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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

2110　サ 女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原理恵子 KADOKAWA 2017

2202　ワ ママは働いたらもっとスゴイぞ！ 和田清華 ダイヤモンド社 2007

3201  ア ホカツと家族　家族のカタチを探る旅 アサダワタル 平凡社 2019

3201　カ 家族ほど笑えるものはない カフカヤマモト KADOKAWA 2017

3202　オ パパのトリセツ おおたとしまさ
ディスカヴァー・
トゥエンティワン 2012

3203　カ ぼくと仕事、ぼくと子ども 影山大祐 トランスビュー 2018

3203　テ 反抗期ムスメに向けたキャラ弁ママの逆襲　今日も嫌がらせ弁当 ｔｔｋｋ（Kaori） 三才ブックス 2015

3203　ナ 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 泰文堂 2014

3203　ワ 巣立っていく君へ　母から息子への50の手紙 若松亜紀 青春出版社 2020

3205　ア　S 「あの日」に生まれてきた命　宮城、福島で命をはぐくむお母さんの奇跡 鮫島浩二∥監 アスペクト 2011

3205　ウ こちらアニマル社　商品企画部育児課 内野こめこ イースト・プレス 2019

3206　ア きみといつまでも　泣き虫おとうちゃんの子育て500日 あおむろひろゆき 宝島社 2015

3206　ア　 ワタシはぜったい虐待しませんからね！子どもを産んだ今だから宣誓！ あらいぴろよ 主婦の友社 2017

3206　イ 子育てはいつもスタート　－もっと”親”になるためにー 池添素 かもがわ出版 2008

3206  イ 男が育休取ってわかったこと　DOCTOR IKUMEN 池田大志 セブン＆アイ出版 2014

3206　ウ 男コピーライター、育休をとる。 魚返洋平 大和書房 2019

3206　ウ だから、生まれてきた。 宇佐美百合子 リヨン社 2006

3206　オ パパのネタ帖 おおたとしまさ 赤ちゃんとママ社 2009

3206　キ たいせつなことはみんな子どもたちが教えてくれた きむらゆういち 主婦の友社 2008

3206　コ うちの子になりなよ　ある漫画家の里親入門 古泉智浩 イースト・プレス 2015

3206　コ　2 うちの子になりなよ　里子を特別養子縁組しました 古泉智浩 イースト・プレス 2017

3206　コ はじまりは赤ちゃんから～「ちょい待ち育児」のススメ 小西行郎 赤ちゃんとママ社 2013

3206　コ パパの涙で子は育つ～シングルパパの子育て奮闘記～ 込山正徳 ポプラ社 2005

3206　ス ありがとう、あなたが私の子でいてくれて 鈴木秀子 サンマーク出版 2003

3206　ソ 孫育てでもう悩まない! 祖父母＆親世代の常識ってこんなにちがう?   祖父母手帳 森戸やすみ∥監 日本文芸社 2017

（図書リスト①）
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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

3206　タ 社会で子どもを育てる　子育て支援都市トロントの発想 武田信子 平凡社 2002

3206　タ 母乳がいいって絶対ですか？ 田房永子 朝日新聞出版 2015

3206　ツ 僕たちは育児のモヤモヤをもっと語ってもいいと思う 常見陽平 自由国民社 2019

3206　ド ドキッ！？テレビに子育てをまかせていませんか？ コモ編集部∥編 主婦の友社 2004

3206　ナ 子どもはみんな問題児。 中川李枝子 新潮社 2015

3206　ナ ママ、もっと自信をもって 中川李枝子 日経ＢＰ 2016

3206　ノ パパになった旦那よ、ママの本音を聞け！ 野々村友紀子 赤ちゃんとママ社 2019

3206　ミ 水野美紀の子育て奮闘記　余力ゼロで生きてます。 水野美紀 朝日新聞出版 2019

3206　モ
ひとり親の子育て　離婚、死別、「実質シングル」。ひとりで子育てする
すべての人へ。

諸富祥彦 ＷＡＶＥ出版 2015

3206　ヤ 母ではなくて、親になる 山崎ナオコーラ 河出書房新社 2017

3206　ヤ 親がしてやれることなんて、ほんの少し 山本ふみこ オレンジページ 2005

3206　ヤ お母さんは息子推し　ヒヨくんあっくん成長日記 やまもとりえ 祥伝社 2019

3206　ヨ ヨチヨチ父　とまどう日々 ヨシタケシンスケ 赤ちゃんとママ社 2017

3206　ワ わたしのままでママをやる　生きるってステキ！ 斉藤学　他 ＷＡＶＥ出版 2012

3210　ナ あんた、ご飯食うたん？子どもの心を開く大人の向き合い方 中本忠子 カンゼン 2017

4103　イ 15歳のコーヒー屋さん　発達障害のぼくができることから　ぼくにし
かできないことへ

岩野響 新水社 2017

4103　ク ブレない子育て　発達障害の子、「栗原類」を伸ばした母の手記 栗原泉 KADOKAWA 2018

4103　フ 障害のある子の親である私たち　ーその解き放ちのために 福井公子 生活書院 2013

4103　モ 生きづらいと思ったら親子で発達障害でした モンズーズー KADOKAWA 2016

4103　モ 生きづらいと思ったら親子で発達障害でした　入園編 モンズーズー KADOKAWA 2017

4103　モ 生きづらいと思ったら親子で発達障害でした　入学準備編 モンズーズー KADOKAWA 2019

6106　フ たからもの　You Are My Treasure 深井美紀子 新風舎 2005

6108　ア ハッピーバースデー　命かがやく瞬間 青木和雄 金の星社 1997

6108　グ 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　もとしたいづみ∥訳 講談社 2006

6108　コ あなたが生まれるまで ジェニファー・デイビス∥文　ロー
ラ・コーネル∥絵　槙朝子∥訳 小学館 1999

6108　シ 弟なんていらない
ニーナ・シンドラー∥著　クリ
スティアーネ・ピーパー∥絵
松沢あさか∥訳

さ・え・ら書房 2001

6108　ハ あやちゃんのうまれたひ 浜田桂子 福音館書店 1984

6108　ブ あかちゃんがうまれても　わたしのこと　すき？ リサ・T・バーグレン∥文　ローラ・J・
ブライアント∥絵　松波史子∥訳

いのちのことば
社　フォレスト
ブックス

2002

7101　ア かならず成功する読みきかせの本 赤木かん子 自由国民社 2008

※ほかにも多数ございますので、ぜひご利用ください。 （図書リスト②）


