
No. 資料番号 書誌情報 請求記号 所在名称

1 G1013185
里親を知っていますか? / 汐見稔幸編. -- 岩波書店, 2001. -- 63p ; 21cm. -- (岩波ブック

レット ; No.544).
081/1213/Cu544 2階叢書コーナー

2 G1098095
里親入門 : 制度・支援の正しい理解と発展のために / 湯沢雍彦編著. -- ミネルヴァ書房,

2005.6. -- vii, 169p ; 21cm.
368.7/3809/Cu 1階3門

3 G1099728
Q&A里親養育を知るための基礎知識 / 庄司順一編著. -- 明石書店, 2005.8. -- 325p ;

19cm.
368.7/3871/Cu 1階3門

4 G1105364
「家族」をつくる : 養育里親という生き方 / 村田和木著. -- 中央公論新社, 2005.12. --

254p ; 18cm. -- (中公新書ラクレ ; 199).
368.7/3943/Cu 1階3門

5 G1106721
里親とは何か : 家族する時代の社会学 / 和泉広恵著. -- 勁草書房, 2006.3. -- vii, 267, xiip

; 20cm.
368.7/3995/Cu 1階3門

6 G1108895
里親が知っておきたい36の知識 : 法律から子育ての悩みまで. -- 家庭養護促進協会,

2004.3. -- 148p ; 22cm.
368.7/4041/Cu 1階3門

7 G1108896
里親が知っておきたい36の知識 : 法律から子育ての悩みまで. -- 家庭養護促進協会,

2004.3. -- 148p ; 22cm.
368.7/4041/Cu付 1階3門

8 G1129179
わたしたち里親家族! : あなたに会えてよかった / 坂本洋子編集. -- 明石書店, 2008.12. --

269p ; 19cm.
368.7/4799/Cu 1階3門

9 G1133598
"たましいの家族"の物語 : 里親-神様が結んだ絆 / 天理教道友社編. -- 天理教道友社,

2010.7. -- 222p ; 21cm.
50/285/Cu 3階天理教文献

10 G1136719
里親ってなんだろう : 地域における子育て支援を考える / 田中希世子, 松山清編著 ; 竹岡

紀子絵. -- あいり出版, 2010.3. -- 24, 45p : 挿図 ; 21×21cm.
368.7/5229/Cu 1階3門

11 G1140615
日本の養子縁組 : 社会的養護施策の位置づけと展望 / ピーター・ヘイズ, 土生としえ著 ;

土生としえ訳. -- 明石書店, 2011.2. -- 357p : 挿図 ; 20cm. -- (明石ライブラリー ; 143).
081/1099/Cu143 2階叢書コーナー

