
書名 著者名 出版者名 出版年 資料コード

「児童虐待」へのまなざし 内田 良／著 世界思想社 2009.8 8133884580 367.6 ウ
エビデンスに基づく子ども虐待の発生予防と
防止介入

トニー・ケーン／編 明石書店 2011.12 8134236913 367.6 エ

子どもを虐待死から守るために 太田 由加里／著 ドメス出版 2011.12 8134243515 367.6 オ
虐待から子どもを守る! 加藤 尚子／著 小学館 2017.7 8134828253 367.6 カ
Q&A子ども虐待問題を知るための基礎知識 小木曽 宏／編著 明石書店 2009.12 8133927560 367.6 キ
虐待・いじめ悲しみから希望へ 楠 凡之／著 高文研 2013.8 8134414775 367.6 ク

子ども虐待・ネグレクトの研究
アン・C.ピーターセ
ン／編

福村出版 2010.12 8134414800 367.6 コ

傷痕の真実 河野 朗久／著 新興医学出版社 2008.3 8133638862 367.6 コ
子ども虐待への挑戦 坂井 聖二／著 誠信書房 2013.1 8134326289 367.6 サ
児童虐待 父・母・子へのケアマニュアル 犬塚 峰子／著 弘文堂 2009.12 8133924952 367.6 ジ
ルポ虐待 杉山 春／著 筑摩書房 2013.9 8134414130 367.6 ス
児童虐待から考える 杉山 春／著 朝日新聞出 2017.12 8134879000 367.6 ス
知っていますか?子どもの虐待一問一答 田上 時子／編著 解放出版社 2007.12 8133506200 367.6 タ
日本の児童虐待重大事件 川崎 二三彦／編 福村出版 2014.9 8134519893 367.6 ニ

ルポ消えた子どもたち
NHKスペシャル「消
えた子どもたち」取
材班／著

NHK出版 2015.12 8134632282 367.6 ル

ルポ児童虐待
朝日新聞大阪本
社編集局／著

朝日新聞出
版

2008.7 8133642005 367.6 ル

ルポ虐待の連鎖は止められるか
共同通信「虐待」
取材班／著

岩波書店 2014.11 8134496467 367.6 ル

子ども虐待と貧困 松本 伊智朗／編 明石書店 2010.2 8133945620 369.4 コ
新凍りついた瞳(め) 椎名 篤子／著 集英社 2003.9 8132483479 367.6 シ

子ども虐待対応の手引き
母子愛育会日本子ども
家庭総合研究所／編 有斐閣 2014.4 8134453960 367.6 コ

学校現場で役立つ子ども虐待対応の手引き 玉井 邦夫／著 明石書店 2013.4 8134414766 367.6 タ

児童虐待を認めない親への対応
アンドリュー・ター
ネル／著

明石書店 2008.4 8133562601 367.6 タ

子ども虐待の予防とネットワーク 徳永 雅子／著 中央法規出 2007.2 8133334384 367.6 ト
保育者・教師に役立つ子ども虐待対応実践ガ
イド

保育・学校現場での虐
待対応研究会／編著

東洋館出版
社

2013.4 8134390495 367.6 ホ

ふだんのかかわりから始める子ども虐待防止
&対応マニュアル

山崎 嘉久／編集 診断と治療社 2011.6 8134414944 367.6 フ

保育者・教師のための子ども虐待防止マニュ 奥山 眞紀子／編 ひとなる書房 2008.8 8133664245 367.6 ホ
Q&Aドメスティック・バイオレンス法児童虐待防
止法解説

山田 秀雄／編著 三省堂 2001.12 8132038220 367.1 キ

きこえますか子どもからのSOS
太田 誠一／[ほ
か]著

ぎょうせい 2001.3 8131870039 367.6 キ

児童虐待防止と学校の役割 ジャネット・ケイ／著 信山社出版 2005.2 8141161250 367.6 ケ
子どもを虐待から守る制度と介入手法 峯本 耕治／編集 明石書店 2001.12 8132030947 367.6 コ

子どもたちの悲鳴が聞こえる 石田 勝之／著
中央公論事業出
版(発売) 2005.4 8132918271 369.4 イ

Q&A児童虐待防止ハンドブック
児童虐待問題研
究会／編著

ぎょうせい 2018.3 8134907974 369.4 キ

子どもの虐待防止とNGO 桐野 由美子／編 明石書店 2005.10 8132999500 369.4 キ

子ども虐待と保育園　続
保育と虐待対応事
例研究会／編

ひとなる書房 2009.6 8133864021 369.4 コ

子どもの虐待防止・法的実務マニュアル
日本弁護士連合会子
どもの権利委員会／編 明石書店 2017.12 8134878255 369.4 コ

法律家が書いた子どもを虐待から守る本 後藤 啓二／著 中央経済社 2011.10 8134201631 369.4 ゴ

「児童虐待防止関連図書フェア」　展示リスト　　　　

　１１月は児童虐待防止推進月間です。子どもの虐待防止を呼びかける「清流の国ぎふオレンジリボン
運動」に合わせて、児童虐待防止に関する図書や、関連講演会の講師の西澤哲氏の著作を紹介します。
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児童虐待の防止を考える 佐柳 忠晴／著 三省堂 2017.8 8134820193 369.4 サ
市町村児童虐待防止ネットワーク 加藤 曜子／編著 日本加除出 2005.3 8132929678 369.4 シ
児童虐待の防止 町野 朔／編 有斐閣 2012.2 8134296887 369.4 ジ
児童虐待と児童保護 町野 朔／共編 Sophia University Press上智大

