
キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

祖父母に孫をあずける賢い１００の方法　祖父母も孫もママもみ

んなハッピー
棒田 明子／著 岩崎書店 36730/B9

ママとパパも喜ぶいまどきの幸せ孫育て
ぼうだ あきこ，岡本 喜代子／
著

家の光協会 36730/B9/2

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
36730/M2/2

孫ができたら読む本　孫と家族とムリなく上手につきあうコツ 宮本 まき子／著 ＰＨＰ研究所 36730/M16/2

「人生案内」孫は来てよし、帰ってよし
大日向 雅美／著，読売新聞
東京本社／著

東京堂出版 36730/O5/3

孫育てのコツが分かる本 孫の力　誰もしたことのない観察の記録 島 泰三／著 中央公論新社 36730/S45

祖父の流儀（ダンディズム） 鳥越 俊太郎／著 徳間書店 36730/T23/2

子育ち応援団　現役保育士が伝える省エネ子育て術 松本道子／著 文芸社 37610/M15/2

孫がASDって言われたら?!　おじいちゃん・おばあちゃんだからで

きること
ナンシー・ムクロー／著 明石書店 37800/M37

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，吉崎 達郎／
著，太田 知子／イラスト

１万年堂出版 37990/A14/8

祖父母業　あなたが孫にしてあげられること ゴッドフリー・ハリス／著 メディアファクトリー 37990/H35

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 37990/I47

団塊世代の孫育てのススメ　イマドキの子育て事情とパパママの

サポートのコツ
宮本 まき子／著 中央法規出版 37990/M22/2

　　子育て支援コーナー第49回企画展示

　　「おじいちゃん、おばあちゃんのための孫育てに役立つ本」図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　　　　　　　　展示期間：令和年9月3日（火）～11月24日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集・作成：香川県立図書館子育て支援担当

