
DVDリスト

児童・保育・里親・児童問題

番号 分 発行年

D-8-31 22 2018

D-9-11 77 2015

D-9-12 90 2015

D-9-13～15 92・73.・72 2017

D-9-16 40 2016

D-9-17 85 2017

D-9-18 88 2018

D-9-19 42 2019

D-13-1-55 きみはいい子 121 2016

D-13-1-67 93 2018

ある認定こども園の挑戦　2　育ちあう保育  子ども・親・保育者

タイトル

世界の果ての通学路

ひきこもりからの回復　第１～３巻

インクルーシブ保育

ある認定こども園の挑戦　1　環境がはぐくむ健やかな子どもの育ち

ソーシャルワーカーの一日　母子生活支援施設少年指導員編

ある認定こども園の挑戦　3　創る・織りなす保育  都市部での保育のこころみ

こんな時どうする？こども達を危険から守るには

こどもしょくどう

DVD・図書紹介

大阪市社会福祉研修・情報センター2階、図書・資料閲覧室では、福祉に関する図書、DVD・ビデオ、雑誌等を

2週間以内に返却可能な方であれば、無料で借りることができます。

資料に関する電話でのお問合せは、06-4392-8233（開室は、月～土（祝除く）の9:30～1７:00です。）

2020年10月現在

◆DVD『こんな時どうする？

こども達を危険から守るには』

ケイ・エッセンス / 42分 / 2019年

◆『インターネット赤ちゃんポストが日本を救う』
阪口 源太 他 著 ／ ベストセラーズ ／ 2019年

ピンチな場面の切り抜け方、普段の行動の中に潜む危険

を小学生の二人と実践・検証したＤＶＤ。児童が被害に

遭わないような環境づくりを目的に活動している防犯団

体“パトロール隊みはるくん”が監修。親子で一緒に学

んでみてはいかがですか？

ＮＰＯとしてインターネット赤ちゃんポストを運営し、

子どもの幸せを第一に考えた養子縁組を支援してきた著

者が、国の制度である特別養子縁組を解説。“これから”

