
☆一般書☆

請求記号 書名 著者名 出版社

143 N7 すぐ忘れる男決して忘れない女 マリアン・レガト／著 朝日新聞社

159 M6 みんな悩んで大人になる デイビッド・ヴィスコット／共著 ほるぷ出版

159 M9 あなたがいるだけで幸せ ひらやま　れいこ／著 クレスト新社

159 N4 人間、生きているだけで、ありがとう 野坂　礼子／著 マキノ出版

159 N7 １４歳の君へ 毎日新聞社

159 N9 会社に人生を預けるな 勝間　和代／著 光文社

367 N0 中年男に恋はできるか 小浜　逸郎／著 洋泉社

367 N3 おやじ論 勢古　浩爾／著 ＰＨＰ研究所

367 N4 たった３０日で鬼妻が仏妻に変わる！ 高田　勝弘／著 宝島社

367 N4 父親の力母親の力 河合　隼雄／〔著〕 講談社

367 N4 妻への詫び状 日経マスターズ／編 日経ＢＰ社

367 N5 男性の「生き方」再考 中村　彰／著 世界思想社

367 N5 空気の読めない夫たち 横井　暁子／著 ポプラ社

367 N5 だから母と娘はむずかしい キャロリーヌ・エリアシェフ／〔著〕 白水社

367 N5 老いた親が「ひとり」になったとき 河合　千恵子／監修 河出書房新社

367 N6 夫を愛して何が悪い！ 渡辺　やよい／著 阪急コミュニケーションズ

367 N6 どこゆく？団塊男どうする！団塊女 吉永　みち子／著 日本経済新聞社

367 N7 頭のいい夫婦気くばりのすすめ 松本　光平／著 コスモトゥーワン

367 N7 イギリスの夫婦はなぜ手をつなぐのか 井形　慶子／著 新潮社

367 N7 妻の顔は通知表 天野　周一／著 講談社

367 N8 男女共同参画と男性・男児の役割 原　ひろ子／編著 明石書店

367 N8 親の品格 坂東　真理子／著 ＰＨＰ研究所

367 N9 それ、恋愛じゃなくてＤＶです 滝田　信之／著 ＷＡＶＥ出版

367 N9 男おひとりさま道 上野　千鶴子／著 法研

367 O0 父親再生 信田　さよ子／著 ＮＴＴ出版

367 O0 親は知らない 読売新聞社会部／著 中央公論新社

367 O1 家族新聞 浅田　政志／写真 幻冬舎

367 O1 ＨＥＬＰ！キレる子どもたちの心の叫び 青木　和雄／著 金の星社

367 O1 親が７０歳を過ぎたら読む本 村田　裕之／著 ダイヤモンド社

370 O1 56 おそい・はやい・ひくい・たかい　Ｎｏ．５６ ジャパンマシニスト社

376 M9 全国高校生の主張　第２１回 毎日新聞社／編 毎日新聞社
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376 N2 大人になるって何？ 鶴見俊輔と中学生たち／〔著〕 晶文社

379 N2 ほんとうのお父さんになるための１５章 仁平　義明／著 ブレーン出版

379 N3 本当の遊びが子どもの能力を伸ばす かざま　りんぺい／著 旬報社

379 N5 おとうさんはウルトラマン／おとうさんの育自書 宮西　達也／作・絵 学研

379 N7 子どもと楽しむ「遊び」のヒント 早未　恵理／著 飛鳥新社

379 N7 父親の品格 川北　義則／著 ダイヤモンド社

379 N8 三六九の子育て力 越川　礼子／著 ポプラ社

379 O1 1 パパの本　０１（２０１０ＯＣＴ．） 自由国民社

388 N7 女の底力 藤田　浩子／編著 一声社

599 N0 パパにもわかる子育ての本 有楽出版社

599 N5 育児は３Ｅ 多賀　幹子／著 日本放送出版協会

599 N6 働くママ＆パパの子育て１１０の知恵 保育園を考える親の会／編 医学通信社

599 N7 父の本気が子どもを育てる 橘　明／著 新風舎

726 M7 ぼくを抱きしめて パティ・ストレン／作・絵 河合楽器製作所・出版事業部

9115 ｶﾈ このみちをゆこうよ 金子　みすゞ／著 ＪＵＬＡ出版局

9115 ｷﾝ とにかくあてもなくてもこのドアをあけようよ 銀色　夏生／著 幻冬舎

726 M8 かんがえるカエルくん いわむら　かずお／作 福音館書店

F9 ﾄﾙ ぼくは生きている テリー・トルーマン／著 東京創元社

☆絵本☆

請求記号 書名 著者名 出版社

15 N9 一日の終りに読む本 かなめこ／著者 文芸社

72 M5 あなたがすき レイフ・クリスチャンソン／文 岩崎書店

72 M5 しあわせ レイフ・クリスチャンソン／文 岩崎書店

72 M6 うれしい レイフ・クリスチャンソン／文 岩崎書店

72 M6 ひとりぼっち レイフ・クリスチャンソン／文 岩崎書店

F1 ｲﾄ だいじょうぶだいじょうぶ いとう　ひろし／作・絵 講談社

F1 ｳｼ パパがおしごとはやいひはママがおしごとはやいひは 宇治　勲／作・絵 岩崎書店

F1 ｳﾒ しらんぷり 梅田　俊作／作・絵 ポプラ社

F1 ｶﾄ ぼくはおにいちゃん かどの　えいこ／〔作〕 童心社

F1 ｷﾀ ぼくのいもうとがうまれた 北沢　杏子／作 アーニ出版

F1 ｻｶ おにいちゃんが病気になったその日から 佐川　奈津子／文 小学館

F1 ｼﾗ おとうさんといっしょに 白石　清春／さく 福音館書店

F1 ｾﾀ きょうはなんのひ？ 瀬田　貞二／作 福音館書店

F1 ﾀｶ おとうさんのえほん 高畠　純／作 絵本館

F1 ﾀｶ おとうさんのえほん　その２ 高畠　純／作 絵本館

F1 ﾊｾ パパいっぱいだっこして！ 長谷川　知子／作・絵 ＰＨＰ研究所

F1 ﾋｸ かみさまからの　おくりもの ひぐち　みちこ／著 こぐま社
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F1 ﾋﾛ おとうさんびっくり 広瀬　克也／作 絵本館

F1 ﾎﾀ ひつじのメイぼくのパパとママ 穂高　順也／文 キッズメイト

F1 ﾏﾂ ぼくもできたよ！ 松浦　信子／作 ＢＬ出版

F1 ﾐﾔ おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにし　たつや／作・絵 鈴木出版

F1 ﾐﾔ 帰ってきたおとうさんはウルトラマン みやにし　たつや／作絵 学研

F1 ﾐﾔ パパはウルトラセブン みやにし　たつや／作・絵 学研

F1 ﾔｽ パパだいすきママだいすき やすい　すえこ／作 岩崎書店

F9 ｲ パパといっしょに イ　サンクォン／文 アートン

F9 ｵﾙ ぎゅっ ジェズ・オールバラ／作・絵 徳間書店

F9 ｷﾌ こんな日だってあるさ パトリシア・ライリイ・ギフ／さく 童話館出版

F9 ｺﾐ ぼくの心の闇の声 ロバート・コーミア／作 徳間書店

F9 ｺﾙ パパが金魚になっちゃった！ リリアンヌ・コルブ／作 徳間書店

F9 ｼﾕ おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ／作 あすなろ書房

F9 ｿﾛ おかあさん シャーロット・ゾロトウ／文 童話屋
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