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 「人文書ベストセレクションNo．111」をお届けします。

テーマは「子ども」です。
2023年春、内閣府の外局としてこども家庭庁が設置されます。

虐待やいじめ、貧困に待機児童など家族や地域、学校や社会などで子どもをめぐる問題が注目されています。

子どもに関する本を広く集めてみました。

出版社名 書名 著者名 本体価格 ISBNコード 発行年月 ジャンル 内容紹介 ご注文

慶應義塾大学出版会 子育ての経済学 マティアス・ドゥプケ 他 2,400 9784766427110 ###### 教育学・教育論
本邦初の本格的な「教育の経済学」の基本書。最先端の研究を反映しつ
つも専門知識がなくても読めるよう、わかりやすく解説。

東京大学出版会 幼児教育へのいざない　増補改訂版 佐伯胖 2,200 9784130530866 2014/1 教育学・教育論
一線の認知科学者が保育に「いざなわれてしまった」驚きと疑問から、
子どもと「ともに生きる」保育者とは何かを問いかけru.

大月書店 改訂版　見える学力、見えない学力 岸本裕史 550 9784272884612 1996/3 教育学・教育論
読み・書き・計算と家庭生活で育む自律性や他者への愛情を子どもの成
長する力としてまとめた、ベストセラーの改訂版文

日本評論社 勉強するのは何のため？ 苫野一徳 1,400  9784535563292 2013/8 教育学・教育論
「なんで勉強しなきゃいけないの？」──誰もが一度は考える、でも誰
も答えられないこの疑問に、哲学を使って「納得解」を出す！

大月書店 包括的性教育－人権、性の多様性、ジェンダ 浅井春夫 2,000 9784272412587 ###### 教育学・教育論
日本の性教育政策のボトルネックを克服し、保育園・幼稚園、学校教育
での実践をサポートする理論的入門書。

勁草書房 学力格差への処方箋
耳塚寛明・浜野隆・冨士原紀絵編
著 2,900 9784326251513 2021/5 教育学・教育論

子どもの学力格差の状況とその規定要因とは。全国保護者調査の結果を
分析し格差克服の学校事例も示しつつ今後の改善策を提言する。

誠信書房
子どもの非認知能力を育成する教師のためのソー
シャル・スキル 河村茂雄 1,800 9784414202229 2022/7 教育学・教育論

教師として、今後の社会で大事となる子どもの「非認知能力」をどう育
成するか。その方法を、具体例や心理学的な理論を交えながら紹介

創元社
０ー１８歳までの家庭でできるモンテッソーリ教
育

ティム・セルダン、ローナ・マク
グラス著／百枝義雄監修／島村華
子訳 2,400 9784422120713 2022/6 教育学・教育論

「家庭でモンテッソーリ教育が実践できる」と、世界中で人気の本の待
望の翻訳。どう適用するかを具体的に示す育児書のバイブル。

平凡社 息子の将来、だいじょうぶ？ 細川貂々 1,300 9784582287981 2015/4 学校論
お受験して息子は幸せになるの？　小1の息子を持つ学校嫌いの貂々さん
が難関校から社会学者までを全力取材のコミックエッセイ。

平凡社 学校と暴力（平凡社新書） 今津孝次郎 760 9784582857535 ###### 教育問題
教室にひそむ「暴力の芽」を軽視し、事件後の対応に終始する教育界の
問題点を鋭く突く、いじめ・体罰問題に風穴を空ける決定版.

