
書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

子どもの速読トレーニング　学力向上・成績ＵＰ！ 寺田昌嗣／著 ＰＨＰ研究所 0190/T41

「学力日本一!」秋田県東成瀬村のすごい学習法 主婦の友社／編 主婦の友社 37212/S2

子どもの学力を伸ばす「黄金の習慣」　今すぐできる家庭学習の

ヒント
ピーター・フランクル／著 実業之日本社 37990/F30

本物の学力は12歳までの「作文量」で決まる!　誰でも楽しくてど

んどん書いてしまう「空想作文」とは?
樋口 裕一／著 すばる舎 37990/H23/10

変わる入試に強くなる小3までに伸ばしたい「作文力」 樋口 裕一，白藍塾／著 青春出版社 37990/H23/11

ひきたよしあきの親塾　家庭で育てる国語の力 ひきた よしあき／著 朝日学生新聞社 37990/H72

陰山式ぜったい成績が上がる学習法 陰山 英男／著 毎日新聞出版 37990/K33/14

成績アップの秘密は、帰宅後５分にあった！　効果が倍増する

家庭学習の方法
金子保／著 ＰＨＰ研究所 37990/K73/2

小学校前にみるみる算数力がつく15の習慣　脳科学の最先端

が明かす新メソッド
久保田 競，久保田 カヨ子／
著

ダイヤモンド社 37990/K78/3

書く子は育つ　作文で<考える力>を伸ばす! 近藤 勝重／著 毎日新聞出版 37990/K120

男の子をやる気にさせる勉強法　1万2000人の親が学力アップ

を実感!
小室 尚子／著 祥伝社 37990/K126/3

落ちこぼれゼロ!勉強ぐせが身につく学習ノートのつくり方 木村 理恵／著 明日香出版社 37990/K132

今、なぜ、勉強するのか？　これがわかれば、子どもは進んで机

に向かう
松永暢史／著 扶桑社 37990/M23/21

　　子育て支援コーナー第51回企画展示

　　「親子でチャレンジ！～学力、体力、生活力up⤴」図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　　　　　　　展示期間：令和２年３月３日（火）～５月３1日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 編集・作成：香川県立図書館子育て支援担当

★学力up⤴に役立つ本

家庭学習
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未来の学力は「親子の古典音読」で決まる！　簡単、単純、誰で

もできて国語力が飛躍的に伸びる
松永暢史／著 ワニ・プラス 37990/M23/24

素読をすれば、国語力が上がる!　古典や名文で子供の能力開

花
松田 雄一／著 かざひの文庫 37990/M83

東大ドクターが教える塾に行かなくても勉強ができる子の習慣 森田 敏宏／著 総合法令出版 37990/M84

女の子って、勉強で人生が変わるんだ！　女の子の学力を伸ば

すには、女の子に効果的な勉強法がある！
中井俊已／著 学研教育出版 37990/N9/5

お母さんと一緒の読解力教室　子どもの学力がぐんぐん伸びる 二瓶弘行／著 新潮社 37990/N46

親子で楽しむ！頭がいい子の図鑑の読み方・使い方 親野智可等／著 あさ出版 37990/O11/24

小学生の学力は「ノート」で伸びる!　全学年全教科に活用! 親野 智可等／著 すばる舎 37990/O11/26

頭がいい子の家のリビングには必ず「辞書」「地図」「図鑑」がある 小川 大介／著 すばる舎 37990/O50

子どもの能力は9歳までに決まる　超人気校の勉強法 大久保 博之／著 サンマーク出版 37990/O58

子どもの学力は「読解力」で決まる！　小学生のうちに親がゼッタ

イしておきたいこと
齋藤孝／著 朝日新聞出版 37990/S26/9

小学校教師だからわかる子どもの学力が驚くほど上がる本物の

家庭学習
杉渕 鐵良／著 すばる舎 37990/S27/3

ノートのとり方1つで子どもの学力はどんどん伸びる! 州崎 真弘／著 青春出版社 37990/S125/2

男の子の学力の伸ばし方 富永 雄輔／著 ダイヤモンド社 37990/T81/2

女の子の学力の伸ばし方 富永 雄輔／著 ダイヤモンド社 37990/T81/3

それは子どもの学力が伸びるサイン!　入塾テストなしで、難関校

に続々合格する塾の先生が伝授!，小学2年～中学3年向け
富永 雄輔／著 廣済堂出版 37990/T81/4

最高の学習法　勉強が好きになる!楽しくなる!，学力が伸び、人

間力も育つ!
武田 利幸／著 ロングセラーズ 37990/T89

家庭学習
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子どもの成績を「伸ばす親」と「伸ばせない親」の習慣　成績の良

