
ウィルあいち情報ライブラリー資料リスト 2018.6

書名 著者名 出版社 対象 請求記号

カリンのあたらしいおうち あまのせつこ／作・絵
明石市コミュニティ推
進部男女共同参画課

低学年 Ｅア

みんなであそぼ あおいともえ／文・絵
蒲郡市企画部企画調
整課

低学年 Ｅア

みんなちがって… 伊藤美希／作・絵 明石書店 低学年 Ｅイ

しごとをとりかえただんなさん ウィリアム・ウィースナー／え 童話館出版 低学年 Ｅウ

ピンクがすきってきめないで
ナタリー・オンス／文，
イリヤ・グリーン／絵

講談社 幼年 Ｅオ

ごっこあそび
かわいとしみ／文，
かわいもみじ／絵

蒲郡市企画部企画調
整課

幼年 Ｅカ

おとなしいめんどり ポール・ガルドン／作 童話館 幼年 Ｅガ

サンタクロースはおばあさん  新装版 佐野洋子／さく・え フレーベル館 幼年 Ｅサ

ぼくは赤ちゃんがほしいの
シャーロット・ゾロトウ／文，
ペネ・デュボア／絵

童話屋 低学年 Ｅゾ

いっしょに考えよう
はちのへウィメンズアクション絵
本プロジェクトチーム／作，
沢田真理／絵

はちのへウィメンズア
クション

中学年 Ｅハ

じゃんけんポンアイコでしょ ひぐちともこ／作
大阪府生活文化部男
女共同参画課

低学年 Ｅヒ

お母さんなんでや
三木たかひろ／文，
まちだまりこ／絵

学陽書房 中学年 Ｅミ

むらがつぶれるって？
村上昭美／文，
山本ひろゆき／絵

徳島県男女共同参画
課

中学年 Ｅム

しごとをとりかえたおやじさん
山越一夫／再話，
山崎英介／画

福音館書店 低学年 Ｅヤ

お姫さまの大集会
リスベット・ルナルディ／絵，
セリーヌ・ラムール=クロッシェ／文

ワールドライブラリー 低学年 Ｅル

ジェンダー教育に役立つ絵本

【ジェンダー】 『お母さんなんでや』、『みんなであそぼ』など、「女（男」の子だから」のよ

うに性別によって物事を固定的にとらえていないかを、身近な出来事を考通してえさせ

る内容の絵本のほか、『ピンクがすきってきめないで』のようなステレオタイプの「女（男）

の子像」に疑問を呈した絵本があります。
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書名 著者名 出版社 対象 請求記号

あなたはちっともわるくない 安藤由紀／作・絵 岩崎書店 低学年 Ｅア

いいタッチわるいタッチ 安藤由紀／著 復刊ドットコム 低学年 Ｅア

もうこわくない マリー・ウァブス／作 金の星社 低学年 Ｅウ

まねっこでいいから
内田麟太郎／文，
味戸ケイコ／絵

瑞雲舎 幼年 Ｅウ

ねぇ、話してみて! ジェシー／作・絵 誠信書房 低学年 Ｅジ

パパと怒り鬼
グロー・ダーレ／作，
スヴァイン・ニーフース／絵

ひさかたチャイルド 低学年 Ｅダ

こわい目にあったアライグマくん
マーガレット・M.ホームズ／作，
キャリー・ピロー／絵

誠信書房 低学年 Ｅホ

おねがいだからなかよくしてね
キャスリン・ホワイト／ぶん，
クリフ・ライト／え

評論社 幼年 Ｅホ

とにかくさけんでにげるんだ
ベティー・ボガホールド／作，
河原まり子／絵

岩崎書店 幼年 Ｅボ

わたしのはなし 山本直英，和歌山静子／さく 童心社 低学年 Ｅヤ

書名 著者名 出版社 対象 請求記号

うちにあかちゃんがうまれるの
いとうえみこ／文，
伊藤泰寛／写真

ポプラ社 低学年 Ｅイ

なぜなのパパ？
きたざわきょうこ／さく，
やなせたかし／え

アーニ出版 幼年 Ｅキ

なぜなのママ？
きたざわきょうこ／さく，
やなせたかし／え

アーニ出版 幼年 Ｅキ

こんにちは！しょちょうさん
きたざわきょうこ／作，
つだろとう／絵

アーニ出版 中学年 Ｅキ

あかちゃんはこうしてできる P.H.クヌートセン／えとぶん アーニ出版 中学年 Ｅク

ママにあかちゃんができたの!
ケス・グレイ／文，
サラ・ネイラー／絵

講談社 幼年 Ｅグ

【DV・虐待】 『パパと怒り鬼』、『いいタッチわるいタッチ』など、面前DVや性的虐

待がどんなことかを子どもに伝える絵本のほか、『ねぇ、話してみて！』、『こわい

目にあったアライグマくん』のような被害に遭ってしまった子どもに対して、感情

の整理や助けを求めることの大切さを説く絵本があります。大人向けの解説があ

る絵本が多いです。

【性教育】 『あかちゃんの木』、『ママにあかちゃんができたの!』など、妊娠をテーマに

したお話のほかに、『ぼくのはなし』、『こんにちは！しょちょうさん』など、子どもと一緒

に性を学ぶ、大人向けの解説がある絵本があります。
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あかちゃんはどこから?
ローズマリー・ストーンズ／作，
ニック・シャラット／絵

