
№ タイトル 著者・編者 出版社 発行年 請求記号

1
私が泣かない理由 シングルマザー経営者の幸せの作り
方 中村  仁美 幻冬舎 2011 289　ﾅ

2 崖っぷちから始めたシングルマザーの税理士合格記 丹羽　和子 中経出版 2006 336　ﾅ

3
ベーシック・インカムについて知ろう
私たち（シングルマザー）が求める社会のカタチ

しんぐるまざあず・ふぉーら
む・関西

しんぐるまざあず・ふぉー
らむ・関西 2010 364 ｼ

4
母子家庭の仕事とくらし　母子家庭の就労・子育て実態調
査報告書 しんぐるまざあず・ふぉーらむ

しんぐるまざあず・
ふぉーらむ 2007 367.3　ｼ

5
母子家庭の仕事とくらし
ひとり親就労実態調査・就労支援事業報告書 しんぐるまざあず・ふぉーらむ

しんぐるまざあず・
ふぉーらむ 2003 367.3　ｼ

6
母子家庭の仕事とくらし　母子家庭の就労・子育て実態調
査報告書 しんぐるまざあず・ふぉーらむ

しんぐるまざあず・
ふぉーらむ 2011 367.3　ｼ

7
シングルマザーのあなたに 暮らしを乗り切る５３の
方法 しんぐるまざあず・ふぉーらむ 現代書館 2008 367.4　ｼ

8
シングルマザーが暮らしを乗り切るための５１の方
法 しんぐるまざあず・ふぉーらむ

しんぐるまざあず・
ふぉーらむ 2007 367.4　ｼ

9 「子連れ離婚」で絶対負けない本 高清水　美音子 アスペクト 2008 367.4　ﾀ

10
いま「虐待」を問い直す
私たち（シングルマザー）は、ハイリスクなのか!?

しんぐるまざあず・ふぉーら
む・関西

しんぐるまざあず・ふぉー
らむ・関西 2011 367.6　ｼ

11 シングルマザー生活便利帳 ひとり親家庭サポートＢＯＯＫ 新川てるえ、田中涼子 太郎次郎社エディタス 2010 369　ｼ

12
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 合同出版 2012 369　ﾌ

13 シングルママのパーフェクトごはん 中本  ルリ子 経済界 2012 596　ﾅ

14 ひとりでごはんを作ろう はじめの一歩 
しんぐるまざあず・ふぉー
らむ・関西

しんぐるまざあず・
ふぉーらむ・関西 2011 児596　ｼ

№ タイトル 著者・編者 出版社 発行年 請求記号

1

払わない親の本音
養育費実態調査 アンケートとインタビュー離婚・未婚の
父・母・子どもたちの声 Ｗｉｎｋ 日本加除出版 2010 324　ｳ

2 離婚給付算定事例集 養育費・財産分与・慰謝料
宇田川浜江、 白井典子、鬼
丸かおる、中村順子 新日本法規出版 2010 324　ｳ

3 シングルマザーのための認知・養育費・慰謝料 露木　幸彦 九天社 2007 324　ﾂ

4
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 明石書店 2011 324　ﾆ

5 子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く コリン　Ｐ．Ａ．ジョーンズ 平凡社 2011 327　ｼﾞ

6

別れた父と養育費
母親へのアンケート調査と別れた父へのインタビュー調査
報告書 しんぐるまざあず・ふぉーらむ

しんぐるまざあず・
ふぉーらむ 2006 367.3　ｼ

7 養育費をもらいましょう 　ひとり親の子どもたちのために しんぐるまざあず・ふぉーらむ
しんぐるまざあず・
ふぉーらむ 2005 367.3　ｼ

8
子連れ離婚を考えたときに読む本
慰謝料、親権、養育費…気になることがすべてわかる 新川　てるえ 日本実業出版社 2006 367.4　ｼ
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　★シングルマザーの暮らしと仕事★

　★離婚・親権・養育費★



№ タイトル 著者・編者 出版社 発行年 請求記号

1 グリーフケア・マニュアル 喪失の悲しみに向き合う ダギーセンター レジリエンス 2008 146　ﾀﾞ

2

母子家庭の子どもたち
こどもたちへのインタビュー調査と母親へのアンケート調
査報告 しんぐるまざあず・ふぉーらむ

しんぐるまざあず・
ふぉーらむ 2004 367.3　ｼ

3 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 2010 367.3　ｾ

4 離婚と子育て 村本　邦子、 窪田　容子 三学出版 2004 367.3　ﾑ

№ タイトル 著者・編者 出版社 発行年 請求記号

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/編、 明石書店 2011 367.4　ｳ

6
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 東京シューレ出版 2013 367.4　ｼ

7 離婚後の親子たち 氷室　かんな 太郎次郎社エディタス 2005 367.4　ﾋ

8 お父さんなんかいなくても、全然大丈夫。 離婚の真実 オープンブックス編集部 泰文堂 2010 367.4　ﾘ

9 大切な人を亡くした子どもたちを支える３５の方法 ダギーセンター 梨の木舎 2005 367.6　ﾀﾞ

10
子どもたちから大人への伝言
ひとり親家庭で育ったわたしたちの本音

しんぐるまざあず・ふぉーら
む・関西／編 ＳＫＹパレット

しんぐるまざあず・
ふぉーらむ・関西 2007 597　ｼ

11 パパどこにいるの？ 離婚のお話
ベス・ゴフ/文、
日野智恵・健／訳 明石書店 2006 児726　ﾊﾟ

12 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  上田　勢子／訳 大月書店 2007 児726　ﾌﾟ