い子どもは家庭で何をしているのか?
安村 知倫／著 明日香出版社 37990/Y49/2

“そろばん式暗算”が子どもの右脳を鍛える!　シンプルだけど一番

効果のある「地頭力」の伸ばし方
黄 俊豪／著 大和出版 4111/K8

小学生のそろばん　いしど式でやさしく教える!，おうちで伸ばす計

算力・集中力
石戸珠算学園／監修 メイツ出版 4189/I1

国語が変わる　答えは「探す」から「創る」へ わが子の学力を伸

ばす方法
出口 汪／著 水王舎 8107/D1/2

1日5分からの英語で子育て 羽織 愛，山移 玲／著 すばる舎 37990/H70

英語で一流を育てる　小学生でも大学入試レベルがスラスラ読

める家庭学習法
廣津留真理／著 ダイヤモンド社 37990/H66

世界基準の子どもを育てる成功する家庭教育最強の教科書

2020年度小学校英語改革先取り!
廣津留 真理／著 講談社 37990/H66/2

世界で活躍する子の<英語力>の育て方 船津 徹／著 大和書房 37990/F35/2

ほんとうに頭がよくなる世界最高の子ども英語　わが子の語学力
のために親ができること
全て!

斉藤 淳／著 ダイヤモンド社 8307/S28

子どもが自分から話したくなるゆっくりていねい親子英会話 杉本 正宣／著 秀和システム 8378/S21

<サマンサ式>9歳までに育む「一流の英語力」　見て、聞いて、

真似するだけ!
サマンサ英子／著 大和出版 37990/S116

図解プログラミング教育がよくわかる本 石戸 奈々子／監修 講談社 37500/I18/2

プログラミング教育ってなに?　親が知りたい45のギモン 石戸 奈々子／著 ジャムハウス 37500/I18/3

小学校にプログラミングがやってきた!　超入門編 上松 恵理子／編著 三省堂 37500/U5

「プログラミングができる子」の育て方　知識ゼロのパパ・ママでも

大丈夫!
竹内 薫／著 日本実業出版社 5482/Ｔ193/2

パソコンがなくてもわかるはじめてのプログラミング　全3巻 松林 弘治／著
角川アスキー総合研

究所
549/M3-1-1～3

家庭学習

英語教育

プログラミング
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プログラミング
いちばんさいしょのプログラミングえほん　プログラミングをはじめる

前に親子で読む本
オオノ マサフミ／絵，小林 祐
紀／監修

KADOKAWA 549/O4

イラスト版子どもの発達サポートヨガ　気持ちを整え集中力を高め

る呼吸とポーズ
太田 千瑞／著 合同出版 37143/O3

みるみる絆が深まる親子手帳　心がつながる!子どもの学力が向

上する!
石田 勝紀／著 学研プラス 37990/I28/4

子どもの頭が45分でよくなるお父さんの行動 陰山 英男／著 PHP研究所 37990/K33/13

受験指導の超プロが教える勉強ができる子 小林公夫／著 三笠書房 37990/K70/4

中学受験に合格する集中力の育て方 州崎 真弘／著 あさ出版 37990/S125

ひとりっ子をラクに伸ばす本　「集中力」「思考力」「自立心」がど

んどん育つ！
宝島社 37990/T73

子どもの「言っても直らない」は副腎疲労が原因だった　やる気が
ない!落ち着きがない!
ミスが多い!

