愛知学院大学図書館情報センター

2009.6.29（A）

過労死について調べてみよう
新聞やテレビでたびたび耳にするこのことば。最近では「KAROSHI」として海外でも通じる
ほどになっています。

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／karoushi

用語を調べよう
そもそも、
「過労死」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。
＜図書館で所蔵している図書（一例）＞

資料情報（書誌情報）
『日本大百科全書』小学館，1984-1994

請求記号
031/014

『現代用語の基礎知識』自由国民社，2002-

031/07/0465 ほか

『イミダス：情報・知識』集英社，1998-

031/06/0394 ほか

配置場所
開架参考 本館 2
Ｆ
開架年鑑・白書
本館 2Ｆ
開架年鑑・白書
本館 2Ｆ

更に深くテーマを掘り下げるには専門事典、白書、年鑑などの情報源が役立ちます。

資料情報（書誌情報）
請求記号
『日本労働年鑑』大原社會問題研究所出版部 36/63
1962『国際労働経済統計年鑑』日本 ILO 協会
36/65
1955-2005
『労働基準法・労働安全衛生法』（2009 年版） E/08/0128
／TMN 教育総研／編著．住宅新報社

配置場所(最新号)
開架年鑑・白書
本館 2 階
開架年鑑・白書
本館 2 階
開架資格・本館１
階

<< CAN 加盟館所蔵資料の確認はこちらから
>>

他機関所蔵資料の確認はこちらから………Webcat Plus
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図書を探す
●学内の所蔵を探す
○テーマの棚に行って探す
図書には 1 冊毎にテーマを表す分類番号が付いていて、この番号順に書架に並んでい
ます。
＜関連分野の分類記号＞
366

本学：日本十進分類法（７版）による分類番号

労働および労働問題

366.1

労働政策および行政. 労働法

366.4

賃金および労働条件

366.9

労働科学

498

衛生学（公衆衛生）. 予防医学

498.8

労働衛生（職業衛生）

○OPAC で調べる
オンライン目録（ＯＰＡＣ）で本学図書館の蔵書を調べることができます。資料の所蔵
の有無、配架場所、請求記号がわかります。
＜図書館で所蔵している図書（一例）＞ ※CAN コンソーシアム所蔵館を含む

資料情報（書誌情報）

請求記号

『過労死・過労自殺救済の理論と実務』労災補償 366.9/0600
と民事責任／岡村親宜著. 旬報社, 2002
『死ぬほど大切な仕事ってなんですか』リスト
366.9/02/1103
ラ・職場いじめ時代に過労死を考える／全国過労
死を考える家族の会編. 教育史料出版会, 1997
『
〈学生フォーラム>激論！企業社会』過労死と働 366.9/0573
き方を考える／森岡孝二編．岩波書店， 1995
『過労死 110 番』夫が倒れたとき・倒れないため 366.9/0587
に／大阪過労死問題連絡会著. 合同出版, 1989
『過労死』その実態、予防と労災補償の手引き あ 366.9L/317
なたの夫は大丈夫か?!／過労死弁護団全国連絡会
議編. 双葉社, 1989
『ストレスと過労死』／田中正敏, 津田彰編．至 366K/809
文堂, 1991
『過労死の研究』／上畑鉄之丞著．日本プランニ 366.99/U 36
ングセンター, 1993

配置場所
開架学生
新館 2Ｆ【棚番号】
237
開架学生
新館 2Ｆ【棚番号】
237
開架学生
新館 2Ｆ【棚番号】
237
本館書庫
[CAN] 南 山 大 学
瀬戸
閲覧室 1F 一般図
書
[CAN] 南 山 大 学
名古屋
閲覧室 2F .
[CAN]中部大学
2 階一般