ポプラ社 低学年 Ｅシ

あかちゃんはどこからくるの?
ケイティ・デインズ／ぶん，
クリスティーヌ・ピム／え

大日本絵画 幼年 Ｅデ

あかちゃんの木 ソフィー・ブラッコール／さく 評論社 低学年 Ｅブ

ぼくのはなし 和歌山静子／さく 童心社 低学年 Ｅワ

書名 著者名 出版社 対象 請求記号

くまのトーマスはおんなのこ
ジェシカ・ウォルトン／さく，
ドゥーガル・マクファーソン／え

ポット出版プラス 低学年 Ｅウ

王さまと王さま リンダ・ハーン／絵と文 ポット出版 低学年 Ｅハ

レッド マイケル・ホール／作 子どもの未来社 幼年 Ｅホ

タンタンタンゴはパパふたり
ジャスティン・リチャードソン，
ピーター・パーネル／文，
ヘンリー・コール／絵

ポット出版 低学年 Ｅリ

書名 著者名 出版社 対象 請求記号

いつもみていた ジャネット・ウィンター／作 福音館書店 低学年 Ｅウ

夢は牛のお医者さん 時田美昭／作，江頭路子／絵 小学館 中学年 Ｅエ

ぼくのママはうんてんし おおともやすお／さく 福音館書店 幼年 Ｅオ

いのちあふれる海へ クレアA.ニヴォラ／さく 福音館書店 中学年 Ｅニ

化石をみつけた少女 キャサリン・ブライトン／さく 評論社 中学年 Ｅブ

しっぱいなんかこわくない!
アンドレア・ベイティー／作，
デイヴィッド・ロバーツ／絵

絵本塾出版 低学年 Ｅベ

どうぶつがすき パトリック・マクドネル／さく あすなろ書房 低学年 Ｅマ

発明家になった女の子マッティ エミリー・アーノルド・マッカリー／作 光村教育図書 中学年 Ｅマ

【多様な性】 『王さまと王さま』、『タンタンタンゴはパパふたり』はゲイカップルを描い

ています。『レッド』は「レッド」のラベルが巻かれた青いクレヨンのお話で、直接的な

LGBT表現はありませんが、さまざまな解釈ができる絵本です。

【リケジョ】 『ぼくのママはうんてんし』、『しっぱいなんかこわくない！』などのお話のほ

か、『いつもみていた』、『どうぶつがすき』の動物行動学者ジェーン・グドール 、『発明

家になった女の子マッティ』の発明家マーガレット・E.ナイトなど、実在の女性の伝記絵

本があります
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書名 著者名 出版社 対象 請求記号

とうさん
内田麟太郎／文，
つよしゆうこ／絵

ポプラ社 低学年 Ｅウ

ねえねえ、もういちどききたいなわたし
がうまれたよるのこと

ジェイミー・リー・カーティス／作，
ローラ・コーネル／絵

偕成社 幼年 Ｅカ

パパとママがりこんしたとき モニカギーダール／ほかさく アーニ出版 低学年 Ｅギ

パパどこにいるの?
ベス・ゴフ／文，
スーザン・パール／絵

明石書店 低学年 Ｅゴ

会えないパパに聞きたいこと
新川てるえ／文，
山本久美子／絵

太郎次郎社エディタス 中学年 Ｅシ

ふたつのおうち
マリアン・デ・スメット／作，
ネインケ・タルスマ／絵

朝日学生新聞社 中学年 Ｅス

おとうちゃんとぼく にしかわおさむ／ぶん・え ポプラ社 幼年 Ｅニ

おかあちゃんがつくったる 長谷川義史／作 講談社 幼年 Ｅハ

たまごちゃん、たびにでる
フランチェスカ・パルディ／ぶん，
アルタン／え

イタリア会館出版部 幼年 Ｅパ

恐竜の離婚
ローリーン・クラスニー・ブラウン
／文，マーク・ブラウン／絵

明石書店
中～
高学年

Ｅブ

パパはジョニーっていうんだ
ボー・R.ホルムベルイ／作，
エヴァ・エリクソン／絵

BL出版 中学年 Ｅホ

おうちがふたつ
クレール・マジュレル／文，
カディ・マクドナルド・デントン／絵

明石書店 低学年 Ｅマ

ボクは船長
クリスティーネ・メルツ／文，
バルバラ・ナシンベニ／絵

童話屋 幼年 Ｅメ

ココ、きみのせいじゃない
ヴィッキー・ランスキー／著，
ジェーン・プリンス／絵

太郎次郎社エディタス 幼年 Ｅラ

いまは話したくないの
ジニー・フランツ・ランソン／作，
キャサリン・クンツ・フィニー／絵

大月書店 中学年 Ｅラ

かぞくになって!
ヒラリー・ロビンソン／文，
マンディ・スタンレイ／絵

絵本塾出版 低学年 Ｅロ

ぼくはひまわり
ヒラリー・ロビンソン／文，
マンディ・スタンレイ／絵

絵本塾出版 低学年 Ｅロ

●愛知県女性総合センター（ウィルあいち）情報ライブラリー利用案内●
貸出点数／期間 図書：１０冊 ＡＶ資料：３点／１５日以内 （行政資料・雑誌・一部ＡＶ資料は館内のみ）

情報ライブラリー利用時間 火～日：９：００～１９：００

問い合わせ先 電話 ０５２－９６２－２５１０

FAX ０５２－９６２－２６１０（名古屋市東区上竪杉町１）

【多様な家族観】 『おかあちゃんがつくったる』の母子家庭、『ねえねえ、もういちどき

きたいなわたしがうまれたよるのこと』の養子縁組、『ふたつのおうち』の離婚後の家族、

『とうさん』の再婚など、いろいろな形の家族の絵本があります。
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