本間 良子，本間 龍介／著 青春出版社 4939/H38

子どもの「集中力」は食事で引き出せる　気を引き締める食ゆる

める食の秘密
上原 まり子／著 青春出版社 4939/U10

子どもの能力を引き出す最強の食事　1日5分!たった2週間で子

どもが変わる!
ギール里映／著

日本能率協会マネジ

メントセンター
4985/G21

美味しい食育レシピ　ピーマン・ニンジン・セロリ・ナス・シイタケ嫌

われ食材ワースト5でつくる
小嶋 隆三／著，小川 侑子
／著

現代書林 4985/K184

超★簡単リズムあそび　親子で!おうちで!さくっとできる! 井上 明美／著
ヤマハミュージックエンタテ
インメントホールディングス 5990/I29

かしこい子が育つ足うらマッサージ 鈴木 きよみ／著 G.B. 5990/S77

子どもの集中力はストレッチで高まる　究極の子育て法はカラダ

を動かすことだった!
池田 充宏／監修 枻出版社 7814/I9

将棋を指す子が伸びる理由(わけ) 安次嶺 隆幸／著 小学館クリエイティブ 7960/A10/2

かんたん！たのしい！トランプあそび 大野啓子／監修 高橋書店 7972/O1

いろんな方法で集中力・
やる気up!
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子どもの体力・運動能力がアップする体つくり運動＆トレ・ゲーム

集
松尾哲矢／著 ナツメ社 37549/M8

子どもの学力と運脳神経を伸ばす魔法のドリル 深代 千之／著 カンゼン 7801/F8/6

「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，大野 文彰／
絵

青春出版社 7801/F9/2

ボクシング元世界チャンピオン飯田覚士のおうちで簡単ビジョント

レーニング
飯田 覚士／著

ベースボール・マガジ

ン社
7801/I29

子どもに「体力」をとりもどそう　まずはからだづくりだ！ 宮下充正／著 杏林書院 7801/M12/6

子どもの運動力は4スタンス理論で引き出せる!　どんなスポーツ

もうまくなる!
廣戸 聡一／著 日本文芸社 7807/H2/6

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

子どもの運動神経をグングン伸ばすスポーツの教科書　学校で

は教えてくれない！
中野ジェームズ修一／監修

ハローケイエンターテ

インメント
7807/N14

NHK奇跡のレッスン　「最強コーチ」が一週間で子どもを変える
NHK「奇跡のレッスン」制作班
／編

NHK出版 7807/N18

“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・さかあがり・なわとび
佐藤弘道／著 金の星社 7807/S25

ママだからできる運動神経がどんどんよくなる子育ての本 遠山健太／著 学研パブリッシング 7807/T13/2

メンタルトレーナーが教える子どもが伸びるスポーツの声かけ　子

どもの心を整える36の言葉
辻 秀一／著 池田書店 7807/T18

うんこスクワット　子どもの運動能力を引き出す
田邊 大吾／著，今津 浩喜／
監修

ワニブックス 7807/T19

12歳までの最強トレーニング　運動ぎらいでもOK! 谷 けいじ／著 実業之日本社 7807/T20

子どもの身体能力が育つ魔法のレッスン帖　“運動神経”は、もっ

と伸ばせる!，体育やスポーツがどんどん楽しくなる!
高橋 宏文／著 メディアパル 7807/T22

★体力up⤴に役立つ本
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あそぶだけ！公園遊具で子どもの体力がグングンのびる！ 前橋明／著 講談社 7819/M6

