
№ 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 赤ちゃんが大好きな絵本 　赤木 かん子∥著 　ポーラスタァ 019.5   /ｱ       

2 子どもに歯ごたえのある本を 　石井 桃子∥著 　河出書房新社 019.5   /ｲ          

3 かがくのとものもと 　 　福音館書店 019.5   /ｶ           

4 絵本で楽しむ孫育て 　草谷 桂子∥著 　大月書店 019.5   /ｸ         

5 絵本は心のへその緒 　松居 直∥著 　ブックスタート 019.5   /ﾏ       

6 子どもも大人も絵本で育つ 　湯澤 美紀∥著 　柏書房 019.5   /ﾕ    

7 読みたい絵本 　momo編集部∥著 　マイルスタッフ 019.5   /ﾖ     

8 女に生まれてよかった。と心から思える本 　水島 広子∥著 　朝日新聞出版 143.5   /ﾐ       

9 こどもはママのちっちゃな神さま 　長南 華香∥著 　ワニブックス 147     /ﾁ         

10 「働くパパ」の時間術 　栗田 正行∥著 　日本実業出版社 159     /ｸ         

11 「働くママ」の時間術 　馬場 じむこ∥著 　日本実業出版社 159.4   /ﾊﾞ    

12 おやこデート 　杉浦 さやか∥著 　白泉社 291.3   /ｽ    

13
総務担当者のための産休・育休の実務がわ
かる本

　宮武 貴美∥著 　日本実業出版社 336.4   /ﾐ           

14 新しいママの働き方 　奥田 絵美∥著 　アチーブメント出版 366.3   /ｵ   

15 子育てがプラスを生む「逆転」仕事術 　小室 淑恵∥著 　朝日新聞出版 366.3   /ｺ        

16 子育てと仕事の社会学 　西村 純子∥著 　弘文堂 366.3   /ﾆ        

17 ママの仕事復帰のために 　ファザーリングジャパン∥編 　労働調査会 366.3   /ﾏ       

18 これで解決。働くママが必ず悩む36のこと 　毛利 優子∥著 　日本実業出版社 366.3   /ﾓ     

19 イクメンで行こう! 　渥美 由喜∥著 　日本経済新聞出版社 366.7   /ｱ     

20 新しいパパの働き方 　ファザーリングジャパン∥著 　学研教育出版 366.7   /ｱ      

21 ウンコのおじさん 　宮台 真司∥著 　ジャパンマシニスト社 367.3   /ｳ       

22 ぼくと仕事、ぼくと子ども 　影山 大祐∥著 　トランスビュー 367.3   /ｶ     

23 イクメンじゃない「父親の子育て」 　巽 真理子∥著 　晃洋書房 367.3   /ﾀ        

24 後悔しない子育て 　信田 さよ子∥著 　講談社 367.3   /ﾉ        

25
病気をもつ子どもと家族のための「おうちで暮
らす」ガイドブックQ&A

　岡野 恵里香∥編著 　メディカ出版 369.4   /ｵ     

26 学校目線。大人の「理想」で子どもを縛らない 　 　ジャパンマシニスト社 370.5   /ｵ   /101     

27 「平成」の子育ては、なぜ難しかったのか。 　 　ジャパンマシニスト社 370.5   /ｵ   /102     

28 親子で読む!東京オリンピック!ただし、アンチ 　 　ジャパンマシニスト社 370.5   /ｵ   /103     

29 発達障害 　 　ジャパンマシニスト社 370.5   /ｵ   /104     

30 どうして、男と女はすれちがう? 　 　ジャパンマシニスト社 370.5   /ｵ   /105     

31 学校に行かない子との暮らし 　 　ジャパンマシニスト社 370.5   /ｵ   /106     

32 登校しぶり・不登校の子に親ができること 　下島 かほる∥監修 　講談社 371.4   /ﾄ         

33 赤ちゃんのみつめる目 　井上 正信∥著 　現代書林 376.1   /ｲ        

34 孫の力 　島 泰三∥著 　中央公論新社 376.1   /ｼ   

35 0-5歳児生活習慣のスムーズ身につけガイド 　塩谷 香∥監修 　学研プラス 376.1   /ｾﾞ      

36 0・1・2歳未満児の食事 　食べもの文化編集部∥編 　芽ばえ社 376.1   /ｾﾞ    

37 ママ、もっと自信をもって 　中川 李枝子∥著 　日経BP社 376.1   /ﾅ    
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資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

