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369 ｶ
「ヤングケアラー」深層へのアプローチ ＳＮＳで出会う、つながり続ける
加藤 雅江／著

本の種出版 202211 21 一般

R ﾐ ４８歳で認知症になった⺟ 美⿑津 康弘／原作 吉⽥ 美紀⼦／漫画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202211 21 一般

364
１５歳からの社会保障 人生のピンチに備えて知っておこう！ 横山 北斗
／著

日本評論社 202211 19 一般

369 ﾐ
私だけ年を取っているみたいだ。 ヤングケアラーの再生日記 水谷 緑／
著

文藝春秋 202210 21 一般

F ﾏ キッズ・アー・オールライト 丸山 正樹／著 朝日新聞出版 202209 19 一般

369 ｵ
ヤングケアラーってどういうこと？ ⼦どもと家族と専門職へのガイド
ジョー・オルドリッジ／作 ジャック・オルドリッジ・ディーコン／絵 澁
谷 智⼦／監訳 澁谷 智⼦／訳 ⻑谷川 拓人／訳

生活書院 202209 21 一般

396 ﾑ
「ヤングケアラー」とは誰か 家族を“気づかう”⼦どもたちの孤立 村上
靖彦／著

朝日新聞出版 202208 19 一般

396 ｼ ヤングケアラーってなんだろう 澁谷 智⼦／著 筑摩書房 202205 18 一般
369.2 ﾌ 「障害」ある人の「きょうだい」としての私 藤木 和⼦／著 岩波書店 202204 21 一般

369
⼦ども・若者ケアラーの声からはじまる ヤングケアラー支援の課題 斎藤
真緒／編 濱島 淑恵／編 松本 理沙／編 京都市ユースサービス協会／
編

クリエイツかもがわ 202203 21 一般

369
⼦どもの想いを地域で支えるヤングケアラー支援ガイドブック 奉優会居宅
事業部／編著

奉優会 メディア・ケア
プラス（発売）

202203 26 一般

ヤングケアラーに関するブックリスト
※岡山市立図書館に現在所蔵の資料のみ掲載



367.6/ ﾆ 22 日本⼦ども資料年鑑 ２０２２ ⺟⼦愛育会愛育研究所／編 ＫＴＣ中央出版 202202 26 参考
R ﾊ 私がヤングケアラーだったころ 統合失調症の⺟とともに 林 真司／著 みずのわ出版 202112 19 一般
R ﾅ 一万年生きた⼦ども 統合失調症の⺟をもって ナガノ ハル／著 現代書館 202111 20 一般

369.4 ｺ
親を頼らないで生きるヒント 家族のことで悩んでいるあなたへ コイケ
ジュンコ／著 ブリッジフォースマイル／協力

岩波書店 202111 18 一般

369 ﾏ ヤングケアラー 介護する⼦どもたち 毎日新聞取材班／著 毎日新聞出版 202111 19 一般

369 ﾅ
ヤングでは終わらないヤングケアラー きょうだいヤングケアラーのライフ
ステージと葛藤 仲⽥ 海人／編著 木村 諭志／編著

クリエイツかもがわ 202110 21 一般

369 ﾊ ⼦ども介護者 ヤングケアラーの現実と社会の壁 濱島 淑惠／［著］ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202109 18 一般

369
ヤングケアラーを支える Ｙｏｕｎｇ Ｃａｒｅｒｓ Ｎｕｒｓｉｎｇ Ｔ
ｏｄａｙブックレット編集部／編集

日本看護協会出版会 202109 21 一般

334.4 ｽ
アンダーコロナの移⺠たち 日本社会の脆弱性があらわれた場所 鈴木 江
理⼦／編著

明石書店 202106 19 一般

369.4 ﾀ
海外ルーツの⼦ども支援 言葉・文化・制度を超えて共生へ ⽥中 宝紀／
著

⻘⼸社 202105 21 一般

R ｳ
ママのうつ病をなめてたら、死にそうになりました。 上野 りゅうじん／
著

ぶんか社 202102 21 一般

369
ヤングケアラーわたしの語り ⼦どもや若者が経験した家族のケア・介護
澁谷 智⼦／編

生活書院 202010 21 一般

369.1 ﾐ
いっしょに考える外国人支援 関わり・つながり・協働する 南野 奈津⼦
／編著

明石書店 202009 21 一般

369.2 ﾖ
静かなる変⾰者たち 精神障がいのある親に育てられ、成⻑して支援職に就
いた⼦どもたちの語り 横山 恵⼦／編著 蔭山 正⼦／編著 こどもぴあ
／編著

ペンコム インプレス
（発売）

201911 19 一般

369 ｼ ヤングケアラー 介護を担う⼦ども・若者の現実 澁谷 智⼦／著 中央公論新社 201805 18 一般



367.6 ｴ
高校生ワーキングプア 「見えない貧困」の真実 ＮＨＫスペシャル取材班
／著

新潮社 201802 20 一般

369.4
外国人の⼦ども白書 権利・貧困・教育・文化・国籍と共生の視点から 荒
牧 重人／編 榎井 縁／編 江原 裕美／編 小島 祥美／編 志水 宏
吉／編 南野 奈津⼦／編 宮島 喬／編 山野 良一／編

