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          愛知学院大学図書館情報センター 2009.4.30（A） 

 

 

近年にわかに取りざたされる「年金問題」。選挙の争点としても取り扱われるほど国民の関

心度も高く、時代と共に取り扱われる年金問題もさまざまです。 

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。 

年金／国民年金／基礎年金／国民皆年金／老齢年金／公的年金／私的年金／社会保険庁／

社保庁／厚生労働省／年金記録／年金未納／年金改革／年金手帳／社会保障／賦課方式／

積立方式／厚生年金／共済年金／企業年金／国民年金法／日本年金機構／少子高齢化 

用語を調べよう 

そもそも、「年金」や「年金問題」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） 請求記号 配置場所 

『日本大百科全書』小学館，1984-1994 

 
031/014 

 

開架参考 本館 2

Ｆ 

『現代用語の基礎知識』自由国民社，2002- 

 

031/07/0465 ほか 開架年鑑・白書 

本館 2Ｆ 

『イミダス：情報・知識』集英社，1998- 

 

031/06/0394 ほか 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。 

※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 配置場所(最新号) 

『年金白書 : 成熟年金への道』和田静夫著. 

福祉総合研究所 1992 

36/235 本館書庫 

『企業年金白書』第一生命保険相互会社 

1993-2002 

36/276 開架年鑑・白書 

本館 2階 

『社会保障年鑑』東洋経済新報社 1951－（継

続中） 

36/54 

 

開架年鑑・白書 

本館 2階 

『社会保障統計年報』社会保障法規研究会 

1969-（継続中） 

36/51 開架年鑑・白書 

本館 2階 

『年金問題文献総覧』日外アソシエーツ株式

会社編集 2008 

364.603/N 

71/1997-2007 

[CAN]中部大学 

『年金時代』社会保険研究所 2000-（継続中） Z/360/N64 [CAN] 南 山 大 学 

名古屋 

 << 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 

年金問題について調べてみよう 

http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2hws1.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2hws1.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2hhaku.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2hhaku.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2hhaku.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2hhaku.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=AGU&RTN=syousai&MGWCTO=300&BN=ZW94008690&Rid=611791595864/1746596
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=AGU&RTN=syousai&MGWCTO=300&BN=ZW94004861&Rid=611791595866/1746598
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2hhaku.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2hhaku.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=AGU&RTN=syousai&MGWCTO=300&BN=ZW94002983&Rid=611791595869/1746601
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2hhaku.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2hhaku.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=AGU&RTN=syousai&MGWCTO=300&BN=ZW94004334&Rid=611791595871/1746603
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2hhaku.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2hhaku.html
http://www.bliss.chubu.ac.jp/
http://www.nanzan-u.ac.jp/TOSHOKAN/
http://www.nanzan-u.ac.jp/TOSHOKAN/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.bliss.chubu.ac.jp/ilisone/
http://www.bliss.chubu.ac.jp/ilisone/
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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＞  本学：日本十進分類法（７版）による分類番号 

364 社会保障, 社会保険 

364.6 年金保険 

367.9 老人 

○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 配置場所 

『年金不安の時代に必要な知識と手間』／磯村元

史著. 岩波書店, 2007 
364.6/0111 開架学生   

新館 2Ｆ【棚番号】

236 

『年金の誤解』無責任な年金批判を斬る／堀勝洋

著. 東洋経済新報社, 2005 
364.6/0109 開架学生   

新館 2Ｆ【棚番号】

236  

『年金制度の危機』／村上清著．東洋経済新報社， 

1997 
364.6/092 開架学生   

新館 2Ｆ【棚番号】

236  

『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 

367.9/0121 本館書庫 

『年金問題の正しい考え方』福祉国家は持続可能

か／盛山和夫著. 中央公論新社, 2007 
081K/2358/v.19

01/A 

[CAN] 南 山 大 学 

名古屋 

『休むために働くドイツ人、働くために休む日本

人』／福田直子著．PHP研究所, 2004 

366K/809 [CAN] 南 山 大 学 

名古屋 

『数学で考える』／小島寛之著．青土社, 2007 410/Ko 39 [CAN]中部大学 

『高齢者の生活保障と年金問題』／庭田範秋編. 

