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運動上達法
逆あがりとびばこマット運動がたった一言であっというまにできる！　カリス
マ小学校教師が教える魔法の一言

下山真二／著 日東書院本社 37549/Ｓ10/2

運動上達法
伸びる子どもの、からだのつくり方　「かけっこ一番」をめざす前に、知って
おきたい６０のこと

森本貴義／著，山本邦子／
著

ポプラ社 4987/Ｍ10

運動上達法 体育スクール　体育が苦手な子に!!体育指導のプロが教える家庭練習法
筑波大学附属小
学校／監修

小学館 7800/Ｔ10

運動上達法 「逆上がり」だってできる!魔法のことばオノマトペ 藤野 良孝／著 青春出版社 7801/Ｆ9/2

運動上達法
４スタンス理論で子どもの足が速くなる！　スポーツが劇的に上達する！，ス
ポーツ万能な子に育つ！親子で楽しくトレーニング！

廣戸聡一／監修 日東書院本社 7807/Ｈ2/4

運動上達法 運動神経のいい子に育つ親子トレーニング 三木 利章／著 日本実業出版社 7807/Ｍ16

運動上達法
“できた！”７つのステップ　ひろみちお兄さんと楽しく運動力アップ，か
けっこ・さか

佐藤弘道／著 金の星社 7807/Ｓ25

運動上達法
運動神経をよくする親が教える体操ドリル　さかあがり／なわとび／かけっこ
／とびばこメキメキ上達！

城間晃／監修 エムシープレス 7810/Ｓ5

運動上達法 こうすればできるよ！子どもの運動　マット・とび箱・鉄棒 秋田裕子／著 ミネルヴァ書房 7815/Ａ1

運動上達法
かけっこが速くなる１週間おうちレッスン＋なわとび・さかあがり　３才～１
０才のうちに！　さかあがり・なわとび

主婦の友社／編 主婦の友社 7823/S8/1-2

運動上達法
（子ども向け）

運動ができるようになる本　４　（かけっこがはやくなる！　かけっこはばと
びなわとび）

水口高志／監修 ポプラ社 780/Ｍ24/2-4

運動上達法
（子ども向け）

小学生のための元気な体をつくる運動 岡本香代子／［ほか］著 歩行開発研究所 780/Ｏ16

運動上達法
（子ども向け）

必ずできる！とび箱・鉄棒・マット運動上達のコツ５０ 米田功／監修 メイツ出版 780/Ｙ22

なわとび/かけっこ きょうから体育が好きになる！　なわとび／短距離走 下山真二／著 鈴木出版 780/Ｓ33/1-2

かけっこ こうすればかけっこが速くなる 朝原宣治／〔著〕 小学館 7823/Ａ8

　　子育て支援コーナー第42回企画展示

　　「親子で防ごう！生活習慣病」図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    展示期間：平成２９年１２月５日（火）～平成３０年３月４日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     編集・作成：香川県立図書館子育て支援担当

★家族で楽しく運動しよう！
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かけっこ ボディコン体操するだけで子どもの足が瞬く間に速くなる本 三田 翔平／著 主婦と生活社 7823/Ｍ26

かけっこ かけっこ
左藤芳美／絵，西薗一也／
監修

あかね書房 780/Ｕ14/1-1

ランニング 心と体が軽くなる！楽しいスローランニング ＭＩＤＯＲＩ／著 学研パブリッシング 7823/Ｍ18

ランニング スロージョギング健康法 田中宏暁／著 朝日新聞出版 7823/Ｔ8/2

ランニング ゼロから始めるマラソン＆ジョギング入門 谷川真理／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 7823/Ｔ15

