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赤ちゃんって？ もっと知りたい！赤ちゃんのこと　１（おなかのなかの赤ちゃん　誕生までの成長） 松村富代／著，江頭路子／絵 岩崎書店 490/M16/1-1

赤ちゃんって？ もっと知りたい！赤ちゃんのこと　２（赤ちゃんのからだ　成長とくらし） 松村富代／著，江頭路子／絵 岩崎書店 490/M16/1-2

赤ちゃんって？ もっと知りたい！赤ちゃんのこと　３（赤ちゃんのできること　発達とあそび） 牧田栄子／著，江頭路子／絵 岩崎書店 490/M16/1-3

赤ちゃんって？ 赤ちゃんとふれあおう　１　（赤ちゃんの一日） 寺田清美／著 汐文社 490/T5/1-1

赤ちゃんって？ 赤ちゃんとふれあおう　２　（赤ちゃんとのふれあい授業） 寺田清美／著 汐文社 490/T5/1-2

赤ちゃんって？ 赤ちゃんとふれあおう　３　（わたしたちが赤ちゃんだったとき） 寺田清美／著 汐文社 490/T5/1-3

赤ちゃんって？ 赤ちゃんの発達のふしぎ　１（誕生～６か月まで） 江頭恵子／文，鈴木永子／絵 大月書店 5990/E4/1-1

赤ちゃんって？ 赤ちゃんの発達のふしぎ　２（おすわりからはいはいへ　６～１２か月まで） 江頭恵子／文，鈴木永子／絵 大月書店 5990/E4/1-2

赤ちゃんって？ 赤ちゃんの発達のふしぎ　３（あるくのだいすき！　１歳） 江頭恵子／文，鈴木永子／絵 大月書店 5990/E4/1-3

赤ちゃんって？ 赤ちゃんのしぐさ　あそびと成長のスタディブック
森戸やすみ／文，栗生ゑゐこ
／絵

洋泉社 5990/M37

赤ちゃんって？ 知れば楽しいおもしろい赤ちゃん学的保育入門 小西行郎／著 フレーベル館 37610/K26

赤ちゃんって？ ミキティが東大教授に聞いた赤ちゃんのなぜ? 開 一夫／著，藤本 美貴／著 中央法規出版 5990/H45

赤ちゃんって？
０歳の赤ちゃんの気持ちがわかる本　言葉のない１年間には意味がある，不思議な
「心」のメカニズムが一目でわかる

小西行郎／監修 講談社 5990/K29/5

育児百科 育児全百科　赤ちゃんの成長と育て方のすべてがわかる！ 細谷亮太／総監修 学研パブリッシング 5990/H12/2-3

育児百科 らくらく育児百科　子育てはらくに楽しく！ 細谷亮太／総監修 法研 5990/H12/8

育児百科 初めての育児　新生児から3才までの育児が月齢別にわかる! ひよこクラブ／編
ベネッセコーポレーショ
ン

5990/H25/3-2

　　子育て支援コーナー第43回企画展示

　　「ようこそ赤ちゃん！～家族みんなで赤ちゃんをむかえる本～」図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展示期間：平成３０年３月６日（火）～平成３０年６月３日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集・作成：香川県立図書館子育て支援担当

★赤ちゃんを知る本 ＆ 赤ちゃんのお世話の本
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育児百科 ＨＡＰＰＹ・育児生活ガイドＢＯＯＫ ひよこクラブ／編
ベネッセコーポレーショ
ン