★孫育てのコツが分かる本
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

まごぼん　三豊市孫育てガイドブック すくすく／制作
三豊市健康福祉部

子育て支援課
K3799/S3

食で日本一の孫育て虎の巻 小泉 武夫／著 マガジンハウス 4985/K78/2

娘が妊娠したら親が読む本 竹内 正人，岩下 宣子／監修 大泉書店 5982/T6/12

また作って！と言われる孫ごはん 本谷 惠津子／著 世界文化社 5960/M46/3

孫育て一年生　新米祖父母の教科書 棒田 明子／監修 KADOKAWA 5990/B11

祖父、ソフリエになる　新米じいじ初めての孫育て ＰＯエガリテ大手前／編 メディカ出版 5990/E2

じぃじ、ばぁばのための孫育ての教科書 井上 淳子／著 ＰＨＰ研究所 5990/I18

孫育てのコツが分かる本 なるほど!育じい道　お医者さんが実践している孫育て術 石蔵 文信／著 講談社 5990/I24

孫ができたらまず読む本　子育て新常識から家族とのつき合い

方まで
宮本 まき子／監修 NHK出版 5990/M26/2

祖父母手帳　もう孫育てで悩まない!祖父母&親世代の常識って

こんなにちがう?
森戸 やすみ／監修 日本文芸社 5990/M37/2

おまごのほん 日本助産師会／編 日本助産師会出版 5990/N24

尾木ママの幸せ孫育てアドバイス 尾木 直樹／著 学研パブリッシング 5990/O26/2

孫育ての新常識　幸せ祖父母のハッピー子育て術 小屋野 恵／著 メイツ出版 5990/O30

育ジージがやってくる　はたらくママたちへ 菅谷 洋司／著 東方出版 5990/S68

楽しい子育て・孫育てとりぷるはっぴぃ　じぃじ・ばぁば、パパ・ママ

に贈る
高橋 佳子，橋爪 直美／著 岩田書院 5990/T48

孫育ての時間（とき）　祖父母に贈るはじめての育孫書 山縣 威日，中山 真由美／編 吉備人出版 5990/Y31/2

孫を撮影 孫を１００倍かわいく撮る　シニアのための写真塾
ＧＯＴＯ　ＡＫＩ，木村 文平／監
修

祥伝社 7434/G2
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

35歳からのはじめての妊娠・出産・育児安心BOOK 大鷹 美子，中澤 友幸／監修 ナツメ社 5982/O14

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

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

１才６カ月から入園まで子育て大百科　年齢別＋テーマ別情報

でよくわかる！，体と心をはぐくむ接し方がわかる！
秦野 悦子／総監修，峯 真人
／総監修

ベネッセコーポレー

ション
5990/H37

この１冊であんしんはじめての育児事典 細部 千晴／総監修 朝日新聞出版 5990/H43

Ｈａｐｐｙ！育児オールガイド　０～３歳児の成長とともに！ 草川 功／監修 新星出版社 5990/K21/2

最新月齢ごとに「見てわかる！」育児新百科　新生児期から３才

までこれ１冊でＯＫ！
〔松井 潔〕／〔総監修〕

ベネッセコーポレー

ション
5990/M29/1-2

やさしくわかる月齢別育児のきほん事典 鈴木洋，鈴木みゆき／監修 西東社 5990/S33/2

０～６歳はじめての男の子の育児 関 和男，善方 裕美／監修 ナツメ社 5990/S57

０～６歳はじめての女の子の育児 関 和男，善方 裕美／監修 ナツメ社 5990/S57/2

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

らくらくあんしん育児 土屋 恵司／監修 学研プラス 5990/T51/2

シアーズ博士夫妻のベビーブック
ウイリアム・シアーズ／〔ほか〕
著

主婦の友社 5990/S38/1-3

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

子どもの病気SOS　そんなときどうする? 草川 功／監修 マガジンハウス 5983/K13

症状からわかる子どもの病気とケア 宮下 守／著
講談社エディトリア

ル
5983/M5/2

★最新の子育て情報が分かる本

育児百科

ホームケア
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

赤ちゃんが必ずかかる病気&ケア　写真とイラストでよくわかる 主婦の友社 5983/S4/6

最新症状ごとに「見てわかる！」赤ちゃんの病気新百科　０カ月

～３才ごろまでこれ１冊でＯＫ！
〔横田 俊一郎〕／〔総監修〕

ベネッセコーポレー

ション
5983/Y2/2-2

グランマ小児科医の育児百科　自然治癒力を引き出す知恵 相澤 扶美子／著 農山漁村文化協会 5990/A23

子どものアレルギーのすべてがわかる本 海老澤元宏／監修 講談社 4939/E4

赤ちゃんと子どものアレルギー&アトピーBOOK
永倉 俊和／監修，主婦の友
社／編

主婦の友社 4939/N39

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，五十嵐
隆／企画

文藝春秋 4939/O22/4

最新月齢ごとに「見てわかる！」離乳食新百科　５カ月～１才６カ
月ごろまでこれ１冊で
ＯＫ！

ベネッセコーポレー

ション
5993/B3/10-2

最新年齢ごとに「見てわかる!」幼児食新百科mini　1才～5才ごろ

までこれ1冊でOK!

