
家庭教育
書誌タイトル 著者名 出版社 出版年月

脳科学者が教える！子どもを賢く育てるヒント　「アウトドア育脳」のすすめ 瀧　靖之／著 山と渓谷社 2018.3

0歳からの教育　発達編 　 CCCメディアハウス 2018.3

マンガでわかる怒らない子育て 安藤　俊介／著 永岡書店 2018.2

おいしい育児　家でも輝け、おとうさん！ 佐川　光晴／著 世界思想社 2018.2

育児大全科　これ一冊でカンペキ！0～3才までのことがわかる。 主婦の友社 2018.2

子育てで絶対やってはいけない３５のこと アグネス・チャン／著 三笠書房 2018.2

「早くしなさい！」はもう言わない　模擬時計とおしたくボード 親野　智可等／監修 朝日新聞出版 2018.2

心理学者・脳科学者が子育てでしていること、していないこと 杉山　崇／著 主婦の友社 2018.2

世界一幸せな子どもに親がしていること リナ・マエ・アコスタ／著 日経ＢＰ社 2018.1

パパ入門ガイド ファザーリング・ジャパン／著 池田商店 2018.1

不安な未来を生き抜く最強の子育て 佐藤　優／著 集英社 2018.1

ふたりは同時に親になる　産後の「ずれ」の処方箋 狩野　さやか／著 猿江商會 2017.12

12歳までに「自信ぐせ」をつけるお母さんの習慣 楠本　佳子／著 CCCメディアハウス 2017.12

兵教大発　まぁるく子育て
兵庫教育大学「まぁる
く子育て」編集委員会
／編著

神戸新聞総合出版センター 2017.12

ユーキャンの子どもの発達なんでも大百科　　（U-CANの保育スマイルBOOKS） 鈴木 洋／監修 ユーキャン学び出版 2016.11

「自分の頭で考える子」になる育て方 ベッツィ・B.ブラウン／著 大和書房 2016.9

ちょっとしたストレスを自分ではね返せる子の育て方 土井 高徳／著 青春出版社 2016.7

子どもの心の育てかた 佐々木 正美／著 河出書房新社 2016.7

子どもの力を伸ばす!!じょうずな叱り方・ほめ方　　（洋泉社MOOK） 小崎 恭弘／監修 洋泉社 2016.6

NHK Eテレ「すくすく子育て」愛情が伝わる!叱り方ほめ方 NHK「すくすく子育て」制作班／編 新星出版社 2016.4

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 2016.1

だいじょうぶ!子どもは育つ 山縣 威日／著 七つ森書館 2016.1

うちの子は育てにくい子 アマミ モヨリ／文・絵 KADOKAWA 2016.1

「急激に伸びる子」「伸び続ける子」には共通点があった! 富永 雄輔／著 朝日新聞出版 2015.12

片づけられる子の育つ家 古堅 純子／著 講談社 2015.11

あの人の子育てがすごい! 朝日新聞出版 2015.11

わが子を「心が折れない子ども」に育てる方法 水野 まさこ／著 同文舘出版 2015.9

働くお母さんの子どもを伸ばす育て方 高濱 正伸／著 実務教育出版 2015.8

園児(エンジィ)のトリセツ まき りえこ／著 扶桑社 2015.8

モンテッソーリ流「自分でできる子」の育て方 神成 美輝／著 日本実業出版社 2015.8

9歳までに地頭を鍛える!37の秘訣 大川 栄美子／著 扶桑社 2015.8

親育ちブックリスト 

堺市立図書館所蔵本から、親育ち・子育てに関係する本をご案内します。  

タイトルでビビッ！ときた本があったら、ぜひ図書館や書店で探してみてください。 

堺市立図書館ＨＰでも、「子育て支援関係資料新刊リスト」(H303)をはじめ、各種ブックリストが紹介されてい

ます。どうぞご覧ください。 

堺市立図書館ＨＰ 蔵書検索・予約 http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/library/index.html 

