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パスファインダー☆☆ 高校生のための
作成：千葉県立西部図書館2009.8.25

薬物依存について調べる
（平成２１年８月２５日現在）－すぐに使える情報収集の道しるべ－

芸能人等がおこした薬物事件の報道が世間を騒がせています。心もからだもボロボロにする薬物依存

について、資料の探し方をご案内します。

１ テーマについて調べる

【 キーワード 】

「薬物依存」「薬物乱用」「麻薬中毒」「ドラッグ」「覚せい剤」「大麻」「有機溶剤」「向精神薬」 など

入門的な情報源。テーマの大まかな理解ができます。【 参考図書でキーワードを調べる 】

書名 所蔵館 請求記号

『知恵蔵 朝日現代用語 ２００７』／朝日新聞社／2007.1 西部 031/ 2/07

『現代用語の基礎知識 ２００９』 ／ 自由国民社 ／2009.1 西部 031/ 3/09

『イミダス ２００７』／ 集英社 ／ 2007.1 西部 031/ 5/07

『総合百科事典ポプラディア』／ ポプラ社 ／2002 西部 031/ 12

『世界大百科事典』 改訂新版 ／ 平凡社 ／ 2007 西部 031/ 15

『日本大百科全書』 ２版 ／ 小学館 ／ 1995 西部 0310/ 41

２ インターネットで調べるには

（１）薬物乱用防止センター 「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ

HP http://www.dapc.or.jp/

（２）厚生労働省 薬物乱用防止に関する情報ページ

HP http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/l

（３）警察庁 日本の薬物情勢 ～薬物乱用のない社会を～

HP http://www.npa.go.jp/safetylife/drug2002/index.htm

（４）文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課 健康な生活を送るために（高校生用）

HP http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08111805.htm

（５）日本学校保健会 薬物乱用防止教育

HP http://www.hokenkai.or.jp/3/3-1/3-1.html

（６）千葉県警察 薬物乱用防止教室

HP http://www.police.pref.chiba.jp/safe_life/overuse_drugs/

（７）NPO法人 全国薬物依存症者家族連合会

HP http://www.yakkaren.com/

赤城高原ホスピタル 薬物乱用（８）

HP http://www2.wind.ne.jp/Akagi-kohgen-HP/DR.htm
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３ 関連資料を調べる