38 うちの子は育てにくい子 　アマミ モヨリ∥文　絵 　KADOKAWA 378     /ｱ      

39
ASD<自閉症スペクトラム障害>、ADHD、LD
入園・入学前までに気づいて支援する本

　宮尾 益知∥監修 　河出書房新社 378.8   /ｴ   

40
未来に飛び立て!発達の気になる子の大人に
なるためのチャレンジ

　鹿野 佐代子∥著 　翔泳社 378.8   /ｼ          

41 子育てハッピーアドバイス 　明橋 大二∥著 　1万年堂出版 379.9   /ｱ          

42 子どもをのばすアドラーの言葉 　岸見 一郎∥著 　幻冬舎 379.9   /ｷ     

43
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 379.9   /ｸ          

44 心屋先生のお母さんが幸せになる子育て 　心屋 仁之助∥著 　WAVE出版 379.9   /ｺ      

45 お母さんのための「くじけない」男の子の育て方 　小崎 恭弘∥著 　集英社 379.9   /ｺ             

46 子どもの心の育てかた 　佐々木 正美∥著 　河出書房新社 379.9   /ｻ           

47
“大人になっても困らない子ども”を育てる親
の役割とヒント

　斎藤 哲瑯∥著 　悠光堂 379.9   /ｻ     

48 私は6歳までに子どもをこう育てました 　佐藤 亮子∥著 　中央公論新社 379.9   /ｻ            

49 保育士おとーちゃんの「心がラクになる子育て」 　須賀 義一∥著 　PHP研究所 379.9   /ｽ         

50 0～6歳までの男の子の育て方 　小崎 恭弘∥監修 　洋泉社 379.9   /ｾﾞ          

51 子どもの本当の気持ちが見えるようになる本 　原坂 一郎∥著 　すばる舎 379.9   /ﾊ          

52 自分で考える子になる「こども手帳術」 　星野 けいこ∥著 　日本実業出版社 379.9   /ﾎ        

53
孫育ては子どもとともに子育ては祖父母ととも
に

　石橋 剛∥編 　クリエイツかもがわ 379.9   /ﾏ        

54
10歳までに身につけたい子どもが一生困らな
いお金のルール

　三浦 康司∥著 　青春出版社 379.9   /ﾐ      

55 「センスのいい子」の育て方 　宮崎 祥子∥著 　双葉社 379.9   /ﾐ      

56
5歳までにやっておきたい本当にかしこい脳の
育て方

　茂木 健一郎∥著 　日本実業出版社 379.9   /ﾓ       

57 子どもといっしょが楽しいおうち歳時記 　季節の遊びを楽しむ会∥著 　メイツ出版 386.1   /ｺ      

58 小児科医がすすめる最高の子育て食 　伊藤 明子∥著 　講談社 493.9   /ｲ           

59 0歳からのスキンケア 　友利 新∥著 　イースト・プレス 493.9   /ﾄ        

60 子どもの敏感さに困ったら読む本 　長沼 睦雄∥著 　誠文堂新光社 493.9   /ﾅ             

61 赤ちゃんからはじまる便秘問題 　中野 美和子∥著 　言叢社 493.9   /ﾅ         

62 赤ちゃんが頭を打った、どうしよう!? 　西本 博∥著 　岩崎書店 493.9   /ﾆ

63
お母さんたちに伝えたい!歯並びの良い子に育
てよう

　井上 裕子∥著 　クインテッセンス出版 497.6   /ｲ     

64 食で日本一の孫育て虎の巻 　小泉 武夫∥著 　マガジンハウス 498.5   /ｺ            

65 親になるまでの時間  前編 　 　ジャパンマシニスト社 498.7   /ﾁ   /115     

66 親になるまでの時間　後編 　 　ジャパンマシニスト社 498.7   /ﾁ   /116     

67 予防接種は迷って、悩んでもいいんだよ。 　 　ジャパンマシニスト社 498.7   /ﾁ   /117     

68 「習いごと」取扱説明書。 　 　ジャパンマシニスト社 498.7   /ﾁ   /119     

69 子育て。ありのまま生きてやろうじゃないか。 　 　ジャパンマシニスト社 498.7   /ﾁ   /120     

70 災害大国子連れの心がまえ 　 　ジャパンマシニスト社 498.7   /ﾁ   /122     

71 小児科の先生が車椅子だったら 　 　ジャパンマシニスト社 498.7   /ﾁ   /123     

72 いつもごきげんな“わたし”でいたい! 　Emi∥著 　PHPエディターズ・グループ 590     /ｴ            

73 孫と楽しむ手の仕事 　田中 周子∥著 　大月書店 594     /ﾀ            

74 旬のおやつ 　梅崎 和子∥著 　クレヨンハウス 596.6   /ｳ             



資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

75 親子おやつ 　久保田 恵美∥著 　旭屋出版 596.6   /ｸ           

76 ぐりとぐらのてづくりブック 　福音館書店編集部∥編著 　福音館書店 596.6   /ｸﾞ         

77 小学生のおかたづけ育 　Emi∥著 　大和書房 597.5   /ｴ      

78 フランスのパパはあわてない 　リオネル　パイエス∥著 　CCCメディアハウス 598.2   /ﾊﾟ           

79 ママとパパのはじめての妊娠・出産事典 　藤井 知行∥監修 　朝日新聞出版 598.2   /ﾏ            

80 父親の科学 　ポール　レイバーン∥著 　白揚社 598.2   /ﾚ   

81
小児科医ママの子どもの病気とホームケア
BOOK

　森戸 やすみ∥著 　内外出版社 598.3   /ﾓ             

82 子育てハッピーアドバイスようこそ初孫の巻 　明橋 大二∥著 　1万年堂出版 599     /ｱ            

83 新しいパパの教科書 　ファザーリング　ジャパン∥著 　学研教育出版 599     /ｱ          

84 赤ちゃんがわかる絵事典 　鈴木 みゆき∥監修 　PHP研究所 599     /ｱ     

85 だいじょうぶだよ、モリス 　カール=ヨハン　エリーン∥著　飛鳥新社 599     /ｴ             

86 おひさまのようなママでいて 　大日向 雅美∥著 　幻冬舎 599     /ｵ             

87 ふたりは同時に親になる 　狩野 さやか∥著 　猿江商會 599     /ｶ             

88 心と体がのびのび育つ0～2歳児のあそび図鑑 　波多野 名奈∥監修 　池田書店 599     /ｺ            

89 「仕事」も「育児」も大切なパパに贈る本 　小林 聖司∥著 　文芸社 599     /ｺ            

90
こんなときどうしたらいいの?感情的にならない
子育て

　高祖 常子∥著 　かんき出版 599     /ｺ       

91 きょうだいの育て方 　小崎 恭弘∥著 　洋泉社 599     /ｺ              

92
子育てでカラダが限界なんですがどうすれば
いいですか?

