名寄市立大学図書館

パスファインダー

「里親」
foster parent

作成日：2012.10.31

更新日：2018.9.15

キーワード
里親制度 社会的養護 家庭的養護 養育里親 養子縁組
専門里親 親族里親 短期里親 ファミリーホーム

✎関連する授業：
「子ども福祉論」
（社会福祉学科）
「子ども家庭福祉」
「社会的養護」「社会的養護内容」（社会保育学科）

〉〉
〉入門的な情報源〈〈
〈
そもそも「里親」とはどういうことなのか、おさえておきましょう。
【図書館で所蔵している図書の一例】※辞書類は特に事情がない限り最新版を見るようにしましょう。
資料情報
請求記号
配架場所
『社会福祉用語辞典 』ミネルヴァ書房
R369.033/Y
2F 指定図書
『イラストでみる社会福祉用語事典』医学評論社
R369.033/F
3F 参考図書
『現代用語の基礎知識』自由国民社
R813.7/G
3F 参考図書
「聞蔵ビジュアルⅡ」の「知恵蔵」も利用できます。（インターネット・学内のみ）
☀里親制度は昭和 23 年に児童福祉法の中に設けられてから、平成 14 年、16 年、２1 年に制度改正が、
ありました。文献を利用する際は発行年を確認しましょう。

〉〉
〉図書を探す〈〈
〈
まずは、学内の関連図書を探しましょう。
■テーマの書架へ行って探す
【関連分野の分類番号】
367.6
児童問題
369.43
児童養護施設・里親制度

369.4

児童福祉

■OPAC で探す
→「書名」に“里親”などとキーワードを入れます。資料種別は「図書」にして検索しましょう。
→配架場所が研究室の場合は、カウンターでご相談ください。
【図書館で所蔵している図書の一例】
資料情報
請求記号
配架場所
『里親を知っていますか？』汐見稔幸 岩波書店(ブックレット) 2001
369.43/S
3F
『里親養育と里親ソーシャルワーク』庄司順一ほか/編 福村出版 2011
369.4/S/1
3F
『家族をつくる 養育里親という生き方』村田和木 中央公論社 2005
Ｂ369.43/M 3F 新書
『これからの児童養護 里親ファミリーホームの実践』里親ファミリーホー 369.43/S
3F
ム全国連絡会/編 生活書院 2007
『里親とは何か 家族する時代の社会学』和泉広恵 勁草書房 2006
369.43/I
3F
『ほんとうにかぞく このいえに養子にきてよかった』のぐちふみこ/絵・文
JE-N
2F
明石書店 2005
本学にはない図書も探してみましょう。
●NDL-OPAC
国立国会図書館の蔵書目録です。国内で刊行されたほとんどの図書が検索できます。
●Webcat-Plus
「連想検索」で図書を検索できます。また、所蔵している図書館も表示されます。
●CiNii Books
「大学図書館の本をさがす」のところから日本の大学図書館の図書を検索でき、所蔵館
が表示されます。
●新書マップ
入手しやすく入門的資料になりやすい新書を、テーマに基づいて探すことができます。
連想検索機能があり、キーワードなどから瞬時に関連図が作成されます。
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〉〉
〉雑誌・雑誌記事を探す〈〈
〈
テーマに関連した研究を進める上で、論文や雑誌記事は欠かせません。出版されるまでの時間が短いので
タイムリーな話題が掲載されています。
■実際の雑誌から関連記事を探す
【図書館で所蔵している雑誌】
資料情報
所蔵年
配架場所
Web 目次
『児童養護』全国児童養護施設協議会/月刊
1997-現在 3F 東側
○2008『里親と子ども』明石書店/年刊 ※図書扱い
2006-現在 3F 請求記号 ○全号
369.43/S
『社会的養護とファミリーホーム』福村出版/年刊
2010-現在 3F 請求記号 ○全号
※図書扱い
369.43/S
『子どもと福祉』明石書店/年刊 ※図書扱い
2008-現在 3F 請求記号 ○全号
369.4/K
→『児童養護』は各号の目次をコピーしてまとめてあります。バックナンバーを探すのに便利です。
→“web 目次”欄は各出版社サイトから目次や特集記事が見られる範囲です。
■雑誌記事や論文を探す
●CiNii 国内の学術雑誌・一般雑誌の論文や記事を検索できます。
→「里親」と入れて検索すると、次のような論文が表示されます。（一例）
里親の養育態度が里子の生活満足度・自立心・いらだちに与える影響
廣瀬あや、岩立志津夫
日本女子大学大学院人間社会研究科紀要 18, 47-61, 2012
CiNii-PDF オープンアクセス
このように、CiNii-PDF オープンアクセス 機関リポジトリ J-STAGE というマークがついて
いれば、全文を読むことができます。
（有料のため見られないという例外もあります）
＊何もマークがない場合～論文詳細画面の Ci CiNii Books のアイコンをクリックすると所蔵館
が表示され、本学にその雑誌がある場合は「名寄市立大学図書館」が一番上にきます。その際、
所蔵範囲を確認しましょう。

