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湘北短期大学図書館 

 

キーワード 
＊ さまざまなキーワードを使って、幅広い情報を集めましょう＊ 

児童虐待，幼児虐待，小児虐待，チャイルド・アビューズ(child abuse)，子どもの虐待 

身体的虐待，性的虐待，ネグレクト，心理的虐待，精神的虐待，育児放棄，養育放棄 

PTSD (Post Traumatic Stress Disorder，心的外傷後ストレス障害)，子どもの人権 
 

 

１．テーマを理解するために 

 

テーマについての入門的な知識を得るためには、百科事典・専門事典が便利です。 

「児童虐待」について調べるときは、次の事典が便利です。 
 

書  名 所 在 請求記号 

福祉社会事典 

和書コーナー 

369/シ 

子ども虐待問題百科辞典 369.4/ク 

子どもの人権大辞典 369.4/コ 

教育問題情報辞典 370.3/ニ 

問い合わせの多い 

テーマに関連する本

のリストを作りました。 

課題やレポートの参

考にしてください！ 

このリスト以外にも

関連図書はいろい

ろあります。 

検索してみよう！ 
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２．図書を探す 

 

＊ 図書館にある本を探す＊ 
 

（１） テーマの棚に行って探す 

図書館の本は、「日本十進分類法（NDC）」にしたがって分類されています。 

したがって、同じテーマに関する本は近くの棚に並んでいます。 

関連分野の分類番号をおぼえておくと便利です。 
 

★「児童虐待」に関連のある分類番号 

分類番号 主  題 

367.3 家，家庭 

369.4 児童福祉（児童虐待問題を含む） 

379.9 家庭教育（育児を含む） 

 

（２） OPACで検索する 

図書館蔵書検索（OPAC）にキーワードを入力して検索してみましょう。 

図書は、「請求記号」の順に、書架の左から右、上から下へ並んでいます。 

検索したら、「所在」と「請求記号」をメモするようにしましょう。 

以下に検索結果の一例をご紹介します。 

 

 
請求記号 書 名 著 者 出版社 

1 369.4/イ 子ども虐待防止のための家族支援ガイド 井上直美他編著 明石書店 

2 369.4/イ 子どもたちの悲鳴が聞こえる 石田勝之著 中央公論事業出版 

3 369.4/イ 子どもの性虐待 石川瞭子著 誠信書房 

4 369.4/イ ファミリー・バイオレンス 井上眞理子著 晃洋書房 

5 369.4/ウ 児童虐待のポリティクス  上野加代子編著 明石書店 

6 369.4/ウ 児童養護施設の心理臨床 内海新祐著 日本評論社 

7 369.4/オ 子ども虐待対応の手引き 
恩賜財団母子愛育会日本

子ども家庭総合研究所編 
有斐閣 

8 369.4/オ 児童養護施設の子どもたち 大久保真紀著 高文研 

9 369.4/カ いっしょに考える子ども虐待 川崎二三彦, 増沢高編著 明石書店 

10 369.4/カ 虐待から子どもを守る 兼田智彦著 明治図書出版 

11 369.4/カ 市町村児童虐待防止ネットワーク 加藤曜子編著 日本加除出版 
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請求記号 書 名 著 者 出版社 

12 369.4/カ 被虐待児童への支援論を学ぶ人のために 加茂陽編  世界思想社 

13 369.4/カ 福祉現場で役立つ子どもと親の精神科 金井剛著 明石書店 

14 369.4/ク 心身障害 Q&A児童虐待 黒澤礼子著 黎明書房 

15 369.4/ク 誕生日を知らない女の子 黒川祥子著 集英社 

16 369.4/グ ジョディ、傷つけられた子 キャシー・グラス著 中央公論新社 

17 369.4/ケ 虐待を経験した家族が癒される家シダーハウス ボビー・ケンディッグ他著 星和書店 

18 369.4/コ 傷つけられていませんか?  カーリーン・コブ著  大月書店 

19 369.4/サ 親子再生 : 虐待を乗り越えるために 佐伯裕子著 小学館 

20 369.4/サ 子ども虐待への挑戦 坂井聖二他著 誠信書房 

21 369.4/サ 子ども虐待ソーシャルワーク論 才村純著 有斐閣 

22 369.4/サ 特集虐待・発達障害と里親養育 里親と子ども編集委員会編 明石書店 

23 369.4/シ 「愛されたい」を拒絶される子どもたち 椎名篤子著 大和書房 

24 369.4/シ 子ども虐待の理解と対応 庄司順一著 フレーベル館 

25 369.4/シ Q&A児童虐待防止ハンドブック 児童虐待問題研究会編著 ぎょうせい 

26 369.4/ス ルポ虐待 : 大阪二児置き去り死事件 杉山春著 筑摩書房 

27 369.4/ゼ 虐待気づくべきこと、できること 全養サ書籍編集委員会著 農山漁村文化協会 

28 369.4/タ 子ども虐待へのアウトリーチ 高岡昂太著 東京大学出版会 

29 369.4/ト 子ども虐待の予防とネットワーク 徳永雅子著 中央法規出版 

30 369.4/ド 神様からの贈り物里親土井ホームの子どもたち 土井高徳著 福村出版 

31 369.4/ド 子ども虐待対応ハンドブック ハワード・ドゥボヴィッツ他編 明石書店 

32 369.4/ニ 子ども虐待 西澤哲著 講談社 

33 369.4/ニ 子どもの虐待防止・法的実務マニュアル 
日本弁護士連合会子

どもの権利委員会編 
明石書店 

34 369.4/ヤ 親子崩壊 : いつから始まり、どこまで進むのか? 山本健治著 三五館 

35 369.4/リ 虐待された子どもへの治療 ロバート・M.リース編 明石書店 

36 369.4/レ 子どもが虐待で死ぬとき : 虐待死亡事例の分析 ピーター・レイダー他著 明石書店 
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５．参考図書で調べる 

 

参考図書とは？ 
参考図書コーナーは、図書館２階にあります。事典・辞書類、年鑑、白書など、調べる

ための本を参考図書といいます。参考図書には、請求記号に“R”がついています。 

貸出はできませんので、必要に応じてコピーをとるなどして利用してください。 
 

（１） 年鑑・白書・データ集 

テーマに関する１年間の主な出来事や統計・データを調べたいときは、年鑑・白書が

便利です。各分野に関する政府の施策、各省庁の統計調査を調べたいときは、白書

を利用しましょう。 

「児童虐待」に関連のある年鑑・白書には次のものがあります。 

書  名 所 在 請求記号 

子ども・若者白書 

参考図書 

R371.4/セ 

子ども白書 R369.4/コ 

日本子ども資料年鑑 R371.4/ニ 

 

（２） 法令・法規集 

「児童虐待」に関連のある法律を調べるときは、次の法令・法規集が便利です。 

書  名 所 在 請求記号 

社会福祉小六法 

参考図書 

R369.1/ミ 

児童福祉六法 R369.4/ジ 

保育小六法 R376.1/ホ 

児童家庭法令通達集 R373.2/ジ 

 

 

困ったときには・・・ 

 

資料を探していて困ったことがあったときは、ちょっと待って！ 

最後まで諦めないで、図書館職員に相談してください。 

【番外編】 おぼえておこう！ 

課題やレポートに資料を利用するときは、必ず典拠（出典）を明記します。 

 資料を利用するときには、下記の内容をメモする習慣をつけてください。 

 

＊図書＊  著者名，タイトル，出版社，出版年，ページ数 

＊雑誌＊  著者名，論文タイトル，雑誌名，巻号，出版年，ページ数 