ベネッセコーポレー

ション
5993/B3/12

あんしん、やさしい最新離乳食オールガイド　5か月～1歳6か月

ごろまで
堤 ちはる／監修，ベビーカレ
ンダー／著

新星出版社 5993/B7

赤ちゃんと幼児のごはん　歯と体の発達に合わせた 婦人之友社編集部／編 婦人之友社 5993/F6/2

ステップアップ離乳食　初めてのひと口から卒業まで、進め方が

よくわかる
小池 澄子／監修・指導 学研パブリッシング 5993/K5/1-3

いちばんやさしいきほんの離乳食フリージング 小池 澄子／監修・料理 成美堂出版 5993/K5/6

離乳食の大百科　「月齢別」だから与え方や進め方がよくわか

る！
小池 澄子／監修・指導 学研パブリッシング 5993/K5/8

らくらくあんしん離乳食
小池 澄子／監修・指導，検
見崎 聡美／料理

学研プラス 5993/K5/9

いちばんハッピーな離乳食BOOK 小池 澄子／監修・料理 成美堂出版 5993/K5/10

かしこい子どもに育つ!「育脳離乳食」　脳をはぐくむ食事は0歳か

ら
小山 浩子／〔著〕 小学館 5993/K13/2

クリトモの大人もおいしい離乳食 栗原 友／著 扶桑社 5993/K14

ホームケア

離乳食
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

ま・ごはん　0歳からの愛情レシピ 片岡 護／著 木楽舎 5993/K16

とりわけごはん　赤ちゃんもママもうれしい 熊谷 しのぶ／著 北海道新聞社 5993/K17

小児科医のママが教える離乳食は作らなくてもいいんです。 工藤 紀子／著 時事通信出版局 5993/K18

はじめてママ&パパのすくすく幼児食　1才～5才の成長を支える

食事はこの1冊で安心!
主婦の友社 5993/M2/4

フリージングで作りおき離乳食　5か月～1歳半まで 松尾 みゆき／著 新星出版社 5993/M6/2

ママがんばらないで離乳食　手間をかけずに愛情たっぷり 森崎 友紀／著
トランスワールドジャ

パン
5993/M8

きちんとかんたん離乳食　大人ごはんからとり分けも! 中村 美穂／著 赤ちゃんとママ社 5993/N9/3

1週間分まとめて作るフリージング&時短離乳食 中村 美穂／著 池田書店 5993/N9/4

ママも安心赤ちゃんのごはん　アレルギーの悩みも解消 野田 康子／著 芽ばえ社 5993/N11

スグでき!離乳食アイデアBOOK　まとめて冷凍!→アレンジするだ

け!
太田 百合子／監修，上島 亜
紀／料理

ナツメ社 5993/O7/5

食物アレルギーをこわがらない！はじめての離乳食　卵・牛乳・

小麦など“はじめのひと口”完全ガイド
主婦の友社／編 主婦の友社 5993/S3/20

離乳食Baby‐mo　知らなきゃ損する!離乳食ガイド 主婦の友社 5933/S3/21

世界一簡単な赤ちゃんごはん　大人ごはんを食卓で、つぶす、刻

むだけであげられる
宗祥子／〔著〕 主婦と生活社 5993/S9

離乳食大全科　これ一冊でカンペキ！最初のひと口から幼児食

まで
川口 由美子／監修，ほりえ
さちこ／料理

主婦の友社 5993/U2-1-4

らくらくフリージング離乳食　最新版1週間分作りおき!
上田 玲子／監修，検見崎 聡
美／料理

学研プラス 5993/U2/6

幼児食 時短・かんたん・幼児食　すこやか赤ちゃん肌はママが作る! 友利 新／著 徳間書店 5993/T9

離乳食
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

いちばんハッピーな幼児食BOOK
小池 澄子／監修・料理，新
谷 友里江／料理

成美堂出版 5993/K5/11

1週間分作りおき!フリージング幼児食
川口 由美子／監修，ほりえ
さちこ／料理

大泉書店 5993/K12/2

最新年齢ごとに「見てわかる!」幼児食新百科mini　1才～5才ごろ

までこれ1冊でOK!
ベネッセコーポレー
ション

5993/B3/12

つくりおき幼児食　1歳半～5歳 新谷 友里江／著 西東社 5993/N13

初めての幼児食　1～5才、離乳食完了から幼児食まで、移行の

しかた&レシピがよくわかる!
ひよこクラブ／編

ベネッセコーポレー
ション

5993/H2/3-2

はじめての幼児食　離乳食を卒業してからの子どもごはんの進め

方と作り方がよくわかる！
小池 澄子／監修・指導，検
見崎 聡美／調理・指導