テーマの大まかな内容がわかったら、本や雑誌、新聞記事を調べると、より詳しい情報を得ることができ

ます。

【 】図書

千葉県立図書館HP http://www.library.pref.chiba.lg.jp/ →「図書・雑誌・視聴覚資料の検索」でタイト

ルやキーワードを入れて検索してください。資料一覧が画面に現れます。画面上の個別のタイトルをクリッ

クすると、資料詳細をご覧になれます。

（一例を紹介します。 ）テーマ関連図書 ↓

書名 所蔵館 請求記号

『麻薬脱出 ２５０万依存者の生と死の闘い』 軍司 貞則／著 西部 36881/ 1

小学館 2001.3

『薬物乱用 いま、何を、どう伝えるか』 水谷 修／著 大修館書店 西部 36881/ 2

2001.5

36881/ 4『青春期の薬物乱用』 斎藤 学／編著 開隆堂出版 2003.1 西部

『薬物依存症ハンドブック』 福井 進／編 小沼 杏坪／編 西部 4931/189

金剛出版 1996.6 東部 49315/ 5

『薬物依存の理解と援助 「故意に自分の健康を害する」症候群』 西部 49315/30

松本 俊彦／著 金剛出版 2005.10

『薬物依存からの脱出 治療共同体デイトップは挑戦する』 ウィリアム 西部 49315/46

・Ｂ．オブライアン／著 エリス・ヘニカン／著 日本評論社 2008.4

『犬と麻薬のはなし 麻薬探知犬の活躍』 さろん・かすたむす／編 西部 49812/100

［さろん・かすたむす］ 2005.9 中央 49812/ 58

『体も心もぼろぼろにする恐ろしい薬物乱用』 少年写真新聞社 1999.3 中央 J493 /ｶﾗ

東部 49315/ 31

『ドラッグの社会学 向精神物質をめぐる作法と社会秩序』 東部 3688 / 5

佐藤 哲彦／著 世界思想社 2008.10

『麻薬とは何か 「禁断の果実」五千年史』 東部 36883 / 10

佐藤 哲彦／著 清野 栄一／著 新潮社 2009.5

『よくわかる覚せい剤問題一問一答 子どもたちを覚せい剤から守るた 東部 36885 / 1

めに』 合同出版 1998.9

『リブドラッグフリー 麻薬・覚せい剤・シンナーから子どもを守る本』 東部 37497/ 9

石川 哲也／［著］ 勝野 真吾／［著］ 学研 2000.3

『薬物乱用と人のからだ イラストで見るドラッグの害』 Gesina L.. 東部 49315/ 35

Ｌongenecker／著 Nelson W. Hee／イラスト アーニ出版 1999.9

49315/68『薬物依存Ｑ＆Ａ アルコール、タバコ、覚せい剤、麻薬』 前田 均／ 東部

編著 切池 信夫／編著 ミネルヴァ書房 2006.6

『乱用薬物の化学』 井上 堯子／著 東京化学同人 2003.2 東部 49915/ 3

『合成ドラッグ』 ミシェル・オートフイユ／著 ダン・ヴェレア／著 東部 49915/ 5

白水社 2004.9
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【雑誌】

千葉県立図書館HP http://www.library.pref.chiba.lg.jp/ →「図書・雑誌・視聴覚資料の検索」の対象資

料の雑誌のみに を付け、タイトルやキーワードを入れて検索すると、そのテーマについて特集されているレ

雑誌が分かります。

国立国会図書館雑誌記事索引検索や、西部図書館で導入しているデータベースＭＡＧＺＩＮＥＰＬＵＳで

検索すると、関連する雑誌記事が調べられます。

読みたい記事があったら、その記事が載っている雑誌名と発行年月日、号数等をメモします。次にその

雑誌の号を所蔵している図書館を千葉県立図書館HP→「新聞・雑誌総合目録検索」で調べます。県内の

図書館にない場合は、ご相談ください。

（県立図書館の雑誌は個人貸出しはできませんが、ご相談によっては学校図書館への貸出が可能です。）

（一例を紹介します。 ）テーマ関連特集雑誌 ↓

特集名 所蔵館 掲載雑誌

薬物乱用・依存 西部 こころの科学 Ｎｏ．１１１

青少年の薬物乱用防止 西部 青少年問題 平成２１年７月号

思春期の薬物乱用予防 西部 公衆衛生 ２００２年２月号

薬物乱用が奪うもの 西部 フォト ２．１５ 平成９年

薬物犯罪の現状を探る 西部 季刊現代警察 １２４号

薬物乱用と薬物依存 中央 保健の科学 １９９４年１月号

青少年と麻薬 中央 Ｔｈｅ Ｌｉｏｎ ｉｎ Ｊａｐａｎ １９９９年５月号

薬物乱用対策 中央 月刊世論調査 平成１８年８月号

【 】新聞記事

薬物関連の個別の事件などについては、新聞で調べるのが便利です。聞蔵Ⅱや日経テレコムなどのデ

ータベースで新聞記事を調べ、掲載紙名、掲載日時等がわかったら、新聞の縮刷版やマイクロフィルム等

で記事を読むことができます。

図書の内容や新聞・雑誌記事について調べることができます。興味のある本や記事がみ【データベース】

つかったら、次に県立図書館のホームページ等で、本や掲載新聞・掲載雑誌が所蔵されているかどうかを

調べます。

データベース 内容

国立国会図書館雑誌記事索引検索 国立国会図書館が収集した雑誌のうち、学術誌

HPhttp://opac.ndl.go.jp/index.html や利用頻度の高い雑誌から記事を採録しています。

ＮＩＣＨＩＧＡＩ/WEBサービス

ＭＡＧＺＩＮＥＰＬＵＳ 国内最大の雑誌記事情報、学会年報情報

ＢＯＯＫＰＬＵＳ 昭和元年から現在までの図書内容情報

聞蔵Ⅱ ビジュアル for Libraries 朝日新聞、アエラ、週刊朝日（ニュース記事のみ）

日経テレコム 日本経済新聞等

千葉県関係新聞・雑誌記事索引検索 １９８７年７月以降の千葉県関係の記事。

HPhttp://www.library.pref.chiba.lg.jp/ １９９６年４月以降は千葉日報のみ収録。
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４ 国の取組みを調べる

【インターネットで調べる】

首相官邸のホームページ（HP http://www.kantei.go.jp/ の左上の検索窓に「薬物」といれると、「薬物）

乱用対策推進本部」がヒットします。リンクをたどっていくと、薬物乱用対策ホームページが出てきます。

(HP http://www8.cao.go.jp/souki/drug.htm)「薬物乱用対策推進会議」

薬物乱用対策について、関係する行政機関が連携して総合的な施策を推進することを目的に、内閣府

に設置された会議です（平成２０年１２月に薬物乱用対策推進本部から事業継承）。

平成２０年８月には、薬物乱用の根絶を図るため、「第三次薬物乱用防止五か年戦略」を策定しました。

内容はホームページでも確認できます。

【関連白書で調べる】

白書は、中央省庁が社会の現状や政府の施策について、国民に知らせるためにまとめた刊行物です。

薬物乱用対策の関連省庁の白書を調べると、それぞれの取組みがわかります。

白書は、ホームページでも内容が公開されています。

『青少年白書』 内閣府／編 西部 36761/ 3

HPhttp://www8.cao.go.jp/youth/suisin/hakusho.html 中央 36761/ 6

・「青少年の安全と問題行動」（薬物乱用） 東部 36761/ 5

『警察白書』 警察庁／編 西部 3177 / 1

HPhttp://www.npa.go.jp/hakusyo/index.htm 中央 3177 / 1

・「薬物銃器対策」（薬物情勢・総合的な薬物対策） 東部 3177 / 1

『犯罪白書』 法務省法務総合研究所／編 西部 3263 / 1

HPhttp://www.moj.go.jp/HOUSO/hakusho2.html 中央 3263 / 6

・「薬物犯罪対策」 ・「各種犯罪者の動向と処遇」（薬物犯罪者） 東部 3263 / 3

『文部科学白書』 文部科学省 西部 3731 / 58

HPhttp://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/monbu.htm 中央 3731 / 21

・薬物乱用防止教育等の充実 東部 3731 / 36

『厚生労働白書』 厚生労働省／編 西部 4981 / 262

HPhttp://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/index.html 中央 4981 / 3

・資料編「制度の概要及び基礎統計」（麻薬対策）

【関連する法律を調べる】

法令データ提供システム（HPhttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi）や法規集（「現行日本法規」

ぎょうせい、「現行法規」第一法規出版等）で法律の全文を読むことができます。

（１）麻薬及び向精神薬取締法 （昭和二十八年三月十七日法律第十四号）

（２）覚せい剤取締法 （昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号）

（３）大麻取締法 （昭和二十三年七月十日法律第百二十四号）

（４）あへん法 （昭和二十九年四月二十二日法律第七十一号）

（５）国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び

向精神薬取締法等の特例等に関する法律 （平成三年十月五日法律第九十四号）

（６）毒物及び劇物取締法（昭和二十五年十二月二十八日法律第三百三号）


