
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-9-12 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-9-20 111 2019

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

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

夜間もやってる保育園

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です。

（開室時間は、月曜日～木曜日・土曜日は9:30～1７:00、金曜日は9：30～19：00です。

休室日は、日曜日・祝日（土曜日を除く）・年末年始です。）

2022年11月現在

◆『子ども・若者ケアラーの声からはじまる

ヤングケアラー支援の課題』
斎藤 真緒 濱島 淑恵 他著 / クリエイツかもがわ

/ 2022年

◆『子どもアドボカシーと当事者参画のモヤモヤと

これから 子どもの「声」を大切にする社会って

どんなこと?』
栄留 里美 他著 / 明石書店 / 2021年

「ケア」を個人の人生の問題にしてはいけない。事例検討

会で明らかになった子ども・若者ケアラーによる生きた経

験の多様性。その価値と知られざる困難とは。ケアラーが

生きやすい社会への転換の方向性を当事者の声から考察。

深刻化する児童虐待を受けて、子どもの権利保障の重要性

が指摘されるが、どうすればそのような社会が実現するか

未だ見通せない。本書はアドボケイト、当事者参画という

視点を軸に、子どもの「声」の回復と支援に求められる

エッセンスを平易な言葉で伝える。

（A40-311）

（A40-308）
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邦画・洋画（児童）

番号 分 発行年

D-13-1-49 そして父になる 125 2014

D-13-1-55 きみはいい子 121 2016

D-13-1-67 93 2018

D-13-2-41 少年と自転車 87 2012

D-13-2-48 165 2015

D-13-2-52 103 2016

D-13-2-61 113 2018

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

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

298
教師・親のための子ども相談機関利用ガイド
もうひとりで悩まないで!　4訂版

小林　正幸　他 ぎょうせい 2020

299
キーワードでわかる児童虐待防止法ガイドブック
令和2年4月改正版

中央法規出版編
集部

中央法規出版 2020

300
子育てベスト100「最先端の新常識×子どもに一番大事なこ
と」が1冊で全部丸わかり

加藤　紀子 ダイヤモンド社 2020

301 子どもを守る仕事　（ちくまプリマー新書） 佐藤　優　他 筑摩書房 2020

302 子ども支援とSDGs　現場からの実証分析と提言 五石　敬路 明石書店 2020

303
「ほんとのこと」は、親にはいえない
子どもの言葉を生み出す対話

木村　泰子 家の光協会 2021

304 子どもたちがつくる町　大阪・西成の子育て支援 村上　靖彦 世界思想社 2021

306 児童養護施設で暮らすということ　子どもたちと紡ぐ物語 楢原　真也 日本評論社 2021

308
子どもアドボカシーと当事者参画のモヤモヤとこれから
子どもの「声」を大切にする社会ってどんなこと?

栄留　里美　他 明石書店 2021

ヤングケアラー（分類：A40）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

307 ヤングケアラー　介護を担う子ども・若者の現実 澁谷　智子 中央公論新社 2018

309
ヤングケアラーわたしの語り
子どもや若者が経験した家族のケア・介護

澁谷　智子 生活書院 2020

310 子ども介護者　ヤングケアラーの現実と社会の壁 濱島　淑惠 KADOKAWA 2021

311
子ども・若者ケアラーの声からはじまる　ヤングケアラー支
援の課題

斎藤　真緒　他
クリエイツかも
がわ

2022

313
「障害」ある人の「きょうだい」としての私
(岩波ブックレット)

藤木  和子 岩波書店 2022

単身家庭福祉（分類：A41）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

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

26 ステップファミリー　子どもから見た離婚・再婚 　(角川新書) 野沢　慎司　他 KADOKAWA 2021

ぼくらの家路

ワンダー 君は太陽

タイトル

こどもしょくどう

6才のボクが、大人になるまで。
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保育（分類：A42）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

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

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

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

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

45 里親家庭で生活するあなたへ　里子と実子のためのQ&A 山本　真知子 岩崎学術出版社 2020

46 産めないけれど育てたい。　不妊からの特別養子縁組へ 池田　麻里奈　他 KADOKAWA 2020

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

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　(ポプラ新書)
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

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

224
子ども虐待とトラウマケア
再トラウマ化を防ぐトラウマインフォームドケア

亀岡　智美 金剛出版 2020

225 すぐ役に立つ!児童相談所のしごとQ&A 児童虐待問題研究会 ぎょうせい 2020

226 非行・犯罪からの立ち直り　保護観察における支援の実際 長尾　和哉 金剛出版 2021

227
虐待を受けた子どものアセスメントとケア
心理・福祉領域からの支援と協働

鵜飼　奈津子　他 誠信書房 2021

228
どうしても頑張れない人たち　ケーキの切れない非行少年た
ち 2　(新潮新書)

宮口　幸治 新潮社 2021

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

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

50
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。 続

全国不登校新聞社 ポプラ社 2020

51
不登校・ひきこもり・発達障害・LGBTQ+ 生きづらさの生き方ガ
イド　本人・家族の本音と困りごと別相談先が分かる本

大橋　史信　他 日本法令 2021

52
学校、行かなきゃいけないの?　これからの不登校ガイド
(14歳の世渡り術)

雨宮　処凛 河出書房新社 2021

53
生きづらさの生き方ガイド　不登校・ひきこもり・発達障害・
LGBTQ+　本人・家族の本音と困りごと別相談先が分かる本

大橋　史信　他 日本法令 2021

54
ひきこもり"心の距離"を縮めるコミュニケーションの方法
親も子も楽になる

山根　俊恵 中央法規出版 2021

56
「ひきこもり当事者」の社会学　当事者研究×生きづらさ×
当事者活動

伊藤　康貴 晃洋書房 2022

その他関連図書

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

A274-149～ リエゾン　こどものこころ診療所
ヨンチャン
竹村　優作

講談社 2021

A2866-50
親の支配脱出マニュアル　心を傷つける家族から自由になる
ための本　(こころライブラリー)

藤木　美奈子 講談社 2021

367-161 DV・性暴力被害者を支えるためのはじめてのSNS相談
社会的包摂サポー
トセンター　他

明石書店 2021

367-164 失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック
日本新聞労働組合
連合

小学館 2022

492.918-
166

こどもホスピスの奇跡　短い人生の「最期」をつくる 石井  光太 新潮社 2020

雑誌

所蔵年

1982年～

2017年～

2017年～

福祉のひろば

こころの科学

雑誌名

実践みんなの特別支援教育

出版社

総合社会福祉研究所

学研プラス

日本評論社

4 ページ