※貸出カードをお持ちでない方は、最寄りの図書館で申請してください。 
 堺市教育委員会 地域教育振興課 



インターネット・スマートフォンなど
書誌タイトル 著者名 出版社 出版年月

子どもといっしょにコンピュータとプログラミングを学ぶ本 矢沢 久雄／著 日経BP社 2016.11

親子でまなぶステップアップ式プログラミング TENTO／監修 洋泉社 2016.11

子どもとスマホ 石川 結貴／著 花伝社 2016.9

子どものスマホ・トラブル対応ガイド 安川 雅史／著 ぎょうせい 2016.4

子どもたちが危ない!スマホの現実 あきもと 司／著 ロングセラーズ 2015.12

本当に怖いスマホの話 遠藤 美季／監修 金の星社 2015.3

池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー　全3巻 池上 彰／監修 学研教育出版 2015.2

料理
書誌タイトル 著者名 出版社 出版年月

いちばんハッピーな幼児食ＢＯＯＫ 小池　澄子／監修・料理 成美堂出版 2018.1

忙しいママでもできる!簡単ちょいデコごはん&お弁当　　（タツミムック 忙しいママ応援） 中村 陽子／著 辰巳出版 2017.1

子どもと一緒に楽しく料理をつくれる魔法の声かけクッキング 浜田 陽子／著 主婦の友インフォス 2017.1

子どもに作ってあげたい最新版スポーツめし　　（エイムック 3457） 新生 暁子／[監修] 枻出版社 2016.8

かわいい子どものおべんとう 阪下 千恵／監修 朝日新聞出版 2016.2

子どもと食べたい時短おやつ　　（タツミムック） 菅野 のな／著 辰巳出版 2016.1

子育ての悩み
書誌タイトル 著者名 出版社 出版年月

かしこい子が育つ正しい歯のみがき方 豊山　とえ子／監修 Ｇ．Ｂ 2018.1

ママになった歯科医師・歯科衛生士・管理栄養士が伝えた
い！　食育とむし歯予防の本

神山　ゆみ子／〔ほか〕著 医葉薬出版 2018.1

あんしん健康ナビ　アトピー性皮膚炎　どうすれば治る？子
どもも親も楽になる正しい治療法　良医・名医の見つけ方

花川　博義／
著

１万年堂出版 2018.1

お母さんのアレルギー診療と子どもの発症予防　妊娠の準
備から離乳食の進め方まで

今井　孝成／編 南山堂 2018.1

教育費＆子育て費　賢い家族のお金の新ルール 前野　彩／著 日経ＢＰ社 2018.1

ＡＳＤ＜アスペルガー症候群＞、ＡＤＨＤ、ＬＤ　お母さんが
「コレだけ」は知っておきたい発達障害の基礎知識

宮尾　益知／監修 河出書房新社 2017.12

子どものアレルギー　アトピー性皮膚炎・食物アレルギー・ぜんそく 大矢　幸弘／編監修 文藝春秋 2017.12

子どもの危険な病気のサインがわかる本　　（健康ライブラリー スペシャル） 松永 正訓／著 講談社 2016.11

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 2016.9

遊び・工作・音楽など
書誌タイトル 著者名 出版社 出版年月

遊べる！飾れる！折り紙で作るおはなし指人形　世界の童話編 いしばし　なおこ／著 世界文化社 2018.2

たのしい手づくり子そだて　リメイクと遊びのアイデアブック 良原　リエ／著 ＫＴＣ中央出版 2018.1

身体表現をたのしむあそび作品集 新リズム表現研究会／編著 かもがわ出版 2018.1

0歳から幼児までの　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 2017.12

森と水が子どもを育む　　（日経ホームマガジン） 日経BP社 2017.3

親子で学ぶ音楽図鑑 キャロル・ヴォーダマン／ほか著 創元社 2016.8

子どもとイベントで使えるカブリモノ紙工作　　（OYAKO MOOK） チャッピー岡本／著 小学館 2016.7

絵本選びに役立つ本
書誌タイトル 著者名 出版社 出版年月

私が選ぶ絵本100　　（momo book） マイルスタッフ／編 マイルスタッフ 2016.8

子どもと読みたい絵本200　　（洋泉社MOOK） 洋泉社 2015.5

子どもと本　　（岩波新書 新赤版 1533） 松岡 享子／著 岩波書店 2015.2


