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子育て全般

子育て本ベストセラー100冊の「これスゴイ」を1冊に
まとめた本  「AERA with Kids」元編集長が選ぶ

江口 祐子／著 ワニブックス 2022.5 379.9/ｴｸ22/ 0016069593

ジェンダーレス時代の男の子女の子の育て方 佐藤 律子／著 秀和システム 2021.10 379.9/ｻﾄ21/ 0015927676

「私、子育て向いてないかも」がラクになる本 Joe／著 日本実業出版社 2022.1 379.9/ｼﾖ22/ 0015999626

カリスマ保育士てぃ先生の子育て〇×図鑑  子
どもが伸びるスゴ技大全

てぃ先生／著 ダイヤモンド社 2021.11 379.9/ﾃｲ21/ 0015962939

子どもの脳と心がぐんぐん育つ絵本の読み方
選び方

仲宗根 敦子／著
パイインター
ナショナル

2021.3 379.9/ﾅｶ21/ 0015763055

乳幼児の子育て
6歳までの「ことばの遅れ」の不安が消える  「お
口とことば」を育てる13のレッスン

上里 聡／共著 現代書林 2021.5 378.5/ｺｳ21/ 0015816887

子どもの才能を伸ばす5歳までの魔法の「おし
ごと」  世界で一番簡単なモンテッソーリ実践法

丘山 亜未／著 青春出版社 2022.4 379.9/ｵｶ22/ 0016070997

非認知能力を育てる「しつけない」しつけのレシ
ピ  0歳～5歳児の生活習慣が身につく

大豆生田 啓友
／著

講談社 2021.8 379.911/ｵｵ21/ 0015910722

心と体がぐんぐん育つ赤ちゃんのあそび大全 小西 行郎／著 KADOKAWA 2022.4 599/ｺﾆ22/ 0016069122

らくらくあんしん育児  月齢別インデックスです
ぐわかる

土屋 恵司／監修 学研プラス 2021.9 599/ﾂﾁ21/ 0015456817

すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本  　寝かしつけ
の100の“困った”をたちまち解決!

ねんねママ／著 青春出版社 2021.9 599.4/ﾈﾝ21/ 0015909732

　小学生の子育て

「自分でできる子」に育つ放課後時間の過ごし
方  ほめる・叱る・見守る 親も育つ

遠藤 奈央子／著 講談社 2022.7 379.9/ｴﾝ22/ 0016380321

ちょっと気になる子育ての困りごと解決ブック！ 加藤　紀子／著 大和書房 2022.9 379.9/ｶﾄ22/ 0016453219

親から子への「教え方」がよくわかる 小杉 拓也／著 ベレ出版 2022.1 379.9/ｺｽ22/ 0016004590

小学生のための「家庭学習」の教科書  学力が
劇的にアップ!

坂本 七郎／著 大和出版 2022.6 379.9/ｻｶ22/ 0016108896

我が家はこうして読解力をつけました  AI時代
に求められる力の育みかた

佐藤 亮子／著 くもん出版 2021.3 379.9/ｻﾄ21/ 0015757834

こどもスマホルール  賢く使って、トラブル回避! 竹内 和雄／著 時事通信出版局 2022.4 379.9/ﾀｹ22/ 0016071045

※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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　コミュニケーション
困っている子をほめて育てるペアレント・トレー
ニングガイドブック  活用のポイントと実践例

岩坂 英巳／編著 じほう 2021.6 378.8/ｲﾜ21/ 0015711484

子どもの考える力を伸ばす聴き方・伝え方  ス
ウェーデンに学ぶ「幸せな子育て」

岸田 雪子／著 三笠書房 2022.1 379.9/ｷｼ22/ 0015778178

叱らない子育て  アドラー心理学に学ぶ対等な
親子関係

岸見 一郎／著 学研プラス 2022.5 379.9/ｷｼ22/ 0016083388

子どもの自己肯定感が高まるほめ方・叱り方の
新常識100

齋藤 孝／著 宝島社 2021.11 379.9/ｻｲ21/ 0015961121

子どもから話したくなる「かぞくかいぎ」の秘密
一生ものの対話力を磨く

玉居子 泰子／著 白夜書房 2022.2 379.9/ﾀﾏ22/ 0016034662

どうせならもっと上手に叱ってくれない?  世界
初!?「子ども目線」による褒め方と叱り方のコツ

吉村 直記／著 すばる舎 2021.11 379.9/ﾖｼ21/ 0015962921

子どもが光るあったかいしかり方&ほめ方  親
の気持ちもラクになる

すずき ともこ／著
農山漁村文
化協会

2021.1 599/ｽｽ21/ 0015729858

　子どもの健康
子どもの食物アレルギーあんしんBOOK  忙し
いママ&パパのお悩み解決!

今井 孝成／監修
女子栄養大
学出版部

2021.3 493.931/ｲﾏ21/ 0015755572

医師が教える子供の食事大全  0歳から青年期
まで

櫻本 美輪子／著 ワニブックス 2020.12 493.983/ｻｸ20/ 0015669559

ママとパパの赤ちゃんと子どもの病気・ホーム
ケア事典  <0～6歳>最新版

岡本 光宏／監修 朝日新聞出版 2021.3 598.3/ｵｶ21/ 0015762271

子どもが体調悪いとき、どうしたらいいの?  熱 鼻水
咳 嘔吐 下痢 便秘 腹痛 ブツブツ けいれん

小野 英一／
[著]

クロスメディア・
パブリッシング

2021.9 598.3/ｵﾉ21/ 0015909724

あかちゃんからのかぞくの医学  おうちでケア
する決定版

本間 真二郎／著 クレヨンハウス 2021.1 598.3/ﾎﾝ21/ 0015728512

栄養満点!強い体をつくる!はるはるママのス
ポーツごはん

はるはる／著 マキノ出版 2020.9 780.19/ﾊﾙ20/ 0015566136

　発達が気になる子ども
子どもと家族のためのADHDサポートブック  イ
ラストでよくわかる!

市川 宏伸／監修 成美堂出版 2022.7 378.8/ｲﾁ22/ 0016123127

発達障害のある子と家族によりそう安心サポー
トBOOK 幼児編  ※小学生編もあります

岡田 俊／著 ナツメ社 2022.4 378.8/ｵｶ22/ 0015488448

発達障がい・グレーゾーンの子どもがのびのび
育つ接し方と言葉がけ

咲田 栞里／著 あさ出版 2022.5 378.8/ｻｷ22/ 0016088023

発達が気になる子の子育てお悩み相談Q&A 発達協会／編 中央法規出版 2022.2 378.8/ｾｲ22/ 0016032385

得意なこと苦手なことが極端なきみへ  発達障
害・その才能の見つけ方、活かし方

高山 恵子／著 合同出版 2021.12 378.8/ﾀｶ22/ 0015999568

発達が気になる子の子育て10か条  生活スキ
ルやコミュニケーションを伸ばすコツ

日戸 由刈／著 中央法規出版 2022.3 378.8/ﾆﾂ22/ 0016053274

発達障害のある子のためのアンガーマネジメント   本田 恵子／編著 明治図書出版 2021.10 378.8/ﾎﾝ22/ 0015890783

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　社会科学班
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