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子ども虐待  全2巻  

No.2019-314 

2019年7月 

子どもの虐待 関連 

巻 書名 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 子ども虐待を理解するために （30分） ¥27,500  ¥55,000  1029835041 

2 早期発見と初期対応 （30分） ¥27,500  ¥55,000  1029835042 

子どもや家族をめぐる問題が複雑、多様化している中で親（養育者）が子どもの身体や心
を傷つける「子ども虐待」（児童虐待）が年々増え続けています。しかも、虐待が家庭という
密室の中で行われる場合が多いことを考慮に入れると、明るみにされた虐待は氷山の一
角といっても過言ではありません。「子ども虐待」とはどのようなものか、また子どもを虐待
から守るためにはどのように対応したらよいのかを解説します。 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835040 

新宿スタジオ 

監修：社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 
指導：日本子ども家庭総合研究所 福祉臨床担当部長 青山学院大学 庄司順一 

日本子ども家庭総合研究所 研究企画 情報部長 小山修 
日本子ども家庭総合研究所 ソーシャルワーク研究担当部長 才村純 

取材協力：大阪府中央子ども家庭センター 

2001年9月制作 

2016年5月制作 

監修：日本女子大学人間社会学部教授 林浩康 
指導・協力：神奈川県鎌倉三浦地域児童相談所 鈴木浩之／田代充生 

児童家庭支援センターみなと 福永寛徳 
撮影協力：神奈川県鎌倉三浦地域児童相談所／児童家庭支援センターみなと／聖母愛児園 

「子ども虐待」が大きな問題になっています。もちろん行政機関は、保護者に対する支援、も
しくは子どもを一時的に保護者から分離するといった対応を図っていますが、根本的な解決
のためには、本人親子が立ち直り、その状態を維持できることが必要です。その助けとなる
活動のひとつが『ファミリーグループ・カンファレンス』という、本人親子とその親族、知人な
どが主体的に問題解決の方法を話し合う活動で、日本でも実践が始まり、注目が集まって
います。この作品では、模擬事例のロールプレイを通して、この活動の意義や目的を学び、
虐待の問題解決のために何が出来るのか考えていきます。 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥59,400  ¥118,800  1029835139 

巻 書名 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 準備編 （30分） ¥33,000  ¥66,000  1029835140 

2 実施編 （30分） ¥33,000  ¥66,000  1029835141 

● 動画は印刷・ダウンロードができません。 

子ども虐待における家族支援 
－ファミリーグループ・カンファレンスの実践 全2巻 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年7月 

虐待・親にもケアを 
 ―生きる力をとりもどすMY TREEプログラム― 

出版社 築地書館 

著編者名 森田  ゆり 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥5,280(＋税) 同時3アクセス(本体) ¥7,920(＋税) 

冊子版ISBN 9784806715627  商品コード 1027853029 

子ども虐待問題の解決に不可欠な親の回復。「MY TREEプログラム」は過去17年間
の実践を通して各地の児童相談所などですでに1048名の回復者を出し、大きな成
果を挙げてきた。日本で開発された、マインドフルネスを使う効果の高いプログラム
として注目されるその内容を、開発者自らが思想と技法からファシリテーター人財育
成まで詳細に語る。ひとり悩み苦しんできた親たちが、生きる力をとりもどした自分
を語る言葉と絵が感動を呼ぶ。 

保育現場の子ども虐待対応マニュアル 
 ―予防から発見・通告・支援のシステムづくり― 

出版社 中央法規出版 

著編者名 倉石  哲也 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥4,840(＋税) 同時3アクセス(本体) ¥7,260(＋税) 

冊子版ISBN 9784805856871  商品コード 1028397401 

「この子ども、虐待されているのでは？」という気づきを、どのように支援に変えてい
けばよいのか。本書は、虐待のサインに気づくための保育者の視点、発見・通告の
手順、子ども・保護者への支援等を解説。早期発見・早期支援につなげるための園
のシステムづくりも考える。 

子どもの虐待と脳の発達  
（子どものこころと脳の発達 Vol.2 No.1） 

出版社 金芳堂 

著編者名 - 発行年 2011 

同時1アクセス(本体) ¥3,960(＋税) 同時3アクセス(本体) ¥5,940(＋税) 

冊子版ISBN 9784765314961  商品コード 1030530575 

特集『子どもの虐待と脳の発達』 子ども虐待と子どもの発達/子ども虐待の脳科学
/ 性的虐待を防ぐ，治す ～ STOP ザ 性虐待～/子ども虐待の政策評価 ─子ども
の視点から─/ 無限の可能性を秘めた育ち行く心 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年7月 

学校危機とコンサルテーション 
 ―いじめ・虐待・体罰・性的被害・犯罪・事故・自殺― 

出版社 新興医学出版社 

著編者名 細田  眞司 発行年 2015 

同時1アクセス(本体) ¥7,040(＋税) 同時3アクセス(本体) ¥10,560(＋税) 

