
書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

心折れそうな自分を応援する方法　現役子育てパパでも夢を諦

めない
花木裕介／著 セルバ出版 1590/H62

「働くパパ」の時間術　仕事も家事も育児もうまくいく！ 栗田正行／著 日本実業出版社 36632/K4

アドラー式働き方改革仕事も家庭も充実させたいパパのための

本
熊野 英一／著 小学館クリエイティブ 36670/K5

スーパーダディ ビジネスマンの勧め 高橋 一晃／著 双葉社 36670/T1

パパの危機管理ハンドブック　家族の笑顔を守ろう！ 安藤哲也／著 ホーム社 36730/A22/2

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 36730/F14

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 36730/F18

<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／[ほか］編著 ミネルヴァ書房 36730/K60

進化形態はイクメン　「子育てする父親」が家族と人類を救った アンナ・メイチン／著 光文社 36730/M47

モテるお父さんになる！　父親力をアップさせる３つの法則 中野博／著，細谷覚／著 現代書林 36730/N27

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 36730/N30

父は息子とどう向き合うか 鷲田小彌太／著 ＰＨＰ研究所 36730/W4

発達障害のある子の父親ストーリー　立場やキャリア、生き方の

異なる14人の男性が担った父親の役割・かかわり
アスペ・エルデの会／編 明治図書出版 37800/A19

　　子育て支援コーナー第52回企画展示

　　「お父さんのための子育て応援Books！」図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　　　　　　　展示期間：令和２年６月２日（火）～８月３０日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 編集・作成：香川県立図書館子育て支援担当