成文堂, 1985 
364.6/N 89 [CAN]中部大学 

 << 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 

 

 

 

 

http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=AGU&RTN=syousai&MGWCTO=300&BN=AJ94364618&Rid=611791595874/1746606
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2s1.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2s1.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2s1.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=AGU&RTN=syousai&MGWCTO=300&BN=AJ94326735&Rid=611791595876/1746608
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2s1.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2s1.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2s1.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=AGU&RTN=syousai&MGWCTO=300&BN=AJ94210155&Rid=611791595877/1746609
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2s1.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2s1.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/map/m2s1.html
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=AGU&RTN=syousai&MGWCTO=300&BN=AJ94363387&Rid=611791595878/1746611
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=AGU&RTN=syousai&MGWCTO=300&BN=AJ94363387&Rid=611791595878/1746611
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=AGU&RTN=syousai&MGWCTO=300&BN=AJ94363387&Rid=611791595878/1746611
http://www.nanzan-u.ac.jp/TOSHOKAN/
http://www.nanzan-u.ac.jp/TOSHOKAN/
http://www.nanzan-u.ac.jp/TOSHOKAN/
http://www.nanzan-u.ac.jp/TOSHOKAN/
http://www.bliss.chubu.ac.jp/
http://www.bliss.chubu.ac.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.bliss.chubu.ac.jp/ilisone/


  3/4 

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 

「KEY WORD 年金問題」／宮島洋著. 『法学教室』 [ISSN: 0389-2220] (有斐閣) 328号 2008.1  

p2～3 

 

●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 

『年金と経済』年金総合研究センター 2001-（継

続中） 

36/340 本館書庫  
（最新号は産業研究所） 

『労政時報. 別冊. 退職金・年金事情』労務行政

研究所 1985-（継続中） 

36/B4 本館書庫 

『季刊社会保障研究』国立社会保障・人口問題研

究所 1965-（継続中） 
36/261 本館雑誌室 

『週刊社会保障』社会保険法規研究会 1995-（継

続中） 
36/258 本館雑誌室 

『賃金と社会保障』労働旬報社 1994-（継続中） 36/259 本館雑誌室 

 

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） 

 

 

http://opac.ndl.go.jp/
http://www.lib.agu.ac.jp/ejournal/magazinepluslink.htm
http://ci.nii.ac.jp/
http://scholar.google.co.jp/
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=AGU&RTN=syousai&MGWCTO=300&BN=ZW94007817&Rid=611791595879/1746612
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=AGU&RTN=syousai&MGWCTO=300&BN=ZW94005090&Rid=611791595882/1746616
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=AGU&RTN=syousai&MGWCTO=300&BN=ZW94000407&Rid=611791595884/1746618
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=AGU&RTN=syousai&MGWCTO=300&BN=ZW94000965&Rid=611791595886/1746620
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=AGU&RTN=syousai&MGWCTO=300&BN=ZW94000321&Rid=611791595887/1746621
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/riyou/centermap.html
http://www.asahi.com/
http://mainichi.jp/
http://www.yomiuri.co.jp/
http://www.chunichi.co.jp/
http://sankei.jp.msn.com/
http://www.nikkei.co.jp/
http://www.shizushin.com/shin_top.html
http://www.nishinippon.co.jp/
http://www.chugoku-np.co.jp/
http://www.shikoku-np.co.jp/
http://www.hokkoku.co.jp/
http://www.pressnet.or.jp/link/00_list.htm


  4/4 

●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 新聞 収録期間 

朝日新聞記事データベース（ＤＮＡ） 朝日新聞 1945年～当日朝刊 

中日新聞・東京新聞記事データベース 中日新聞・東京新聞 1987.4～当日朝刊 

日経テレコン 21 日本経済新聞 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 

「回答の９割「問題なし」 記憶頼りに限界 ねんきん特別便」 朝日新聞 2008 年 1 月

18日（夕刊）２総合 

 

Web サイト 

●関連サイトの紹介 

○ 「社会保険庁」  http://www.sia.go.jp/index.htm 

○ 「社会保険庁／社会保険統計情報」 http://www.sia.go.jp/infom/tokei/index.htm 

○ 「首相官邸：年金記録問題」 http://www.kantei.go.jp/jp/nenkinkiroku/ 

○ 「厚生労働省年金局 年金財政 HP」  

http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/index.html 

○「財団法人 日本国民年金協会」 http://www.nenkin.or.jp/ 

○「なんやねん? 年金?」 http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/ 

○「公的年金と個人年金のわかりやすい解説」 http://shakaihokenkaisetsu.com/ 

 

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。 

http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/ejournal/kikuzo.html
http://www.cnc.ne.jp/ip/
http://edu21.nikkeimm.co.jp/
http://www.sia.go.jp/index.htm
http://www.sia.go.jp/infom/tokei/index.htm
http://www.kantei.go.jp/jp/nenkinkiroku/
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/index.html
http://www.nenkin.or.jp/
http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/
http://shakaihokenkaisetsu.com/
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/ref/ref1.html

