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中央文庫 1985年）
1. 『自殺論』 エミール・デュルケム著（原著1897年、

2. 『世界に格差をバラ撒いたグローバリズムを正す』 ジョセフ・E・スティグリッツ著（徳間書店 2006年）
3. 『連帯の新たなる哲学：福祉国家再考』 ピエール・ロザンヴァロン著（勁草書房 2006年）
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4. 『後期近代の眩暈(めまい) : 排除から過剰包摂へ』 ジョック・ヤング著（青土社 2008年）
6. 『修復的司法とは何か：応報から関係修復へ』 ハワード・ゼア著（新泉社 2003年）
7. 『生活保障：排除しない社会へ』 宮本太郎著（岩波新書 2009年）
8. 『コミュニティを問いなおす：つながり・都市・日本社会の未来』 広井良典著（ちくま新書 2009年）
9. 『サードセクター：
「新しい公共」
と
「新しい経済」』 アラン・リピエッツ著（藤原書店 2011年）
10. 『シャルリとは誰か？：人種差別と没落する西欧』 エマニュエル・トッド著（文春新書 2016年）
筆者は法務省での実務体験をもつ。犯罪者が社会経済的弱者であり、

替的な無数の場を許す価値の多元主義と変形力のある包摂的政治を提
唱した。5 は、同質性と集団主義に基づく日本の「安心社会」が崩れ

国の刑事司法の機能不全は社会政策の不備に起因すると訴えた。その

つつある今、展望力のある社会的知性の育成と開かれた「信頼社会」

経験を踏まえ、逸脱の根底にある社会的要因と包摂的な社会構築につ

の構築が必要だとした。6 は、紛争解決の新パラダイムとして修復的司

いて考察している。関連の文献を紹介したい。

法を示し、被害者・加害者・コミュニティのニーズと責務を緒に利害関

1 は、自殺を社会的事実とし、その要因を先行の社会的事実から検

証し、変革期の社会規範の緩みと個人の欲望の肥大からアノミー的自殺

係者が共に解決策を探る過程で、規範が再構築されるとした。7 と8は、
人々の包摂と個人の自立が両立する社会について、公共政策の視点か

が増加したと論じた。2 は、地球規模の経済格差と排除問題の要因は

ら論じた。7 は雇用と社会保障、
8 は都市計画と福祉・社会保障の連

市場原理主義と経済のグローバル化にあるとし、対策として国際的な第

携を切り口とする。9 は、交換と分配による福祉国家が行き詰まった現

三者機関による調整を提案した。3 は、現代では人の不幸は偶発的で
なくなり、特定の境遇に置かれた個人が固定的に排除されるとし、対策

在こそ社会連帯経済が有効だと説き、購買者のニーズの充足、労働者

の社会統合、人々の地域共生が促進されるとした。10 は、昨年の仏の

として個別の条件に対応し得る支援の多元的な拡充を提唱した。4 は、 テロに対する白人の抗議運動を自己欺瞞・排外的だとし、人種の分断と
包摂と排除が同時に行われる過剰包摂型社会の実態を説き、機会と代

排除の克服に異人種間の協働による新たな文明の創造を提唱した。

[Information]
学外資料へのアクセス方法
読 み た い 資 料 が 立 教 大 学 図 書 館 に は な い、オンライン 上で も読 め な いしどうしよう…
そん な 時 に は 、学 外 にある資 料 にアクセスしてみましょう！
いくつ か 方 法 が ありますので、自分 に 合った 方 法で 利 用してみてください。

①

山手線沿線私立大学図書館
コンソーシアム

②

●青山学院・学習院・國學院・東洋・法政・明治・明治学院・立教が加盟
●学生証の提示で入館・閲覧・貸出のサービスが受けられます。
※試験期の利用には制限あり※ウェブサイト↓で確認しましょう。
http://library.rikkyo.ac.jp/service/yamanote/

③

他大学訪問

●山手線コンソ加盟校以外の大学が対象
●本学図書館発行の紹介状を持参して資料を所蔵する他大学・機関に行って
利用します。

④

資料複写依頼

●国内外の資料を所蔵する図書館に依頼して、図書の一部分や雑誌記事掲載論文
のコピーを郵送で取寄せます。
●有料（複写料金と郵送料：目安は 1 論文 1000 円〜）

資料借用

●国内外の資料を所蔵する図書館から取寄せて館内利用します。
※図書館外への貸出は不可。有料（目安は 1 冊 1500 円〜）

②〜④のサービスを受ける時は、図書館カウンター（池袋は B1F カウンター）までお問い合わせください。
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リサーチの 極意

5. 『安心社会から信頼社会へ：日本型システムの行方』 山岸俊男著（中公新書 1999年）

関係性に飢えていることを知った。国際研修では、新興国の検察官が自
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検索には「正しい方法」や「正解」はありません。本チャートでは一例を紹介しました。
トライ＆エラーを繰り返しながらご自身に最適な方法を編み出してください。

START!

テーマを設定しよう

インターネットの情報の落とし穴

テーマの概念が大きすぎると表層的な議論で終わってしまうの
で、自分が論じる範囲を限定し、ひとつの問題を深く掘り下げ
ることが重要です。

図書館で提供している資料は、選書基準に合致し
たより信頼性の高いものです。インターネット検索
は便利ですが、インターネット上の情報は誰でも
発信できるため、信頼性の低い情報もあります。論

す
ばいっ
マジや

課題が
出た

文やレポート作成には、自分の主張を根拠づける
ため、より信頼性のある情報が必要です。情報を
見極め、信頼性のあるものを利用しましょう。
＜情報の評価基準＞※

情報検索を始めよう

●最新性

●著者・作者の確かさ

●内容の正確さ

●誰に向けて書かれたか

●客観性（偏りはないか）

立教大学図書館ホームページ

レポート作成支援
図書コーナー

読む

レ ポートを書くための本、情報を探すための本など
様々な本があります（OPACでは検索できません）。
場所：池袋図書館2階カウンターそば
新座図書館1階入口左側

検索

図書
OPAC

る
手にと

レポート作成ガイド

レポートの基本的な考え方や作成
手順を紹介しています。

READ

雑誌記事・論文
CiNii Articles など

術情報を
様々な媒体で学
い人向け
見つけて読みた

図書・雑誌・データベース・電子ブック・電子
ジャーナルなどを一括で検索できます。

★コンテンツ★
学術的な本の読み方／レポートとは
文献探索法／レポートの書き方
引用・著作権

※詳細は「レポート作成ガイド2016」ｐ.8をご覧ください。

新聞記事

ヒント！

日経テレコン21 など

おおよその全体像を理解するの
に、百科事典や入門書・新書を

その他にも目的や所属
学部別におすすめの
データベースリストを
そろえています！

●ネット上で読めないもの ⇒ 図書館の所蔵を検索
●ネット上で読めるもの ⇒ 読もう！
※ 参考

する
相談

ラーニングアドバイザー

レポート・論文や学習のことで困ったら、立教の大学院
学生がアドバイスします！ 分野問わず、
どんな課題でも

使います。周辺情報もあわせて

相談に乗ってくれます。

簡潔に説明している新聞記事や

時間：12:00〜17:00（平日のみ）
場所：池袋図書館2階カウンター・ブース
新座図書館2階「しおり」

雑誌記事などもおすすめです。

Pennsylvania State University Libraries. "Evaluating Information". https://libraries.psu.edu/services/research-help/evaluating-information, (accessed

2016-05-23）