★お父さんのための子育てのコツが分かる本
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

お受験・中学受験で頼りにならないパパがガラリと変わる本　ママ

の不満がなくなり、合格につながる!
山岸 顕司／著 現代書林 37680/Y15

男の子を伸ばす父親の成功パターン５５　パパの関わり方で子ど

もは変わる！
岩本啓／著，中曽根陽子／
編

メイツ出版 37990/I33

子どもの頭が45分でよくなるお父さんの行動 陰山 英男／著 PHP研究所 37990/K33/13

アドラー式子育て家族を笑顔にしたいパパのための本 熊野 英一／著 小学館クリエイティブ 37990/K118/2

男の子を伸ばす父親は、ここが違う！ 松永暢史／著 扶桑社 37990/M23/13

子どもの経済力を決める父親からの問いかけ　10歳までにやって

おきたい!
マルコ社／編集 マルコ社 37990/M72/2

最強の「お父さん道」　子どもが自慢したいパパになる 向谷 匡史／著 新泉社 37990/M85

現代の父親これで大丈夫！　読むと子育て楽になります！ 岡崎光洋／著 文芸社 37990/O38

パパのための娘トリセツ　いつまでも「パパ大好き!」と言ってもらう

ために
小野寺 敦子／監修 講談社 37990/O57

父親だからできる「頭のいい子」の育て方 清水克彦／著 三笠書房 37990/S54/8

勉強好きな子が育つパパの習慣 清水克彦／著 朝日新聞出版 37990/S54/9

頭のいい子が育つパパの習慣　イラスト版 清水克彦／著 ＰＨＰ研究所 37990/S54/14

父親が知らないとマズイ「女の子」の育て方　娘が社会に出たとき

に困らないように
高橋 博／著 秀和システム 37990/T90

お父さんのための子育ての教科書 向谷 匡史／著 ダイヤモンド社 37990/S119/2

子どもの生きる力を伸ばす「お父さん語」 吉本笑子／著 祥伝社 37990/Y9/5

こうしておれは父になる<のか> 本人／著 イースト・プレス 5982/H16

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／著，ブノ
ワ・ル・ゴエデック／著

CCCメディアハウス 5982/P1
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

父親の科学　見直される男親の子育て ポール・レイバーン／著 白揚社 5982/R2

AERA with Baby　おとうさんも子育ての天才! 朝日新聞出版 5990/A1/2

「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 5990/A15/2

パパ入門ガイド　家族を笑顔にする，プレパパ～3歳児パパ ファザーリング・ジャパン／著 池田書店 5990/F14/3

探検家とペネロペちゃん 角幡 唯介／著 幻冬舎 5990/K59

子育て経営学　気鋭のビジネスリーダーたちはわが子をどう育て

ているのか
宮本 恵理子／著 日経BP社 5990/M43

気鋭のリーダー10人に学ぶ新しい子育て 宮本 恵理子／著 日経BP 5990/M43/2

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 5990/N10/2

おいしい育児　家でも輝け、おとうさん! 佐川 光晴／著 世界思想社 5990/S76

父親のための子育て読本　お父さん育児ですよ！
大日向雅美／指導，汐見稔
幸／指導，田島みるく／絵

母子保健事業団 5990/O5/4

ひとのパパ見てわがパパ直せ 山田 周平／著 メディアソフト 5990/Y33

父親というポジション 北澤豪／著 中央公論新社 7834/K38/2

わが子の発達障害告知を受けた、父親への「引継書」。 白山 宮市／著 ぶどう社 9160/S253

うきうきしたら ジェズ・オールバラ／作・絵 徳間書店 J/A183/2

うちのパパってかっこいい
アンソニー・ブラウン／さく，久
山太市／やく

評論社 J/B100/9

★親子で読みたいお父さんの絵本
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

パパだいすき
セバスチャン・ブラウン／さく・
え

徳間書店 J/B271/5

ぼくとパパ セルジュ・ブロック／作 講談社 J/B295

はなちゃんおさんぽ
中川ひろたか／文，長新太／
絵

主婦の友社 J/C1/222-1

はなちゃんすべりだい
中川ひろたか／文，長新太／
絵

主婦の友社 J/C1/222-2

はなちゃんおふろ
中川ひろたか／文，長新太／
絵

主婦の友社 J/C1/222-3

パパが宇宙をみせてくれた
ウルフ・スタルク／作，エヴァ・
エリクソン／絵

ＢＬ出版 J/E11/15

パパと１０にんのこども
ベネディクト・ゲッティエール／
作

ひくまの出版 J/G125

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

主婦の友社 J/G131/2

大きな大きな船 長谷川集平／作 ポプラ社 J/H24/27

あそぼうあそぼうおとうさん 浜田桂子／さく 福音館書店 J/H121/6

おとうさんもういっかい　１　たかいたかい はたこうしろう／作 アリス館 J/H245/57-1

おとうさんもういっかい　２　うみあそび はたこうしろう／作 アリス館 J/H245/57-2

おとうさんもういっかい　３　ゆうえんち はたこうしろう／作 アリス館 J/H245/57-3

まわるおすし 長谷川義史／作 ブロンズ新社 J/H282/60

おとうさんぼくね… 長谷川義史／さく・え 保育社 J/H282/82

ミミとおとうさんのハッピー・バースデー
石津ちひろ／さく，早川純子
／え

長崎出版 J/H319/12

おとん
平田昌広／ぶん，平田景／
え

大日本図書 J/H324/6
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 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 J/H338/7

うちのパパが世界でいちばん！　パパのつかいかた３３
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 J/H341