5990/H25/4

育児百科 育児大全科　これ一冊でカンペキ！０～３才ごろまでのことがわかる 主婦の友社 5990/S4/4-2

育児百科 いちばんよくわかる育児 主婦の友社／編 主婦の友社 5990/S4/13-2

育児百科 はじめてママ＆パパの育児　０～３才の赤ちゃんとの暮らしこの一冊で安心！ 主婦の友社／編 主婦の友社 5990/S4/14

育児百科 いちばんハッピーな育児BOOK 辻 祐一郎／監修 成美堂出版 5990/T36/3

育児百科 育児生活ガイドＢＯＯＫ　はじめてママとパパの本 土屋恵司／監修 学研パブリッシング 5990/T51

育児百科 はじめての育児男の子　からだとこころをすくすく育てる，０～３歳 澁井展子／監修 大泉書店 5990/S47/1-1

育児百科 はじめての育児女の子　からだとこころをすくすく育てる，０～３歳 澁井展子／監修 大泉書店 5990/S47/1-2

睡眠
赤ちゃんの夜泣き・ぐずりがピタリとやむたったひとつの方法　ママの「心臓音」を感じ
るとスクスク育つ

三角大慈／著 コスモ２１ 4939/M55

睡眠 賢い子は1歳までの眠りで決まる　睡眠専門の神経科学者が教える ポリー・ムーア／著 日本文芸社 4987/M12

睡眠 赤ちゃんもママもぐっすり眠れる魔法の時間割 清水瑠衣子／著 青春出版社 5990/S59

睡眠 わが子がぐっすり眠れる魔法のスイッチ ハーヴェイ・カープ／著 講談社 5994/K2

睡眠 赤ちゃんにもママにも優しい安眠ガイド ０歳からのネンネトレーニング 清水悦子／編著 かんき出版 5994/S4/2

睡眠 赤ちゃんとママのための「朝までぐっすり睡眠プラン」　7日間で完結! キャサリン・トビン／著 大和書房 5994/T2

睡眠 カリスマ助産師トコちゃん先生の赤ちゃんがすぐに泣きやみグッスリ寝てくれる本 木村研／編著 いかだ社 5994/W1

ホームケア 赤ちゃんと子どものアレルギー&アトピーBOOK 主婦の友社／編 主婦の友社 4939/N39

ホームケア
０歳からのアレルギー予防がよくわかる本　予防こそが、最大の治療になるそのため
に親ができること

関谷剛／著 廣済堂出版 4939/S72

ホームケア 予防接種のえらび方と病気にならない育児法 黒部 信一／著 現代書館 4938/K32/1-2

ホームケア 赤ちゃんの・病気＆おうちケアガイドＢＯＯＫ　いつでもどこでも ひよこクラブ／編
ベネッセコーポレーショ
ン

5983/H9/2
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ホームケア 赤ちゃんが必ずかかる病気&ケア 主婦の友社 5983/S4/6

赤ちゃんとおしゃべりしよう 楽しいベビーサイン　赤ちゃんのこうしたい！がわかる 吉中みちる／著 主婦の友社 5990/Y16/4

赤ちゃんとおしゃべりしよう 子どもの心が広く豊かに育つ語りかけ１００ 土田登志子／著 エクスナレッジ 5990/T42

赤ちゃんとおしゃべりしよう 子育てがみるみる楽になる赤ちゃんとのおしゃべりＢＯＯＫ 本田千織／著 学研パブリッシング 5990/H32

赤ちゃんとおしゃべりしよう 最新ベビーサイン　まだ話せない赤ちゃんと楽しくコミュニケーション！
リンダ・アクレドロ／共著，スーザ
ン・グッドウィン／共著

主婦の友社 37611/A2/2

赤ちゃんとおしゃべりしよう 親子で楽しむベビーサイン　赤ちゃんとお手てで話そう 吉中みちる／著 実業之日本社 5990/Y16/3

赤ちゃんとおしゃべりしよう 子どもの発達に合わせたお母さんの語りかけ　０～４歳ことばと心を豊かに育てる 中川信子／著
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

5990/N12/3

赤ちゃんとおしゃべりしよう おなかの赤ちゃんとおしゃべりしよう 森本義晴／著 ＰＨＰ研究所 5982/M5/2

赤ちゃんとおしゃべりしよう
やさしいふれあい体話術　０～１歳半今日から赤ちゃんとお話ができる！，お話ししな
がらおむつ替え

阿部秀雄／［ほか］著 カンゼン 5992/A2

母乳育児 母乳とくすり　あなたの疑問解決します 水野克己／著 南山堂 4915/M7

母乳育児 お母さんに伝えたい授乳とくすりガイドブック 関和男／編 診断と治療社 4915/S10

母乳育児
ストレスケア助産師の「ラクラク授乳法」　姿勢改善とホメオストレッチで母乳育児が楽
しくなる!