ミネルヴァ書房 ネットいじめの現在 原清治 編著 2,200 9784623089536 2021/9 教育問題
学校という「磁場」が及ぼす影響に注目、リアルと地続きになったネッ
ト上のつながりを読み解きつつ、いかに子どもを守るかを考える

慶應義塾大学出版会 不登校の子どもに何が必要か 増田健太郎 編著 2,000 9784766422382 2016/3 教育問題
予防と支援の視点から、不登校支援に長年携わっている専門家たちが結
集し、大切なポイントを伝えます。

筑摩書房
保育園に通えない子どもたち　─「無園児」とい
う闇 可知悠子 800 9784480073082 2020/4 教育問題

保育園にも幼稚園にも通えない｢無園児｣の家庭に潜む闇を、丹念な研究
と取材で明らかにした問題作。

ミネルヴァ書房 不登校の理解と支援のためのハンドブック 伊藤美奈子 編著 2,600 9784623092536 2022/8 教育問題
校種別の現状や背景を支援の現場からの報告を加えた。どのような取り
組みが効果的か、また保護者の心理や支援についても検討する。

慶應義塾大学出版会 どうする、小学校英語？ 大津由紀雄 他 2,200 9784766427882 ###### 教育問題
公立小学校へ英語が導入されて約20年。この間に何が変わり何が変わら
なかったのか？

晶文社 11歳からの正しく怖がるインターネット 小木曽健 1,300 9784794969552 2017/2 教育問題
ネットで何をしちゃいけないか、どのように利用するのが安全なのか。
子どもにスマホを買い与える時に親が知っておくべき情報を網羅！

創元社 不登校の子どもに親ができること
クリストファー・Ａ・カーニー著
／今井必生訳 1,600 9784422120669 2018/8 教育問題

科学的研究から生まれた親のための対策マニュアル本。子どもが学校に
行けない理由を4タイプに分けて解説し具体的な対策を伝授。

慶應義塾大学出版会 発達障害の疑問に答える 黒木俊秀 編著 1,700 9784766422368 2015/6 障害児教育
発達障害について今さら人に聞けない疑問に答えます！臨床・研究・支
援に携わる第一人者が結集して解説。

平凡社
他の子と違うのはなんでだろう？
自閉症スペクトラムのおはなし 原佐知子編 安原昭博監修 2,300 9784582512915 2021/3 障害児教育

こだわりが強い、友達とうまく付き合えない… 自閉症スペクトラムの子
どもの困りごとを学校や家でのシーン別にイラスト入りで紹介。

みすず書房 ライフ・プロジェクト　７万人の一生からわ ヘレン・ピアソン 4,600 9784622086406 ###### 社会学理論 
ある時期に生まれたすべての子供の生涯を追跡する研究。ここで明らか
になった事は貧困の根深さを示す多様な事実だった。

みすず書房 子どもたちの階級闘争　ブロークン・ブリテ ブレイディみかこ 2,400 9784622086031 2017/4 社会学理論 
保育の現場から格差と分断の情景をミクロスコピックに描き出す。在英
20年余の保育士ライターが放つ、渾身の一冊。

晶文社 子どもの人権をまもるために 木村草太 編 1,700 9784794970343 2018/2 家族
「子どもの人権」は保障されているか。現場のアクティビストと憲法学
者が協同して編んだ、子どもを支えるための論考集。

筑摩書房 ヤングケアラーってなんだろう 澁谷智子 760 9784480684240 2022/5 家族
中学校の１クラスに２人はいる――「ヤングケアラー」。彼らがおかれ
た状況や支援の取り組みを知るための一冊。

平凡社
虐待された少年はなぜ、事件を起こしたのか
（平凡社新書） 石井光太 980 9784582859119 2019/5 家族

罪を犯した少年たちは、どのようにして心が壊れたのか。矯正教育では
どんな取り組みがされているか。彼らの病理と矯正教育の最前線。

平凡社 ホカツと家族　家族のカタチを探る旅 アサダワタル 1,800 9784582838220 ###### 家族
子どもが生まれて実感する「社会問題が自分ごとになる瞬間」──。
“親になること”の難しさと楽しさをリアルタイムで綴る。

