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「頭がいい子」が育つ家庭の8つの習慣
 自由な遊びと体験が「生きる力」伸ばす

日経BP 2020.7 379.9/ｱﾀ20/ 0015535800

子育てベスト100 　 「最先端の新常識×子どもに
一番大事なこと」が1冊で全部丸わかり

加藤 紀子／著 ダイヤモンド社 2020.4 379.9/ｶﾄ20/ 0015325509

自信をもてる子が育つこども哲学
 “考える力”を自然に引き出す

川辺 洋平／著 ワニブックス 2018.8 379.9/ｶﾜ18/ 0014486070

新時代の学び戦略
 AI、スマホ、ゲーム世代の才能を育てる

小宮山 利恵子／著 アプレ 2019.2 379.9/ｺﾐ19/ 0014845234

世界標準の自己肯定感の育て方
 失敗に負けない「強い心」が身につく

船津 徹／著 KADOKAWA 2020.5 379.9/ﾌﾅ20/ 0015275050

心が荒れている子にちゃんと伝わる12歳までの
お母さんの言葉がけ

渡辺 弥生／著 PHP研究所 2019.11 379.9/ﾜﾀ20/ 0015306608

自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ 中山芳一／著 東京書籍 2020.7 371.3/ﾅｶ20/ 0015340912

子どもはこう育つ!  おなかの中から6歳まで 小西 行郎／著
赤ちゃんとママ
社

2020.3 599/ｺﾆ20/ 0015198591

最新!初めての育児新百科
 新生児期から3才までこれ1冊でOK!

ベネッセコーポ
レーション

2020.6 599/ﾀｶ20/ 0015364201

0～6才のための天才性を引き出す子育て
 モンテッソーリ教育×レッジョ・エミリア教育式

いしい おうこ／著
日本能率協会
マネジメント
センター

2019.10 379.9/ｲｼ19/ 0015050040

幼児の運動あそび親子で楽しむ魔法のレッスン帖
 運動する力が身につく段階的なプログラム!

高橋 宏文／著 メディアパル 2020.3 379.9/ﾀｶ20/ 0015203037

頭のいい子に育てる3歳までに絶対やるべき
幼児教育

佐藤 亮子／著
東洋経済新報
社

2019.12 379.93/ｻﾄ19/ 0015109275

5歳までにやっておきたい英語が得意な脳の育て方 茂木 健一郎／著
日本実業出版
社

2018.8
379.93/ﾓｷ
18/

0014555296

3歳からできるお片づけ習慣  魔法の声かけで子
どもが自分で動きだす!

伊東 裕美／著
日本実業出版
社

2019.7 379.91/ｲﾄ19/ 0014985212

10歳までに身につけたい一生困らない子どもの
マナー　この小さな習慣が、思いやりの心を
育てます

西出 ひろ子／著 青春出版社 2018.6
379.91/ﾆｼ
18/

0014442123

子どもの「いや」に困ったとき読む本
  どうやってしつければいいの?

大河原 美以／著 大和書房 2016.8
379.911/ｵｵ
16/

0013660451

夜泣きが止まる本
 子どもも親も毎日ぐっすり眠れる!

菊池 清／著 風鳴舎 2020.7 599.4/ｷｸ20/ 0015348956

幸せの排泄コミュニケーション  赤ちゃんはできる! 和田 智代／著 言叢社 2018.12 599.9/ﾜﾀ19/ 0014875801

赤ちゃんのみつめる目  子育てで不安なお母さん
に伝えたい「赤ちゃんの秘密」

井上 正信／著 現代書林 2017.11 376.11/ｲﾉ17/ 0014169981

発達が気になる子の心がわかる幸せ子育ての
手引き

扶桑社 2020.4 378/ﾀﾅ20/ 0015274897

幼児期の発達障害に気づいて・育てる完全ガイド
  <対象>幼児期4歳～就学前まで

黒澤 礼子／著 講談社 2019.9 L378/ｸﾛ19/ 0015037179

2020.11.17～12.20　岡山県立図書館　社会科学班
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小児科医ママとパパのやさしい予防接種BOOK
 疑問や不安がすっきり!

