
□■□法律、行政の支援 □■□

書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

男の離婚読本　第４版 飯野たから／ほか著 自由国民社 2016.6 324.6イ

裁判例からみた面会交流調停・審判の実務 梶村太市／著 日本加除出版 2013.9 324.6カ

離婚したいと思ったら読む本　第２版 中里妃沙子／著 自由国民社 2016.3 324.6ナ

面会交流支援の方法と課題 二宮周平／編 法律文化社 2017.2 324.6メ

養育費・婚姻費用の新算定表マニュアル
日本弁護士連合会両性の
平等に関する委員会／編

日本加除出版 2017.7 324.6ヨ

離婚と慰謝料 　〔２０１６〕改訂版 平山信一／ほか著 自由国民社 2016.9 324.6リ

離婚後に養育費を確実に払わせる法 　第２
版

飯野たから／著 自由国民社 2016.1 324.6イ

Ｑ＆Ａ子どもをめぐる離婚事件実務 相原佳子／編 青林書院 2015.9 324.6キ

子ども中心の面会交流 梶村太市／ほか編著 日本加除出版 2015.4 324.6コ

子どもの幸せを守る円満離婚のカンドコロ 高橋健一／著 飛鳥新社 2015.1 324.6タ

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 2015.1 324.6ベ

離婚紛争の合意による解決と子の意思の尊
重

二宮周平／ほか編著 日本加除出版 2014.10 324.6リ

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 2015.10 327.4テ

ワーキングマザーの働き方得ガイド 富樫晶子／著 アニモ出版 2014.3 366.3ト

シングルマザー３６５日サポートブック
しんぐるまざあず・ふぉーら
む／編著

しんぐるまざあず・
ふぉーらむ

2016.11 369.4シ

ひとり親家庭を支援するために 神原文子／ほか編著 大阪大学出版会 2012.8 369.4ヒ

シングルマザー生活便利帳　６訂版 新川てるえ／ほか著
太郎次郎社エディタ
ス

2017.12 369.4シ

◇◆◇ 現状、これからの課題◇◆◇

書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

親権と子ども 榊原富士子／ほか著 岩波書店 2017.6 324.6サ

父子家庭が男を救う 重川治樹／著 論創社 2012.5 367.3シ

お父さんなんかいなくても、全然大丈夫。
オープンブックス編集部／
編著

泰文堂 2010.1 367.4オ

りこんのこども 紫原明子／著 マガジンハウス 2016.8 367.4シ

わが子に会えない 西牟田靖／著
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

2017.2 367.4ニ

ママまた離婚するの！？ 新川明日菜／著 東京シューレ出版 2013.5 367.4シ

離婚後の親子たち 氷室かんな／著
太郎次郎社エディタ
ス

2005.12 367.4ヒ

親の離婚と子ども 宮崎昭夫／著 海鳥社 2014.10 367.4ミ

ひとり親家庭 赤石千衣子／著 岩波書店 2014.4 369.4ア
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書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

子づれシングルと子どもたち 神原文子／著 明石書店 2014.3 369.4カ

母子世帯の居住貧困 葛西リサ／著 日本経済評論社 2017.3 369.4ク

日本の母子福祉 流石智子／著 あいり出版 2016.1 369.4サ

シングルマザーをひとりぼっちにしないために シンママ大阪応援団／編
日本機関紙出版セ
ンター

2017.7 369.4シ

ひとりで子育てしようと思ったら読む本 新川てるえ／著 イースト・プレス 2013.6 369.4シ

シングルマザーの貧困 水無田気流／著 光文社 2014.11 369.4ミ

ひとり親の子育て 諸富祥彦／著 ＷＡＶＥ出版 2015.2 369.4モ

ルポ母子家庭 小林美希／著 筑摩書房 2015.5 369.4コ

僕がパパに育つまで マシュー・ロゲリン／著 講談社 2012.4 936ロ

みんなどうしてる？
川崎市に暮らすひとり親男性に聞きました,シングル
ファーザーの暮らし、子育て、仕事

川崎市男女共同参画セン
ター（すくらむ２１）／
〔編〕

川崎市男女共同参画
センター（すくらむ２
１）

2017.3
館内閲覧
G 14130

□■□ 子ども向け □■□

書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

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 2006.9 Eゴ

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

2009.4 Eシ

恐竜の離婚
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 2006.9 Eブ

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 2006.9 Eマ

ボクは船長
クリスティーネ・メルツ／文
バルバラ・ナシンベニ／絵

童話屋 2012.2 Eメ

いまは話したくないの
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 2007.11 Eラ

ココ、きみのせいじゃない
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

2004.5 Eラ

パパのカノジョは
ジャニス・レヴィ／作
クリス・モンロー／絵

岩崎書店 2002.1 Eレ

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 2016.6 Eロ

春くんのいる家 岩瀬成子／作 文渓堂 2017.6 K 913イ

あの時間に、クスノキの上で 中尾三十里／作 文研出版 2011.10 K 913ナ

お引越し ひこ・田中／著 福音館書店 2013.11 K 913ヒ

前略、離婚を決めました 綾屋紗月／著 理論社 2009.8 T 367ア

だいじょうぶ！親の離婚
ケント・ウインチェスター／
ほか著

日本評論社 2015.5 T 367ウ
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