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

JACPA子どもがぐんぐん伸びるジュニアサッカー 野口 光彦，梶 真人／監修 金の星社 7834/N40

池上正の子どもが伸びるサッカーの練習
清水 英斗／編著，池上 正／
監修

池田書店 7834/S32/3

パパが子どもを伸ばす!「サッカーの教え方」読んで差がつく60のコ

ツ
吉野 弘一／監修 メイツ出版 7834/Y26

これで２５メートル泳げる！子どもに水泳を教える本　パパ！マ

マ！教えて！
長谷優／監修 メイツ出版 7852/H14

小谷実可子のママといっしょにかんたんスイミング 小谷実可子／著 メディアファクトリー 7852/K8/2

運動ができるようになる本　３（２５メートルおよげる！　クロール平

およぎ　）
水口高志／監修 ポプラ社 780/M24/2-3

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

はじめよう親子登山 戸高雅史／著 山と溪谷社 7861/T22

子どもと楽しむ山歩き 上田泰正，安藤啓一／著 山と溪谷社 7861/U5

子供自転車スタートBOOK　買い方、乗り方、走り方のすべてがわ

かる!
枻出版社 5368/E3

おやこで自転車はじめてブック　子乗せで走る、こどもに教える ぼちぼち自転車くらぶ／著 子どもの未来社 6858/B3

じてんしゃにのれたよ　乗り方と交通ルールを学ぼう!
スタジオタッククリエイ

ティブ
530/J3

Ｑ＆Ａ（エー）式自転車完全マスター　４ こどもくらぶ／企画・編集・著
ベースボール・マガジ

ン社
530/K5/1-4

じてんしゃにのろう 斉藤洋／作，田中六大／絵 講談社 530/S3

安全に楽しく乗ろう！自転車まるわかりブック　１（自転車のルー

ルとマナー）
谷田貝一男／〔ほか〕監修 教育画劇 530/Y5/2-1
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じてんしゃのれるかな 平田 利之／作 あかね書房 J/H365/6