内門 弘子／著 ラピュータ 4939/U9

母乳育児 初めてママの母乳育児安心ＢＯＯＫ
ベネッセコーポレーショ
ン

5993/B3/9-2

母乳育児 おっぱいでもっとらくらくすくすく育児　赤ちゃんに教わる！？お産と母乳育児のコツ 北野寿美代／著 メディカ出版 5993/K10

母乳育児 １０人産んだスーパー助産師のストレスゼロで続けられる！母乳育児の本 こばやしひさこ／著 すばる舎 5993/K11

母乳育児
産婦人科医ママと小児科医ママのらくちん授乳ＢＯＯＫ　母乳でも粉ミルクでも混合で
も！

宋美玄，森戸やすみ／著 メタモル出版 5993/S10

母乳育児 育児は生き方　気持ちがスーッと楽になる母乳育児入門 鵜瀞恵／著 幻冬舎ルネッサンス 5993/U1/1-2

母乳育児 最強母乳外来　ママをたすける実践編！ ＳＯＬＡＮＩＮ／著 朝日新聞出版 5993/S8/1-2

母乳育児 産婦人科を退院してからの母乳増量マニュアル 田村保憲／著
田村こどもクリニック母
乳育児相談室

4939/T50
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母乳育児（食事） お母さんと赤ちゃんの安心ごはんとおいしいおっぱい　妊娠中から産後まで！ 小川隆吉／医学監修 泉書房 4985/O47

母乳育児（食事） ママと赤ちゃんのための体重コントロール栄養食　妊娠中・授乳中の食事レシピ１００ みらいたべる／著 誠文堂新光社 4985/M80

お母さんの産後の体調管理 赤ちゃんにもママにも本当に大切な産前産後７週間の過ごし方 たつのゆりこ／著
ブルーロータスパブリッ
シング

5982/T16

お母さんの産後の体調管理 すっきり元気！産後ごはん　さめじまボンディングクリニック 主婦の友社／編 主婦の友社 4985/S86/17

お母さんの産後の体調管理 ママを癒す産後ヨガ　産後の不調もイライラもすっきり解消！ 主婦の友社／編 主婦の友社 5982/K24

お母さんの産後の体調管理
基本の産後ケア６カ月　お産の前から知っておきたい，体も心も元気でキレイになる食
べ方・暮らし方

主婦の友社／編 主婦の友社 4958/S2

お母さんの産後の体調管理
おかあさんのための自然療法　子育てを、もっとたのしく，自分でできるアーユル
ヴェーダ・フラワーレメディ

「月刊クーヨン」編集部／編 クレヨンハウス 4925/G1/2

お母さんの産後の体調管理 産後の骨盤レッスン　〈引き締め〉プログラムで美しいママになる！ 立花みどり／著 大泉書店 5982/T13

お母さんの産後の体調管理 産後ママの体と心トラブル解消ＢＯＯＫ
日本放送出版協会（Ｎ
ＨＫ出版）／編

日本放送出版協会 4958/N1

お母さんの産後の体調管理 どうしたの？産後ママのからだ相談室　Ｑ＆Ａ 大鷹美子／著 赤ちゃんとママ社 4950/O4/1-2

お母さんの産後の体調管理 ママと赤ちゃんにやさしい産前・産後のボディケアとビューティメソッド 本田由佳／著 あさ出版 5982/H14

お母さんの産後の体調管理 産前・産後の筋肉＆骨盤ケア　マタニティ整体でつらい痛みが取れる！ 山田守寿／著 現代書林 5982/Y16

ベビー服 ｎａｎｎａのかわいいベビーと小さな子の服　思い出をハンドメイド 朝井牧子／著 日本ヴォーグ社 5933/A4/6

ベビー服 はじめてママでも作れるベビー服とこもの ブティック社 5933/B5/65

ベビー服 やっぱり可愛い！ママの手作りベビー服　０～２４カ月 かわいきみ子／著 主婦の友社 5933/K12/5

ベビー服 はじめてつくる、あかちゃん服 宮城千穂／著 無双舎 5933/M24

ベビー服 ベビードレス　生まれてはじめてのおしゃれ 雄鶏社 5933/O4/6

ベビー服 ママの服で、ベビーウエア　ちょっとだけリメイクソーイング 主婦と生活社 5933/S14

★ベビー服・小物の作り方の本
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ベビー服 基本からはじめるタオル、てぬぐいでつくる手ぬいの赤ちゃん服 高橋恵美子／著 雄鶏社 5933/T8/4

