中部大学附属三浦記念図書館 2009/12/12 (A)

年金について調べてみよう
「年金ってどんなしくみ？」「本当にもらえるようになるの？」社会人の仲間になった時から
年金問題は始まります。図書館では、どのように調べることができるでしょうか。

キーワード
国民年金／厚生年金／社会保険庁／少子高齢／年金手帳／公的年金／私的年金／
年金積立金管理運用独立行政法人／年金特別便／企業年金連合会

用語を調べよう
そもそも、「年金」って、何？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

請求記号

知恵蔵 : 朝日現代用語. 朝日新聞社

R813.7/C 62

1階参考

イミダス : 情報 ・知識. 集英社

813.7/J 66

1階参考

現代用語の基礎知識. 自由国民社

813.7/G 34

1階参考

社会保障年鑑 / 健康保険組合連合会編.東洋経
済新報社, 2007

364.059/Sh 12

1階参考

年金問題文献総覧 1997-2007 / 日外アソシエー
ツ編. 日外アソシエーツ, 2008

364.603/N 71

1階参考

金融辞典 / 館龍一郎編. 東洋経済新報社, 1994.3

338.03/Ta 13

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
364.6
317.284
317.35
338.72

項 目
年金
社会保険庁
共済年金
郵便年金
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■

OPAC で調べてみよう !
◆ 本学図書館所蔵の図書（一例）

◆

資料情報

配置場所

請求記号

少子高齢時代の税金・年金入門 / 山崎久民著. 岩
波書店, 1998.9

345/Y 48

2階和図書

図解年金のしくみ 第5版. 東洋経済新報社,
2006.11

364.6/D 18

2階和図書

知らないと損する年金のもらい方 新版 / 秋保雅
男, 新井美和著. 東洋経済新報社, 2005.10

364.6/A 34

2階和図書

65歳雇用時代の退職金・企業年金と高齢者雇用 /
産労総合研究所, 2006.3

366.46/Sa 63

2階和図書

少子高齢化社会における世代間の自立・協力・公
正 : 年金・保険・所得の諸相 / 少子高齢化社会の
総合政策研究班編. 関西大学経済・政治研究所,
2007.3

361.64/Sh 96

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、
の所蔵を調べる
NACSIS WebCatで他の図書館

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
週刊東洋経済. 東洋経済新報社. 週刊
経済セミナー. 日本評論社. 月刊
週刊金融財政事情. きんざい.週刊

■

所蔵年
1966-2009 (継続中)
1991-2009 (継続中)
1969-2009 (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

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

CiNii
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
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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
山之内敏隆 「国民年金の（基礎年金）の性格」 『週刊社会保障』 63(2516) p. 42-47 (2009.2)
(CiNii)
里麻淳子 「若者のための社会保障（第3話）企業年金と国民年金基金 退職後の生活をより豊
かにするために」 『大阪学院大学通信』 39（4） p. 391-426 (2008.11) (CiNii)
小野猛 「公的年金の話 ワンポイントQ&A(6)学生の場合、国民年金はどうすればいいの」 『共
済と保険』 50(2) p. 60-65 (2008.2) (CiNii)
佐々木一郎 「若者と年金問題」 『保険学雑誌』 603 p. 69-86 (2008.12) (MAGAZINEPLUS)

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
「厚生年金、遠い対象拡大 非正社員への適用滞る 法案、２年間たなざらし」
朝日新聞. 朝刊. 2009年6月2日. p. 3 (聞蔵Ⅱビジュアル for Libraries)
「新社会人に専門家が助言、お金とどう付き合う。」
日本経済新聞. 朝刊. 2009年3月8日. p. 11 (日経テレコン21)
「出生率上昇 出生数今後減少か 女性減 年金財政悪化も」
中日新聞. 朝刊. 2009年6月4日. p. 3 (中日新聞・東京新聞記事データベース)
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テーマに関連するWebサイト
関連サイトの紹介

■
◆

社会保険庁ホームページ
http://www.sia.go.jp/
各種年金制度の解説のほか、学生の納付特例や前納割引制度などの説明もあります。
また、年金の簡易試算も行えます。

◆

年金財政ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/index.html
厚生労働省年金局のHP。公的年金各制度の財政状況も調べることができます。

◆

年金積立金管理運用独立行政法人
http://www.gpif.go.jp/
年金積立金の管理・運用業務を担う機関として設立された厚生労働省所管の独立行政法人のHP。

◆

日本国民年金協会
http://www.nenkin.or.jp/
自営業者や学生の方などが加入する国民年金制度をわかりやすく解説しています。

◆

企業年金連合会
http://www.pfa.or.jp/
企業年金制度のしくみと手続きの方法を説明しています。

◆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
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