筑摩書房 子は親を救うために「心の病」になる 高橋和巳 780 9784480431585 2014/4 家族
子は親が好きだからこそ「心の病」になり、親を救おうとする。精神科
医である著者が説く、親子という「生きづらさ」の原点と解決。

勁草書房 「少女」の社会史　新装版 今田絵里香 3,500 9784326603497 2022/5
ジェンダー・
フェミニズム

従来一枚岩に捉えられていた「子ども」にジェンダー要素が付加される
過程を、「少女」という表象の成立とその受容過程から解明する。

筑摩書房 子どもを守る仕事 佐藤優/遠藤久江/池上和子 880 9784480683885 ###### 福祉
保育士、教員、里親、児童養護施設職員──。子どもの命と生活を守る
職業の魅力と働き方を考えます。

勁草書房 子育て支援が日本を救う　政策効果の統計分 柴田悠 2,500 9784326654000 2016/6 福祉
いま日本に一番効く政策。それは保育サービスを中心とした「子育て支
援」だ。客観的なデータに基づく統計分析から提言される政策論！

筑摩書房
ルポ　児童相談所　─一時保護所から考える子ど
も支援 慎泰俊 800 9784480069399 2017/1 福祉

自ら住み込み、100人以上の関係者にインタビューし「一時保護所」の現
状と課題解決策を探る。未来への提言。

日本評論社 児童養護施設で暮らすということ 楢原真也 1,800 9784535564091 ###### 福祉
傷つきを抱えながらも懸命に生きる児童養護施設の子どもたち。その心
の機微や輝き、傍らで支える職員の思いを温かな筆致で描く。

日本評論社 15歳からの社会保障 横山北斗 1,500  9784535587663 ###### 福祉
家族、学校、お金、仕事、住まい、体調…。生活の困りごとに対応する
ための社会保障制度。知識があなたや大切な誰かの力になる。

ミネルヴァ書房 子ども家庭福祉論［第３版］ 山縣文治 2,600 9784623094967 ###### 福祉
「子ども家庭福祉って何？」に応える一冊。よりよい支援のために必要
な基礎的な知識をわかりやすく解説

青土社 記号化される先住民／女性／子ども 石原真衣 2,200 9784791774876 2022/8 差別社会
ヤングケラーの実態など社会的弱者の現状を取り上げ調査を元に考察
し、問題を整理する。北海道で実施されたシンポジウムを書籍化。

青土社 娘に語る人種差別　新版 タハール・ベン・ジェーン 1,400 9784791769759 2017/3 差別社会
人類は一つで文化や民族の多様性を尊ぶ教養を子ども時代に教えること
の大切さを説く。フランスでは長きに渡るベストセラー。

ミネルヴァ書房 現場で使える教育社会学 中村高康 /松岡亮二 編著 2,800 9784623092604 ###### 現代社会
膨大なフィードバックをもとに、〈教育格差〉と現代教育の諸側面との
関わりを解説した、現場のための教育社会学テキスト

晶文社 ツイッターで学ぶ 「正義の教室」 坂爪真吾 1,600 9784794973412 ###### 現代社会
これからの若者たちが、批判や炎上を恐れず、自分と異なる正しさを掲
げる他者と対話していくノウハウを伝えるテキスト。

紀伊國屋書店 折れない心の作り方 水島広子 1,200 9784314011181 2014/7 心理一般
SNSとのつきあい方、友だちや親との関係など、10代の悩みに対人関係
療法の第一人者が答え、心の守り方を伝授する。

白水社 100語でわかる子ども ジャック・アンドレ 1,200 9784560510155 ###### 心理一般
「どのようにして赤ちゃんを作るの？」「わざとじゃない」「小児性愛
者」「宿題」「便器」など、精神分析家らが綴る子どもの世界

