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鷺宮図書館 第 2回個性づくりテーマ展示 

 

 

 

 

父親の子育て参加が叫ばれるようになり、父親の産休・育児休暇制度が普及し、最近では子

育てに積極的な父親は「イクメン」と呼ばれ周知されるようになりました。 

 子育ては母親が行うものと考えがちですが、この機会に父親が参加する子育てについて考え

てみませんか？ 

父親の子育て参加についての図書の展示を行っています。是非ご覧ください。 

 

 

 

 

 

  

展示場所  鷺宮図書館  5階書架 

展示期間  2011年 8 月 27日（土）～10月 26日（水） 

       ＊休館日：毎週木曜日・館内整理日（毎月最終金曜日） 

問合せ先  鷺宮図書館 

       中野区鷺宮３－２２－５  ☎（０３）３３３７－１０４４ 

 



 

 

 

 

 

イクメンとは、イケメンを転化させた言葉で積極的に子育てをするパパを示す言葉です。育児休業基本給

付金などの制度を利用し、育児休暇をとり育児を行う男性が増える傾向にあります。一方で、育児のニュース

番組でイクメン特集が組まれたり、２０１０年の「流行語大賞」トップ１０に入ったり、イクメン雑誌が発売された

り、パパ手帳が普及するなど、新たなブームが誕生しつつあります。神戸では、こうべイクメン大賞なども行っ

ており全国的に高い関心がもたれていることも伺えます。 
 

 

 

厚生労働省は、２０１０年男性の子育て参加や育児休業取得の促進等を目的とした「イクメンプロジェクト」

を父の日(６月２０日)に先立ち、６月１７日より始動しました。 

「イクメンプロジェクト」とは、働く男性が育児をより積極的にすることや、育児休業を取得することができる

よう、社会の気運を高めることを目的としたプロジェクトです。改正育児・介護休業法（2010年 6月 30日施行）

の趣旨も踏まえ、育児をすることが、自分自身だけでなく、家族、会社、社会に対しても良い影響を与えるとい

うメッセージを発信しつつ、 

「イクメンとは、子育てを楽しみ、自分自身も成長する男のこと」 

をコンセプトに、社会にその意義を訴えています。 

 また、厚生労働省では毎月公式サイトで「イクメン宣言」をし、「育児休業・育児体験談」を投稿した人の中か

ら、「イクメンの星」を決めるなど様々な取り組みもしています。 

 

プロジェクトの背景にあるのが、男性の育児休業取得率の低迷です。女性の取得率が８割以上と高

いのに比べ、男性の取得率はわずか１．３８％と低く、女性の育児負担がかなり大きい事が分かりま

す。よって、第１子出産前後の継続就業率は３８％に止まっています。プロジェクトでは数値目標と

して、男性の育休取得率を２０１７年度に１０%、２０年度に１３％に引き上げ、女性の継続就職率を

２０１７年度までに５５％に引き上げるとしています。 
 

～捕捉～ 

改正育児・介護休業法で変更された主な点 

・父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長 

・出産後８週間以内の父親の育児休暇の促進 

・労使協定による専業主婦除外規定の廃止 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

(参考文献 厚生労働省「平成２２年度雇用均等基本調査」結果概要)

 

男性が育児休業を取ることに積極的でない理由 

として、収入が減る、評価が下がるといったこと 

があげられ、このグラフを見て分かるように社会 

的に進んでいないというのが現状です。しかし、 

今後の厚生労働省の働きや１人１人の取り組みで 

この数字は改善していくと思われます。 

   

子育てについての理解や育児休業制度の理解を 

 深めたいと思われました際は、是非図書館の本を 

ご活用下さい。 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体首長として日本で初めて育児休暇を取った文京区長が、育休をとった理由から、 

約２週間の「なんちゃって育児休暇」の日々、全国からの賛否両論への答えまでを綴る。 

イクメン座談会も収録。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育ての経験が仕事力を高める！男性が育児と仕事を両立するための仕事術や育児・家 

事のコツ、イクメン・ライフの楽しさや苦労などを、ストーリー形式で楽しく紹介しま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ママだけでなく、パパがどれだけ子育てに関心を持ち、かかわるかが、子どもの根っこの 

強さを決めます。１０歳までにしっかりとわが子の土台を作ることを目標に、「パパ育児」 

の実践法を紹介します。 

 

なんちゃって育児休暇でパパ修行 

成沢広修／著  主婦の友社  2011年 366.3 ナ 

わが家の子育てパパしだい！ 

小崎恭弘／著  旬報社  2010年 599 コ 

 

