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男の子育て、いろいろ。
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

新しいパパの働き方
仕事も家庭も！欲張りガイドブック

ファザーリング・ジャパン
／著

学研教育出版 2014.7 366.7フ

パパの働き方が社会を変える！ 吉田大樹／著 労働調査会 2014.9 366.7ヨ

〈オトコの育児〉の社会学
家族をめぐる喜びととまどい

工藤保則／編著,西川知
亨／ほか編著

ミネルヴァ書房 2016.5 367.3オ

子育てのパラドックス
「親になること」は人生をどう変えるのか

ジェニファー・シニア／著,
高山真由美／訳

英治出版 2015.12 367.3シ

お父さんがキモい理由を説明するね
父と娘がガチでトークしました

中山順司／著 泰文堂 2014.5 367.3ナ

父親業！
「仕事か、家庭か」で悩まないビジネスマンのルール

中山和義／著 きずな出版 2013.8 367.3ナ

父親（オトン）が子どもとがっつり遊べる時期は
そう何年もない。

布施太朗／著 三輪舎 2016.1 367.3フ

ハンバーガグー！ てぃ先生／著 ベストセラーズ 2016.10 376.1テ

保育士おとーちゃんの「心がラクになる子育て」 須賀義一／著 ＰＨＰ研究所 2016.1 379.9ス

保育士おとーちゃんの「叱らなくていい子育て」 須賀義一／著 ＰＨＰ研究所 2015.1 379.9ス

子どもを伸ばす父親、ダメにする父親 高浜正伸／著 角川学芸出版 2013.9 379.9タ

７歳までのお守りＢＯＯＫ
「正しい母さん・父さん」を頑張らない。

西野博之／著
ジャパンマシニスト
社

2015.2 379.9ニ

１０歳からの見守りＢＯＯＫ
だいじょうぶのタネをまこう。

西野博之／著
ジャパンマシニスト
社

2015.4 379.9ニ

新米おとうちゃんと小さな怪獣 あおむろひろゆき／著 ベストセラーズ 2017.4 599ア

新しいパパの教科書
ファザーリング・ジャパン
／著

学研教育出版 2013.10 599ア

「パパは大変」が「面白い！」に変わる本
「仕事も家庭も」世代の新・人生戦略

安藤哲也／著,ファザーリ
ング・ジャパン／著

扶桑社 2017.2 599ア

好印象を与えるママ＆パパの子連れマナー 岩下宣子／著 主婦と生活社 2015.8 599イ

男が育休を取ってわかったこと
ＤＯＣＴＯＲ　ＩＫＵＭＥＮ

池田大志／著 セブン＆アイ出版 2014.5 599イ

忙しいビジネスマンのための３分間育児 おおたとしまさ／著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

