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1 参考書
NPO法人 豊島子ども
WAKUWAKUネット
ワーク

明石書店 2016年8月
子ども食堂をつくろう！　～人
がつながる地域の居場所づく
り～

196

2 参考書 小林 じゅうたろう 水山産業出版部 2017年11月 だから、こども食堂 212

3 参考書 飯沼 直樹 翔泳社 2018年1月
地域で愛される子ども食堂
つくり方・続け方

160

4 参考書 湯浅 誠 角川新書 2017年9月 「なんとかする」子どもの貧困 248

5 行政文書 内閣府 2014年8月

子供の貧困対策に関する大
綱　～全ての子供たちが夢と
希望を持って成長していける
社会の実現を目指して～

24
http://www8.cao.go.jp/kodomonohin
kon/pdf/taikou.pdf

6 行政文書 厚生労働省 2018年6月

子ども食堂の活動に関する
連携・協力の推進及び子ども
食堂の運営上留意すべき事
項の周知について（通知）

24

https://www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-11900000-
Koyoukintoujidoukateikyoku/000021
3463.pdf

7 行政文書 茨城県 2016年3月
茨城県子どもの貧困対策に
関する計画

19
http://www.kids.pref.ibaraki.jp/~kids/
kosodate/related_plan/child_poverty
/child_poverty_plan.pdf

8 行政文書
茨城県 保健福祉部
生活衛生課 食の安
全対策室

2017年12月 子ども食堂の開設について 2
http://www.shoku.pref.ibaraki.jp/kan
ren_jigyosha/kodomoshokudou/pdf/a
bout_kodomosyokudou.pdf

9 行政文書
茨城県 保健福祉部
生活衛生課 食の安
全対策室

2018年1月
子ども食堂を開設した（する）
皆様へ（衛生管理マニュア
ル）

2
http://www.shoku.pref.ibaraki.jp/kan
ren_jigyosha/kodomoshokudou/pdf/f
or_kodomosyokudou.pdf

10 手引き 農林水産省 2018年3月

子供食堂と地域が連携して
進める食育活動事例集　～
地域との連携で食育の環が
広がっています～

60
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/se
t00zentai.pdf

11 手引き

京都市 子ども若者は
ぐくみ局 子ども若者
未来部 子ども家庭支
援課

NPO法人 山科醍醐こ
どものひろば

2018年3月
京都市子どもの居場所づくり
のすゝめ　～のびのび　安心
できる場所～

24
http://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi
/page/0000235024.html

12 手引き
横浜市 こども青少年
局 企画調整課

2018年3月
横浜で子ども食堂・地域食堂
をつくろう！ガイドブック

19

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodo
mo/kikaku/chiiki-kodomo-
ibasho/img/yokohama-kodomo-
shokudo-guidebook.pdf

13 手引き
社会福祉法人 大分
県社会福祉協議会

2017年1月
子どもたちの居場所づくり手
引き　～子ども食堂を立ち上
げるための必要なポイント～

30
http://www.oitakensyakyo.jp/archive
s/877

14 手引き
社会福祉法人 新潟
市社会福祉協議会

NPO法人 にいがた子
育ちステイション

2017年7月 子ども食堂をつくろう 18
http://www.syakyo-
niigatacity.or.jp/child/新潟市の子ど
も食堂

15 手引き
社会福祉法人 豊中
市社会福祉協議会

2017年3月

とよなか子ども食堂ハンド
ブック　～地域みんなで子ど
もの未来を応援するために
～

8

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/
kosodate/kosodate/kodomomirai/iba
sho.files/2017kodomoshokudouhand
obukku.pdf

16 手引き
「広がれ、こども食堂
の輪！」全国ツアー
実行委員会

2016年9月
「広がれ、こども食堂の輪！」
全国ツアー公式パンフレット

8
http://kodomoshokudo-
tour.jp/pamphlet/kodomoshokudo_to
ur_pamphlet.pdf

17 調査報告
公益財団法人 日本
財団

三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング 株
式会社

2015年12月
子どもの貧困の社会的損失
推計

https://www.nippon-
foundation.or.jp/what/projects/endin
g_child_poverty/

18 調査報告
「広がれ、こども食堂
の輪！全国ツアー in
茨城」実行委員会

2017年2月
茨城県内こども食堂実態調
査報告書

13
http://www.npocommons.org/data/k
odomoshokudo-report.pdf

19 調査報告

茨城大学、茨城県生
活協同組合連合会、
認定NPO法人 茨城
NPOセンター・コモン
ズ

2018年3月 茨城県内のこども食堂マップ 1
http://www.npocommons.org/data/k
odomo-shokudo-map.pdf

20 調査報告
静岡市子ども食堂
ネットワーク

2016年
静岡市協働パイロット事業
「子ども食堂」実態調査　報
告書

50
http://www.city.shizuoka.jp/0007550
41.pdf

21 調査報告
NPO法人 フードバン
ク福岡

2017年5月
子ども食堂ヒアリング調査報
告書

7
https://www.fbfukuoka.net/doc/repo
rt/子ども食堂ヒアリング調査報告
書.pdf

22 調査報告
明坂弥香、伊藤由樹
子、大竹文雄

2017年4月 日本の子どもの貧困分析 38
http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_di
s/e_dis337/e_dis337.pdf

23 調査報告
子供の貧困対策に関
する有識者会議

2017年8月
子供の貧困に関する指標の
推移

23
http://www8.cao.go.jp/kodomonohin
kon/yuushikisya/k_4/pdf/s1.pdf

24 論文 柏木 智子 2017年12月

『立命館産業社会論集』第53
巻第3号　「子ども食堂」を通
じて醸成されるつながりの意
義と今後の課題　─困難を抱
える子どもの参加と促進条件
に焦点をあてて─

21
http://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=
367118

25 論文 吉田 祐一郎 2016年9月

『四天王寺大学紀要』第62号
「子ども食堂活動の意味と構
成要素の検討に向けた一考
察　―地域における子どもを
主体とした居場所づくりに向
けて―」

14

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/wp/
wp-
content/uploads/2016/10/kiyou62-
20.pdf