冊子版ISBN 9784880021874  商品コード 1018939514 

深刻な危機的問題に直面する教育現場でのコンサルテーション活動についてまと
めた本。危機的状況におけるコンサルテーションの概念枠を提示し、事例を中心に
その応用を紹介する。 

攻撃と暴力 ―なぜ人は傷つけるのか― 
（丸善ライブラリー） 

出版社 丸善出版 

著編者名 大淵  憲一 発行年 2000 

同時1アクセス(本体) ¥3,300(＋税) 同時3アクセス(本体) ¥4,950(＋税) 

冊子版ISBN 9784621053249  商品コード 1028650416 

人間にとって「攻撃」とはいったい何なのであろうか。また、それはどれくらい深く、人
間の本性に根ざしたものなのであろうか。本書では「人間の攻撃性」について、心理
学における代表的な考え方を紹介するとともに、現代社会の暴力・犯罪の事例も交
え、多角的な視点から、その核心に迫っていく。 

性暴力の罪の行為と類型 ―フェミニズムと刑法― 

出版社 法律文化社 

著編者名 森川  恭剛 発行年 2017 

同時1アクセス(本体) ¥10,560(＋税) 同時3アクセス(本体) ¥15,840(＋税) 

冊子版ISBN 9784589038296  商品コード 1025375383 

禁止される性犯罪を根源的に再考。フェミニズムが提起する「被害者の不同意」の
意義の検討を踏まえ、犯罪行為類型の再定位を試みる。「性犯罪」は個人の自由に
対する罪でなく平等に対する罪であることを論じ、「性暴力犯罪」の法改正案も提起
する。 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年7月 

児童虐待時代の社会的養護 

出版社 学文社 

著編者名 鈴木  崇之 発行年 2015 

同時1アクセス(本体) ¥9,900(＋税) 同時3アクセス(本体) ¥14,850(＋税) 

冊子版ISBN 9784762025389  商品コード 1018696131 

社会的養護の理念と概況や、子どもの養護の歴史と現状を解説。また、社会的養
護の制度・法体系、仕組み・実施体系を紹介し、社会的養護への措置を事例ととも
に説明する。求められている養育・支援者の資質と役割にも触れる。 

子どもの人権を尊重する生徒指導 
 ―権利・人権を学んでいじめ・体罰から子どもを守る― 

出版社 学事出版 

著編者名 安藤  博 発行年 2014 

同時1アクセス(本体) ¥2,970(＋税) 同時3アクセス(本体) ¥4,455(＋税) 

冊子版ISBN 9784761920845  商品コード 1018831337 

なぜ、子どもに子どもの人権教育(学習)が必要なのか。体罰を防ぎ克服し、適切な
懲戒を実現するには何が必要か。充実した生徒指導のために、子どもの人権を考
える。『週刊教育資料』ほか掲載を書籍化。 

暴力の心理 （こころの科学 172） 

出版社 日本評論社 

著編者名 斎藤  環 発行年 2013 

同時1アクセス(本体) ¥4,398(＋税) 同時3アクセス(本体) ¥6,597(＋税) 

冊子版ISBN 9784535140721  商品コード 1016907150 

「体罰容認論」は日本社会に依然として根強く存在し、ヘイトスピーチ、いじめ・虐
待・ＤＶの問題も深刻だ。幅広い視点から暴力への向き合い方を考えてみよう。 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年7月 

子ども虐待と関連する精神障害  
（子どもの心の診療シリーズ 5） 

出版社 中山書店 

著編者名 本間  博彰 発行年 2008 

同時1アクセス(本体) ¥8,800(＋税) 同時3アクセス(本体) ¥13,200(＋税) 

冊子版ISBN 9784521730646  商品コード 1015185032 

虐待から子どもの心をいかに守るか。子ども虐待の精神科臨床に必要な基礎的な
知識と、専門性を磨くうえでの里程標となるような最新の知見をわかりやすく解説。
予防・介入・診断・治療の実際がわかる。 

虐待と現代の人間関係 ―虐待に共通する視点とは― 

（シリーズこころとからだの処方箋 14） 

出版社 ゆまに書房 

著編者名 橋本  和明 発行年 2007 

同時1アクセス(本体) ¥3,850(＋税) 同時3アクセス(本体) ¥5,775(＋税) 

冊子版ISBN 9784843318263  商品コード 1011657917 

児童虐待や高齢者虐待などあらゆる虐待を総称するものとして“包括的虐待”という
概念を提唱。その中にうごめく家族関係や人間関係を明らかにすることで、虐待をと
らえ直し、現代人が抱えている対人関係の特徴に迫る。 

いじめ・虐待そして犯罪の深層 ―失われていく共感性― 

出版社 丸善出版 

著編者名 町沢  静夫 発行年 2007 

同時1アクセス(本体) ¥3,520(＋税) 同時3アクセス(本体) ¥5,280(＋税) 

冊子版ISBN 9784621078396  商品コード 1008060867 

いじめ、虐待、犯罪などは「共感性の欠如」が根底にあると考える著者が、共感性の
欠如が増えていることの問題を明らかにし、豊かな共感性を交流できるようにする
ためにはどうしたらいいのか問う。 
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■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp
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