逆上がり
逆上がり達成への道　親子で無理なく歩む，達成率１００％を目指す！２５段
階の練習ステップ

余吾元博／著 不昧堂出版 7815/Ｙ2

なわとび 誰でもできる楽しいなわとび
榎木繁男／著，岡野進／
著，和中信男／著

大修館書店 37549/Ｅ1

なわとび できたよ、なわとび　ベースボール
ベースボール・マガジン社
／編

ベースボール・マガ
ジン社

780/B2/3

なわとび なわとび「スゴ技」コレクション　楽しくマスター！１～３ 河出書房新社 780/N24/1-1～３

なわとび なわとび
竜田麻衣／絵，西薗一也／
監修

あかね書房 780/U14/1-3

ボール投げ おやこでキャッチボール！ 桜井一／監修 自由国民社 7837/S56

ボール投げ ドッジボールをはじめよう　遊びとゲームを楽しもう！ 南雲健一／文 汐文社 780/A8/1-5

ボール投げ
きょうから体育が好きになる！　サッカー／ドッジボール／バスケットボール
／ソフトボール

下山真二／著 鈴木出版 780/S33/1-5

ボール投げ 試合で勝てる！小学生のドッジボール上達のコツ
都竹真有美／監修，都竹真
一郎／監修

メイツ出版 780/T29

ボール投げ ボールなげ
安藤尚美／絵，西薗一也／
監修

あかね書房 780/U14/1-4

ハイキング 親子でキャンプ!　for OUTDOOR BEGINNING FAMILY エイムック 7863/E1

ハイキング 親子でアウトドア!　vol.2 枻出版社 7863/O5/1-2

外遊び
準備いらずのクイック教室＆外遊び大集合ＢＯＯＫ　子どもの気持ちをギュッ
とつかむ遊びＢＥＳＴ８６

木村研／編著 いかだ社 37498/K2/2
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外遊び 寒い日も元気に!アレンジいっぱい!冬の外遊び 森川 紅／監修 ひかりのくに 37615/G8/2

外遊び
子どもと楽しむ外遊び　幼児から小学校低学年までの，自然をとことん楽しみ
つくすための方法を教えます

長谷部 雅一／監修 地球丸 7860/H9/2

登山 香川県の山 高松勤労者山の会／著 山と溪谷社 2910/B24/6-36

登山 ゆったり行こう!中国・四国山歩きガイド 山歩きの会・遊道山／著 メイツ出版 K2920/Y16

登山 ４歳からはじめる親子トレッキング 関良一／著 旬報社 7861/S24

登山 はじめよう親子登山 戸高雅史／著 山と溪谷社 7861/T22

登山 子どもと楽しむ山歩き
上田泰正／著，安藤啓一／
著

山と溪谷社 7861/U5

登山 安全に楽しむ！子どもの山登り　１（はじめての山登り　１・２年生向き） 田部井淳子／監修 鈴木出版 780/T28/1-1

登山 安全に楽しむ！子どもの山登り　２　（みんなで山登り　３・４年生向き） 田部井淳子／監修 鈴木出版 780/T28/1-2

登山
安全に楽しむ！子どもの山登り　３（挑戦！山登り　５・６年生、中学生向
き）

田部井淳子／監修 鈴木出版 780/T28/1-3

アウトドア
家族・親子アウトドア・キャンプ入門　初心者でも安心なキャンプのコツが
いっぱい，超たのしい!，図解&写真満載!

赤井 賢一／監修 滋慶出版/つちや書店 7860/A5

アウトドア 子どもと楽しむ！親子のアウトドア遊び　パパ！ママ！教えて！ 手塚一弘／著 メイツ出版 7860/T13

アウトドア 安心・安全大自然とあそぼう　１（海であそぶ） 成田寛／[ほか］編著 アリス館 780/A11/1-1

アウトドア 安心・安全大自然とあそぼう　４（キャンプをしよう） 成田寛／[ほか］編著 アリス館 780/A11/1-4

アウトドア 安心・安全大自然とあそぼう　５（自然の中で身を守る） 成田寛／[ほか］編著 アリス館 780/A11/1-5

アウトドア
自然体験学習に役立つアウトドアガイド　１(外へとびだせ！アウトドアたんけ
んガイド)

下城民夫／監修 教育画劇 780/S38/1-1

ボルダリング ボルダリングを始めよう!　ビギナーでも親子でも楽しめる 徳間書店 7861/B4

体操 太らない！疲れない！みんなの体幹体操 中村勝美／著 池田書店 7814/N5
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体遊び ひろみちお兄さんのからだあそび 佐藤 弘道／著 チャイルド本社 37615/S22