の親子のかたちを文章とマンガのミックスで描く。

（D-9-19）

(A43-44)
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図書リスト

児童福祉（分類：A40）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

287 男の子を追いつめるお母さんの口ぐせ 金盛　浦子 静山社 2009

288 現場報告"子ども食堂"これまで、これから 与野　輝　他 いのちのことば社 2019

289
「学校」を生きる人々のナラティヴ
子どもと教師・スクールカウンセラー・保護者の心のずれ

山本　智子 ミネルヴァ書房 2019

290
大阪ミナミの子どもたち
歓楽街で暮らす親と子を支える夜間教室の日々

金　光敏 彩流社 2019

291 「論理力」を育てれば子どもの学力はぐーんと伸びる 出口　汪 マイナビ 2015

292 大丈夫やで　ばあちゃん助産師のお産と育児のはなし 坂本　フジヱ 産業編集センター 2011

293 日本一めんどくさい幼稚園 原田　小夜子  三五館 2017

295 92歳の現役保育士が伝えたい親子で幸せになる子育て 大川　繁子 実務教育出版 2019

296 こども六法 山崎　聡一郎 弘文堂 2019

297
ソーシャルワーカーのための養護原理
小規模化・家庭的養育をどう捉えるか

北川　清一 ミネルヴァ書房 2020

単身家庭福祉（分類：A41）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

16 子づれシングル ひとり親家族の自立と社会的支援 神原　文子 明石書店 2010

17
母子寮と母子生活支援施設のあいだ
女性と子どもを支援するソーシャルワーク実践

須藤　八千代 明石書店 2010

18
シングルマザーを生き抜く15のノウハウ
離婚・貧困の連鎖を乗り越えて

ふじ　えりこ 合同出版 2012

19
ひとり親でも子どもは健全に育ちます
シングルのための幸せ子育てアドバイス

佐々木　正美 小学館 2012

20
ひとり親の子育て 離婚、死別、「実質シングル」。
ひとりで子育てするすべての人へ。

諸富　祥彦 WAVE出版 2015

21
シングルマザー生活便利帳
ひとり親家庭サポートBOOK：2018→2019  6訂版

新川　てるえ　他
太郎次郎社
エディタス

2017

22
ステップファミリーのきほんをまなぶ
離婚・再婚と子どもたち

緒倉　珠巳　他 金剛出版 2018

保育（分類：A42）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

194 新保育士養成講座 第3巻 児童家庭福祉 改訂2版
新保育士養成講座編
纂委員会

全国社会福祉協議会 2015

195
新保育士養成講座 第4巻
社会福祉 社会福祉と相談援助   改訂2版

新保育士養成講座編
纂委員会

全国社会福祉協議会 2015

196 新保育士養成講座 第5巻 社会的養護 改訂2版
新保育士養成講座編
纂委員会

全国社会福祉協議会 2015

197 新保育士養成講座 第6巻 保育の心理学 改訂2版
新保育士養成講座編
纂委員会

全国社会福祉協議会 2015

198 新保育士養成講座 第8巻 子どもの食と栄養 改訂2版
新保育士養成講座編
纂委員会

全国社会福祉協議会 2015

199
新保育士養成講座 第10巻
家庭支援論 家庭支援と保育相談支援 改訂2版

新保育士養成講座編
纂委員会

全国社会福祉協議会 2015

200 新保育士養成講座 第1巻 保育原理 改訂2版
新保育士養成講座編
纂委員会

全国社会福祉協議会 2015

201 新保育士養成講座 第7巻 子どもの保健 改訂2版
新保育士養成講座編
纂委員会

全国社会福祉協議会 2015

202 新保育士養成講座 第9巻 保育実習 改訂1版
新保育士養成講座編
纂委員会

全国社会福祉協議会 2015
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保育（分類：A42）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

203 幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説を読む ― 全国社会福祉協議会 2015

204 家庭的保育の基本と実践 家庭的保育基礎研修テキスト 家庭的保育研究会 福村出版 2015

205 子どもはみんな問題児。 中川　李枝子 新潮社 2015

206
イラストでわかるはじめてのインクルーシブ保育
保育場面で考える50のアイデア

柴崎　正行　他 合同出版 2016

207 認定こども園がわかる本 中山　昌樹　他 風鳴舎 2015

208
保育救命 保育者のための安心安全ガイド
いざというときあわてないために！

遠藤　登 メイト 2016

209 福祉サービスの第三者評価受け方・活かし方 保育所版 全国社会福祉協議会 全国社会福祉協議会 2016

210
こうすればうまくいく！医療的配慮の必要な子どもの保育
30の病気の対応ポイントがわかる！

西村　実穂　他 中央法規出版 2017

211 保育士等キャリアアップ研修ハンドブック 全国保育士会 全国社会福祉協議会 2017

212
決定版！12か月の自然あそび87 子どもが育つ！
0～5歳のあそび！自然あそびに役立つふろくつき！

高橋　京子 新星出版社 2017

213 子どもが自ら育つ 園庭整備 挑戦も安心も大切にする保育へ 木村　歩美　他 ひとなる書房 2018

214
「民間学童」のつくり方・運営の仕方
子どもも親も喜ぶ施設を安定経営できる!