2013.5 599オ

「仕事」も「育児」も大切なパパに贈る本 小林聖司／著 文芸社 2017.2 599コ

子育ての常識・非常識
どっちが正しいの！？育児の世代対抗戦

高橋悦二郎／監修,保健
同人社電話相談室／編

保健同人社 2014.1 599コ

フィンランド流イクメンＭＩＫＫＯの世界一しあわ
せな子育て

ミッコ・コイヴマー／著 かまくら春秋社 2013.5 599コ

新ニッポンの父ちゃん　兼業主夫ですが、なにか？
杉山錠士／作,アベナオミ
／絵

主婦の友インフォス
情報社

2014.5 599ス

子育てはやっぱりママには敵わない？！

いいえ、男親だからこそできる子どもとの付き合い方があるはずです。

自分だからできる子育てについて考えてみましょう。



そだてば　こそだてのげんばを実況中継。 鈴木のりたけ／著 朝日新聞出版 2013.12 599ス

父親のための子育て読本　改訂新版
母子衛生研究会／編集
協力

母子保健事業団 2014.3 599チ

男親が賢く元気な子を育てる
「パパ・イニシアチブ」子育て法

能登春男／著 さくら舎 2016.10 599ノ

アナーキー・イン・ザ・子供かわいい
“父親に成る”ということ

槙田雄司／著 アスペクト 2013.9 599マ

はじめてママ＆パパの離乳食
上田玲子／監修,主婦の
友社／編

主婦の友社 2015.2 599.3ハ

はじめてママ＆パパの幼児食
牧野直子／監修,主婦の
友社／編

主婦の友社 2015.1 599.3ハ

ヨチヨチ父　とまどう日々 ヨシタケシンスケ／著 赤ちゃんとママ社 2017.5 599ヨ

ある一日 いしいしんじ／著 新潮社 2012.2 913.6イ

キッズファイヤー・ドットコム 海猫沢めろん／著 講談社 2017.7 913.6ウ

主夫のトモロー 朱川湊人／著 ＮＨＫ出版 2016.5 913.6シ

はじめてだらけの夏休み
大人になりたいぼくと、子どもでいたいお父さん

唯野未歩子／著 祥伝社 2012.10 913.6タ

アナザーフェイス　１～ 堂場瞬一／著 文芸春秋 913.6ド

ジョアンナに乾杯　全５巻 比企俊太郎／著 生活思想社 913.6ヒ

なずな 堀江敏幸／著 集英社 2011.5 913.6ホ

うちの子になりなよ　ある漫画家の里親入門 古泉智浩／著 イースト・プレス 2015.12 916コ

　　ジィジもすなり、孫育て
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

なるほど！育じい道
お医者さんが実践している孫育て術

石蔵文信／著 講談社 2016.6 599イ

孫育ての新常識　幸せ祖父母のハッピー子育て術 小屋野恵／著 メイツ出版 2017.6 599オ

尾木ママの幸せ孫育てアドバイス
パパもママも大歓迎の楽しい育ジイ・育バア術

尾木直樹／著 学研パブリッシング 2014.9 599オ

ママ・パパ・ばぁば・じぃじ上手につきあい、いき
いき子育て

窪田容子／著,津村薫／
著

三学出版 2013.6 599ク

育ジージがやってくる　はたらくママたちへ 菅谷洋司／著 東方出版 2016.9 599ス

祖父母手帳　もう孫育てで悩まない！祖父母＆親世代
の常識ってこんなにちがう？

森戸やすみ／監修 日本文芸社 2017.4 599ソ

祖父、ソフリエになる　新米じいじ初めての孫育て エガリテ大手前／編 メディカ出版 2011.9 599ソ

孫育て一年生　新米祖父母の教科書 棒田明子／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.12 599マ

まご育ての本
祖父母のための孫コミュニケーションレッスン

くすくす／監修 マガジンハウス 2016.9 L599マ

新版　孫育ての時間（とき）
祖父母に贈るはじめての育孫書

山県威日／編,中山真由
美／編

吉備人出版 2015.12 599マ

じぃじとばぁばのためのあそび図鑑　孫ともっと仲
良しになる！,「安全」に「楽しく」あそぶための５７の提案

エガリテ大手前／監修
ベースボール・マガジ
ン社

2013.7 781.9ジ

ＰＴＡグランパ！ 中沢日菜子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.5 913.6ナ

ぱじ　Ｍｏｍｏ‐ｃｈａｎ’ｓ ｇｒａｎｄｆａｔｈｅｒ“Ｐａｊｉ” 村上たかし／著 集英社 2011.5 Cム



夫婦の関係も見直そう
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

育児は仕事の役に立つ
「ワンオペ育児」から「チーム育児」へ

浜屋祐子／著,中原淳／
著

光文社 2017.3 366.7ハ

ワンオペ育児　わかってほしい休めない日常 藤田結子／著 毎日新聞出版 2017.6 367.21

産後クライシス
内田明香／著,坪井健人
／著

ポプラ社 2013.11 367.3ウ

産後クライシス
なぜ、出産後に夫婦の危機が訪れるのか

岡野あつこ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013.11 367.3オ

夫に死んでほしい妻たち 小林美希／著 朝日新聞出版 2016.4 367.3コ

ふたりの子育てルール
「ありがとう」の一言から始まるいい関係

治部れんげ／著 ＰＨＰ研究所 2012.5 367.3ジ

主夫になってはじめてわかった主婦のこと 中村シュフ／著 猿江商会 2015.3 590ナ

ダンナのための妊娠出産読本
嫁ハンをいたわってやりたい

荻田和秀／著 講談社 2015.10 598.2オ

フランスのパパはあわてない
妊娠から産後まで妻を支える１６６の心得

リオネル・パイエス／ほか
著,鳥取絹子／訳

ＣＣＣメディアハウス 2016.4 598.2パ

出産・育児ママのトリセツ　 
「子どもができて妻が別人になりました」というあなたへ

山本ユキコ／著,高倉美
恵／イラスト

忘羊社 2016.3 598.2ヤ

パパのトリセツ おおたとしまさ／著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

2012.8 599オ

最新科学でハッピー子育て ＮＨＫ出版／編 ＮＨＫ出版 2016.10 599サ

夫イクメン化計画奮闘日記 関根尚／著 学研プラス 2015.12 599セ

ママたちが非常事態！？
最新科学で読み解くニッポンの子育て

ＮＨＫスペシャル取材班
／著

ポプラ社 2016.12 599マ

皿洗いするの、どっち？
目指せ、家庭内男女平等！

山内マリコ／著 マガジンハウス 2017.2 914.6ヤ

パパ、育児できるかな？ 阿部潤／著 竹書房 2012.2 Cア

理系パパ　ひとクセあるけど憎めない、理系なパパ１０
人のリアル育児まんが

高世えり子／著 マイナビ出版 2016.9 Cタ

オットと育児。　うちのイクメン観察記 たかせシホ／著 竹書房 2010.12 Cタ

愛知県 あいちはぐみんネット イクメン情報 http://www.pref.aichi.jp/kosodate/hagumin/growing/ikumen/index.html

