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離婚と子どものこころ　わが子を守る実例集 ニール・カルター∥著 創元社 146.8カ 2009.10

離婚後に養育費を確実に払わせる法 損をし
ないための離婚の本 慰謝料財産分与もしっかり
と！

飯野たから∥著、梅田幸子
∥監修

自由国民社 324.6イ 2016.1

Ｑ＆Ａ子どもをめぐる離婚事件実務 　弁護士
が知っておくべき基礎知識

相原佳子∥編 青林書院 324.6キ 2015.9

子どもと離婚 合意解決と履行の支援 二宮周平、渡辺惺之∥編 信山社 324.6コ 2016.4

子ども中心の面会交流 　こころの発達臨床・裁
判実務・法学研究・面会支援の領域から考える

梶村太市、長谷川京子∥編
著

日本加除出版 324.6コ 2015.4

離れていても子どもに会いたい　引き離され
た子どもとの面会交流をかなえるために

小嶋勇∥著 生活書院 324.6コ 2011.9

知っておきたい！養育費算定のこと 貧困母
子世帯をなくすために

大阪弁護士会貧困・生活再建問
題対策本部女性と子どもの貧困
部会／編・著

かもがわ出版 324.6シ 2013.12

子どもの幸せを守る円満離婚のカンドコロ
高橋健一∥著 、ふじたきりん
∥マンガ

飛鳥新社 324.6タ 2015.1

払わない親の本音　養育費実態調査 Ｗｉｎｋ∥編 日本加除出版 324.6ハ 2010.4

弁護士に聞きたい！離婚と子どもの問題Ｑ
＆Ａ  第２版

馬場・沢田法律事務所∥編 中央経済社 324.6ベ 2015.1

面会交流と養育費の実務と展望  子どもの
幸せのために

棚村政行∥編著 日本加除出版 324.6メ 2013.5

子どもが主人公の面会交流  離婚後も子ども
の成長を支える父母からの贈り物

山口恵美子∥〔著〕 家庭問題情報センター D 324.6ヤ 2012.3

離別後の親子関係を問い直す 子どもの福祉
と家事実務の架け橋をめざして

小川富之∥ほか編 法律文化社 324.6リ 2016.2

離婚紛争の合意による解決と子の意思の
尊重

二宮周平、渡辺惺之∥編著 日本加除出版 324.6リ 2014.1

離婚と子どもの幸せ　面会交流・養育費を男女
共同参画社会の視点から考える

日本弁護士連合会両性の平
等に関する委員会∥編

明石書店 324.6リ 2011.6

離婚するときの子どものはなし　引渡し、面会
交流、養育費

馬場・沢田法律事務所∥編 中央経済社 324.6リ 2011.5

離別後の子どもの「共同親権」を考える 面
会交流・養育費・共同親権制度についてのアンケー
ト報告

しんぐるまざあず・ふぉーら
む、全国女性シェルターネッ
ト∥編集

しんぐるまざあず・
ふぉーらむ 、全国女
性シェルターネット

D324.6リ 2010.3

家族をこえる子育て 棄児・離婚・ＤＶ・非行…を
救うセーフティネット

渥美雅子∥編著、大塚喜一
∥ほか執筆

工作舎 367カ 2014.2

子どもに会いたい親のためのハンドブック 青木聡∥ほか編著 社会評論社 367.4コ 2013.1

子どものための法律と実務 　裁判・行政・社会
の協働と子どもの未来

安倍嘉人、西岡清一郎∥監
修

日本加除出版 327.4コ 2013.1

子どもと家族の法と臨床 広井亮一、中川利彦∥編 金剛出版 327.4コ 2010.6

手続からみた子の引渡し・面会交流 村上正子∥ほか著 弘文堂 327.4テ 2015.10

いちばん幸せになるために別れる？やりな
おす？ 　「夫婦」につまずいたときに読む本

新川てるえ∥著 青志社 367.3シ 2014.2

離婚後の共同子育て　子どものしあわせのた
めに

エリザベス・セイアー、ジェフリー・
ツィンマーマン∥著、青木聡∥訳 コスモス・ライブラリー 367.3セ 2010.5

子どもと離婚の関係を考える 
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離婚毒　片親疎外という児童虐待
リチャードＡ．ウォーシャック
∥〔著〕、青木聡∥訳

