き方-押し潰される中流家族)」 『週刊東洋経済』 No. 6170 p. 77 (2008.10.25) (MAGAZINEPLUS)
渡名喜正 「ハッとコーナー なぜ「過労死」や「心の病」が急増したのか」 『食べもの文化』 No.
393 p. 46-49 (2008.9) (CiNii)
田巻紘子 「ロー・ジャーナル 行政と現場も動かしたトヨタ過労死事件訴訟」 『法学セミナー』
53(8) p. 4～5 (2008.8) (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)

聞蔵II ビジュアル for Libraries
日経テレコン21

新聞
朝日新聞

収録期間
1984年8月～当日朝刊

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

◆ 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
「正社員並み賠償で決着. すかいらーく契約店長、過労死」 朝日新聞. 朝刊. ２社会. 2009年5
月14日, p. 30 (聞蔵II ビジュアル for Libraries)
「月６０時間超す時間外労働、看護師推計２万人、過労死の恐れ、看護協会指摘」 日本経済
新聞. 朝刊. 2009年4月25日, p. 38 (日経テレコン21)
「地裁、過労死認めず 『何のため 夫の頑張り』伊那北高校神田教諭死亡 妻、声絞り出す」
中日新聞. 朝刊. 長野総合. 2009年3月28日, p. 25 (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
健康な職業生活 (大修館・保健ビデオシリーズ). 大
修館書店 (VHS)
心の健康とストレス対処 (大修館最新保健ビデオ
シリーズ). 大修館書店 (VHS)

Original: Aichi Gakuin Univ.
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請求記号

配置場所

498/Ta 24/1-4

1階視聴覚

498/Ta 24/2-7

1階視聴覚

Modify: Chubu Univ.
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テーマに関連するWebサイト
関連サイトの紹介

■
◆

官公庁リンク集
http://www.kantei.go.jp/jp/link/server_j.html
各官公庁のWebページにアクセスする際に便利です。
＜厚生労働省＞
http://www.mhlw.go.jp/
「白書・年次報告書等」より「厚生労働白書」の概要・本文等あり

◆

http://karoshi.jp/
過労死110番
業務上の過労やストレスが原因で発病した結果、死亡したり重度の障害を負ったりした
場合の、労災補償の相談を行っているサイト。

◆

過労死・自死相談センター
http://www.karoushi.jp/
過労死を根絶するとこを目的に、労災認定や職場での予防などのために、様々な立場で
活動してきた人たちにより立ち上げられたセンター。

◆

大阪過労死問題連絡会
http://homepage2.nifty.com/karousirenrakukai/
過労死あるいは過労疾患の被災者およびその家族を救済するとともに、働き過ぎ社会を
考え過労死をなくしていくことを目的として１９８１年に結成されたネットワーク。

◆

北海道過労死問題研究会
http://karousimondai.net/
過労死根絶に向けて、「過労死１１０番」をはじめ、労災申請などの救済活動をすすめて
います。

◆

働くもののいのちと健康を守る全国センター
http://www.inoken.gr.jp/
過労死も労災職業病もない二一世紀を目指し、働くもののいのちと健康を守る取り組みを
大きく発展させることを願って設立されたセンター。

◆

日本産業精神保健学会

http://jsomh.umin.jp/

◆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
文献複写/相互貸借
を申込んで文献または資料を取り寄せる
→ レファレンスカウンターまでご相談ください

Original: Aichi Gakuin Univ.
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Modify: Chubu Univ.

