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２０１６年春号の内容は…
～かわさき福祉情報サイト「ふくみみ」のご案内
～～『子どもの貧困』に関する本・ＤＶＤの紹介
～～～図書＆ＤＶＤ貸出ランキング2015・おススメします、この１冊
…など、情報満載でお届けします！
～～～～新規登録図書の紹介・開所カレンダー

ふくしに関する 耳よりな情報満載!

かわさき福祉情報サイト「ふくみみ」
地域福祉情報バンクで集めた福祉情報を、多くの方々にご利用いただくためのサイトです。
また、ボランティア団体やサービス提供者から市民の方々へ、情報発信していただく場です。

図書・ビデオ検索

サービス検索

地域福祉情報バンクと高
齢社会福祉総合センター
所蔵の貸出図書やＤＶＤ
の検索ができます。

行政サービスや様々
な団体が提供するサ
ポート情報を地域や
カテゴリーで検索で
きます。

講師検索
各分野で活躍されてい
る講師や地域で活動さ
れている達人の方を分
野別に検索することが
できます。また、講師
情報登録してくださる
方を募集しています。

団体検索
川崎市内で活動して
いる団体の情報を提
供しています。カテ
ゴリー検索もできま
す。また、情報登録
してくださる団体を
募集しています。

ふくし教育

「福祉みみより情報」では、行政などから配信される、福祉や

生活などに関する最新情報を、「ふくみみ新着情報」では、団体
などから発信されるイベントや講座・研修などの情報を掲載し
ています。

ふくみみ 川崎

「福祉教育について」
や総合的な学習の時間
をはじめとする、福
祉・ボランティア学習
実施にあたっての参考
として「福祉教育プロ
グラムガイド」などを
掲載しています。

検索！

２面では『子どもの貧困』に関する本を特集しています⇒
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「子どもの貧困」に関する本・DVDの紹介
～地域福祉情報バンクで貸出しています～

「子どもの貧困連鎖」
保坂

歩

池谷

孝司／著者

新潮文庫／発行

日本では今、子どもの６人に１人が貧困
のもと暮らしていると言われています。公
衆トイレで寝泊りする女子高生。朝食を求
め保健室に列を作る小学生。車上生活する
保育園児・・・。親に経済力が無ければ、
子の人生のスタートラインに差が付く。蟻
地獄のように抜け出せない貧困の連鎖。脳
裏によぎる死の一文字。現代社会に隠され
た真実を暴く衝撃のノンフィクションで
す。

「子どもの貧困
～日本の不公平を考える～」
阿部 彩／著者
岩波新書／発行

学力、健康、そして将来・・・。人生の
スタート時点におけるさまざまな「不利」
は、大人になっても人生に大きな影響を及
ぼしてしまいます。
本書では、そもそもどの程度の生活水準
が「貧困」であり、貧困率はどのように計
算されているのか、貧困世帯に育つことで
子どもたちはどのような困難を抱えている
のかを豊富なデータをもとに検証していき
ます。そして、「貧困の世代間継承」を絶
つために、今、緊急に求められる「子ども
対策」を提唱していきます。
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ＤＶＤ
「近くて遠い、遠くて近い

貧困問題

自分とつなげて考えてみました 」
湯浅 誠／監修
ＮＰＯ法人アジア太平洋資料センター／製作

日本の貧困率は、１５％を超え、先進国の
中でも高い割合を示しています。しかし、貧
困は見えにくく、その実感はあまりありませ
ん。「貧困」はどこか遠いところで起きてい
る問題なのでしょうか。
このＤＶＤは、大学生が中心となったビデ
オ作成プロジェクトのメンバーとともに大学
や街頭などでのインタビューをとおして「貧
困」と私たちのつながりを探りました。
お金が無ければ、暮らすことが難しい日本の
社会。お金を手に入れる手段である「雇われ
て働く」ことについて声を集めました。仕事
に 就 け な い 不 安、低 賃 金、解 雇 や 病 気 の 心
配・・・苦しさを抱えた人に出会いました。
貧困について考えることは、社会のあり方
を問い直すこと。そのきっかけを一緒に探っ
てみませんか。
（３６分）

「子どもの貧困Ⅱ
～解決策を考える～」
阿部

彩／著者

岩波新書／発行

子どもの貧困対策の推進に関する法律が、
2014年１月に施行されました。では、具体
的に何をどうすれば子どもの貧困が改善され
るのでしょうか。国内外の貧困研究のこれま
での知見と洞察を総動員して、政策の優先順
位と子どもの貧困指標の考え方を読者ととも
に丁寧に考えていきます。
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２０１５年 図書＆ＤＶＤ貸出 年間ランキング
（書名／著者・編者名）

図書

１位
２位
３位
４位
５位

地域福祉援助をつかむ／岩間伸之・原田正樹
社会福祉用語辞典／中央法規出版
対人援助のための相談面接技術／岩間伸之
パーソンセンタードケア講座／寺田真理子
ペコロスの母に会いに行く／岡野雄一

貸出の多かった図書を見ると、援助技術に関する図書が多く、次いで高齢者関係の図書・
ケアマネジャー関係の図書と続きます。そんな中、５位に入ったのは、認知症の母との生
活を描いたマンガでした。皆さん、勉強の合間にお読みになるのでしょうか。