　斎藤 充博∥著 　青月社 599     /ｻ            

93
子どもの能力を引き出す七田式胎教からの
子育て

　七田 眞∥著 　エコー出版 599     /ｼ            

94 0歳児とのあそびかた大全 　汐見 稔幸∥監修 　大泉書店 599     /ｾﾞ            

95 祖父、ソフリエになる 　エガリテ大手前∥編 　メディカ出版 599     /ｿ           

96 祖父母手帳 　森戸 やすみ∥監修 　日本文芸社 599     /ｿ             

97 小児科医のぼくが伝えたい最高の子育て 　高橋 孝雄∥著 　マガジンハウス 599     /ﾀ               

98 パパ1年生 　安藤 哲也∥編著 　かんき出版 599     /ﾊﾟ     

99 こうちゃんといっしょ 　東村  ユミ子／著 　本光寺・東村真太郎 599     /ﾋ          

100 共働き子育てを成功させる5つの鉄則 　普光院 亜紀∥著 　集英社 599     /ﾌ            

101 祖父母に孫をあずける賢い100の方法 　棒田 明子∥著 　岩崎書店 599     /ﾎﾞ              

102 孫育ての時間(とき) 　山縣 威日∥編 　吉備人出版 599     /ﾏ            

103 孫ができたら読む本 　宮本 まき子∥著 　PHP研究所 599     /ﾐ      

104 みんなの子どものいる暮らし日記 　みんなの日記編集部∥編 　翔泳社 599     /ﾐ            

105 孫をめぐるおとなの作法 　毛利 子来∥著 　ジャパンマシニスト社 599     /ﾓ      

106 絵になる子育てなんかない 　養老 孟司∥著 　幻冬舎 599     /ﾖ        

107 おだやかママの幸せ子育て法 　LICO∥著 　主婦の友社 599     /ﾘ             

108 ママのゆるコツ事典 　渡辺 のぞみ∥著 　文響社 599     /ﾜ              

109 男が育休を取ってわかったこと 　池田 大志∥著 　セブン&アイ出版 599.0   /ｲ              

110 ウラクさんちのふたごちゃん 　ウラク∥著 　セブン&アイ出版 599.0   /ｳ          

111 こどもスケッチ 　おーなり 由子∥文と絵 　白泉社 599.0   /ｵ          

112 おいしい育児 　佐川 光晴∥著 　世界思想社 599.0   /ｻ         

113
子育て奮闘中の母ちゃんドクターが書いた『男
の子ママ』の悩みをぶっとばす言葉

　須藤 暁子∥著 　KADOKAWA 599.0   /ｽ         



資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

114 なりたい母ちゃんにゃなれないが 　須藤 暁子∥著 　集英社 599.0   /ｽ        

115 息子とワタシ、ときどきツレ 　細川 貂々∥著 　新日本出版社 599.0   /ﾎ        

116 子どもと食べたい作りおきおかず 　中村 美穂∥著 　世界文化社 599.3   /ﾅ       

117 つよい体をつくる離乳食と子どもごはん 　山田 奈美∥著 　主婦と生活社 599.3   /ﾔ        

118 おやすみ、ロジャー 　カール=ヨハン　エリーン∥著 　飛鳥新社 599.4   /ｴ            

119 おやすみ、エレン 　カール=ヨハン　エリーン∥著 　飛鳥新社 599.4   /ｴ          

120 絵本とおもちゃでゆっくり子育て 　柿田 友広∥[著] 　マイルスタッフ 599.8   /ｶ      