遠藤　奈央子 日本実業出版社 2019

里親・養子（分類：A43）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

35 70人の子どもの母になって　　お寺ではじめた里親生活 伊東　波津美 法藏館 2009

37 養育里親研修テキスト 改訂版 庄司　順一 全国里親会 2010

38 日本の養子縁組 土生　としえ　他 明石書店 2011

39 里親になる人のためのワークブック 里親養育ネットワーク　他 明石書店 2011

41
子どもの養子縁組ガイドブック
特別養子縁組・普通養子縁組の法律と手続き

岩崎　美枝子 明石書店 2013

42
産まなくても、育てられます
不妊治療を超えて、特別養子縁組へ

後藤　絵里 講談社 2016

43 ふたりママの家で パトリシア・ポラッコ サウザンブックス社 2018

44 インターネット赤ちゃんポストが日本を救う 阪口　源太 ベストセラーズ 2019

少子化・子育て支援（分類：A45）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

23 安全・安心の環境づくり 地域で守る・自分で守る 小宮　信夫　他 ぎょうせい 2008

25 救児の人々 医療にどこまで求めますか 熊田　梨恵 ロハスメディア 2010

26 家庭訪問型子育て支援「ホームスタート」実践ガイド
ホームスタート・
ジャパン他

明石書店 2011

29 こうのとり追って 晩産化時代の妊娠・出産 毎日新聞取材班 毎日新聞取材班 2013

30 子ども・子育て支援新制度 利用者支援事業の手引き 橋本　真紀　他 第一法規 2015

31 超少子化 異次元の処方箋
NHKスペシャル
「私たちのこれか
ら」取材班

ポプラ社 2016

32
世界一子どもを育てやすい国にしよう  ひと世代で世の中は
変わる。子どもの問題は必ず解決できる。

出口　治明　他 ウェッジ 2016

33 子育て支援員研修テキスト 教育支援人材認証協会 中央法規出版 2017
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児童虐待・非行（分類：A47）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

214 児童虐待から考える 社会は家族に何を強いてきたか 杉山　春 朝日新聞出版 2017

215
保育現場の子ども虐待対応マニュアル
予防から発見・通告・支援のシステムづくり

倉石　哲也 中央法規出版 2018

216
いじめで死なせない
子どもの命を救う大人の気づきと言葉

岸田　雪子 新潮社 2018

217
ネグレクトされた子どもへの支援
理解と対応のハンドブック

安部　計彦　他 明石書店 2016

218 暴力って、なに?　　(こども哲学)
オスカー  ブルニ
フィエ 他

朝日出版社 2019

219 虐待死 　なぜ起きるのか、どう防ぐか 川崎　二三彦 岩波書店 2019

220
いじめ・虐待・貧困から子どもたちを守るためのQ&A100
スクールソーシャルワーカーの実践から

岩田　美香　他 生活書院 2019

221
「愛されたい」を拒絶される子どもたち
虐待ケアへの挑戦

椎名　篤子 集英社 2019

222 ケーキの切れない非行少年たち 宮口　幸治 新潮社 2019

223 ジソウのお仕事　50の物語で考える子ども虐待と児童相談所 青山　さくら フェミックス 2020

ひきこもり・ニート（分類：A471）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

41
ひきこもり500人のドアを開けた！
精神科医・水野昭夫の「往診家族療法」37年の記録

宮　淑子 KADOKAWA 2014

42 学校へ行けない僕と9人の先生 棚園　正一 双葉社 2015

43 子ども・若者支援地域協議会のミッションと展望 竹中　哲夫 かもがわ出版 2016

44 何度でもやりなおせる   ひきこもり支援の実践と研究の今 漆葉　成彦　他 クリエイツかもがわ 2017

45
学校に行きたくない君へ
大先輩たちが語る生き方のヒント。

全国不登校新聞社 ポプラ社 2018

46 ひきこもりでいいみたい ― 私と彼らのものがたり 芦沢　茂喜 生活書院 2018

47
親から始まるひきこもり回復
心理学が導く奇跡を起こす5つのプロセス

桝田　智彦 ハート出版 2019

49 ひきこもりのライフプラン 　「親亡き後」をどうするか 斎藤　環　他 岩波書店 2020

その他関連図書

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

 370-50
「みんなの学校」が教えてくれたこと
学び合いと育ち合いを見届けた3290日

木村　泰子 小学館 2015

 370-51 大学選びより100倍大切なこと 筒井　美紀
ジャパンマシニ
スト社

2014

 370-53 これからの日本、これからの教育 前川　喜平　他 筑摩書房 2017

 490-188 マンガ はじめての出生前診断 中西　恵理子　他 かもがわ出版 2015

 490-189
AIDで生まれるということ
精子提供で生まれた子どもたちの声

非配偶者間人工授精
で生まれた人の自助
グループ

萬書房 2015

雑誌

出版社

明石書店

タイトル

子どもと福祉

発行年

2017年7月～年一回・所蔵
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