ベビー服
手ぬいで作るベビー服とこもの　基礎がわかる！，オーガニックコットンで作る新生児
から２４か月の赤ちゃん服

高橋恵美子／著 日東書院本社 5933/T8/6

ベビー服 ロックミシンで作るベビー服　クライ・ムキのｌａ　ｌａ　ｌａ クライ・ムキ／著 日本ヴォーグ社 5933/K15/15

ベビー服 きれい色のベビー服と小物　ソーイング＆手あみでつくる，おしゃれなママグッズ 了戒かずこ／著 主婦の友社 5933/R2

ベビー服 ちいさな子のためのリメーク　あ、かんたん。３０ｍｉｎ 粟辻早重／著 文化学園文化出版局 5933/A5

ベビー服 １週間でカンタン！かぎ針で編むベビーのおくるみ＆こものベストセレクション アップルミンツ 5943/A6/4

ベビー服
はじめて編む赤ちゃんニット　棒針編み＆かぎ針編み，はじめてでも安心の大きくてわ
かりやすいプロセス写真つき！

朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 5943/A8/5

ベビー服 肌触りのよい糸で編むかわいい色のベビーニット 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 5943/A8/8

ベビー服
コットン糸で編むかわいい赤ちゃんニット　０～２４ケ月の赤ちゃんへやさしい手編みの
贈り物

ブティック社 5943/B3/15

ベビー服 ベビーに編みたいオーガニックニット 小瀬千枝／著 文化学園文化出版局 5943/K7/3

ベビー服 １週間でカンタン！おはようベビーニット　はじめてのかぎ針レッスン 河合真弓／〔著〕 アップルミンツ 5943/K14/7

ベビー服 かぎ針あみでいちばん可愛い！　川路ゆみこのベビーニット，５０～８０ｃｍ 川路ゆみこ／〔著〕 主婦の友社 5943/K15/12

ベビー小物 まいにちかわいい赤ちゃんの小物 リトルバード／編 成美堂出版 5940/L2/2

ベビー小物 ロッタさんと作る赤ちゃんのふだん小物 ロッタ・ヤンスドッター／著 実業之日本社 5940/J1

ベビー小物 タオル地で作る赤ちゃんのおもちゃと小物 ブティック社 5940/B2/43

ベビー小物 赤ちゃんのためのしあわせ小物　はじめての手作りも手縫いでかんたん ａｔｅｌｉｅｒｓｅｅｄ　ｉｋｕｋｏ／〔著〕 赤ちゃんとママ社 5940/A8

ベビー小物 やさしい素材でつくるかわいい赤ちゃん小物　ソーイング＋編み物３６点 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 5940/S11/3

ベビー小物 かぎ針で編むしあわせベビーシューズ アップルミンツ 5943/A6/10

ベビー小物 手編みのベビーシューズ ｍｉｃｈｉｙｏ／著 文化学園文化出版局 5943/M10/9
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ベビー小物 手縫いで作るナチュラル素材の赤ちゃん小物 ブティック社 5940/B2/29