学出版 2012.3 8134270503 369.4 ジ
イギリスの児童虐待防止とソーシャルワーク 田邉 泰美／著 明石書店 2006.5 8133143800 369.4 タ
周産期からの子ども虐待予防・ケア 中板 育美／著 明石書店 2016.11 8134746766 369.4 ナ
子ども虐待在宅ケースの家族支援 畠山 由佳子／著 明石書店 2015.11 8134627602 369.4 ハ
子ども虐待対応のための教育訓練実践モデ 原 佳央理／著 学術出版会 2014.12 8134519955 369.4 ハ
「虐待大国」アメリカの苦闘 原田 綾子／著 ミネルヴァ書 2008.1 8133570819 369.4 ハ

子ども虐待の理解・対応・ケア 庄司 順一／編 福村出版 2011.12 8134414935 369.4 コ
子ども虐待へのアウトリーチ 高岡 昻太／著

東京大学出版
会

2013.2 8134334861 369.4 タ
ネグレクトされた子どもへの支援 安部 計彦／編著 明石書店 2016.11 8134758284 369.4 ネ
虐待を受けた子どもが住む「心の世界」 深谷 昌志／著 福村出版 2016.12 8134758266 369.43 ギ
施設で育った子どもの自立支援 高橋 亜美／著 明石書店 2015.6 8134593077 369.43 シ
あなたに伝えたいこと シンシア・L.メイザー／著 誠信書房 2015.4 8134569984 367.6 メ

虐待とDVのなかにいる子どもたちへ
チルドレン・ソサエ
ティ／著

明石書店 2016.12 8134755783 J36 ソ

児童相談所70年の歴史と児童相談 加藤 俊二／著 明石書店 2016.11 8134737097 369.43 カ
ルポ児童相談所 慎 泰俊／著 筑摩書房 2017.1 8134758515 369.43 シ
児童相談所・関係機関や地域との連携・協働 相澤 仁／編集代表 明石書店 2013.11 8134413651 369.4 ジ
「赤ちゃん縁組」で虐待死をなくす 矢満田 篤二／著 光文社 2015.1 8134539241 369.4 ﾔ
虐待ゼロのまちの地域養護活動 井上 寿美／編著 生活書院 2017.10 8134860930 369.43 ギ
児童相談所における子ども虐待事案への法的対応 久保 健二／著 日本加除出 2018.6 8134945699 369.43 ク
子どものための里親委託・養子縁組の支援 宮島 清／編著 明石書店 2017.12 8134878228 369.43 コ
子ども虐待 家族再統合に向けた心理的支援 千賀 則史／著 明石書店 2017.9 8134883602 369.43 セ
児童相談所一時保護所の子どもと支援 和田 一郎／編著 明石書店 2016.11 8134746775 369.43 ワ
産まなくても、育てられます 後藤 絵里／著 講談社 2016.11 8134737810 367.3 ゴ
子どものいない夫婦のための養子縁組ガイド 吉田 奈穂子／著 明石書店 2015.10 8134626472 369.43 ヨ
世界地図の下書き 朝井 リョウ／著 集英社 2013.7 8134742560 913.6 ｱｻ

トラウマの臨床心理学 西沢 哲／著 金剛出版 1999.2 8131314337 146.8 ニ
日本版TSCC<子ども用トラウマ症状チェックリ
スト>の手引き

西澤 哲／著 金剛出版 2009.11 8134180273 146.8 ニ

子ども用トラウマ症状チェックリスト<TSCC>専
門家のためのマニュアル

ジョン・ブリア／著 金剛出版 2009.1 8133858946 146.8 ブ

子どものトラウマ 西沢 哲／著 講談社 1997.10 8130978127 146.8 ニ
子どもの虐待と被虐待児への臨床心理的アプ
ローチ

西沢 哲/著
子どもの虐待防止
センター 1997.9 8131980148 367.6 ニ

児童養護施設に置ける心理的ケア 西沢 哲[ほか]/著
子どもの虐待防止
センター 2000.9 8131980110 367.6 ジ

子どもの虐待 西沢 哲／著 誠信書房 1994.9 8121221566 369.4 ニ
子どもたちのいま 西沢 哲／[ほか] 星和書店 2001.6 8122044125 371.4 コ
恐怖に凍てつく叫び レノア・テア／著 金剛出版 2006.9 8133210959 493.9 テ
「虐待を受けた子どもの心理的特徴」 里親と子どもVol.2 明石書店 2007.10 8133472193 369.43 サ
「子どもの福祉のための里親」こそ今、求められている」 里親と子どもVol.4 明石書店 2009.10 8133902768 369.43 サ

2018.11　岐阜県図書館

虐待を受けた子どもへの支援

児童相談所・里親・児童養護施設

西澤哲氏の著作