なんにもできないおとうさん ひがし ちから／作・装幀 あかね書房 J/H358/9

パパ、サンドイッチつくってあげる!
ピップ・ジョーンズ／ぶん，ロー
ラ・ヒューズ／え

ほるぷ出版 J/H457

とうさんのあしのうえで いもとようこ／作・絵 講談社 J/I19/132

とうちゃんなんかべーだ！ 伊藤秀男／作 ポプラ社 J/I55/20

おとうさんぼくおさかなつったよ！ いりやまさとし／著 佼成出版社 J/I95/10

きはなんにもいわないの 片山健／著 復刊ドットコム J/K129/66

おとうさんのこわいはなし かとう まふみ／作・絵 岩崎書店 J/K440/26

だいすき、パパ！
マーガレット・ワイルド／ぶん，ス
ティーブン・マイケル・キング／え

主婦の友社 J/K516/3

パパおふろ きくち ちき／作 文溪堂 J/K614/11

パパのぼり きくち ちき／作 文溪堂 J/K614/12

おとうさんねずみのクリスマスイブ
クレメント・C.ムーア／げんさく，
ダニエル・カーク／ぶんとえ

瑞雲舎 J/K619/2

おとうさんといっしょ　おはなしいっぱいえもいっぱい
工藤直子／文，こじまがらん
／絵

小学館 J/K625

あたしのすきなもの、なぁんだ?
バーナード・ウェーバー／ぶ
ん，スージー・リー／え

評論社 J/L157/3

ぼくとおとうさん 宮本忠夫　作／絵 くもん出版 J/M12/40

おとうじゃ、ないって
中村文人／文，村上康成／
絵

佼成出版社 J/M143/102
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

おまえうまそうだな 宮西達也／作絵 ポプラ社 J/M144/25

キツネのおとうさんがニッコリわらっていいました みやにしたつや／作絵 金の星社 J/M144/43

ダダダダダディーマン みやにしたつや／作絵 ポプラ社 J/M144/78

はじめてのおとうさんはウルトラマン
みやにし たつや／作絵，円谷
プロダクション／監修

学研プラス J/M144/96

おとうさんのかさ 三浦太郎／作 のら書店 J/M476/19

おうまさんしてー！ 三浦太郎／作・絵 こぐま社 J/M476/32

おとうさん！おとうさん！
中川ひろたか／さく，ミスミヨシ
コ／え

ポプラ社 J/M573/3

パパとドライブ
山口 稔子／文，まるやま あ
やこ／絵

福音館書店 J/M580/10

おとうさんのうまれたうみべのまちへ
小嶋 雄二／作，森 英二郎／
画

福音館書店 J/M629

おとうちゃんとぼく にしかわおさむ／ぶん・え ポプラ社 J/N16/43

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 J/N48/41

おとうさんのて ながさわこずえ／さく・え
石川県子育てにやさ

しい企業推進協議会
J/N245

かみをきってよ 長田 真作／文・絵 岩崎書店 J/N301/3

おふろだ、おふろだ！
たなべしげお／ぶん，おおとも
やすお／え

福音館書店 J/O22/40

おとうさんはスーパースター
中川ひろたか／作，大橋重信
／絵

教育画劇 J/O205/6

パパはわるものチャンピオン
板橋雅弘／作，吉田尚令／
絵

岩崎書店 J/P167/2
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

わるものパパのだいだいだーいファン
板橋 雅弘／作，サトウ マサノ
リ／絵

岩崎書店 J/P167/3

ピッツァぼうや
ウィリアム・スタイグ／作，木坂
涼／訳

セーラー出版 J/S9/20

ねえとうさん 佐野洋子／作 小学館 J/S20/35

おとうさんはしょうぼうし
平田昌広／作，鈴木まもる／
絵

佼成出版社 J/S102/62