紀伊國屋書店 １０代の子をもつ親が知っておきたいこと 水島広子 1,300 9784314010757 2011/4 心理一般

「自尊心」と「コミュニケーション力」を育てるために必要な知識と心
構えを具体例とともに説く。思春期の子をもつ親には必読の書。

晶文社 自分をまもる本　新版 ローズマリー・ストーンズ 1,200 9784794968326 ###### 心理一般
いじめに悩む子どもだけでなく、人間関係に疲れた大人にも、おススメ
したい元気になるレッスン。

白水社 子どものコミュニケーション障害
ロラン・ダノン＝ボワロー著 加藤
義信訳 1,050 9784560509142 2007/7 心理一般

障害の分類、検査と治療方法、治療の原則など言語発達障害に関わる問
題を言語学者であり精神分析家でもある著者の独自視点から解説。

紀伊國屋書店 〈叱る依存〉がとまらない 村中直人 1,600 9784314011884 2022/2 心理一般
子ども、生徒、部下など、誰かを育てる立場にいる人は必読!つい叱って
は反省し、でもまた叱ってしまうと悩む、あなたへの処方箋。

晶文社 １０代脳の鍛え方　悪いリスクから守り、伸 ジェス・P・シャットキン 2,200 9784794970800 2019/3 心理一般
アメリカを代表する児童心理の専門家が、子どもたちを悪いリスクから
守り、「立ち直る力」を鍛える有効な方法を伝える。

紀伊國屋書店 犬として育てられた少年　子どもの脳とトラ ブルース・ペリー 1,800 9784314010610 2010/2 心理一般

カルト教団の子ども、犬の檻で育った少年など13の事例を通して虐待や
トラウマが子どもの発達に与える影響と回復への道筋を描く。
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創元社 河合隼雄と子どもの目 河合隼雄 1,500 9784422117096 2019/7 心理一般
子どもが主人公の物語を繊細かつ緻密な臨床家の視点で読み解く。マガ
ジンハウス社『〈うさぎ穴〉からの発信』の復刊。

日本評論社 子どもの感情コントロールと心理臨床 大河原美以 2,000 9784535563216 2015/7 基礎心理
きれる、かんしゃく、暴力、いじめ、不登校、リストカット…子供の心
の問題はどのように生じるかを明快に解き、支援の青写真を描く。

春秋社
わが子がギフティッドかもしれないと思ったら
問題解決と飛躍のための実践的ガイド

ジェームス・Ｔ・ウェブ著／ジャネット・Ｌ・ゴア著／
エドワード・Ｒ・アメンド著／アーリーン・Ｒ・デヴ
リーズ著／角谷 詩織訳 3,000 9784393373309 ###### 発達心理

潜在的な困難をもつギフティッド児への実践的な対処法を伝授。育てづ
らく、生きづらいギフティッド児と親、支援・教育者のバイブル。

誠信書房
増補改訂版 子ども虐待への心理臨床 病的解離・
愛着・EMDR・動物介在療法まで 海野千畝子 編著 3,000 9784414416909 ###### 発達心理

虐待の後遺症である愛着障害とフラッシュバックに対応すべくチームで
奮闘した、子ども虐待治療のパイオニア達による臨床実践の記録

春秋社
子どもの見ている世界　誕生から６歳までの「子
育て・親育ち」 内田伸子 1,600 9784393373293 2017/5 発達心理

子どもの認知世界を紹介し成長発達にともなう育児の悩みや疑問に発達
心理学の第一人者が答える。真に子どものための育児を考える書。

誠信書房

トラウマを抱える子どものこころを育むもの　ア
タッチメント・神経科学・マインドフルネスとの
出会い

グレイアム・ミュージック 著 鵜
飼奈津子 監訳 藤森旭人 監訳 3,200 9784414414851 2022/9 発達心理

苛烈な虐待を受け、関係を築くことが難しい子どもに対し、人として生
きる力を呼び戻すセラピー過程を、圧倒的な臨場感をもって描く

東京大学出版会 子どもたちは人が好き 川上清文 2,300 9784130133128 2018/9 発達心理
1歳前後～3歳頃の対人関係の発達について、保育園での行動の直接観察
にもとづいて分析し、個別のエピソードから豊かに描き出す。

