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　岡山県の子育て
岡山いきいき子どもプラン2020  すべての子どもが
「おかやまに生まれ、育ち、本当に良かった」と思え
る未来に向けて

岡山県保健福祉部子
ども未来課／[編]

岡山県保健福祉
部子ども未来課 2020.3

KL334/2/2020-
1B

0015242613

おかやま子育て応援BOOK  パパも子育てがん
ばるよ -パパ編-

岡山県保健福祉部子
ども未来課／[編]

岡山県保健福祉
部子ども未来課 2022.2

K379.9/76/2022
-1B

0016455727

おかやま子育て応援BOOK  じぃじとばぁばは、
いつだって味方だよ　-グランパ&グランマ編-

岡山県保健福祉部子
ども未来課／[編]

岡山県保健福祉
部子ども未来課 2022.2

K379.9/76/2022
-2B

0016455750

　児童館・子育て支援施設

わたしのまちのじどうかん  児童館実践事例集
児童館研究委
員会／編

フレーベル館 2022.7 369.4/ｼﾄ22/ 0015502164

子どもは歴史の希望  児童館理解の基礎理論
児童館研究委
員会／編

フレーベル館 2022.7 369.4/ｼﾄ22/ 0015984917

児童館の歴史と未来　児童館の実践概念に関
する研究

西郷 泰之／著 明石書店 2017.6 369.4/ｻｲ17/ 0014027593

居場所づくりにいま必要なこと  子ども・若者の
生きづらさに寄りそう

柳下 換／編著 明石書店 2019.9 369.4/ﾔｷ19/ 0015050404

詳解地域子育て支援拠点ガイドラインの手引
子ども家庭福祉の制度・実践をふまえて

渡辺 顕一郎／
編著

中央法規出版 2018.4 369.4/ﾜﾀ18/ 0014420624

子どもの放課後と居場所づくり  自治体の施策
から見えてくるもの

宮地 由紀子／著 萌文社 2018.1 369.42/ﾐﾔ18/ 0014537997

子どものための居場所論  異なることが豊かさ
になる

阿比留 久美／著 かもがわ出版 2022.5 370.4/ｱﾋ22/ 0016088007

　子育て支援
共生社会をひらくシニア世代の子育て支援  子
育てひろば「あい・ぽーと」2003-2021

大日向 雅美／
著

日本評論社 2021.7 369.4/ｵｵ21/ 0015889165

子ども支援とSDGs  現場からの実証分析と提
言

五石 敬路／編
著

明石書店 2020.8 369.4/ｺｲ20/ 0015538788

押さえておきたい児童福祉・子ども子育て支援
仲本 美央／編
著

ぎょうせい 2022.4 369.4/ﾅｶ22/ 0016083750

社会的養育ソーシャルワークの道標  児童家
庭支援センターガイドブック

橋本 達昌／編著 日本評論社 2021.6 369.4/ﾊｼ21/ 0015837867

子育て支援  「子どもが育つ」をともに支える 原 信夫／編著 北樹出版 2020.4 369.4/ﾊﾗ20/ 0015290653

子育て支援の経済学
山口 慎太郎／
著

日本評論社 2021.1 369.4/ﾔﾏ21/ 0015725039

「そだちあい」のための子ども家庭支援
吉村 美由紀／
編著

ミネルヴァ書房 2022.4 369.4/ﾖｼ22/ 0016388225

子育ての村ができた!  発達支援、家族支援、
共に生きるために

北川 聡子／共
編

福村出版 2020.6 369.49/ｷﾀ20/ 0015348212

※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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子育て
子育て365日  親の不安がスーッと消える言葉
集

親野 智可等／
著

ダイヤモンド社 2022.10 379.9/ｵﾔ22/ 0016391948

ちょっと気になる子育ての困りごと解決ブック!
圧倒的情報量で最適なアプローチ法を伝授!

加藤 紀子／著 大和書房 2022.9 379.9/ｶﾄ22/ 0016453219

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

3歳までの子育てで本当に大切なこと30  25年
間で2000人の子どもたちから学んだ

村田 真由美／
著

日本能率協会
マネジメントセ
ンター

2022.4 599/ﾑﾗ22/ 0016082745

発達が気になる子の子育てモヤモヤ解消ヒント
ブック 集団の生活編

全国LD親の会
／編著

かもがわ出版 2022.1 378.8/ｾﾝ21/ 0016004640

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

山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを
語る

山中 伸弥／[著] 講談社 2021.10 379.9/ﾔﾏ21/ 0015946502

モンテッソーリ式おうち子育て  自己肯定感が
育つ遊び方、学び方

エロイーズ・リッ
クマン／著

ダイヤモンド社 2021.3 379.9/ﾘﾂ21/ 0015590755

だいじょうぶ、絵本があります  子育ての「困っ
た」を解決する300冊

安藤 宣子／著 海鳥社 2021.2 599.8/ｱﾝ21/ 0015788839

　子どもの遊び
はじめてのわらべうた  うたって動いて楽しくあ
そぼう

清野 京子／編
著

ちいさいなか
ま社

2021.7 376.156/ｾｲ22/ 0015464050

0～5歳の楽しい体幹あそび  姿勢がよくなる!集
中力が育つ!

小倉 和人／監
修

PHP研究所 2020.5 599.5/ｵｸ21/ 0015587835

非認知能力が育つ3～6歳児のあそび図鑑
原坂 一郎／監
修

池田書店 2020.7 599/ﾊﾗ20/ 0015530991

あそびアイデアBOOK  赤ちゃんと一緒に楽し
む

開 一夫／監修 朝日新聞出版 2021.5 599/ﾋﾗ21/ 0015818735

12か月が楽しい!子どもの季節あそび HoiClue／編著 朝日新聞出版 2022.3 599/ﾎｲ22/ 0016067373

困ったときのおへやあそび 近藤 理恵／著 かもがわ出版 2020.10 750/ｺﾝ20/ 0015637929

生きる力が育つ!あそびベスト53  創造力●考
える力●集中力●コミュニケーション力

久保田 競／総
監修

主婦の友社 2020.9 781.9/ｸﾎ20/ 0015566128

伝統ゲーム大事典  子供から大人まであそべ
る世界の遊戯

高橋 浩徳／著 朝倉書店 2020.2 781.9/ﾀｶ20/ 0015216112

伝承遊び大百科  現代アレンジで遊ぶ 西村 誠／編 昭和堂 2021.4 781.9/ﾆｼ21/ 0015844228

おうちは遊びのワンダーランド 木村 研／著 いかだ社 2020.5 798/ｷﾑ20/ 0015281538

だるまちゃんと楽しむ日本の子どものあそび読
本

加古 里子／著 福音館書店 2016.12 C384/ｶｺ/ 0013621206

世界の外あそび学じてん
こどもくらぶ／
編さん

今人舎 2019.5 C781/ｺﾄ/ 0014609887

☆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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