12 G3000030
養子でわくわく家族 / 中村芳子著. -- 小学館, 2012.2. -- 255p ; 18cm. -- (小学館101新書

; 125).
081/1411/Cu125 1階集密書架一般本

13 G3000207
里親養育と里親ソーシャルワーク / 庄司順一, 鈴木力, 宮島清編 ; 庄司順一 [ほか著]. --

福村出版, 2011.7. -- 240p : 挿図 ; 21cm. -- (社会的養護シリーズ ; 1).
368.7/5527/Cu 1階3門

14 G3003343
施設・里親から巣立った子どもたちの自立 : 社会的養護の今 / 武藤素明編著 ; 高橋利一

[ほか] 著. -- 福村出版, 2012.11. -- 251p : 挿図 ; 19cm.
368.7/5635/Cu 1階3門

15 G3006579
社会的養護における里親問題への実証的研究 : 養育里親全国アンケート調査をもとに /

深谷昌志, 深谷和子, 青葉紘宇編著. -- 福村出版, 2013.8. -- 229p ; 22cm.
368.7/5761/Cu 1階3門

16 G3009395
はじき出された子どもたち : 社会的養護児童と「家庭」概念の歴史社会学 / 土屋敦著. --

勁草書房, 2014.1. -- vii, 265, 43p : 挿図 ; 22cm.
368.7/5919/Cu 1階3門

17 G3010823
里親のためのペアレントトレーニング / 武田建, 米沢普子著. -- ミネルヴァ書房,

2014.10. -- x, 220, 3p : 挿図 ; 19cm.
368.7/5991/Cu 1階3門

18 G3013682
子ども・子育て支援制度を読み解く : その全体像と今後の課題 / 柏女霊峰著. -- 誠信書

房, 2015.10. -- x, 177p : 挿図 ; 22cm.
368.7/6111/Cu 1階3門

19 G3014306 現代家族ペディア / 比較家族史学会編. -- 弘文堂, 2015.11. -- xvi, 359p ; 21cm. 367.1/1841/Cu 1階3門

20 G3018291
虐待を受けた子どもが住む「心の世界」 : 養育の難しい里子を抱える里親たち / 深谷昌

志, 深谷和子, 青葉紘宇著. -- 福村出版, 2016.12. -- 236p : 挿図 ; 22cm.
368.7/6319/Cu 1階3門

21 G3019357
里親であることの葛藤と対処 : 家族的文脈と福祉的文脈の交錯 / 安藤藍著. -- ミネル

ヴァ書房, 2017.2. -- ix, 319p : 挿図 ; 22cm. -- (MINERVA社会福祉叢書 ; 54).
368.7/6385/Cu 1階3門

22 G3021494
社会的養護の子どもと措置変更 : 養育の質とパーマネンシー保障から考える / 伊藤嘉余

子編著. -- 明石書店, 2017.11. -- 212p ; 21cm.
368.7/6539/Cu 1階3門

23 G3021661
子どものための里親委託・養子縁組の支援 / 宮島清, 林浩康, 米沢普子編著. -- 明石書店,

2017.12. -- 237p ; 21cm.
368.7/6547/Cu 1階3門

24 G3022438
子どもの人権をまもるために / 木村草太編 ; 内田良 [ほか] 著. -- 晶文社, 2018.2. -- 345p

; 19cm. -- (犀の教室).
368.7/6563/Cu 1階学生選書コーナー

25 G3023136
子ども家庭福祉への招待 / 北川清一, 稲垣美加子編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.3. -- xiii,

242p ; 21cm. -- (シリーズ・社会福祉の視座 ; 3).
368.7/6615/Cu 1階3門

26 G3023139
児童家庭福祉 : 子どもと家庭を支援する / 大津泰子著. -- 第3版. -- ミネルヴァ書房,

2018.3. -- xii, 245p : 挿図 ; 21cm.
368.7/6207/Cu 1階3門

27 G3024738
社会的養護 / 伊藤嘉余子, 福田公教編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.11. -- iv, 233p : 挿図 ;

26cm. -- (MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉 ; 5).
368.7/6415/Cu5 1階3門

28 G3026515
「ハイブリッドな親子」の社会学 : 血縁・家族へのこだわりを解きほぐす / 野辺陽子

[ほか] 著. -- 青弓社, 2016.10. -- 200p : 挿図 ; 19cm.
367.1/1861/Cu 1階3門

29 G3026611
フォスター : 里親家庭・養子縁組家庭・ファミリーホームと社会的養育 / 白井千晶著 ;

江連麻紀写真. -- 生活書院, 2019.2. -- 199p, 図版[41]p : 挿図, 肖像 ; 21cm.
368.7/6729/Cu 1階3門

30 G3026636
子ども家庭福祉学序説 : 実践論からのアプローチ / 柏女霊峰著. -- 誠信書房, 2019.9. --

xiii, 344p ; 21cm.
368.7/6725/Cu 1階3門

31 G3026958
子どものこころに寄り添う営み / 村瀬嘉代子著. -- 慶應義塾大学出版会, 2019.10. -- v,

229p ; 20cm.
368.7/6745/Cu 1階3門
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32 G3027237
社会福祉 / 直島正樹, 原田旬哉編著. -- 第2版. -- 萌文書林, 2017.4. -- 223p ; 21cm. -- (図

解で学ぶ保育).
368/5235/Cu 1階学生選書コーナー

33 G3028491
子ども家庭福祉のフロンティア / 伊藤良高 [ほか] 編. -- 改訂新版. -- 晃洋書房, 2020.4. -

- vi, 114p : 挿図 ; 21cm.
368.7/6831/Cu 1階3門

34 G3028821
赤ちゃんをわが子として育てる方を求む / 石井光太著. -- 小学館, 2020.4. -- 355p ;

19cm.
913.7/6461/Cu 1階9門
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