学研パブリッシング 5993/K5/7

この１冊であんしんはじめての幼児食事典　最新版
牧野 直子／監修・料理，小
池 澄子／料理

朝日新聞出版 5993/M2/2

好き嫌いがなくなる幼児食　野菜も肉も魚も、ぱくぱく大喜びごは

んに大変身
牛尾 理恵／料理，長澤池 早
子／監修

成美堂出版 5993/U3

アレルギーっ子のごはんとおやつ　卵なし牛乳なし小麦粉なしで
も、家族でいっしょの工夫がいっぱい
対応メニューはこの一冊で安心

主婦の友社／編 主婦の友社 4939/S58/2

男の子のしつけに悩んだら読む本　言うこと聞かない！落ち着き

ない！
原坂 一郎／著 すばる舎 37990/H36/4

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

「折れない子」を育てるアメとムチ 松川 武平／著
幻冬舎メディアコン

サルティング
37990/M80

「しつけ」はどこに消えた？　子ども、若者だけでなくいい大人も！ 中原 英臣／著 主婦の友社 37990/N49

尾木ママの叱らずしつけ21のコツ 尾木 直樹／著 主婦の友社 37990/O6/9

子どもの「いや」に困ったとき読む本　どうやってしつければいい

の?
大河原 美以／著 大和書房 37990/O13/2

子どもの脳を伸ばす「しつけ」　怒る前に何をするか
ダニエル・J.シーゲル，ティナ・
ペイン・ブライソン／著

大和書房 37990/S103

男の子のための魔法のこえかけ3ステップしつけ法　イヤイヤモン

スターが、ニコニコいい子に変身する!
佐藤 麻依子／著 秀和システム 37990/S107

幼児食

しつけ
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

「自分でできる子」が育つ茶々式しつけメソッド 迫田 圭子／著 主婦の友社 37990/S109

ひと声で変わる!子どもを伸ばすお片づけ　できる子とできない子

ではぐんぐん差がつく
辰巳 渚／文 岩崎書店 37990/T24/1-2

0～6歳わが子の困った行動に感情的にならずに対処する方法
ジェリー・ワイコフ，バーバラ・C.
ユネル／著

カンゼン 37990/W19

はじめてママ&パパのしつけと育脳　0-3才までに絶対しておきた

い「脳育て」のコツがよくわかる!
主婦の友社／編 主婦の友社 5999/S3

孫にそっと教えたい日本の美しい言葉としきたり　正しい日本語や

お行儀が身につく77の教え
山口 謠司／監修 徳間書店 8104/Y11/2

“ボクってすごい”、“アタシってすごい”と思える子を育てる　自己

肯定感確立への道すじ
岩倉 政城／著 芽ばえ社 37611/Ｉ5

男の子に伝わるほめ方しかり方大事典 原坂一郎／著 宝島社 37990/H36/7

最上のほめ方　自己肯定感を高める4つのステップ 八田 哲夫，原 邦雄／著 光文社 37990/H73

子どもの自己肯定感を高める10の魔法のことば 石田 勝紀／著 集英社 37990/I28/6

子どもの自己肯定感UPコーチング 神谷 和宏／著 金子書房 37500/K47

子どもの力を伸ばす!!じょうずな叱り方・ほめ方　0～6歳児に響く

“しつけ”の言葉、伝え方
小崎 恭弘／監修 洋泉社 37990/K113/5

家でできる「自信が持てる子」の育て方 沼田 晶弘／著 あさ出版 37990/Ｎ57

子どもを伸ばすお母さんの、上手なほめ方・叱り方
『ＰＨＰのびのび子育て』編集
部／編

ＰＨＰ研究所 37990/P13

叱り方・甘えさせ方は、3歳・7歳・10歳で変える
『ＰＨＰのびのび子育て』編集
部／編

PHP研究所 37990/P16

その叱り方、問題です!　「個性診断」でその子に合った「叱り方」

がバッチリわかる!
菅原 ますみ／著 主婦の友社 37990/S69/2

「自己肯定感」を高める子育て　子どもの「才脳」を最大限に伸ば

す
ダニエル・J.シーゲル，ティナ・
ペイン・ブライソン／著

大和書房 37990/S103/2

しつけ

しつけ（ほめ方・叱り方）
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

男の子の本当に響く叱り方ほめ方　どうしたら言うことをちゃんと聞

いてくれるの？？
小崎 恭弘／著 すばる舎 5990/K30/3

子どものこころに伝わる魔法の「ほめ方」「叱り方」　牛乳こぼした!