体遊び
親子でからだあそび　たいそうのおにいさん佐藤弘道のからだをつくる・ここ
ろをのばす

佐藤 弘道／著 世界文化社 7819/S7/2

体育遊び
楽しい体育あそび　手ぶらのあそび 用具を使うあそび 器具を使うあそび 施設
を使うあそび

安田 祐治／編著
外あそび体育遊具協
会

37498/Y2/4

ヨガ はじめよう！キッズ・ヨーガ　親子で楽しいヨーガあそび 伊藤華野／監修 エンターブレイン 4983/I35

ヨガ ハッピー親子ヨガ　親子で、夫婦で、一人でできるヨガ５０ こぐれのりこ／著 講談社 4983/K66

ヨガ 親子でのびやか楽しいキッズヨガ　まねして簡単50のポーズ 友永 淳子／監修 メイツ出版 4983/T82

ヨガ
子育てママのキッズ・ヒーリング　親子で楽しむココロとカラダのエクササイ
ズ

月山きらら／イラスト・文 徳間書店 4987/T4

水泳 すいえい
やまもとゆか／絵，西薗一
也／監修

あかね書房 782/U14/1-2

運度に興味を持つ
本・絵本

しゅくだい大なわとび 福田岩緒／作・絵 ＰＨＰ研究所 913/Ｆ49/5

運度に興味を持つ
本・絵本

なわとびができた日の本 現代児童文学研究会／編 偕成社 913/G6/2-5

運度に興味を持つ
本・絵本

なわとびチャンピオン 子どもと文学の会／編 国土社 913/K150/1-7

運度に興味を持つ
本・絵本

自転車でいこう！　ビッグバードめざして 三輪裕子／作 あかね書房 913/M90/10

運度に興味を持つ
本・絵本

サイクリングキャンプにいこう！ 三輪裕子／作 あかね書房 913/M90/14

運度に興味を持つ
本・絵本

自転車少年（チャリンコボーイ） 横山充男／著 くもん出版 913/Y90/22

運度に興味を持つ
本・絵本

父と娘の日本横断　３００ｋｍ・自転車の旅 山口理／著 ポプラ社 916/Y17

運度に興味を持つ
本・絵本

父さんと、キャッチボール？ ジャック・ギャントス／作 徳間書店 930/G43/1-2

★運動に興味を持つ本・絵本
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運度に興味を持つ
本・絵本

へんしんマラソン あきやまただし／作・絵 金の星社 J/A127/52

運度に興味を持つ
本・絵本

１１ぴきのねこマラソン大会 馬場のぼる／著 こぐま社 J/B8/35

運度に興味を持つ
本・絵本

ボールのまじゅつしウィリー
アンソニー・ブラウン／さ
く

評論社 Ｊ/B100/7

運度に興味を持つ
本・絵本

サッカーがだいすき！
マリベス・ボルツ／さく，
ローレン・カスティロ／え

岩崎書店 Ｊ/C219/2

運度に興味を持つ
本・絵本

きゃっちぼーる・きゃっちぼーる 長谷川知子／ぶん・え 新日本出版社 J/H7/48

運度に興味を持つ
本・絵本

かけっこしよう はたよしこ／作・絵 岩崎書店 J/H111/5

運度に興味を持つ
本・絵本

なわとびしましょ 長谷川義史／著 復刊ドットコム J/H282/69

運度に興味を持つ
本・絵本

アルノとサッカーボール
イヴォンヌ・ヤハテンベル
フ／作

講談社 J/J56/6

運度に興味を持つ
本・絵本

のれたよ、のれたよ、自転車のれたよ 井上美由紀／文 ポプラ社 J/K200/18

運度に興味を持つ
本・絵本

かけっこかけっこ
中川ひろたか／文，北村裕
花／絵

講談社 J/K632

運度に興味を持つ
本・絵本

びっくりかけっこいっとうしょう
西本鶏介／作，西村達馬／
絵

佼成出版社 J/N35/7