ベビー小物 かんたん手作り赤ちゃんスタイ　ふだんぎからおでかけまで 増山優子／著 日東書院本社 5940/M23

ベビー小物 とびきりかわいいスタイ　ふだん使いからおめかしスタイルまで ブティック社 5940/B2/48

ベビーマッサージ 赤ちゃんとママのしあわせタッチケア　ぐっすりネンネ＆すくすく元気！ はやしひろこ／著 学陽書房 5990/H38

ベビーマッサージ
バランシングベビーシアツ　生後すぐから1年までの赤ちゃんの発育を促すやさしいタッ
チ

カリン・カルバントナ‐ヴェル
ニッケ／[ほか］著

ガイアブックス 5990/K49

ベビーマッサージ ママぞう先生の簡単！すぐでき！ベビーマッサージ みついまみこ／著 徳間書店 5990/M36

ベビーマッサージ だれでもできるやさしいタッチケア　赤ちゃんとの絆を深めるタッチ&コミュニケーション 日本タッチケア協会／編 合同出版 5990/N32

ベビーマッサージ
ピーター・ウォーカーのベビーマッサージ　赤ちゃんの発達を促し、あなたとの絆を深め
る、確かなテクニック

ピーター・ウォーカー／著 ガイアブックス 5990/W7/4

ベビーマッサージ イキイキ赤ちゃん体操＆ベビーマッサージ　さぁはじめましょう！ 山口千恵子／著 かもがわ出版 5995/Y1

ベビーマッサージ わらべうたベビーマッサージ 奥田朱美／著 合同出版 5990/O23

ベビーマッサージ 心と体に効く！かんたんベビーマッサージ今すぐできる５０のポイント
はやししょうこ
／監修

メイツ出版 5990/H35

ベビーマッサージ 脳と体にいいことずくめのベビーマッサージ 山口創／著，山口あやこ／著 ＰＨＰ研究所 5990/Y28

ベビーマッサージ ０ケ月からのベビーマッサージ＆つぼ療法　東洋医学で自然治癒力を高める
辻内敬子／著，小井土善彦／
著

技術評論社 5990/T25

ベビーマッサージ
現役助産師がすすめる母と子のアロマセラピー＆ベビーマッサージ　初心者から助産
師、看護師まですぐに使える基本と実践

カーティー菅田倫子／著 ガイアブックス 5982/S20

ヨガ・体操 ママと赤ちゃんの心と体に効くベビーダンス 田中由美子／著 ＰＨＰ研究所 5990/T44

ヨガ・体操 イキイキ赤ちゃん体操＆ベビーマッサージ　さぁはじめましょう 手塚一弘／著 メイツ出版 5995/Y1

ヨガ・体操 赤ちゃん体操　脳と体の発達をうながす 池田由紀江／監修 講談社 5995/I1

ヨガ・体操 お母さんと赤ちゃんが楽しむベビーヨーガ
フランソワーズ・バービラ・フ
リードマン／著

ガイアブックス 5995/F1/2

★赤ちゃんと触れ合う本 ＆ 赤ちゃんと遊ぶ本
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

ヨガ・体操 ママと赤ちゃんの幸せまねきヨガ 西川眞知子／著 長崎出版 5995/N2

ヨガ・体操 Ｈａｐｐｙ！ベビーヨガ 桜井優子／著 主婦の友社 5995/S5

ヨガ・体操 わらべうた胎教マッサージ＆産後ダンス　ママと赤ちゃんがいっしょに 奥田朱美／著 合同出版 5982/O12

布おもちゃ フェルトで作るおままごとこもの ブティック社 5940/B2/22-2

布おもちゃ かわいいフェルトのお菓子屋さん　人気のスイーツが勢ぞろい 堀内さゆり／著 ＰＨＰ研究所 5940/H9/2

布おもちゃ タオルえほん・タオルおもちゃ　かんたん！愛情手作り いしかわ☆まりこ／〔著〕 主婦と生活社 5940/I10/4

布おもちゃ はじめてのフェルトケーキ　フェルトをぬってはって作る 飯塚みさ江／作 学習研究社 5940/I12

布おもちゃ 赤ちゃんの布おもちゃ　ママの手作り ブティック社 5940/B2/8

布おもちゃ タオル地で作る赤ちゃんのおもちゃと小物 ブティック社 5940/B2/43

布おもちゃ 赤ちゃんがよろこぶ布おもちゃ　初めてでもすぐできる 大江委久子／著 成美堂出版 5940/O6

赤ちゃんと遊ぼう ０・１歳児のあそびライブ９６　現場発！写真とイラストたっぷり！，何度でも楽しい！ 片山喜章／監修・編著 ひかりのくに 37615/K40

赤ちゃんと遊ぼう 月齢別赤ちゃんのよろこぶあそび１１０ 横山洋子／著 チャイルド本社 37615/Y15

赤ちゃんと遊ぼう 赤ちゃんを泳がせよう お風呂ではじめる新生児からのスイミング ダグラス・ドーマン／著 ドーマン研究所 37990/D8

赤ちゃんと遊ぼう
脳科学おばあちゃん久保田カヨ子先生の誕生から歩くまで０～１才脳を育むふれあい
育児

久保田競／〔ほか著〕 主婦の友社 5990/K12/6

赤ちゃんと遊ぼう ねぇあそんでよ　赤ちゃんがよろこぶシンプル・プレイ１００ ペニー・ワーナー／著 法研 5995/W1

赤ちゃんと遊ぼう 赤ちゃんの遊びｂｏｏｋ 小西行郎／著 海竜社 KO75-3/599/6

赤ちゃんと遊ぼう 赤ちゃんのわらべうたあそび　ふれあいたっぷり！ 久津摩英子／著 チャイルド本社 37615/K26/2

赤ちゃんと遊ぼう はじめてうたうわらべうたセレクト５０　乳児編 加藤ときえ／著 明治図書出版 37615/K32/2
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