誠信書房 367.4ウ 2012.5

Ｑ＆Ａ親の離婚と子どもの気持ち よりよい家
族関係を築くためのヒント

Ｗｉｎｋ∥ほか編 明石書店 367.4キ 2011.4

りこんのこども 紫原明子∥著 マガジンハウス 367.4シ 2016.8

ママまた離婚するの！？　離婚家庭で育った
子どもの気持ち

新川明日菜∥著 東京シューレ出版 367.4シ 2013.5

ステップファミリー・サポートグループキッズ
リーブスプログラムマニュアル　親の離婚を経
験した子どものために

村本邦子∥監修
ステップファミリー・ア
ソシエーション・オブ・
ジャパン

D367.4ス 2008.3

離婚で壊れる子どもたち　心理臨床家からの
警告

棚瀬一代∥著 光文社 367.4タ 2010.2

わが子に会えない 離婚後に漂流する父親たち 西牟田靖∥著
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

367.4ニ 2017.2

別れてもふたりで育てる 　子どもを犠牲にしな
い離婚と養育の方法

ジョアン・ペドロ‐キャロル∥
著 、丸井妙子∥訳

明石書店 367.4ペ 2015.3

親の離婚と子ども 　子どもを支える工夫を求め
て

宮崎昭夫∥著 海鳥社 367.4ミ 2014.10

離婚後の共同養育と面会交流実践ガイド
子どもの育ちを支えるために

Ｊ．Ａ．ロス、Ｊ．コーコラン∥
著、青木聡、小田切紀子∥
訳

北大路書房 367.4ロ 2013.9

子づれシングルと子どもたち ひとり親家族で
育つ子どもたちの生活実態

神原文子∥著 明石書店 369.4カ 2014.3

日本，韓国，フランスのひとり親家族の不安
定さのリスクと幸せ リスク回避の新しい社会シ
ステム

近藤理恵∥著 学文社 369.4コ 2013.9

子どもと法 棚村政行∥著 日本加除出版 369.4タ 2012.10

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∥著 合同出版 369.4フ 2012.6

母子家庭の子どもと教育　母子家庭の子ども
の教育実態調査とインタビュー報告書

しんぐるまざあず･
ふぉｰらむ

D369.4ボ 2010.3
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パパどこにいるの？　離婚のお話
ベス・ゴフ∥文、スーザン・
パール∥絵

明石書店 Eゴ 2006.9

会えないパパに聞きたいこと
新川てるえ∥文、山本久美
子∥絵

太郎次郎社エディタス Eシ 2009.4

恐竜の離婚　変わっていく家族のために
ローリーン・クラスニー・ブラウン∥
文、マーク・ブラウン∥絵 明石書店 Eブ 2006.9

おうちがふたつ
クレール・マジュレル∥文、カディ・
マクドナルド・デントン∥絵 明石書店 Eマ 2006.9

いまは話したくないの　親が離婚しようとする
とき

ジニー・フランツ・ランソン∥作、
キャサリン・クンツ・フィニー∥絵 大月書店 Eラ 2007.11

ココ、きみのせいじゃない　はなれてくらすこと
になるママとパパと子どものための絵本

ヴィッキー・ランスキー∥著、
ジェーン・プリンス∥絵

太郎次郎社エディタス Eラ 2004.5

ぼくはひまわり
ヒラリー・ロビンソン∥文、
マンディ・スタンレイ∥絵

絵本塾出版 Eロ 2016.6

前略、離婚を決めました 綾屋紗月∥著 理論社 T367ア 2009.8

だいじょうぶ！親の離婚　子どものためのガイ
ドブック

ケント・ウインチェスター、ロ
ベルタ・ベイヤー∥著

日本評論社 T367ウ 2015.5

                                                           

○貸出 図書：１０冊／１５日以内 ＡＶ資料：３点／１５日以内 ○利用時間 火～日：９時～１９時 
○問い合わせ先 電話 ０５２－９６２－２５１０（名古屋市東区上竪杉町１）    
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