ギャン泣き!イヤイヤ!そのとき、どう接する?
LICO／著 主婦の友社 5990/L3

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 5990/N30

孫と楽しむ手の仕事　おばあちゃんの出番！ 田中 周子／著 大月書店 37990/T36

まごとあそぼ大事典　大切でかわいいおまごさんにすぐ応えられ

る
江川 玟成／監修 トーオン 5990/E1

孫と一緒に遊ぼう！！ワンカット折り紙 伊藤 信太郎／著 竹書房 7549/I15

親子でいっしょに季節の手作りあそび　紙皿、牛乳パック、折り紙

…ｅｔｃ．エコ素材を使ってカンタン製作
イシグロフミカ／著 日東書院本社 7549/I16

孫にうけるあそびとおもちゃ 菅原 道彦／著 大月書店 7819/S6

じぃじとばぁばのためのあそび図鑑　孫ともっと仲良しになる！ エガリテ 大手前／監修
ベースボール・マガ

ジン社
7980/E2

孫の心をわしづかみにする遊び７７ 志村 裕子／著 ＰＨＰ研究所 7980/S19

あそびうた大全集２００　手あそび・体あそび・わらべうたがいっぱ

い
細田 淳子／編著 永岡書店 37615/H11

にほんのわらべうた　全４巻 近藤 信子，柳生 弦一郎／著 福音館書店 37615/K20/1-1～4

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

はじめてうたうわらべうたセレクト５０　幼児編 加藤 ときえ／著 明治図書出版 37615/K32

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

すぐ覚えられるわらべうたあそび 木村 はるみ／著 成美堂出版 37615/K33

★孫と楽しむ遊びの本

しつけ（ほめ方・叱り方）

孫と遊ぼう！

わらべうた

8



キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

藤田浩子の赤ちゃんのあやし方・育て方　０歳からはじまる人づ

きあい
藤田浩子／編著，保坂あけみ
／絵

一声社 5990/F8/2

１２のわらべうたえほん　あかちゃんのごきげんがよくなる
小林 衛己子／編，あべ なな
え／絵

ハッピーオウル社 5990/K26/2

１２のねかせうたえほん　お母さんがすぐにうたえる
小林 衛己子／編，おおい
じゅんこ／絵

ハッピーオウル社 5990/K26/3

わらべうたベビーマッサージ
奥田 朱美／著，大木 笑子／
絵

合同出版 5990/O23

こどものあそびうた・わらべうた絵本１３２曲 ブティック社 7767/B1/1-3

童謡・唱歌・わらべうた 新星出版社編集部／編 新星出版社 760/S16

手あそびわらべうた
梅谷 美子／著，タカノ キョウ
コ／イラスト

かもがわ出版 760/U7/2

０歳から５歳までの保育あそびハンドブック 増田 かおり／監修 日東書院本社 37615/M16

0歳から楽しめるふわふわタオルあそび 松家 まきこ／著 学研教育みらい 37615/M21

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

赤ちゃんの知能を伸ばす脳育あそび１５０　ママとパパが「脳力」

を育てる！
広木 克行／監修 メイツ出版 5990/H11/2

ポンちゃんの０、１、２歳児とふれあって遊ぼう 平田 明子／著 チャイルド本社 5990/H26

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，モチコ
／イラスト

池田書店 5990/H50

脳科学おばあちゃん久保田カヨ子先生の２～３才頭のいい子に
育つ育脳あそび　集団生活
に入るまえに，賢い子になるあそび、ふれあい、語りかけ

久保田 競，久保田 カヨ子／
〔著〕

主婦の友社 5990/Ｋ12/9

脳科学おばあちゃん久保田カヨ子先生の1～3才頭のいい子を
育てるのびのび育児　幼稚園
入園ごろまで

久保田 競，久保田 カヨ子／
〔著〕

主婦の友社 5990/Ｋ12/14

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 お誕生～ひとり歩きまで
久保田 競，久保田 カヨ子／
〔著〕