運度に興味を持つ
本・絵本

ぼくかけっこはやいよ 中谷貴子／作・絵 鈴木出版 J/N186

運度に興味を持つ
本・絵本

だから走るんだ 中川洋典／作 あかね書房 J/N241/17

運度に興味を持つ
本・絵本

おはいんなさい 西平あかね／ぶん・え 大日本図書 J/N247/4

運度に興味を持つ
本・絵本

とらねこさんおはいんなさい 山脇恭／作，小田桐昭／絵 偕成社 J/O69/4

運度に興味を持つ
本・絵本

カロリーヌのサイクリング
ピエール・プロブスト／さ
く

ＢＬ出版 J/P13/3-20

運度に興味を持つ
本・絵本

サイクリングやっほー 関屋敏隆／作・絵 講談社 J/S91/22

運度に興味を持つ
本・絵本

マドレンカ　サッカーだいすき！ ピーター・シス／作 ＢＬ出版 Ｊ/Ｓ222/19
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運度に興味を持つ
本・絵本

サイクリングゴー！ゴー！ さのてつじ／作・絵 ポプラ社 J/S230/3

運度に興味を持つ
本・絵本

でこぼこイレブンチームでいこうよ！ 白崎裕人／作・絵 講談社 Ｊ/Ｓ624

運度に興味を持つ
本・絵本

おとうさんとサイクリング 高橋透／〔著〕 童心社 J/T18/15

運度に興味を持つ
本・絵本

はしるのだいすき わかやましずこ／さく 福音館書店 J/W10/63

しっかり朝ごはん 子どもの脳は、「朝ごはん」で決まる！ 小山浩子／〔著〕 小学館 4939/K69/2

しっかり朝ごはん １４分でできる脳を育てる朝ごはん　おいしく食べて成績アップ！ 中川八郎／監修 海苑社 4939/N19/2

しっかり朝ごはん はじめよう朝ごはん　栄養バランスばっちりかんたんレシピ満載！
食べもの文化編集部
／編

芽ばえ社 4939/T26/8

しっかり朝ごはん 短時間で栄養バランス朝ごはん　パンと牛乳からのステップアップ 吉田 朋子／著 芽ばえ社 4939/Y95

しっかり朝ごはん 浜内千波のからだにやさしいカンタン！子どもの朝ごはん 浜内千波／著 金の星社 5960/H13/3

しっかり朝ごはん 「Ｋｉｓｓ　ａｎｄ　ｈｕｇ」の親子でニコニコ朝ごはん
Ｊ－Ｗａｖｅ／著，ｗａｔ
ｏ／著

ワニブックス 5960/J11

しっかり朝ごはん
朝ごはんのアイデア365日　組み合わせ&アレンジで、レパートリーがいっきに増
える!，管理栄養士が提案!かんたん・おいしい・安心レシピが満載

森田 佐和子／著 誠文堂新光社 5960/M96

しっかり朝ごはん 手間なく作るおいしい朝食レシピ　健康な毎日は、朝の食事からはじまる！ 中野佐和子／著 旭屋出版 5960/N70

しっかり朝ごはん 一汁二菜の朝ごはん 中川たま／著 成美堂出版 5960/N72

しっかり朝ごはん 一日がしあわせになる朝ごはん 小田真規子／料理 文響社 5960/O43/5

しっかり朝ごはん ズボラーさんのたのしい朝ごはん 小田 真規子／料理 文響社 5960/Ｏ43/5-2

しっかり朝ごはん 日能研の塾ごはん　子どもの成長を食事からサポート! 椎名 伸江／著 文化学園文化出版局 5960/S148

しっかり朝ごはん 働くおうちの親子ごはん　朝ごはん編 田内しょうこ／著 英治出版 5960/T57/2

★きちんと食べて健康になろう！
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しっかり朝ごはん ごきげん朝ごはん　「そうだ、あれ食べよう！」は最高のめざまし 若山曜子／著 講談社 5960/W24