おとうさんはだいくさん
平田昌広／作，鈴木まもる／
絵

佼成出版社 J/S102/67

おとうさんはパンやさん
平田昌広／作，鈴木まもる／
絵

佼成出版社 J/S102/68

おとうさんはうんてんし
平田昌広／作，鈴木まもる／
絵

佼成出版社 J/S102/78

おとうさん
中村徹／作，せべまさゆき／
絵

佼成出版 J/S134/34

おとうさんのクリスマスプレゼント スギヤマ カナヨ／著 赤ちゃんとママ社 J/S331/29

おとうさんは、いま
香樹実／ぶん，ささめや ゆき
／え

福音館書店 J/S349/27

かわいいおとうさん
山崎 ナオコーラ／ぶん，ささ
めや ゆき／え

こぐま社 J/S349/31

おとうさんおかえり
マーガレット・ワイズ・ブラウン／
文，スティーヴン・サヴェッジ／絵

ブロンズ新社 J/S501/2

パパとあたしのキャンプ 鈴木永子／作・絵 ひさかたチャイルド J/S539/3

おとうさんのて
いのうえたかお／作，さいとう
たいこ／絵

鈴木出版 J/S675

パパといっしょ
スーシー／ぶん・え，高橋 久
美子／やく

トゥーヴァージンズ J/S714

ブンブンガタガタドンドンドン
神沢利子／さく，田畑精一／
さく

のら書店 J/T8/14
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

おとうさんのえほん　その２ 高畠純／作 絵本館 J/T63/33

えいっ 三木卓／さく，高畠純／え 理論社 J/T63/88

おとうさんといっしょ つちだよしはる／作 ポプラ社 J/T84/16

とうさんねこのたんじょうび
末吉暁子／ぶん，垂石眞子
／え

ＢＬ出版 J/T142/32

イチロくん 竹内通雅／作 ポプラ社 J/T241/20

とうさん
内田麟太郎／文，つよしゆうこ
／絵

ポプラ社 J/T292/4

きんようびはいつも ダン・ヤッカリーノ／作 ほるぷ出版 J/Y161/6

ぎゅっとだっこ七五三
内田麟太郎／作，山本孝／
絵

岩崎書店 J/Y183/15

やっぱりしあわせ、パパブタさん
アナイス・ヴォージュラード／
作・絵

徳間書店 J/V33/4

なにしてあそぶ？保育園・幼稚園で人気の親子体操 佐々木裕一／著 草土文化 37615/S19

赤ちゃんを泳がせよう お風呂ではじめる新生児からのスイミング ダグラス・ドーマン／著 ドーマン研究所 37990/D8

おやすみまえの親子遊び　子どもを眠りに導く 斎藤二三子／著 ＰＨＰ研究所 5990/S55

親子でうきうきスキンシップあそび４２　０～３歳児編 皆川尚子／著 かもがわ出版 5995/M1/2

０～３歳児の親子でかんたん体操あそび４０ 斎藤道雄／著 黎明書房 5995/S3

キッズのストレッチ体操　ホップスキップジャンプ ピーター・ウォーカー／著 産調出版 5995/W2

親子で身体（からだ）いきいき古武術あそび 岡田慎一郎／著 日本放送出版協会 7819/O3

★親子で楽しむ運動・遊びの本 ～おうちで出来る！～

親子で運動！
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

ひろみちお兄さんとたにぞうの思いっきり親子遊び 佐藤弘道，谷口國博／著 世界文化社 7819/S7

親子でからだあそび　たいそうのおにいさん佐藤弘道のからだを

つくる・こころをのばす
佐藤 弘道／著 世界文化社 7819/S7/2

からだ力がつく運動遊び　「できた！」体験が子どもを伸ばす 柳澤秋孝／著 主婦の友社 7819/Y4

身近な自然で楽しい保育!　0～5歳児 後藤 和佳子／編著 ひかりのくに 37615/G8

子育て支援の親子遊び30分プログラム 永野 美代子／著 チャイルド本社 37615/N18