明石書店 201704 21 一般

493.7 ｿ
⼦どもにどうしてあげればいい？ ＜こころの病気を抱える親＞のハンド
ブック トゥッティ・ソランタウス／著 アントニア・リングボム／イラス
ト 上野 里絵／訳

東京大学出版会 201607 19×19 一般

493.7 ｿ
お⺟さん、お⽗さんどうしたのかな？ ＜こころの病気を抱える親をもつ⼦
ども＞のハンドブック トゥッティ・ソランタウス／著 アントニア・リン
グボム／イラスト 上野 里絵／訳

東京大学出版会 201607 19×19 一般

369.4
障害のある人とそのきょうだいの物語 ⻘年期のホンネ 近藤 直⼦／編著
⽥倉 さやか／編著 日本福祉大学きょうだいの会／編著

クリエイツかもがわ 201508 21 一般

369.2 ｵ 生活保護ｖｓ⼦どもの貧困 大山 典宏／著 ＰＨＰ研究所 201312 18 一般

369.4
きょうだい 障害のある家族との道のり 白鳥 めぐみ／著 諏方 智広／
著 本間 尚史／著

中央法規出版 201010 21 一般

369.4 ﾔ
重症児のきょうだい ねえ、聞いて…私たちの声 家森 百合⼦／編著 大
島 圭介／編著 全国重症心身障害児（者）を守る会近畿ブロック／編著

クリエイツかもがわ か
もがわ出版（発売）

201005 21 一般

378 ﾖ
発達障害のある⼦どものきょうだいたち 大人へのステップと支援 吉川
かおり／著

生活書院 200810 19 一般

369.4 ﾀ
Ｄｅａｒ．ｂｒｏｔｈｅｒ ＆ ｓｉｓｔｅｒ 障がい児のきょうだいたち
のホントの気持ち ⽥中 弘美／著

Ｈｏｎʼｓペンギン 200509 21 一般

369.4
オレは世界で二番目か？ 障害児のきょうだい・家族への支援 広川 律⼦
／編

クリエイツかもがわ か
もがわ出版（発売）

200308 21 一般

R
きょうだいは親にはなれない…けれど ともに生きる Ｐａｒｔ ２ 全国
障害者とともに歩む兄弟姉妹の会東京都支部／編

ぶどう社 199612 21 一般



z 婦人之友 ２０１５−０９（p12-123） 婦人之友社 20150901 雑誌
z おはよう２１ ２０１９−０１ 介護専門職の総合情報誌（p48-51） 中央法規出版 20181201 雑誌
49 高齢者を知ろう！ 脳と体の変化から接し方まで 平松 類／監修 ＰＨＰ研究所 202205 29 児童
30 ニュース年鑑 ２０２２ 池上 彰／監修 ポプラ社 202204 25 児童

33
まんがクラスメイトは外国人 課題編 第２版 「外国につながる⼦どもた
ちの物語」編集委員会／編 みなみ ななみ／まんが

明石書店 202204 21 児童

F ﾅ
親⼦で学ぶＳＤＧｓ イラスト図解で日本と世界がわかる！ 笹谷 秀光／
監修

日本文芸社 202202 21 児童

F ﾊ あしたへの翼 おばあちゃんを介護したわたしの春 中島 信⼦／著 汐文社 202201 20 児童

ｴ
うつモンスターがやってきた！ ママ、どうしたの？ エルドムート・フォ
ン・モッシュ／原作・絵 みやざき なおみ／訳

ラグーナ出版 202104 23×23 児童

49 ウィズ・ユー 濱野 京⼦／作 くもん出版 202011 20 児童

ｴ
悲しいけど、⻘空の日 親がこころの病気になった⼦どもたちへ シュリ
ン・ホーマイヤー／文・絵 ⽥野中 恭⼦／訳

サウザンブックス社 202006 24 児童

ｴ
生きる冒険地図 プルスアルハ／著 細尾 ちあき／文と絵 ぷるすあるは
／編集

学苑社 201906 21 児童

ｴ
ボクのことわすれちゃったの？ お⽗さんはアルコール依存症 プルスアル
ハ／著

ゆまに書房 201406 27 児童

ｴ
お⺟さんどうしちゃったの… 統合失調症になったの 前編 プルスアルハ
／著

ゆまに書房 201309 27 児童

36 お⺟さんは静養中 統合失調症になったの 後編 プルスアルハ／著 ゆまに書房 201309 27 児童
ｴ ボクのせいかも… お⺟さんがうつ病になったの プルスアルハ／著 ゆまに書房 201212 27 児童

33
車いすのおねえちゃん 障害のあるきょうだいがいるとき ステファン・
ボーネン／作 イナ・ハーレマンス／絵 野坂 悦⼦／訳

大月書店 200712 27 児童
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