帰りの遅いお父さんお
母さんのためのレシピ 夜９時おつまみ　野菜たっぷり，パパッと極うま家飲みレシピ１２６品 植木もも子／著 新星出版社 5960/U19

帰りの遅いお父さんお
母さんのためのレシピ 夜遅ごはん翌朝ごはん 柳澤英子／著 主婦と生活社 5960/Y31/2

低カロリーレシピ
福井県のおいしい給食レシピ　食育効果で県民力が全国トップレベル，安い！
かんたん！栄養満点で低カロリー！

辰巳出版 37494/Ｔ2

低カロリーレシピ
ホテルシェフと大学病院の管理栄養士が考えたおいしくやせる４８０ｋｃａｌ
のレシピ

愛媛大学医学部附属病院栄
養部／編

ＰＨＰエディター
ズ・グループ

4931/E5

低カロリーレシピ
「からだにやさしい新・食べるスローやせ」レシピ。　朝、晩４００ｋｃａ
ｌ、でも大満足！の２週間サイクルダイエット

川上文代／著 マーブルトロン 4985/K117

低カロリーレシピ 濃厚うま味レシピ　塩分とカロリー控えめでおいしい 是友麻希／著 日東書院本社 5960/K120/2

低カロリーレシピ 体脂肪計タニタの社員食堂 タニタ／著 大和書房 5960/T66/

低カロリーレシピ 体脂肪計タニタの社員食堂　続 タニタ／著 大和書房 5960/T66/1-2

野菜料理
体にやさしい給食のレシピ１３２　給食がおいしい！と評判の保育園が野菜
たっぷり献立を公開！

〔瀬戸口しおり〕／〔調
理〕

地球丸 37614/S2

野菜料理
ホットプレート黄金レシピ　２　毎日使える野菜たっぷりヘルシーおかず　焼
く、蒸す、煮る、炒める、炊く！

かめ代（亀山泰子）／著 イカロス出版 5960/K133/1-2

野菜料理
いつでもサラダ　すぐに作れる。作りおきできる。毎日手軽に野菜どっさりお
かずサラダ１４０品

学研パブリッシング 5962/G19

野菜料理
子どもに野菜を食べさせたい！あな吉さんの一番かんたんで、おいしい、ゆる
ベジレシピ　肉・魚・卵・乳製品・砂糖・だしを使わない！

浅倉ユキ／著 西東社 5963/A14

野菜料理 浜内千波の子どもがよろこぶ野菜レシピ 浜内千波／著 金の星社 5963/H22/2

野菜料理
野菜ギライが一発でなおる！親子でおいしい大評判レシピ　人気殺到！久里浜
幼稚園のお料理教室

長谷川りえ／著 双葉社 5963/H25

野菜料理 かんたん作りおき野菜おかず２１２ 石原洋子／著 学研パブリッシング 5963/I33

野菜料理 旬がおいしい台所　いいことだらけの旬野菜で、今日なに作ろう。 井上 裕美子／著 ワニブックス 5963/I39

野菜料理 生のまま冷凍凍ったまま調理フリージング野菜レシピ 金丸 絵里加／著 学研プラス 5963/K56/4
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

野菜料理 野菜嫌いがなくなる魔法のレシピ　史上最年少野菜ソムリエが提案！ 森之翼／著 主婦と生活社 5963/M36

野菜料理
不調のときに助けてくれる野菜ごはん　こんなとき、何を食べればいいの?，1
レシピで1日分の野菜がとれる

牧野 直子／著 主婦の友社 5963/M44/2

野菜料理 野菜ソムリエのベジ鍋
日本ベジタブル＆フルーツ
マイスター協会／著

小学館 5963/N28/3

野菜料理
野菜のマリネとおかずサラダ　作ってすぐより翌日美味しい、ねかせるともっ
と美味しい

庄司いずみ／著 世界文化社 5963/S46/9

野菜料理
子どもがよろこぶ野菜のおかずスープ　わが家で手作りシンプル＆あんしんレ
シピ４７

島田まき／著 世界文化社 5963/S69

野菜料理 毎日使える干し野菜レシピ　朝から干して、晩にはおいしい 田中可奈子／著 ＰＨＰ研究所 5963/T30

バランスよく
食べる

子どものからだとこころが育つ!6歳までの食事のホント　管理栄養士ママが教
える!