にほんのあそびの教科書　こどもたちへ伝えたい…
にほんのあそび研究委員会／
編

滋慶出版 38450/N6

車椅子やベッドの上でも楽しめる子どものためのふれあい遊び５５ 青木智恵子／著 黎明書房 4929/A7

みんなで楽しい手あそび　歌って手足を動かして、楽しもう！！ 本間玖美子／監修 日本文芸社 5990/H20

超★簡単音感あそび　親子で!おうちで!さくっとできる! 井上 明美／著
ヤマハミュージックエンタテ
インメントホールディングス 5990/I29/2

超★簡単声まね・音まねあそび　親子で!おうちで!さくっとできる! 井上 明美／著
ヤマハミュージックエンタテ
インメントホールディングス 5990/I29/3

超★簡単楽器づくり　親子で!おうちで!さくっとできる! 井上 明美／著
ヤマハミュージックエンタテ
インメントホールディングス 5990/I29/4

おうちでできる音楽＆リズムあそび　簡単！楽しい！ 鈴木豊乃／著
ヤマハミュージックメ

ディア
5990/S66

親子あそびのえほん
武本佳奈絵／文，平澤朋子
／絵

あすなろ書房 5990/T54

どこでもできる！親子あそび大百科 鈴木みゆき／監修 成美堂出版 5995/S2

おじいちゃん・おばあちゃん・パパ・ママ・子どもみんな笑顔で楽しく

遊ぼう！　家族で笑えばみんな幸せ！
三宅邦夫, 山崎治美／著 黎明書房 7980/M11

親子で遊べる大人気!あやとりDX 有木 昭久／著 高橋書店 7980/A4/2

あやとりだいすき!　親子で遊ぼう 福田 けい／監修 池田書店 7980/F6

親子で運動！

親子で遊ぼう！
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

親子のあやとりｂｏｏｋ　むかいあっていっしょにあそぼう グループ・コロンブス／編 文化出版局 7980/G4

親子で楽しむあやとりずかん　写真を見ながらつくれる 有木昭久／著 学研教育出版 790/A8

親子で楽しいはじめてのあやとり　5ステップで完成 福田 けい／監修 朝日新聞出版 790/F6/2

大人気！！親子で遊べるたのしい！あやとり 野口とも／著 高橋書店 790/N14

世界のあやとり大集合　親子であそぼう！ 東京書店／編 東京書店 790/T18

こままわるかな　親子でつくるこまの本 成井俊美／作 福音館書店 750/N14

あそぼう、けん玉 日本けん玉協会／編著
ベースボール・マガジ
ン社

790/N8/4

こまを楽しむ
WILLこども知育研究所／編・
著

金の星社 790/W2/3-1

けん玉を楽しむ
WILLこども知育研究所／編・
著

金の星社 790/W2/3-2

やってみよう!むかしのあそび　1　こままわし 日本独楽博物館／監修 ポプラ社 790/Y11/1-1

やってみよう!むかしのあそび　2　けん玉 日本けん玉協会／監修 ポプラ社 790/Y11/1-2

こどもと作ろう！おりがみあそび　お花から食べ物、雑貨、乗り物

まで、遊べる折り紙大集合！
ブティック社 7549/B1/3

おりがみ大図鑑１３６　親子で遊んで楽しい！ 小林一夫／著 成美堂出版 7549/K13/9

親子であそぼう！はじめてのおりがみ　やさしい手順でたのしく折

れる
小林一夫／監修 新星出版社 7549/K13/11

いちばんよくわかるおりがみの本　園長先生が教える親子で楽し
むおりがみ遊び，全６０
作品！

川並知子／著 日本ヴォーグ社 7549/K30

親子でつくろう！遊べるおりがみ 山梨明子／監修 成美堂出版 7549/O9

親子で遊べるだいにんきおりがみ１００　育脳ヒントつき！ 主婦の友社／編 主婦の友社 7549/S10/7
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