ミネルヴァ書房 子どもを「人間としてみる」ということ 子どもと保育総合研究所 編 2,200 9784623067992 ###### 発達心理
保育制度の大変革期にある今、保育において大切にしなければならない
こととは？保育という営みの根本にある問題について考える。

春秋社 想像力　生きる力の源をさぐる 内田伸子 1,800 9784393373323 2023/1 発達心理
見えないものを見、あすを思い描き、現実を超える力。ヒトの認識の背
後で働く驚くべき能力のメカニズムを発達心理学の見地から探る。

誠信書房
子どものメンタライジング臨床入門　個人、家
族、グループ、地域へのアプローチ

ニック・ミッジリー 編著 イオア
ナ・ヴラウヴァ 編著 西村馨 監訳
渡部京太 監訳 3,500 9784414414820 2022/5 発達心理

MBTの概念を、児童・青年期、彼らを支える家族、コミュニティに適用
し、メンタライジングを育てる臨床を、創造的に展開させる１冊

誠信書房
子どものポストトラウマティック・プレイ
虐待によるトラウマの心理療法 エリアナ・ギル 著 西澤哲 監訳 3,500 9784414414813 2022/3 発達心理

トラウマ体験が遊びの中で再演されるプレイを治療に生かし、治癒に導
くための理論と技法。子どものトラウマに関わる全ての治療者に。

慶應義塾大学出版会 子どものうつ病 猪子香代 2,400 9784766419801 ###### 教育心理
子どものうつ病の症状、医師へのかかり方、治療、学校生活の送り方な
どを説明し、家庭でどう協力していくことが望ましいかを解説。

みすず書房 大人から見た子ども モーリス・メルロ=ポンティ 3,800 9784622087830 2019/3 教育心理
メルロ=ポンティがソルボンヌ大学の児童心理学と教育学の講座で行なっ
た一連の講義の要録をまとめた一冊。

春秋社 ママのためのシュタイナー教育入門 Ｄ. シューラー著／鳥山 雅代訳 1,700 9784393332856 ###### 教育心理
こころとからだをつなぐエコロジカルな子育てスタイルとして注目の
シュタイナー教育。新スタイルの子育てサポートブック第２弾！

大月書店 子どもの悲しみによりそう　喪失体験の適切 ジョン・ジェームス　他 2,400 9784272420162 2014/6 臨床心理
子どもの喪失体験（親しい人の死、ペットの死、親の離婚、引越）を援
助する人のために、効果的なプログラムを実例を示して解説する。

創元社
心が落ち着き、集中力がグングン高まる！　子ど
ものためのマインドフルネス

キラ・ウィリー著／アンニ・ベッ
ツイラスト／大前泰彦訳 1,800 9784422116853 2018/9 臨床心理

いつでもどこでも簡単にできる、楽しい30のエクササイズを通じて、心
と体をじょうずにコントロールする方法を身につける。

創元社 子どものためのマインドフルネス２
キラ・ウィリー著／アンニ・ベッ
ツイラスト／大前泰彦訳 1,800 9784422117744 ###### 臨床心理

一日の活動を起床、通学、学習、遊び、食事、就寝の6つの場面に分け、
それぞれにぴったりの30のエクササイズを紹介。

日本評論社 去られるためにそこにいる 田中茂樹 1,700  9784535563919 2020/6 臨床心理
子どもの「問題」には必ず大切な意味がある。カウンセリングの事例か
ら見えてくる親の役割や子どもへの接し方をやさしく伝える。

春秋社
発達障害からニューロダイバーシティへ　ポリ
ヴェーガル理論で解き明かす子どもの心と行動 モナ・デラフーク 2,400 9784393365687 2022/9 精神医学