山口 真弓／著 すばる舎 4939/Y29

バランスよく
食べる

東京・足立区の給食室　日本一おいしい給食を目指している，毎日食べたい１
２栄養素バランスごはん

「足立区の給食室」製作委
員会／編

アース・スターエン
ターテイメント

5960/A37

バランスよく
食べる

どんぶり＋もう一品 足立洋子／著 マガジンハウス 5960/A45/2

バランスよく
食べる

おうちでスクールランチ３９
藤原勝子／編，平山裕美／
編

群羊社 5960/F4/5

バランスよく
食べる

３６５日の献立おかず　一汁二菜で満足できる毎日のバランスレシピ 浜内千波／著 日本文芸社 5960/H13/8

バランスよく
食べる

こどもが本当に食べたい給食のレシピ１０８　人気の保育園・幼稚園が「食べ
てくれない」を解決！

地球丸 5960/K99

バランスよく
食べる

ワンプレートdeバランスごはん　農業王国十勝から発信!　2 帯広大谷短期大学／編著 中西出版 5960/O65/1-2

バランスよく
食べる

段取り上手になる!献立BOOK　料理の手順がひと目でわかる!，メインおかずか
らパッと選べる毎日のバランス献立

牧野 直子／著 成美堂出版 5960/M57/6

バランスよく
食べる

盛るだけつめるだけ毎日かんたん作りおきおかず 鈴木美鈴／著 オーバーラップ 5960/S131

バランスよく
食べる

簡単おかず作りおきおいしい230レシピ　たっぷり作ってずっとおいしい! 齋藤 真紀／著 新星出版社 5960/S143

バランスよく
食べる

家族みんなのバランスごはん　おいしく食べて健康に 辻学園辻クッキング／監修
ジャパンクッキング
センター

5960/T61

バランスよく
食べる

2皿で完結!和のラクうま定食　忙しい人でもすぐに作れておいしい! 冨田 ただすけ／著 家の光協会 5960/T85/2
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バランスよく
食べる