121 子どもと木であそぶ 　岩谷 美苗∥著 　東京書籍 653.2   /ｲ           

122 母のまなざし、父のまなざし 　いわさき ちひろ∥[画] 　講談社 726.5   /ｲ              

123 おじいちゃんの絵手紙 　ヘンリー  ソーンヒル卿∥絵 　講談社 726.5   /ｿ            

124 いわさきちひろ 　松本 猛∥著 　講談社 726.6   /ｲ      

125 あかちゃんがわらうから 　おーなり 由子∥著 　ブロンズ新社 726.6   /ｵ           

126 未来のだるまちゃんへ 　かこ さとし∥著 　文藝春秋 726.6   /ｶ            

127 かこさとし 　 　平凡社 726.6   /ｶ           

128 ちいさなあなたへ 　アリスン  マギー∥ぶん 　主婦の友社 726.6   /ﾚ         

129 子ども写真アイデアブック 　 　ベネッセコーポレーション 743.4   /ｺ         

130
このとおりにやれば必ずキレイに写せる子ども
写真の撮り方

　椎名 トモミ∥著 　日本実業出版社 743.4   /ｼ              

131 孫を100倍かわいく撮る 　GOTO AKI∥監修 　祥伝社 743.4   /ﾏ          

132 新聞紙とガムテープでこんなのつくれた! 　関口 光太郎∥著 　講談社 750     /ｾ              

133 新聞紙とガムテープでつくって遊ぼう! 　関口 光太郎∥著 　講談社 750     /ｾ              

134 tupera tuperaの手づくりおもちゃ 　tupera tupera∥著 　河出書房新社 750     /ﾂ           

135 かんたん手づくりおうちでおもちゃ 　堀川 真∥作 　福音館書店 750     /ﾎ          

136 パパママつくって!かわいい段ボール家具 　石倉 ヒロユキ∥著 　日本放送出版協会 754.9   /ｲ             

137 作って遊ぶ切り紙の動物園・水族館 　大原 まゆみ∥著 　誠文堂新光社 754.9   /ｵ             

138
ダンボールで作れるかわいいキッズ家具&お
もちゃ

　山田 素子∥監修 　ブティック社 754.9   /ﾀﾞ          

139 孫にうけるあそびとおもちゃ 　菅原 道彦∥著 　大月書店 781.9   /ｽ     

140 キャンプでやってみる子どもサバイバル 　川口 拓∥著 　ベースボール・マガジン社 786.3   /ｶ         

141 子どもの本の道しるべ 　斎藤 次郎∥著 　子どもの未来社 909.3   /ｻ          

142 子育て知らずの孫育て 　田原 総一朗∥著 　東京新聞 914.6   /ﾀ    

143 たんぽぽの日々 　俵 万智∥著 　小学館 914.6   /ﾀ         

144 ありがとうのかんづめ 　俵 万智∥[著] 　小学館 914.6   /ﾀ         

145 ある一日 　いしい しんじ∥著 　新潮社 F       /ｲ         

146 予定日はジミー・ペイジ 　角田 光代∥著 　白水社 F       /ｶ      

147 子育てはもう卒業します 　垣谷 美雨∥著 　祥伝社 F       /ｶ          

148 ささらさや 　加納 朋子∥著 　幻冬舎 F       /ｶ          

149 もうすぐ 　橋本 紡∥著 　新潮社 F       /ﾊ             

150 ハルさん 　藤野 恵美∥著 　東京創元社 F       /ﾌ           


