～シングルマザーのあなたへ～

知っておきたい 子育てと仕事のこと
＜図書＞

ドーンセンター情報ライブラリ－ 作成：2022年8月
タ イ ト ル

弁護士がここまで教えるよくわかる離婚調停の本

著 者

出 版 社

出版年 請求記号

神坪浩喜

同文舘出版

2019 324.62

カ

梶村太市〔ほか〕編著

日本評論社

2020 324.62

カ

白井可菜子

啓文社書房

2019 324.62

シ

教育費サポートブック

しんぐるまざあず・ふぉーらむ編

しんぐるまざあず・ふぉーらむ

2020 324.62

シ

離婚のための準備と手続き

鈴木幸子監修

新星出版社

2019 324.62

ス

南和行

集英社

2021 324.62

ミ

最新一番よくわかる離婚の準備・手続き・生活設計

森公任, 森元みのり監修

西東社

2021 324.62

モ

親権と子ども

榊原富士子, 池田清貴

岩波書店

2017 324.64

サ

あなたがいて本当によかった
寂しくない悲しくないひとりでも大丈夫

イ・ヨンホ企画
日韓ひとり親家族研究会翻訳

神戸学院大学 神原文子

2019 367.3

イ

シングルマザー、その後

黒川祥子

集英社

2021 367.3

ク

Ｑ＆Ａ離婚・再婚家族と子どもを知るための基礎知識

村尾泰弘編著

明石書店

2022 367.3

ム

新川てるえ

さくら舎

2019 367.4

シ

ステップファミリー・アソシエーショ
金剛出版
ン・オブ・ジャパン編〔ほか〕

2018 367.4

ス

野沢慎司, 菊地真理

KADOKAWA

2021 367.4

ノ

エイミー・Ｊ・Ｌ・ベイカーポール・
Ｒ・ファイン

春秋社

2017 367.4

ベ

CPAO, 徳丸ゆき子企画・編著

日本機関紙出版センター

2018 369.4

シ

神原文子

晃洋書房

2020 369.41

カ

葛西リサ

西山夘三記念すまい・まち
づくり文庫

2018 369.41

ク

ｉｓｓｕｅ＋ｄｅｓｉｇｎ

2018 369.41

シ

シンママ大阪応援団編
寺内順子, 芦田麗子

日本機関紙出版センター

2017 369.41

シ

新川てるえ, 田中涼子

太郎次郎社エディタス

2017 369.41

シ

しんぐるまざあず・ふぉーらむ編

しんぐるまざあず・ふぉーらむ

2016 369.41

シ

寺内順子

日本機関紙出版センター

2020 596

テ

相手方の約束を必ず守らせるために

離婚後の子どもをどう守るか
「子どもの利益」と「親の利益」

弁護士が語る我が子の笑顔を守る離婚マニュアル
円満離婚のススメ

図解これだけは知っておきたい

夫婦をやめたい
離婚する妻、離婚はしない妻

当事者から心理・福祉・法律分野の実務家まで

子連れ婚のお悩み解消法
継子・実子・住居・お金をどうするか

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

ステップファミリー
子どもから見た離婚・再婚

離婚家庭の子育て
あなたが悪意ある元夫・元妻に悩んだら

まずはごはん
ささえあう社会への、はじめの一歩

子づれシングルの社会学
貧困・被差別・生きづらさ

住まい＋ケアを考える
シングルマザー向けシェアハウスの多様なカタチ

シングルペアレント１０１

離婚を考えるお母さんに贈る プレ・シングルマザー手帖 ｉｓｓｕｅ＋ｄｅｓｉｇｎ
シングルマザーをひとりぼっちにしないために
ママたちが本当にやってほしいこと

シングルマザー生活便利帳
ひとり親家庭サポートＢＯＯＫ 六訂版

シングルマザー３６５日サポートブック
「大丈夫？」より「ごはん食べよう！」
言葉はなくても伝わるものがある
シンママ大阪応援団・Zikkaのごはんレシピ集

＜行政資料＞
タ イ ト ル
いつもとなりに～こども編～
ステップファミリー応援冊子

ようこそよろしく～おとな編～
ステップファミリー応援冊子

編集・発行

資料種別

出版年 請求記号

枚方市子ども総合相談センター
「となとな」編

啓発冊子

2017 367.3

ヒ

枚方市子ども総合相談センター
「となとな」編

啓発冊子

2017 367.3

ヒ

＜絵本＞
タ イ ト ル

著 者

出版年 請求記号

出 版 社

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 K367.4

ラ

笠松奈津子文
こばやしまりこ絵

養育費相談支援センター

2013 K726.5

カ

ベス・ゴフ文
スーザン・パール絵

明石書店

2006 K726.5

ゴ

あしたてんきになあれ

薩摩菜々作
永松美穂子絵

未知谷

2005 K726.5

サ

いってきます

エミール・シェール作
チィン・レン絵

化学同人

2021 K726.5

シ

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

ＷＩＮＫ

2008 K726.5

シ

恐竜の離婚

ローリーン・クラスニー・ブラウン文
明石書店
マーク・ブラウン絵

2006 K726.5

ブ

かぞくって なあに？

フェリシティ・ブルックス文
マール・フェレーロ絵

文化出版局

2019 K726.5

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 K726.5

マ

きょうはおかねがないひ

ケイト・ミルナー作
こでらあつこ絵

合同出版

2020 K726.5

ミ

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 K726.5

ラ

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 K726.5

ロ

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

ぼく、健太
パパどこにいるの？
離婚のお話

変わっていく家族のために

いまは話したくないの
親が離婚しようとするとき

ぼくはひまわり

＜ミニコミ誌＞館内閲覧
発行

タ イ ト ル
【キ】Career and Family

マザーネット

【シ】しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西NEWS

しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西

＜ウェブサイト＞
団体･施設名
■社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会

「大阪府立母子・父子福祉センター」

ＵＲＬ

内容

親子で参加できる楽しいイベントや、生活を支援
http://www.osakafu-boshiren.jp/ する諸制度についての勉強の場づくりなどを
行っています。

■母子・父子福祉センター大阪市立愛光会館

https://www.hitoren-osaka.org/

ひとり親家庭の母等の就業相談・職業紹介や、
無料法律相談、ひとり親家庭等日常生活支援を
行っています。

■OSAKAしごとフィールド

http://shigotofield.jp/

就労支援セミナーやキャリアカウンセリングなど
を受けられるほか、施設を利用して就職活動を
行う際、無料で保育サービスが利用できます。
また、保育施設の情報提供を行っています。

■大阪マザーズハローワーク

https://jsite.mhlw.go.jp/osakamother/home.html

子育てと仕事の両立を応援するハローマザー企
業の紹介や、就労支援セミナーを開催していま
す。

■NPO法人

http://smf-kansai.main.jp/

シングルマザーやその子どもたち同士の交流や
情報交換、相談窓口などがあります。

■大阪社会保障推進協議会「シンママ大阪応援団」

http://shinmama-osaka.com/

シングルマザーが悩みがちな問題（ＤＶや離婚、
医療など）について、分かりやすくＱ＆Ａで説明
されています。

■養育費等相談支援センター

http://www.youikuhi-soudan.jp/

養育費と面会交流について電話やメールによる
相談を行っています。

しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西

◎ライブラリーカードで図書・行政資料・雑誌・ＤＶＤの貸出をしています。
一人につき図書・行政資料・雑誌15冊（3週間）、ＤＶＤ3点（2週間）です。

ドーンセンター情報ライブラリー
（大阪府立男女共同参画・青少年センター）

TEL 06-6910-8616