赤ちゃんと遊ぼう おはようからおやすみまでの１２のわらべうたえほん
小林衛己子／編，おおいじゅ
んこ／絵

ハッピーオウル社 5990/K26

赤ちゃんと遊ぼう こどものあそびうた・わらべうた絵本１３２曲　すべて楽譜つき ブティック社 7677/B1/1-3

赤ちゃんと遊ぼう あかちゃんと一緒京都おでかけ手帖
あかちゃんとおでかけ手帖を
つくる会／編

萌文社 2916/A15/1-2

赤ちゃんと遊ぼう
０・１・２　３・４・５歳児のたっぷりあそべる手作りおもちゃ　あそび方全２５６通り，現場
の写真つき

小倉和人／著 ひかりのくに 37615/O14

赤ちゃんと遊ぼう 発達に合わせて楽しめる０・１・２歳あそびの宝箱ベスト１００ 東正樹／著，東敬子／著 学研マーケティング 37615/A12

赤ちゃんと遊ぼう
心と体が育つ親子遊び　子どもの発育・発達に合わせた遊び方・かかわり方がよくわ
かる！，０－３才

ひよこクラブ／編，こっこクラブ
／編

ベネッセコーポレーショ
ン

5990/H17/2-2

赤ちゃんと遊ぼう 身近なおもちゃでできる！赤ちゃんの知能開発あそび
横山洋子／監修，金子智栄子
／監修

メイツ出版 5998/Y1

赤ちゃんと遊ぼう ０～５歳児の運動する力を楽しく育てる簡単あそび４７ 斎藤道雄／著 黎明書房 5995/S3/2

赤ちゃんと遊ぼう ０才からはじめる母と子の１分体操　体力がつき、頭がよくなる！ 田中光／著 海竜社 5995/T2

赤ちゃんと遊ぼう ０～５歳児のリトミックあそび
芸術教育研究所／編，おも
ちゃ美術館／編

黎明書房 37615/G6

絵本 あかちゃんのゆりかご
レベッカ・ボンド／作
さくまゆみこ／訳

偕成社 J/B240

絵本 みんなであなたをまっていた
ジリアン・シールズ／文
アンナ・カリー／絵
松井るり子／訳

ほるぷ出版 Ｊ/C155/4

絵本 あなたがうまれたひ
デブラ・フレイジャー／さく，井
上荒野／やく

福音館書店 J/F116

絵本 ママ!たいくつきゅうくつなんにもな～い!　
バーバラ・パーク／作，ヴィ
ヴィアナ・ガロフォリ／絵，しん
ぐう のりこ／訳

バベルプレス J/G193

絵本 あやちゃんのうまれたひ 浜田桂子／さく・え 福音館書店 J/H121/7

絵本 ぼくがあかちゃんだったとき 浜田桂子／さく・え 教育画劇 J/H121/8

絵本 おへそのあな 長谷川義史／作 ＢＬ出版 J/H282/25

絵本 おめでとう　たいせつなあなたへ
いとうえみこ／文，伊藤泰寛／
写真

ポプラ社 Ｊ/I200/4

★赤ちゃんを迎える家族が読む絵本
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

絵本 ちっちゃいさん イソール／作，宇野 和美／訳 講談社 J/I248/3

絵本 うまれてきてくれてありがとう
にしもとよう／ぶん，黒井健／
え

童心社 J/K50/132

絵本 まおちゃんのうまれたひ
神沢利子／さく，加藤チャコ／
え

のら書店 J/K340/4

絵本 おかあさんだもの　
サトシン／作，松成真理子／
絵

アリス館 J/M394/32

絵本 あなたのうまれたひ 永田萠／絵と文　新装版 講談社 J/N78/16

絵本 こんにちはあかちゃん
メム・フォックス／ぶん
ヘレン・オクセンバリー／え
かとうりつこ／やく

主婦の友社 J/O9/22

絵本 どうぶつのあかちゃんうまれた 鈴木まもる／作 小峰書店 J/S102/59

絵本 たんじょうびおめでとう 鈴木まもる／作 ポプラ社 J/S102/86

絵本 あかちゃんがいるの！ 津田真帆／ぶん・え 大日本図書 J/T338/4

絵本 あかちゃんの木 ソフィー・ブラッコール／さく 評論社 J/B314/7

絵本 たまちゃんとあかちゃん どい かや／さく 学研プラス J/D76/40

絵本 あかちゃん、がんばれ! 矢部 美智代／作 フレーベル館 J/H78/35