愛知県の子育てポータルサイト。子育ての悩み相談や、救急情報、イクメン情報など多岐にわたる情報を掲載。

愛知県児童総合センター http://www.acc‐aichi.org/

子どもや大人に豊かな遊びを提供する児童センター。「もっと！お父さんを楽しもう！」プログラムなど行っています。

厚生労働省 育メンプロジェクト イクメンライブラリー https://ikumen‐project.mhlw.go.jp/library/links/

国の制度から出産・子育て、仕事と家庭の両立まで各支援情報のリンク先が掲載されています。

母子衛生研究会 赤ちゃん＆子育てインフォ http://www.mcfh.or.jp/

妊娠・出産・子育ての情報が掲載されています。お母さんと子どもの体の変化についても学べます。

男の育児online（FQ Japan） http://fqmagazine.jp/

「もっと育児を楽しむ」をコンセプトにした父親向け雑誌のオンライン版。おもちゃから夫婦関係まで幅広い情報を提供。

日経ＤＵＡＬ http://dual.nikkei.co.jp/?waad=zB1arMs0

働くパパとママに役立つ子育て情報サイト。子どもの教育や仕事、お金のことまで参考になるノウハウが満載。



書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

やだやだパパやだ！
天野慶／文,はまのゆか
／絵

ほるぷ出版 2016.11 Eア

パパのしごとはわるものです
板橋雅弘／作,吉田尚令
／絵

岩崎書店 2011.5 Eイ

とうちゃんなんかべーだ！ 伊藤秀男／作 ポプラ社 2008.10 Eイ

パパとわたし
マリア・ウェレニケ／作,宇
野和美／訳

光村教育図書 2012.10 Eウ

とうさんはタツノオトシゴ エリック・カール／さく 偕成社 2006.9 Eカ

パパのぼり／パパおふろ きくちちき／作 文渓堂 2017.6 Eキ

うちのパパはウルトライックメン
きむらゆういち／さく,にし
うちとしお／え

小学館 2014.2 Eキ

ねえとうさん 佐野洋子／作 小学館 2001.11 Eサ

「パパ」はどうしてパパなの？
すずきえいけい／ぶん,プ
レイセットプロダクツ／え

エムオン・エンタテイ
ンメント

2016.5 Eス

おとうさんのおおきなポケット
相馬匡／え ぶん,草谷桂
子／絵本監修

和歌山県女性セン
ター ”りぃぶる”

2000.3 Ｅソ

おとうさんのえほん１・２ 高畠 純／作 絵本館 Eタ

うちのパパが世界でいちばん！
パパのつかいかた３３

ハリエット・ジィーフェルト／
ぶん,アマンダ・ハーレイ／え くもん出版 2005.6 Ｅツ

おとうさんがおとうさんになった日 長野ヒデ子／作 童心社 2002.5 Eナ

おとうさんぼくね… 長谷川義史／さく・え 保育社 2015.11 Eハ

おとうさんもういっかい１～３ はたこうしろう／作 アリス館 Eハ

おとん
平田昌広／ぶん,平田景
／え

大日本図書 2008.6 Ｅヒ

おとうさんとぼくのえほん　シリーズ 二見 正直／作 偕成社 2011.4 Ｅフ

おむかえパパ
ナディーヌ・ブランコム／
文,オレリー・ギュレ／絵

ブロンズ新社 2017.2 Eブ

ぼくとパパ
セルジュ・ブロック／作,金
原瑞人／訳

講談社 2007.5 Eブ

ゴリラのおとうちゃん 三浦太郎／作 こぐま社 2015.9 Eミ

えいっ 三木卓／さく,高畠純／え 理論社 2015.5 Eミ

おとうさんはウルトラマン　シリーズ
みやにしたつや／作絵,円
谷プロダクション／監修

学研教育出版 Eミ

パパさんロボット買いました 森野さかな／さく・え 論創社 2010.5 Eモ

おとうさんは、いま
湯本香樹実／ぶん,ささめ
やゆき／え

福音館書店 2016.11 Eユ

　　　　　　　　　　　　発行：愛知県女性総合センター　情報ライブラリー

　　絵本の中のパパ                                      ※リスト以外にもいろいろなパパ絵本があります。カウンターにお尋ねください。

●ウィルあいち情報ライブラリー利用案内●

◯貸出 図書：１０冊 視聴覚資料：３点 （１５日以内） ◯利用時間 火～日 ９時～１９時

◯問い合わせ先 （０５２）９６２－２５１０ （ライブラリー直通）

名古屋市東区上竪杉町１番地