（タイトル／製作・販売）

ＤＶＤ

１位
２位
３位
４位
５位

りつこ式高齢者レクササイズ／メディカ出版
認知症そのこころの世界／シルバーチャンネル
釜石の奇跡／ＮＨＫエンタープライズ
二つの道／法務省保護局
わかってください手をかしてください／北海道保健福祉部

ＤＶＤは、研修や集まりで利用されることも多く、１・２位は、高齢者施設でのレクリ
エーションや家族の集まりに、３・４位は民生委員さんや地区社協の研修などで多く利用
されました。認知症ケア関連の貸出も多く、福祉に従事している方の利用が目立ちまし
た。学校での福祉教育に使用するということで、先生の利用もありました。
地域福祉情報バンクで貸出している図書・ＤＶＤは、１面の「ふくみみ」で検索することができます！

～～ おススメします、この一冊～～

跳びはねる思考

～会話のできない僕が考えていること～
「僕は、２２歳の自閉症者です。人と会話
することができません。僕の口から出る言葉
は、奇声や雄叫び、意味のないひとりごとで
す。普段しているこだわり行動や跳びはねる
姿からは、僕がこんな文章を書くとは誰にも
想像出来ないでしょう。」（本書より）
会話の出来ない重度の自閉症の著者が「生
きる」ことの本質を鋭く清冽な言葉でとらえ
た驚異のエッセイです。是非、多くの方に読
んでいただきたい素晴らしい本です。

東田
2016年 春号

直樹/著者

地域福祉情報バンクにて貸出中！
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新着図書の紹介！

新しく加わった図書をご紹介いたします！

【図書】（書名／著者・編者名／出版社）
●シリーズ福祉に生きる
子／大空社

｢平野恒」 ／亀谷美代

●認知症予防運動プログラムコグニサイズ入
門・ＤＶＤ付／島田裕之 土井剛彦／ひかりのくに
○福祉ガバナンスとソーシャルワーク：ビネット調
査による国際比較／上野谷加代子 斉藤弥生／ミネル
ヴァ書房

○下流老人／藤田孝典／朝日新書
●住民主体の生活支援サービスマニュアル「第２
巻 身近な地域での見守り支援活動」 ／全国社会
福祉協議会地域福祉部／全国社会福祉協議会
○住民主体の生活支援サービスマニュアル「第６
巻 移動・外出支援」／ＮＰＯ法人全国移動サービ
スネットワーク／全国社会福祉協議会
●黒子読本３～社協コミュニティワーカーさぽー
と・ぶっく～ ／川本健太郎／とちぎ社協コミュニ
ティワーク研究会
○社会福祉施設・事業者のための規程集（マイナ
ンバー編）ＣＤ－ＲＯＭ付／東京都社会福
祉協議会／東京都社会福祉協議会

●専門機関と地域住民の協議による地域づくり
～暴力・虐待を未然に防ぐ実践事例集～ ／暴力・
虐待を生まない社会づくり検討委員会／東京都社会福
祉協議会

【ＤＶＤ】（題名／制作・販売／仕様）
●困難をかかえた人への支援
り」／アローウィン／３３分

第１巻「ひきこも

○認知症高齢者の行方不明者ゼロに向けて ／シル
バーチャンネル／２５分
●特別支援学校・福祉施設見学ツアー 第６巻
「療育・リハビリテーション１」／アローウィ
ン／45分

●○●地域福祉情報バンクからのお知らせ●○●
１、開所日の変更について
地域福祉情報バンクでは、毎月第３土曜日も開所しておりましたが、２０１６年４月より第３土曜日は休所させて頂
きます。なお、開所日は、月曜日から金曜日の ８：３０～１７：００です。何卒、ご了承くださいますようお願いし
ます。

２、メルマガ配信終了のお知らせ
２０１１年より月に１度配信をしてまいりました「ふくみみメルマガ」ですが、２０１６年３月配信分をもちまして
配信を終了することになりました。今後は双方向のやり取りのできる「フェイスブック」を活用して、より多くの
「旬」な情報をお届けする予定です。詳しくは、「ふくみみ（http://www.k-fukumimi.com/）
」をご覧ください。

●地域福祉情報バンク開所カレンダー（平成２８年３月～６月）
平成28年3月
日 月 火 水
1 2
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30

木
3
10
17
24
31

金
4
11
18
25

土
5
12
19
26

4月
日 月 火 水 木 金
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

土
2
9
16
23
30

5月
日 月
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

火
3
10
17
24
31

水
4
11
18
25

木
5
12
19
26

金
6
13
20
27

土
7
14
21
28

6月
日 月 火 水
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

木
2
9
16
23
30

金
3
10
17
24

土
4
11
18
25

…開所日（８時３０分～１７時(図書等の貸し出しは１６時３０分まで)）

地域福祉情報バンク通信
発行月のお知らせ
３月・６月・９月・１２月の
発行です
次号は６月１日
発行予定です
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みなさまからのご意見・ご感想などを、
ぜひお寄せください。今後の紙面に活
かしたいと思っております。
お待ちしています！
Email：jyoho＠csw－kawasaki.or.jp
電話：044-739-8720
FAX：044-739-8739

春の訪れを感じる季節になり、
新緑やたくさんの花の彩りが、新
たな出発を応援してくれているか
のように感じます。地域福祉情報
バンクでは、新年度も皆様の期待
に応えていけるように取り組んで
いきたいと思います。《さ》
イラスト：わんぱぐ・いらすとや