絵本 おひさまあかちゃん 高林麻里／著 主婦の友社 J/T170/21

絵本 さっちゃんとあかちゃん
森比左志／著，わだよしおみ
／著，わかやまけん／著

こぐま社 J/W7/51

絵本 あかちゃんのいちにち
リチャード・ダンワース／ぶ
ん，ジェーン・マッシー／え

ブロンズ新社 J/M586

絵本 あかちゃん社長がやってきた マーラ・フレイジー／作 講談社 J/F167/7

絵本 しんかんくんとあかちゃんたち のぶみ／さく あかね書房 J/N210/43

絵本 あかちゃんがやってくる
ジョン・バーニンガム／作，ヘ
レン・オクセンバリー／絵

イースト・プレス J/O9/23

絵本 あかちゃんがやってきた
角野栄子／作，はたこうしろう
／絵

福音館書店 J/H245/47
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

絵本 あかちゃんにあえる日
キンバリー・ウィリス・ホルト／
作，ギャビ・スヴャトコフスカ
／絵

小峰書店 J/S571

絵本 あかちゃんがうまれたらなるなるなんになる？ スギヤマカナヨ／作 ポプラ社 J/S331/6

絵本 しかめっつらあかちゃん
ケイト・ペティ／文，ジョー
ジー・バーケット／絵

ほるぷ出版 J/B299/2

絵本 せんせいのあかちゃん
スージー・モルゲンステルン／
さく，セヴリーヌ・コルディエ／
え

ジュリアン J/C196/1-4

絵本 赤ちゃんが生まれる ニルス・タヴェルニエ／さく ブロンズ新社 J/T383

絵本 あかちゃんちゅっ
スーザン・メイヤーズ／ぶん，
マーラ・フレイジー／え

バベル・プレス J/F167/2

絵本 赤ちゃんのようじママのようじ マリサビーナ・ルッソ／作 童話屋 J/R76/5

絵本 ちいさなあかちゃん、こんにちは！　未熟児ってなあに
リヒャルト・デ・レーウ／作，
マーイケ・シーガル／作，
ディック・ブルーナ／絵

講談社 490/L3

絵本 あかちゃんのおと みやにしたつや／作絵 金の星社 J/M144/33

絵本 世界のだっことおんぶの絵本　だっこされて育つ赤ちゃんの一日
エメリー・バーナード
／文，ドゥルガ・バーナード／絵

メディカ出版 J/B289

絵本 だいじなだいじなあかちゃん
とだかずよ／さく，わたなべあ
きお／え

佼成出版社 J/W52/29

絵本 ママにあかちゃんができたの！
ケス・グレイ／文，サラ・ネイ
ラー／絵

講談社 J/N246

絵本 あかちゃんが教室にきたよ
星川ひろ子／写真，寺田清美
／文，鈴木良東／文

岩崎書店 J/H231/11

絵本 あかちゃんてね
星川ひろ子／著，星川治雄／
著

小学館 J/H231/10

絵本 うちにあかちゃんがうまれるの
いとうえみこ／文，伊藤泰寛／
写真

ポプラ社 Ｊ/I200

絵本 かみさまからのおくりもの ひぐちみちこ／著 こぐま社 J/H118

絵本 おとうさんがおとうさんになった日 長野ヒデ子／作 童心社 J/N48/41

絵本 おかあさんがおかあさんになった日 長野ヒデ子／作 童心社 J/N48/19
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絵本 だっこしていいこいいこ
フィリス・ルート／ぶん，ジル・
バートン／え

評論社 J/B210

絵本 うまれるようまれるよ
かさいまり／え，うしろよしあき
／ぶん

アリス館 J/K376/13

絵本 ちょっとだけ
瀧村有子／さく，鈴木永子／
え

福音館書店 J/S539

絵本 ねえだっこして 竹下文子／文，田中清代／絵 金の星社 J/T253/4

絵本 だっこだっこねえだっこ 長新太／さく ポプラ社 J/C1/167

絵本 ねんねこさっしゃれ ひぐちみちこ／作・絵 こぐま社 J/H118/5
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