撮りたい!飾りたい!親子でおりがみ 新宮 文明／著 新星出版社 7549/S20/4

大人気!!親子であそべるかっこいい!おりがみ　とってもわかりやす

い
新宮 文明／著 高橋書店 750/S35/5

創造する力をのばす折り紙　親子で楽しむ！！ 寺西恵里子／著 日東書院本社 7549/T20/3

５回で折れる！折り紙おもちゃ　ずれても大丈夫初めてでもかん

たん
築地制作所／編・著 ＰＨＰ研究所 7549/T22

脳をそだてる!おりがみあそび 夢鶴 実／監修 主婦の友社 7549/Y17

やさしい紙ヒコーキ　Ｋｉｄｓ工作ＢＯＯＫ，１日１機、７日でマス

ター！，高性能な完成機スーパーヒーローをつくろう！
いいじまみのる／著 いかだ社 750/I18

単おりがみ百科　つるも天使も恐竜も、ひと目で折れる 主婦の友社／編 主婦の友社 750/S24

親子で遊べる３～５才のだいすき！おりがみ 新宮文明／著 高橋書店 750/S35

名人が教えるおり紙ヒコーキ上達BOOK　マル秘テク満載，びっく

りするほど飛ぶようになる!
戸田 拓夫／著 いかだ社 750/T27/4

作って,遊んで,理科がわかる!身近な素材で楽しむ工作教室　続 高井 吉明／編著 日本評論社 4070/T22

親子でたのしむ手づくりおもちゃあそび　カンタン！楽しい！！保

育現場からうまれた工作あそびの決定版！！
いまいみさ／著

ハローケイエンターテ

インメント
5070/I5

ど・デカ工作　子どもと大人がいっしょに楽しめる 早未恵理／企画・製作 主婦の友社 5070/H5

身のまわりのもので作る工作おもちゃ　親子で楽しむ！！，エコ素

材で作るかんたん楽しいリサイクルおもちゃ！
寺西恵里子／著 日東書院本社 5070/T7

親子でつくろうわりばし工作　原寸型紙つき！ 滝口明治／著 実業之日本社 5070/T8

親子でねんど道 片桐 仁／著 白泉社 7514/K9

親子でいっしょに季節の手作りあそび　紙皿、牛乳パック、折り紙

…ｅｔｃ．エコ素材を使ってカンタン製作
イシグロフミカ／著 日東書院本社 7549/I16
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

リトルスペース　段ボール、木材、布で手づくりする、居心地のい

い「子どもハウス」とご機嫌な「宝物」
丸林佐和子／著・イラスト

パルコエンタテインメ

ント事業部
7549/M12

家族がよろこぶダンボール工作　子供のための収納・家具・おも

ちゃ
pika／著 日本ヴォーグ社 7549/P4

新聞紙とガムテープでこんなのつくれた！　親子で自由研究 関口光太郎／著 講談社 7549/S22

新聞紙とガムテープでつくって遊ぼう！　親子で自由工作 関口光太郎／著 講談社 7549/S22/2

親子でつくるてづくりおもちゃ　子どもがよろこぶ！あそんで知育 イシグロフミカ／著 講談社 7590/I13

親子で笑顔になれる“魔法の手作りおもちゃ”レシピ 佐藤蕗／著 宝島社 7590/S14

きむらゆういち・みやもとえつよしのガラクタ工作　第４巻　ティッ

シュ箱で遊ぼう
きむらゆういち，みやもとえつよ
し／著

チャイルド本社 750/K23/4-4

しかけがいっぱい！紙でつくる楽しいお家　親子でわくわく夢工作 ムラバヤシケンジ／著 ＰＨＰ研究所 750/M19

0歳から楽しめるふわふわタオルあそび 松家 まきこ／著 学研教育みらい 37615/M21

月齢別赤ちゃんのよろこぶあそび１１０ 横山洋子／著 チャイルド本社 37615/Y15

赤ちゃんの知能を伸ばす脳育あそび１５０　ママとパパが「脳力」

を育てる！
広木克行／監修 メイツ出版 5990/H11/2

心と体が育つ親子遊び　子どもの発育・発達に合わせた遊び方・

かかわり方がよくわかる！，０－３才
ひよこクラブ／編，こっこクラブ
／編

ベネッセコーポレー
ション

5990/H17/2-2

かんたん手づくりおうちでおもちゃ　あかちゃんとあそぼう 堀川真／作 福音館書店 5998/H2
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