発達のちがいや自閉症スペクトラム、トラウマをもつ子どもたちの“問
題行動”を神経多様性からとらえ直し社会情動的発達を促す。

みすず書房 失われた子どもたち　第二次世界大戦後のヨ タラ・ザーラ 6,000 9784622088684 ###### 歴史一般
戦争による破壊と再建に翻弄される家族の物語は、今日の難民政策と
いった喫緊の課題についても、大きな示唆を与える。

吉川弘文館 子どもの中世史 斉藤研一 2,300 9784642063791 2012/1 日本史（中世）
労働力としての存在や、薬用とされた衝撃的事実など、文献・絵画・民
俗史料を駆使して、中世の子どもをめぐる様々な実態を検証。

吉川弘文館 江戸の捨て子たち　その肖像 沢山美果子 1,700 9784642056557 2008/5 日本史（近世）
添えられたモノや手紙に託した親の思い、捨て子を貰う人々、江戸にも
あった赤ちゃんポスト構想から見えてくる捨て子たちの実像。

吉川弘文館 事典 太平洋戦争と子どもたち
浅井春夫・川満彰・平井美津子・
本庄豊・水野喜代志編 2,200 9784642084147 2022/8 日本史（近代）

戦争は子どもたちに何をもたらすのか。疎開、沖縄戦、孤児生活などの
問いに答えて戦災の惨劇を記憶し、平和への願いを託す。

吉川弘文館 戦争孤児たちの戦後史１　総論編 浅井春夫・川満彰編 2,200 9784642068574 2020/8 日本史（現代）
孤児の実態を一人の生の記録として着目。孤児になる経緯・ジェンダー
等の視角を重視し、現代的観点から孤児問題を考える姿勢を提示。

吉川弘文館 戦争孤児たちの戦後史２　西日本編 平井美津子・本庄豊編 2,200 9784642068581 2020/9 日本史（現代）
孤児救済に尽力した施設などの取り組み、大阪大空襲や沖縄戦における
実態を詳述。孤児出身者の原爆体験や路上生活などの証言も紹介。

吉川弘文館 戦争孤児たちの戦後史３　東日本・満洲編 浅井春夫・水野喜代志編 2,200 9784642068598 2021/3 日本史（現代）
養育院・上野地下道・残留孤児をキーワードに、児童福祉施設の運営、
東京大空襲の被害などを詳述。今後の研究課題を展望する。

法政大学出版局 イギリス産業革命期の子どもと労働 ジェーン・ハンフリーズ 6,000 9784588645488 2022/2
世界史
(ヨーロッパ）

イギリス産業革命の推進力には、貧困状態にある多くの子どもたちの労
働が含まれていた歴史的な事実を明るみに出した画期的研究。

法政大学出版局 こどもの歴史 M.ハリスン 3,300 9784588352140 1996/4
世界史
(ヨーロッパ）

中世から19世紀までの衣服・住居から仕事・教育・遊び・旅行などにわ
たって，ヨーロッパのこどものくらしを再現する。

勁草書房 子どもと哲学を　問いから希望へ 森田伸子 2,300 9784326154203 ######
哲学（事典・
概論・哲学史）

なぜ？どうして？　子どもは時に根源的な問いを発する。その問いに大
人はどう応えていけばよいのか。子どもと哲学をめぐる冒険の書。

白水社 フランス語っぽい日々 じゃんぽ～る西、カリン西村 1,800 9784560088814 ###### その他
日本人の夫は漫画家、フランス人の妻はジャーナリスト。日仏夫婦が漫
画とコラムでつづる、異文化・外国語学習・子育ての悲喜こもごも

白水社 いつもこどものかたわらに 細谷亮太 1,800 9784560083482 2014/3 その他
小児難病の治療に半生を捧げる著者が、子どもを看取る悲しみ、口癖
「大丈夫」から滲み出る数々の思いを綴った感動エッセイ。
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