たのしいうんどう 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 780/A15

運動会で１番になる方法
深代千之／作，下平けーすけ
／絵

アスキー・メディアワー

クス
780/Ｆ9

縄文人から「新縄人」・ロープスキッパーへのなわとび学 稲葉 茂勝／著 今人舎 780/I14/2

運動会までにどんどん子どもの足が速くなる！　運動がニガテな

親でも簡単に教えられる
川本和久／監修 河出書房新社 7823/K11/2

子どもの走り方トレーニング　速効!5分で伸びる! 木村 匡宏／編著 東洋館出版社 7823/K18

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，日本ラン
ニング協会／監修

主婦と生活社 7823/M26

キミはもっと速く走れる！　１（１週間で足が速くなる１２のチェック

ポイント　）
近藤隆夫／著 汐文社 780/K24/2-1

キミはもっと速く走れる！　２（どうして足が速い人と遅い人がいる

のか？　）
近藤隆夫／著 汐文社 780/K24/2-2

キミはもっと速く走れる！　３（速く走るための１５のかんたんトレー

ニング）
近藤隆夫／著 汐文社 780/K24/2-3

運動ができるようになる本　４（かけっこがはやくなる！） 水口高志／監修 ポプラ社 780/M24/2-4

運動ができるようになる本　５（一輪車にのれる！　一輪車竹馬

自転車　）
水口高志／監修 ポプラ社 780/M24/2-5

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

おやこでキャッチボール！ 桜井一／監修 自由国民社 7837/S56

はじめよう！ボール運動
ベースボール・マガジン社／
編

ベースボール・マガジ

ン社
780/B2/9

運動ができるようになる本　２（ボールがうまくなげられる！） 水口高志／監修 ポプラ社 780/M24/2-2

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

／著
晶文社 37990/K33/5

「早起き力」で子どもが伸びる！　早起き・早寝作戦で差をつける
子どもの早起きをすすめる会
／編

広済堂出版 37990/K47

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

幸運をよぶ朝ごはん
最上一平／作，山本祐司／

絵

ベースボール・マガジ

ン社
490/K26/1-2

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，大森眞司／
絵

国土社 490/K27/3-2

あさごはんパワー　食生活と健康－朝食を中心に
ぱすてる書房／編，西田ヒロコ

／絵
ぱすてる書房 490/S23/1-5

みんなが元気になるはじめての食育　２（朝ごはんを食べよう　）
服部幸應，服部津貴子／監
修・著

岩崎書店 498/H4/1-2

ねこのかあさんのあさごはん どいかや／著 小学館 J/D76/11

１４ひきのあさごはん いわむらかずお／さく 童心社 J/I5/33

ぱんぱんたまごのあさごはん もりか／作・絵 教育画劇 J/M601

ベルとブゥおいしいいちにち マンディ・サトクリフ／さく 岩崎書店 J/S623/3

ゆうこのあさごはん やまわきゆりこ／さく・え 福音館書店 J/Y5/74

子どもが幸せになる「正しい睡眠」 成田 奈緒子，上岡 勇二／著 産業編集センター 4987/N10

0～6才子どもがすぐにストン!と眠れる本　眠れない!寝たくない!を

解決します
主婦の友社 5994/S1/2

おやすみヨガ　ヨガポーズでおやすみまえのおはなし
マリアム・ゲイツ／作，サラ・ジ
ェーン・ヒンダー／絵

バベルプレス 7265/G12

お日さまにおはよう
高橋秀雄／作，中谷靖彦／
絵

ベースボール・マガジ

ン社
490/K26/1-1

朝ごはん

朝ごはん（絵本）

★生活力up⤴に役立つ本

睡眠
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

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，大森眞司／
絵

国土社 490/K27/3-1

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

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

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

まいにちイキイキねむりのふしぎ
木村倫子／え，福田一彦／
かんしゅう

少年写真新聞社 490/K37/1-4

からだの元気大作戦! 野井 真吾／著 芽ばえ社 490/N13

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，織田敏夫
／絵

ぱすてる書房 490/S23/1-1

からだが元気になる本　２（けんこうをつくる！４つのヒント） 植田誠治／監修 あかね書房 490/Ｕ3/1-2

おやすみなさいのほん
マーガレット・ワイズ・ブラウン／
ぶん，ジャン・シャロー／え

福音館書店 J/C26/2

おやすみなさいおつきさま
マーガレット・ワイズ・ブラウン／
さく，クレメント・ハード／え

評論社 J/H28/2

ねんねのおとがきこえるよ　エゾリスみんとちゃんのおはなし きたやまようこ／著 白泉社 J/K32/31

ゆめみるじかんよこどもたち
ティモシー・ナップマン／文，
ヘレン・オクセンバリー／絵

BL出版 J/O9/33

みーんなねちゃった? オードレイ・プシエ／作 BL出版 J/P156/2

もうねんね
松谷みよ子／文，瀬川康男
／え

童心社 J/S2/19

ねないこだれだ せなけいこ／さく・え 福音館書店 J/S7/1-4

睡眠（絵本）

睡眠
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

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