<< CAN 加盟館所蔵資料の確認はこちらから
>>

他機関所蔵資料の確認はこちらから………Webcat Plus
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雑誌記事 ・ 雑誌を探す
●雑誌記事の探し方
「国立国会図書館雑誌記事索引」
（NDL-OPAC）、
「MAGAZINEPLUS」
、
「CiNii(サイニイ)：NII 論
文情報ナビゲータ」、「Google Scholar」を利用すれば、様々な学術協会で発行された雑誌
や大学等で発行された研究紀要の両方を検索し、検索された論文の引用文献情報や、
「NACSIS-ELS」
（学内接続）に登録された本文を参照したりすることが可能です。
＜こんな雑誌記事が検索できます＞

記事情報
「特集 顕在化する医師の過労死」／野村和博;小田修司;吉良伸一郎著.『日経メディカル』
[ISSN: 0385-1699] (日経 BP 社) 36(8) 2007.8 p44～47

●雑誌の探し方
○ 学内の所蔵を探す
オンライン目録（ＯＰＡＣ）で本学図書館の蔵書を調べることができます。資料の所蔵
の有無、配架場所、請求記号がわかります。
＜図書館・研究所で所蔵している主な雑誌＞

資料情報（書誌情報）

請求記号

配置場所

『日経メディカル』日経 BP 社 2001-（継続中）

49/65

本館雑誌室

『公衆衛生』医学書院 1956- (継続中)

49/2

本館雑誌室

『労働判例』産業労働調査所 1972-（継続中）

36/69

本館書庫
（最新号は宗教法制研究所）

『 ア デ ィ ク シ ョ ン と 家 族 』 ヘ ル ス ワ ー ク 協 会 49/75
1997-（継続中）

宗教文化学科

『女性労働の分析』21 世紀職業財団
2005（継続中）

36/80

経営管理研究所

『労政時報』労務行政研究所 1985-（継続中）

36/4

経営管理研究所

新聞・新聞記事を探す
●原紙／縮刷版
原紙は新聞閲覧コーナー（新館 1 階）にあります。縮刷版（本館 2 階 棚番号 219）は現物
の新聞をそのまま縮小して冊子体にしたもので、巻頭の索引を使うと関連するテーマの新
聞記事が検索できます。
原 紙： 朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、中日新聞、産経新聞、日本経済新聞、
静岡新聞、西日本新聞、中国新聞、四国新聞、北国新聞
その他各新聞社、放送社リンク：http://www.pressnet.or.jp/link/00_list.htm
縮刷版： 朝日新聞、中日新聞、日本経済新聞
＊最新の 2 年分を開架中（それ以前のものは書庫内にあり）
その他： 月刊新聞ダイジェスト（本館 2 階 棚番号 219）
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●新聞記事の探し方
○ データベース（本館 2 階レファレンスカウンター、新館 1 階情報検索コーナーにて利用可）

探しているテーマの新聞記事をテーマ、キーワード、日付等から検索して全文を読
むことができます。
＜図書館で利用できるデータベース＞
データベース
朝日新聞記事データベース（ＤＮＡ）
中日新聞・東京新聞記事データベース
日経テレコン 21

新聞
朝日新聞
中日新聞・東京新聞
日本経済新聞

収録期間
1945 年～当日朝刊
1987.4～当日朝刊
1975 年～最新記事情報

＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
「
「野球部指導で過労死」 長崎県立高校の教諭 審査会が逆転認定」 朝日新聞 2008 年
6 月 20 日（夕刊）1 社会

Web サイト
●関連サイトの紹介
○「過労死 110 番」

http://karoshi.jp/

○「過労死・自死相談センター」 http://www.karoushi.jp/
○「大阪過労死問題連絡会」 http://homepage2.nifty.com/karousirenrakukai/
○「北海道過労死問題研究会」 http://karoushimondai.net/
○「兵庫県過労・ストレス研究会」 http://www15.ocn.ne.jp/~karou.h/index.html
○「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/
○「厚生労働省 厚生基準局」http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/index.html
○「日本産業精神保健学会」 http://jsomh.umin.jp/

本学図書館にない資料を入手する
探している資料が本学図書館にない場合、所蔵する大学図書館へ直接行ったり、文献を取
り寄せ・借り出しすることが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
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