イクメンで行こう！ 

渥美由喜／著 日本経済新聞出版社  2010年 366.7 ア 



 

 

 

    

（請求記号順） 

書名 著者名 出版社 出 版

年 

請求記号 

この本よんで！ＰａＰａ’ｓ絵本３３ 安藤哲也 小学館 2008 019.5 ア 

読み聞かせは心の脳に届く 泰羅雅登 くもん出版 2009 019.5 タ 

パパの極意 安藤哲也 日本放送出版協会 2008 367.3 ア 

忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス 明橋大二 １万年堂出版 2007 367.3 ア 

父親になる、父親をする 柏木惠子 岩波書店 2011 367.3 カ 

「パパ権」宣言！ 川端裕人・岸裕

司・汐見稔幸 

大月書店 2006 379.9 パ 

男の子を伸ばす父親は、ここが違う！ 松永暢史 扶桑社 2010 379.9 マ 

子どものココロとアタマを育む毎日 7分、絵本レッスン 山本直美 日東書院本社 2011 379.9 ヤ 

パパ＆ママのハッピー育児アドバイス 宮本まき子 永岡書店 2008 598.2 ミ 

パパルール 安藤哲也・ 

小崎恭弘 

合同出版 2009 599  ア 

忙しいパパでもできる！子育てなんとかなるブック 石阪丈一 ナナ・コーポレート・コ

ミュニケーション 

2009 599  イ 

一緒が楽しい！パパとママの子育てＢＯＯＫ 成美堂出版編

集部／編 

成美堂出版 2009 599  イ 

１～６歳子どもがかしこく育つしつけと遊び 桜井正孝／監修 成美堂出版 2008 599  イ 

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・ 

谷口国博 

世界文化社 2007 599  サ 

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 2006 599  ハ 

パパとママが赤ちゃんに遊んでもらう本 ままとんきっず メイツ出版 1998 599  マ 

有野晋哉の父も育つ子育て攻略本 有野晋哉 インフォレスト 2010 599.0 ア 

「育休父さん」の成長日誌 朝日新聞社／編 朝日新聞社 2000 599.0 イ 

パパのネタ帖 おおたとしまさ 赤ちゃんとママ社 2009 599.0 オ 

育休パパになろう とも 文芸社 2009 599.0 ト 

サラリーマンパパの育児は楽しい！ 中根治夫 書肆侃侃房 2005 599.0 ナ 

パパ大豆の「ネクタイとっておんぶひも」 広島大三 拓植書房新社 2007 599.0 ヒ 

育児ばかりでスミマセン。 望月昭 幻冬舎 2010 599.0 モ 

経産省の山田課長補佐、ただいま育休中 山田正人 文芸春秋 2010 599.0 ヤ 

田村亮のパパ日記 田村亮 祥伝社 2010 779.1 タ 

リストに載っていない資料もございますので、棚をご覧ください。 

展示図書リスト 



 

鷺宮図書館の展示本以外にも「パパと育児」に関する資料や情報はたくさんあります！ 

ここでは、そのさがし方についてご紹介いたします。 

 

「「パパパパとと育育児児」」にに関関連連すするる「「キキーーワワーードド」」かからら調調べべよようう！！ 

「パパと育児」で取り扱われているテーマはたくさんあります。 

ご自分の気になるキーワードから調べてみましょう。 

 

育休／サラリーマン／イクメン／認定こども園／ベビーシッター／子育て支援制度／

児童福祉法／父子家庭／父性／教育／育児／パパの子育て……などなど。 

 

図図書書資資料料でで調調べべよようう！！ 

テーマの棚からさがす 

 

＜ 関連分野の請求記号 ＞ 

家族関係 367.3／児童福祉 369.4／家庭教育 379.9／小児科学 493.9／子供服 593.3 

児童書研究 （４階）／旅行ガイド・ファミリー （５階） 

 

図書館の蔵書をさがす 

 

図書館にある利用者開放端末（ＯＰＡＣ）の「蔵書検索」ページで書名やキーワードを入力

して検索できます。パスワードを登録いただければ、端末から直接ご予約いただけます。  

（一部貸出ができない資料もございます） 

 

○ 中野区立図書館ホームページ     http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/ 

○ 中野区立図書館ホームページ（携帯）  http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/i/ 

こちらからも中野区立図書館の蔵書検索・予約が可能です。 

パスワードの登録の他にメールアドレスの登録も合わせて必要となります。 

 