主婦の友社 5990/Ｋ12/15

わらべうた

赤ちゃん・幼児と遊ぼう！
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

0歳児とのあそびかた大全　0～11か月
汐見 稔幸／監修，栗生 ゑゐ
こ／絵

大泉書店 5990/S41/5

親子でうきうきスキンシップあそび４２　０～３歳児編 皆川 尚子／著 かもがわ出版 5995/M1/2

０歳からの「育脳ゲーム」　赤ちゃんがよろこぶ親子あそび６０
ジャッキー・シルバーグ，ドロ
シー・エイノン／著

二見書房 5995/S6

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，上田
勢子／訳

法研 5995/W1

絵本とおもちゃでゆっくり子育て　0歳から幼児までの 柿田 友広／[著] マイルスタッフ 5998/K3

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，金子 智栄子／監
修

メイツ出版 5998/Y1

0歳からのボール遊び運動　“投げる”が脳と体を育む 小山 啓太／著
ベースボール・マガ

ジン社
7830/K1

1・2・3歳児の折り紙あそび　簡単!楽しい! 阿部 直美／著 成美堂出版 37615/A15/4

アイデアいっぱい！！折って遊ぼう！知育折り紙 寺西 恵里子／著 成美堂出版 7549/T20/2

おいしく折ろう食育おりがみ
西田 良子／製作・著，平野
誠子／製作・著

全国学校給食協会 7549/N11

男の子の遊べるおりがみ１５３ 新宮 文明／著 西東社 7549/S20

親子で遊べるだいにんきおりがみ１００　育脳ヒントつき！ 主婦の友社／編 主婦の友社 7549/S10/7

親子であそぼう！はじめてのおりがみ　やさしい手順でたのしく折

れる
小林 一夫／監修 新星出版社 7549/K13/11

季節を楽しむかわいい童謡おりがみ いまい みさ／著 チャイルド本社 37615/I23

親子でたのしむおりがみ時間　親子で作って、季節を飾ろう 朝日 勇／指導 パッチワーク通信社 7549/A10/2

こどもと作ろう！おりがみあそび　お花から食べ物、雑貨、乗り物

まで、遊べる折り紙大集合！！
ブティック社 7549/B1/3

赤ちゃん・幼児と遊ぼう！

伝承あそび（おりがみ）
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

いちばんよくわかるおりがみの本　園長先生が教える親子で楽し

むおりがみ遊び，全６０作品！
川並 知子／著 日本ヴォーグ社 7549/K30

くぼた式脳をきたえるおりがみマラソン100
講談社／編，久保田 競／監
修

講談社 7549/K35

５回で折れる！折り紙おもちゃ　ずれても大丈夫初めてでもかん

たん
築地制作所／編・著 ＰＨＰ研究所 7549/T22

こどものおりがみ教室 ＩＳＡＭＵ　ＡＳＡＨＩ／〔著〕 ブティック社 750/A9

昔ばなしのおりがみえほん 丹羽兌子／著 泉書房 750/N15

恐竜のおりがみ　１～3 川畑文昭／著 誠文堂新光社 750/K24/2-1～3

あそべるたのしい男の子のおりがみ 山口真／著 ナツメ社 750/Y8/10

あやとりだいすき!　親子で遊ぼう 福田 けい／監修 池田書店 7980/F6

親子で遊べる大人気!あやとりDX 有木 昭久／著 高橋書店 7980/A4/2

親子のあやとりｂｏｏｋ　むかいあっていっしょにあそぼう
グループ・コロンブス／編
，三角亜紀子／絵

文化出版局 7980/G4