〉〉〉新聞記事を探す〈〈〈
最新のニュースや動向などは、新聞が重要です。読むことができる一般紙・専門紙は次のとおりです。
●原紙
資料情報
種類
所蔵範囲
朝日新聞
一般紙
過去 3 ヶ月程度
毎日新聞
一般紙
過去 3 ヶ月程度
北海道新聞
一般紙（ブロック紙）
過去 1 年程度
読売新聞
一般紙
過去 1 年程度
産経新聞
一般紙
過去 3 ヶ月程度
福祉新聞
専門紙
2005.4-現在
＊朝日新聞については、縮刷版の所蔵もあります。
（1948,1-2011.3～書庫）
●クリッピング版
特定のテーマに関連した新聞記事を集めた雑誌があります。
「里親」については次のものが役立ちます。
資料情報
所蔵範囲
配架場所
『切抜き速報 保育と幼児教育版』ニホンミック/月刊
2004-現在
3F 東側雑誌
●新聞データベース
「聞蔵ビジュアルⅡ」
（学内のみ）～キーワード・日付などから検索できます。
→「里親」と入れて検索すると、次のような記事が見つかります。（一例）
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（りぽーと FUKUOKA）里親増加、官民後押し 福岡市、伸び率全国１位/福岡市
2012 年 9 月 8 日 朝刊 福岡・1 地方 31 ページ

〉〉
〉専門的な情報源・統計〈
〈〈
更に深くテーマを掘り下げるには、統計資料・法令集などの情報源が役立ちます。
【図書館で所蔵している資料の一例】
資料情報
『日本子ども資料年鑑』日本子ども家庭総合研究所 毎年発行
→「子どもと家族の福祉」の章に里親等の統計資料が載っています。
『児童福祉六法』中央法規 毎年発行 →「里親委託ガイドライン」
「里
親が行う養育に関する最低基準」等が掲載されています。
＊厚生労働省のホームページでも閲覧できます。
『児童福祉法案成立資料集成』児童福祉法研究会 ドメス出版 1980
→児童福祉法成立当時の国会審議議事録や昭和 23 年の通知「里親等家庭
養育の運営に関して」などの資料が載っています。
『児童福祉文献ライブラリーシリーズ 児童養護』日本図書センター
2008 →6,11,19,20 巻に里親に関する研究文献等が載っています。

請求記号
R367.6/N

配架場所
3F 参考図書

R369.4/J

3F 参考図書

369.4/J/上
369.4/J/下

3F

369.4/J

3F

〉〉
〉視聴覚資料〈〈
〈
DVD などの資料も参考になります。次のものは館外貸出・ゼミ等での利用ができます。
資料情報
請求記号
『里親療育の基礎知識 子どもを健やかに療育するために』
D3-030
『乳児院の１日』
（あたたかい見守りの中で 第１巻）
D3-065
『変わり行く乳児院』
（あたたかい見守りの中で 第 2 巻）
D3-066

時間
30 分
25 分
26 分

〉〉
〉Web サイト〈
〈〈
関連サイトには次のようなものがあります。
●公益財団法人全国里親会
http://www.zensato.or.jp/
→里親会の全国組織です。里親についての解説、各都道府県の里親会案内、「里親だより」などが
公開されています。
●厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/
→里親制度の概要、里親数等の推移、児童養護施設入所児童等調査結果の概要などが公開されています。
（ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て > 子ども・子育て支援 > 社会的養護 ）
また、
「里親委託ガイドライン」等の全文を読むことができます。
●養子と里親を考える会
https://sites.google.com/site/kangaerukaisince1982/
→社会的養護を必要とする子どもの幸せを考え、養子・里親・その他家庭福祉を研究する会です。
会誌『新しい家族』を発行しています。
（目次公開）
●

日本ファミリーホーム協議会 https://www.japan-familyhome.org/
→ファミリーホーム制度の普及・充実を目的として組織された会で、情報提供や相互交流の場となって
います。

図書館にない資料を入手するには
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■直接利用
所蔵している図書館を調べ（CiNii Books など）直接出向いて閲覧することができます。
★北海道地区大学図書館相互利用サービス…学生証を提示し、利用登録手続きをすると、閲覧や
館外貸出が可能です。（道内 39 大学 47 館）
★その他の大学図書館…おおむね、学生証の提示で閲覧が可能ですが、各大学図書館のホームページ
で確認してから訪問しましょう。
＊「紹介状」が必要な場合は発行しますので、カウンターで申し込んでください。
★国立国会図書館…満 18 歳以上であれば誰でも利用できます。
★北海道立図書館…北海道内に居住している方・帰省先などがある方は誰でも利用できます。
■複写取り寄せ・現物貸借
他大学・国立国会図書館・道立図書館から、資料の複写物・図書現物を取り寄せることができます。
申込用紙に記入の上、申し込んでください。
＊国立国会図書館から借りた場合は、館内閲覧のみです。ご注意ください。

■リクエスト
要望があれば、購入します。リクエストカードに記入して申し込んでください。
＊絶版などの理由で購入できない場合もあります。
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