中野区以外の図書館の蔵書を調べる 

 

東京都立図書館ホームページ    http://www.library.metro.tokyo.jp/index.shtml 

○ 東京都公立図書館横断検索   http://metro.tokyo.opac.jp/  

東京都内の公立図書館の蔵書約 4500万冊を一括して検索できます。 

○ 専門図書館ガイド       http://metro.tokyo.opac.jp/tml/trui/ 

東京都内および近県にある専門図書館等を分野から検索できます。 

 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/i/
http://www.library.metro.tokyo.jp/index.shtml
http://metro.tokyo.opac.jp/
http://metro.tokyo.opac.jp/tml/trui/


中中野野区区中中央央図図書書館館ののデデーータタベベーーススササイイトトでで調調べべよようう！！ 

中野区立中央図書館では、参考資料コーナーの利用者開放インターネット端末から以下の有料データ

ベースサイトを無料でご利用いただけます。 

「日経テレコン２１] 
１９７５年からの日経４紙（経済・産業・金融・流通）の 

新聞全文検索、日経出版の雑誌記事全文の検索が可能 

「聞蔵Ⅱビジュアル」 
１９４５年から当日の新聞までの記事が検索可能。  

週刊朝日（２０００年４月から）の記事も検索可能 

「官報情報検索サービス」 １９４７年５月３日以降から当日発行分までの官報が検索可能 

「ＭＡＧＡＺＩＮＥＰＬＵＳ」 一般雑誌・専門雑誌の雑誌記事検索や論文情報などが検索可能 

利用方法については、中野区立中央図書館にお問い合わせください。 

イインンタターーネネッットトでで調調べべよようう！！  ～～22001111 年年 88 月月 1122 日日現現在在～～ 

【中野区公式ホームページ】 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/ 

・子育て情報ページには、イベントや支援の情報がもりだくさん！ 

・ひとり親家庭支援、子育て相談の案内などをご覧いただけます 

 

【文部科学省】 http://www.mext.go.jp/ 

・家庭教育支援ページがあり、家庭教育手帳（ＰＤＦファイル）をご覧いただけます。 

 

【厚生労働省】 http://www.mhlw.go.jp/ 

・「子ども・子育て」カテゴリの中には、職場における子育て支援や子ども手当などの気になる情報がいっぱ

い！ 

・子持ちの家庭においての関心ごとである児童扶養手当や子ども手当などの情報などもご覧いただけます。 

 

【イクメンクラブ】 http://www.ikumenclub.com/ 

・２００６年に広告会社の父親を中心とした有志によって設立された任意団体で、現在はＮＰＯ法として活動

している団体です。 

・イクメンの歴史、イクメン読み聞かせ７つのコツ、イクメン絵本レビューなど、様々なサービスを展開して

います。 

 

【イクメンプロジェクト】 http://ikumen-project.jp/index.html 

・厚生労働省が「男性の子育て参加や育児休業取得の促進等」を目的にしたプロジェクトです。 

・イクメンの紹介・体験談、イクメン登録などの一流イクメン（！？）を目指すサービスのほか、関連リンク

も豊富にあります！ 

 

【パパスイッチ】 http://papaswitch.nifty.com/ 

・「パパの育児」をキーワードに据えたブログメディアです。 

・全国のパパたちの子育て状況などを知ることができ、またコラムなども多く掲載されています。 

 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
http://www.mext.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/
http://www.ikumenclub.com/
http://ikumen-project.jp/index.html
http://papaswitch.nifty.com/


 

    

 
        

 

この夏は、震災の影響により図書館も節電の努力をしております。 

①照明を落としている所がございます。 

②館内の温度を２９℃の設定にさせて頂いております。 

 

その為、館内も暑いと思われますので熱中症にならないよう小まめな 

水分補給をお願い致します。 

万が一、頭痛等の症状が出てしまった際には職員にお声掛け下さい。 

また、具合の悪そうなお客様を見掛けた際も職員までお知らせ下さい。 

 

大変ご迷惑おかけいたしますが、ご協力お願い致します。 

 

 

 

 

 

鷺宮図書館ではおはなし会を行っています。ぜひお立ち寄りください。 

場所：鷺宮図書館４階児童室 

毎週金曜日(館内整理日の日は翌日土曜日) 

毎月第二土曜日(うさぎおはなし会・０～３歳対象) 

＊詳しい日程は図書館の案内や図書館員にお尋ねください。 

 

 