13 おうちがふたつ
クレール・マジュレル／文、日
野智恵・健／訳 明石書店 2006 児726　ﾃﾞﾞ

14 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／
文、
上田　勢子／訳 大月書店 2007 児726　ﾌ

15 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　日野智恵・健／訳 明石書店 2006 児726　ﾌﾞ

16

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／文
中川　雅子／訳 太郎次郎社エディタス 2004 児726　ﾌﾞ

№ タイトル 著者・編者 出版社 発行年 請求記号

1 子連れ再婚を考えたときに読む本 新川  てるえ 太郎次郎社エディタス 2011 367.3　ｼ

2
ステップファミリー・サポートグループ
ＬＥＡＶＥＳ 子連れ再婚家族の親たちのために

澤田　美佐、 岩田　珠巳、 春
名　ひろ子／編

ステップファミリー・アソ
シエーション・オブ・ジャ
パン 2003 367.3　ｽ

3 ＬＥＡＶＥＳ　ステップマム　ワークブック
マリオン・サマー、笠井裕子、
萩原裕子、 菊池真理／訳

ステップファミリー・アソ
シエーション・オブ・ジャ
パン 2004 367.3　ｽ

4 ＬＥＡＶＥＳ　ステップマム　アンサーブック
マリオン・サマー、笠井裕子、
萩原裕子、 菊池真理／訳

ステップファミリー・アソ
シエーション・オブ・ジャ
パン 2004 367.3　ｽ

5 ＬＥＡＶＥＳ　ペアレンツ ＰＲＯＧＲＡＭ　ＴＥＸＴ

野田淑子、 吉本真紀、菊池
真理／訳、ＬＥＡＶＥＳ　スタッ
フ／編

ステップファミリー・アソ
シエーション・オブ・ジャ
パン 2003 367.3　ｽ

6
Ｑ＆Ａステップファミリーの基礎知識
子連れ再婚家族と支援者のために

野沢慎司、茨木尚子、 早野
俊明、 ＳＡＪ／編著 明石書店 2006 367.3　ﾉ

7 子連れ恋愛がハッピーエンドになる本 新川　てるえ ＰＨＰ研究所 2010 367.4　ｼ

　★子どもの気持ち★

　★子どもの気持ち★

　★ステップ・ファミリーを考える★



8 ステップキンと７つの家族 再婚と子どもをめぐる物語
ペギー・ランプキン／著 中川
雅子／訳 永田　智子／絵 太郎次郎社エディタス 2006 367.4　ﾗ

№ タイトル 著者・編者 出版社 発行年 請求記号

1 子づれシングル ひとり親家族の自立と社会的支援 神原　文子 明石書店 2010 369　ｶ

2
ひとり親家庭を支援するために その現実から支援策を学
ぶ

神原文子、 しんぐるまざあ
ず・ふぉーらむ・関西 大阪大学出版会 2012 369　ｶ

№ タイトル 著者・編者 発行者 発行年 請求記号

1 しんぐるまざあず・ふぉーらむニュース
しんぐるまざあず・ふぉーら
む・関西

しんぐるまざあず・ふぉー
らむ・関西 ミニコミ誌

2 家庭問題情報誌　ふぁみりお 家庭問題情報センター 家庭問題情報センター ミニコミ誌

3 離婚を選んだ女たち １ ビデオ工房ＡＫＡＭＥ ビデオ工房ＡＫＡＭＥ 2002 ビデオVHS

4 離婚を選んだ女たち ２ ビデオ工房ＡＫＡＭＥ ビデオ工房ＡＫＡＭＥ 2002 ビデオVHS

5 離婚を選んだ女たち ３ ビデオ工房ＡＫＡＭＥ ビデオ工房ＡＫＡＭＥ 2002 ビデオVHS

　★ミニコミ・ビデオ★

　★支援者のために★

◆リストに載せた以外にも、いろんな資料がありますので、スタッフにお尋ねください◆ 

《貸出期間》 図書・雑誌は2週間、映像資料は1点1週間です。合わせて10点まで貸出できます。  
★保育つきライブラリー／一時保育を利用していただく間、保護者の方はゆっくりと読書の時間をお楽しみ 

                                   ください。（満1歳～就学前までの子ども1人につき525円） 

 

 TEL 06-6844-9735  
〒560-0026 豊中市玉井町1-1-1-501  
（開室時間）   月～土曜日:10時～20時／日曜日:10時～17時 
（休 室 日）    水曜日･祝日･毎月最終火曜日･年末年始･特別整理期間 
ホームページ   http://www.toyonaka-step.jp/ 

とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ  情報ライブラリー 