かんたんあやとり　育脳コラムつき!
野口 とも／著，野口 廣／監
修

主婦の友社 7980/N15

親子で楽しむあやとりずかん　写真を見ながらつくれる 有木 昭久／著 学研教育出版 790/A8

伝承あやとり
童話館出版編集部／編，ヤ
スダイクコ／絵

童話館出版 790/D3

親子で楽しいはじめてのあやとり　5ステップで完成!!，1番かんた

ん!1人でできる!
福田 けい／監修 朝日新聞出版 790/F6/2

たのしいあやとり大図鑑　みんなであやとり フィグインク／編 汐文社 790/F9/1-2

写真でわかる決定版あやとり大百科 なつかしあそびの会／編 西東社 790/N13

あやとりだいすき　たのしくあそべる 大泉書店編集部／編 大泉書店 790/O8

伝承あそび（おりがみ）

伝承あそび（あやとり）
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

あそんでうれしい絵かき歌親子あそび１２０
レッツ・キッズ・ソンググループ
／編・著

ポプラ社 37615/L1

楽しくあそべる♪絵かきうた１０５曲 ブティック社 720/B2

絵かきうた絵本　リズムにのせて楽しく描く　春夏の巻
玉野 良雄　著／作曲，安藤
由紀／〔ほか〕絵

偕成社 790/T8/1-1

絵かきうた絵本　リズムにのせて楽しく描く　秋冬の巻
玉野 良雄　著／作曲，安藤
由紀／〔ほか〕絵

偕成社 790/T8/1-2

えかきうた　どうぶつ
たけい しろう／さく，かいち と
おる／え

あかね書房 J/K437/1-1

えかきうた　むし・さかな
たけい しろう／さく，かいち と
おる／え

あかね書房 J/K437/1-2

えかきうた　おに・おばけ
たけい しろう／さく，かいち と
おる／え

あかね書房 J/K437/1-3

赤ちゃんが大好きな絵本　妊娠中から０，１，２歳まで
赤木 かん子／著，加藤 美穂
子／著

ポーラスタァ 0195/A1/5

この本よんで！　ｐａｐａ’ｓ絵本３３ 安藤 哲也／著 小学館 0195/A5

父母&保育園の先生おすすめの赤ちゃん絵本200冊　0歳・1

歳・2歳の子どもがよろこぶ絵本
絵本ナビ／監修 玄光社 0195/E4

１００冊の絵本と親子の３０００日 福沢 周亮，藪中 征代／編 教育出版 0195/F4

子どもといっしょに読みたい絵本ベスト１００
重信 秀年，重信 三和子／執
筆

メイツ出版 0195/S14

心と頭がすくすく育つ読み聞かせ　やっていいこと・やってはいけ

ないこと
立石美津子／著 あさ出版 0195/T10

よくわかる０～５歳児の絵本読み聞かせ 徳永満理／著 チャイルド本社 37615/T15/3

池上彰のお父さんが読んで聞かせる楽しいおはなし　子どもが喜
ぶ読み聞かせのコツ＆本
選び

池上 彰／著 主婦の友社 37990/I15

今日から使える読み聞かせテクニック 景山 聖子／著
ヤマハミュージック

メディア
5998/K2

あかちゃんの絵本箱　はじめて出会う絵本ガイド
こどもと本－おかやま－「あかちゃ
んの絵本箱」編集委員会／著

吉備人出版 7260/K103

絵かき歌

読み聞かせ
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

絵本で楽しむ孫育て 草谷桂子／著 大月書店 7260/K107/2

子や孫に贈る童話１００ 牧野 節子／著 青弓社 9093/M9

読み聞かせ
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