あったかおいしいスープごはん 東條真千子／著 ポプラ社 5960/T56/3

バランスよく
食べる

和食のおいしい献立 山脇りこ／著 主婦と生活社 5962/Y36

バランスよく
食べる

一汁一飯のすすめ　体をととのえる毎日の基本食 梅崎和子／著 家の光協会 5963/U13

バランスよく
食べる

日本女子体育大学附属みどり幼稚園の偏食解消！給食レシピ　大人気の１ケ月
メニュー

トランスワールドジャパン
トランスワールド
ジャパン

5993/N10

手作りおやつ 保育園のおやつ　家庭でも手軽にできる、食べすぎない適量おやつ 食べもの文化編集部／編 芽ばえ社 37614/M7

手作りおやつ 避けたいおやつ・食べさせたいおやつ 天笠 啓祐／[ほか] 編著 芽ばえ社 4985/A16/9

手作りおやつ 子どもに食べさせたいおやつ おかあさんの輪／著 暮しの手帖社 5964/O11

手作りおやつ
子どもと食べたい時短おやつ　働くママや自然派ママのための簡単＆安心レシ
ピ

菅野のな／著 辰巳出版 5964/S38

手作りおやつ 焙煎玄米粉でつくるデトックスおやつ ｙｕｋｉぞう／著 キラジェンヌ 5964/Y12

手作りおやつ 藤井恵さんちの卵なし、牛乳なし、砂糖なしのおやつ 藤井 恵／監修 主婦の友社 5966/F6/2

手作りおやつ
毎日食べてもふとらない体にやさしいお菓子　バターや生クリームを使わず、
食物繊維がたっぷり！

石澤清美／著 主婦の友社 5966/I24/4

手作りおやつ 栄養満点レシピ 小山 浩子／[著] 小学館 5993/K13

バランスよく
食べる

１歳、２歳からの偏食解消レシピ　なんでも食べる子になる 太田百合子／監修 実業之日本社 5993/O7/3

生活習慣 学校と家庭で育む子どもの生活習慣　改訂版 日本学校保健会 37497/Ｇ1/1-2

生活習慣
0-5歳児生活習慣のスムーズ身につけガイド　子どもの発達とやる気に合わせて
楽しくできる

塩谷 香／監修 学研プラス 37610/Ｓ36

生活習慣 イラスト版６歳までのしつけと自立　家庭・園で教える基本的生活習慣 加藤敏子／[ほか]著 合同出版 37990/Ｋ117

生活習慣 身長は「9歳までの生活習慣」で決まる 飛田 健治／著
幻冬舎メディアコンサル
ティング 4939/Ｔ57

★規則正しい生活をしよう！
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

生活習慣
（子ども向け）

1ねんせいのせいかつえじてん
WILLこども知育研究所
／編・著

金の星社 370/W4/2

生活習慣
（子ども向け）

げんきの図鑑　楽しく遊ぶ学ぶ 中村裕／監修 小学館 490/Ｎ9

生活習慣
（子ども向け）

せいかつリズム　基本的生活習慣をみなおす ぱすてる書房／編 ぱすてる書房 490/Ｓ23/1-9

早寝早起き
朝ごはん

保護者もいっしょ・生活リズム改善ガイド　登園時間も守れます！？，早寝・
早起き・朝ごはんで、子どもイキイキ

鈴木みゆき／編著 ひかりのくに 37610/Ｓ20/2

早寝早起き
朝ごはん

『早起き』は生きる力！　脳がよろこぶ！元気になる！
陰山英男／著，神山潤／
著，瀬川昌也／著

晶文社 37990/Ｋ33/5

早寝早起き
朝ごはん

早起き早寝朝ごはん　今すぐ始めよう！，よく寝、よく食べ、元気に活動
香川靖雄／共
著，神山潤／共著

少年写真新聞社 4983/Ｋ67

早寝早起き
朝ごはん

チャレンジ！！元気生活　めざせ！ゲンキング！！　元気いっぱいさぬｋｉｄ
ｓ　合い言葉は「早寝早起き朝ごはん＋運動・外遊び」

香川県教育委員会／［編］ 香川県教育委員会 Ｋ3799/Ｋ3/9

早寝早起き
朝ごはん

元気な脳が君たちの未来をひらく　脳科学が明かす「早寝早起き朝ごはん」と
「学習」の大切さ

川島隆太／著 くもん出版 490/K20/4

早寝早起き
朝ごはん

子どもの生活習慣を考える絵本　２（幸運をよぶ朝ごはん） 最上一平／作
ベースボール・マガ
ジン社

490/Ｋ26/1-2

早寝早起き
朝ごはん

保健室で見る早寝・早起き・朝ごはんの本２（スゴい！朝ごはんの力） 近藤とも子／著 国土社 490/Ｋ27/3-2

早寝早起き
朝ごはん

保健室で見る早寝・早起き・朝ごはんの本３（スゴい！生活習慣の力） 近藤とも子／著 国土社 490/Ｋ27/3-3

睡眠 眠れなくなるほどおもしろい睡眠の話 関口 雄祐／著 洋泉社 4813/Ｓ15

睡眠 眠りの科学への旅 ジム・ホーン／著 化学同人 4913/Ｈ39

睡眠 ホットケーキで「脳力」が上がる　川島隆太／著 川島隆太／著 小学館 4913/Ｋ53/8

睡眠 眠りと体内時計を科学する 大塚邦明／著 春秋社 4913/Ｏ34

睡眠 眠れないあなたに　睡眠科による不眠の医療 塩見利明／著 毎日新聞社 4937/Ｓ117

睡眠 好きになる睡眠医学　眠りのしくみと睡眠障害 内田直／著 講談社 4937/Ｕ17/1-2

睡眠 頭のいい子が育つ超・睡眠法 遠藤拓郎／著 フォレスト出版 4939/Ｅ7
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睡眠 ここだけは押さえておきたい子どもの眠りの大事なツボ 神山潤／著 芽ばえ社 4939/K42/3