森戸 やすみ／著 内外出版社 2019.9
493.938
/ﾓﾘ19/

0015046576

赤ちゃんが頭を打った、どうしよう!?
 虐待を疑われないために知っておきたいこと

西本 博／著 岩崎書店 2018.8
493.94/ﾆｼ
18/

0014508881

赤ちゃんが必ずかかる病気&ケア
 写真とイラストでよくわかる

主婦の友社 2017.11 598.3/ｱｶ18/ 0014220362

ママ&パパにつたえたい子どもの病気ホームケア
ガイド

日本外来小児科
学会／編著

医歯薬出版 2020.9 598.3/ﾆﾎ20/ 0015145576

子供の一生を幸せにする24の食育術
 何を食べるか、どう食べるかだけで頭は良くなる!

アグネス・チャン／
著

ぴあ 2020.3 379.9/ｱｸ20/ 0015248917

最新!初めての離乳食新百科
 最初のひとさじから離乳完了期までこれ1冊でOK!

ベネッセ
コーポレーショ
ン

2020.2 599.3/ｵｵ20/ 0015170053

つくりおき幼児食  1歳半～5歳 新谷 友里江／著 西東社 2019.4 599.3/ﾆｲ19/ 0014607089

パパ離乳食はじめます。 本田 よう一／著
女子栄養大学
出版部

2019.12 599.3/ﾎﾝ19/ 0015106826

小学生のうちに身につけたい!「勉強」のキホン
 この1冊で中学生になっても困らない!

國立 拓治／著 あさ出版 2019.3 379.9/ｸﾆ19/ 0014857049

ノートのとり方1つで子どもの学力はどんどん伸びる! 州崎 真弘／著 青春出版社 2019.9 379.9/ｽｻ19/ 0015042807

最高の学習法  勉強が好きになる!楽しくなる! 武田 利幸／著 ロングセラーズ 2018.12 379.9/ﾀｹ19/ 0014580435

子どもに教えるときにほんとうに大切なこと 田中 博史／著 キノブックス 2019.2 379.9/ﾀﾅ19/ 0014859136

子どもの学力を伸ばす親、ダメにする親  中学受
験の超カリスマが5000組の家庭を見てわかった

西村 則康／著 KADOKAWA 2020.2 379.9/ﾆｼ20/ 0015197247

知的障害/発達障害のある子の育て方  イラスト版 講談社 2020.4 378.6/ﾄｸ20/ 0015275001

発達障害&グレーゾーンの小学生の育て方 井上 雅彦／監修 すばる舎 2020.1 378/ｲﾉ20/ 0015166176

発達の気になる子の「困った」を「できる」に変える
 ABAトレーニング

小笠原 恵／著 ナツメ社 2019.12 378/ｵｶ20/ 0015180524

さんかくの本  ADHDの子育て
カワムラ ヒサコ／
著

秀和システム 2020.2 378/ｶﾜ20/ 0015174931

13歳までに 子どもの将来は食事で決まる!
 健康すくすくレシピBOOK

石川 三知／著 朝日新聞出版 2020.9
493.983/ｲｼ
20/

0015571797

子どもの知能と身体を発達させる噛む力
 頭のよい子はきちんと噛める

増田 純一／著 WAVE出版 2019.3 497.7/ﾏｽ19/ 0014862817

元気で賢い子を育てたいなら
 子どもがぐっすり眠れる部屋を作りなさい

金光 容徳／著 アスコム 2019.2 498.7/ｶﾈ19/ 0014830384

「こんなママでごめんね」から卒業する本 福田 とも花／著 WAVE出版 2019.4 146.8/ﾌｸ19/ 0014911697

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

2018.7 379.9/ｸﾏ18/ 0014482608

幸せな子育ては自分育てからはじまる 平田 由里子／著 マガジンランド 2020.3 379.9/ﾋﾗ20/ 0014674428

親もビックリ魔法の子育て術!「ぺたほめ」
 ぺたっと貼って、ほめるだけ

藤田 敦子／著 マガジンランド 2019.5 379.9/ﾌｼ19/ 0014900484

ママのゆるコツ事典
 今日は、子どもが可愛く見える

渡辺 のぞみ／著 文響社 2018.5 599/ﾜﾀ18/ 0014441794
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