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，西田ヒロコ
／絵

ぱすてる書房 490/S23/1-9

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

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，大森眞司／
絵

国土社 490/K27/3-3

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 37610/S36

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

スルスルスルリンウンチをだすぞ
すみもとななみ／え，岡田和
子／かんしゅう

少年写真新聞社 490/K37/1-2

カリスマ・ナニーが教える１週間でおむつにさよなら！トイレトレー

ニング講座
ジーナ・フォード／著，高木千
津子／訳

朝日新聞出版 5992/F2

トイレトレーニング大成功１００のコツ　幼稚園に入る前に！ 主婦の友社／編 主婦の友社 5992/S3

トイレ上手な子どもになれる本　おむつはずれからはじまるトイレの
悩みをまるごと解決
！

辰巳出版 5992/I1

だれがトイレでうんちをするの？
フレッド・エールリヒ／作，エミ
リー・ボーラム／絵

学習研究社 J/B207/7

ぱんつさいこう!
ジャレッド・チャップマン／さく，
木坂 涼／やく

ほるぷ出版 J/C247

うんこのたつじん
みずうちきくお／文，はたこうし
ろう／絵

ＰＨＰ研究所 J/H245/52

おまるにぴょん、できるかな!　トイレのえほん
サリー・ロイド=ジョーンズ／ぶ
ん，アニタ・ジェラーム／え

評論社 J/J22/19

かいけつ！トイレざむらい
片平直樹／作，村田エミコ／
絵

フレーベル館 J/M443/9

トイレせんちょう
片平直樹／作，松成真理子
／絵

フレーベル館 J/M394/9

排泄（絵本）

排泄

生活習慣
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

トイレのてんしちゃん
苅田 澄子／さく，おかべ りか
／え

佼成出版社 J/O94/5

トイレとんとんとん
板橋 敦子／作，鈴木 博子／
絵

ひさかたチャイルド J/S183/6

ぼくのトイレ 鈴木のりたけ／作・絵 ＰＨＰ研究所 J/S585/3

ずっとずっとじぶんの歯　新しい歯のみがき方，児童・生徒向 丸森英史，武内博朗／監修 少年写真新聞社 490/M11

どんどんはえるじぶんの歯　新しい歯のみがき方，小学３・４年生

向け
丸森英史／著 少年写真新聞社 490/M11/3

みんなそろったじぶんの歯　新しい歯のみがき方，小学５・６年生

向け
丸森英史／著 少年写真新聞社 490/M11/4

歯みがきの絵本サンジャーム船長　７つの海の大冒険，虫歯編
新谷哲生／文・構成，ｇａｌｌｅｒｙ
ｏｕｃｈｉ／絵

学研マーケティング 490/S26

ななちゃんのはみがき つがね ちかこ／著 赤ちゃんとママ社 J/T350/7

ハブラシくん よしたか／作・絵 ひかりのくに J/O259/15

だーれのは?　かがみのしかけではをチェック! 新井 洋行／作 講談社 J/A232/27

はーはのはみがき こやまこいこ／作絵 教育画劇 J/K588/2

はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう！ くぼまちこ／著 アリス館 J/K661

ハブラシくん　３さいからのユーモアえほん 岡田よしたか／さく ひかりのくに J/O259/7

はみがきさん せなけいこ／作・絵 ポプラ社 J/S7/71

はけたよはけたよ
かんざわとしこ／ぶん，にしま
きかやこ／え

偕成社 J/N4

ぼくがパジャマにきがえていると にしかわおさむ／さく・え ＰＨＰ研究所 J/N16/31

おきがえでんしゃ 木戸 直子／え 交通新聞社 J/K667/3

着替え（絵本）

歯磨き

排泄（絵本）

歯磨き（絵本）
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

パジャマでぽん! くぼ まちこ／著 アリス館 J/K661/2

おはようおはよう
こわせ たまみ／作，長野 ヒデ
子／絵

鈴木出版 J/N48/97

ななちゃんのおきがえ つがねちかこ／著 赤ちゃんとママ社 J/T350/5

ろばのトコちゃんきがえをする ベネディクト・ゲティエ／さく ほるぷ出版 J/G125/4

パンツのはきかた
岸田今日子／さく，佐野洋子
／え

福音館書店 J/S20/41

子どもがどんどん整理整頓したくなる!お片づけ帖 カール友波／著 永岡書店 5975/K2

子どもとママの「お片づけ」のしかけ!　お片づけ上手になるために

最初に読む本
吉井 瑞紀／著 セルバ出版 37990/Y62

3歳からできるお片づけ習慣　魔法の声かけで子どもが自分で動

きだす!
伊東 裕美／著 日本実業出版社 37990/I52

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

すみれちゃんのお片づけ12カ月
渡辺 ゆき／文，小林 キユウ
／写真

岩崎書店 5975/W2

ななちゃんのおかたづけ つがねちかこ／著 赤ちゃんとママ社 J/T350/3

ろばのトコちゃんおかたづけ ベネディクト・ゲティエ／さく ほるぷ出版 J/G125/3

おかたづけ ささきようこ／作・絵 ポプラ社 J/S90/21

きれいずきティッチ パット・ハッチンス／さく 童話館出版 J/H27/30

それならいいいえありますよ 澤野秋文／作 講談社 J/S633

トレバーはおかたづ ロブ・ルイス／さく ほるぷ出版 J/L54/4

お片づけ

着替え（絵本）

お片づけ（絵本）
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

おかたづけなんかしたくない！ 西巻茅子／文・絵 講談社 J/N4/34

おもちゃのかたづけできるかな 深見 春夫／さく・え 岩崎書店 J/F38/27

ぐりとぐらのおおそうじ
中川李枝子／文，山脇百合
子／絵

福音館書店 J/Y5/43

お片づけ（絵本）
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