睡眠 子どもの夜ふかし脳への脅威 三池輝久／著 集英社 4939/Ｍ21/2

睡眠 睡眠障害の子どもたち　子どもの脳と体を育てる睡眠学 大川匡子／編著 合同出版 4939/Ｏ26

睡眠
（子ども向け）

睡眠がよくわかる事典　眠りは脳と心の栄養！ 神山潤／監修 ＰＨＰ研究所 490/Ｋ31

睡眠
（子ども向け）

調べよう！実行しよう！よいすいみん　１（すいみんのひみつをさぐろう！） こどもくらぶ／編 岩崎書店 490/Ｋ29/2-1

睡眠
（子ども向け）

調べよう！実行しよう！よいすいみん　２（すいみん不足だとどうなるの？） こどもくらぶ／編 岩崎書店 490/Ｋ29/2-2

睡眠
（子ども向け）

調べよう！実行しよう！よいすいみん　３（これでバッチリ！みんなのすいみ
ん）

こどもくらぶ／編 岩崎書店 490/Ｋ29/2-3

睡眠
（子ども向け）

からだの元気大作戦! 野井 真吾／著 芽ばえ社 490/Ｎ13

睡眠
（子ども向け）

子どもの生活習慣を考える絵本　１　（お日さまにおはよう） 高橋秀雄／作
ベースボール・マガ
ジン社

490/Ｋ26/1-1

睡眠
（子ども向け）

保健室で見る早寝・早起き・朝ごはんの本１（スゴい！睡眠の力） 近藤とも子／著 国土社 490/Ｋ27/3-1

睡眠
（子ども向け）

ぐっすりすいみん　睡眠と成長を科学する ぱすてる書房／編 ぱすてる書房 490/Ｓ23/1-1

生活習慣病予防 コレステロールを下げる特効Ｂｏｏｋ 浅野次義／監修 主婦と生活社 4914/K15

生活習慣病予防 赤ちゃんから始める生活習慣病の予防 安次嶺馨／編 ニライ社 4931/Ａ27

生活習慣病予防 新・生活習慣病　小児期から予防が必要です 平山宗宏／〔ほか〕著 少年写真新聞社 4931/Ｈ49

生活習慣病予防 肥満とメタボリックシンドローム・生活習慣病 井上修二／［ほか］監修 大修館書店 4931/Ｉ37

生活習慣病予防
内臓脂肪を減らすおいしいレシピ　食べて防ぐ生活習慣病，メタボリックシン
ドロームをはね返す完璧なバランス献立とやさしい運動

貴堂明世／著 主婦の友社 4931/Ｋ72

生活習慣病予防 予防医学からみた肥満、糖尿病、がん　メタボリックシンドロームを克服する 河田純男／著 丸善プラネット 4931/K75

生活習慣病予防 タイプ別メタボリック食事法　肥満・メタボ・生活習慣病を根源から解消する
ウィリアム・Ｌ．ウォル
コット／著

リヨン社 4931/Ｗ19
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生活習慣病予防
子どもを生活習慣病にしない食卓　小・中学生の５人に１人が脂質異常症！，
悪魔の食卓天使の食材

北川博敏／著 主婦の友社 K4939/K3

生活習慣病予防
（子ども向け）

子どもの生活習慣を考える絵本　３（とまらないやめられない） 高橋秀雄／作
ベースボール・マガ
ジン社

490/Ｋ26/1-3

生活習慣病予防
（子ども向け）

子どもの生活習慣を考える絵本　４（今日はあそぼう！） 最上一平／作
ベースボール・マガ
ジン社

490/Ｋ26/1-4

生活習慣病予防
（子ども向け）

小児のメタボリックシンドローム　放っておくと怖い 大関武彦／著 少年写真新聞社 490/Ｏ19

生活習慣病予防
（子ども向け）

気をつけよう！子どもの肥満・ダイエット　２（深刻化している子どもの肥満）佐藤美由紀／著 汐文社 490/Ｓ27/1-2

生活習慣病予防
（子ども向け）

Ｑ＆Ａ（エー）式子ども体力事典 こどもくらぶ／編
ベースボール・マガジ
ン社

780/Ｋ21/18-2

12


