
孫育てのススメ(H30年7～8月展示資料リスト）

資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
ＡＶ どろんこハリー ヤマハ・アトス・ミュージック・アンド・ビジュアルズ 2008.12
ＡＶ 日本の昔ばなし 4 鈴木　卓夫∥監督 2013.3
ＡＶ かいじゅうたちのいるところ モーリス　センダック∥作 ヤマハ・アトス・ミュージック・アンド・ビジュアルズ 2009.3
ＡＶ スイミー レオ　レオニ∥作 ヤマハ・アトス・ミュージック・アンド・ビジュアルズ 2008.12
ＡＶ すてきな三にんぐみ トミー　アンゲラー∥作 ヤマハ・アトス・ミュージック・アンド・ビジュアルズ 2008.12
ＡＶ じてんしゃにのるひとまねこざる 2010.1
ＡＶ 王さまでかけましょう 寺村　輝夫∥原作 サン・エデュケーショナル 2009.3
ＡＶ 日本の昔ばなし 13 鈴木　卓夫∥監督 日本コロムビア 2013.11
ＡＶ おおきなかぶ 西城　隆詞∥監督 北星 2008.4
ＡＶ 日本の昔ばなし 3 鈴木　卓夫∥監督 2013.1
ＡＶ せかいのえほん 12 マーベラスエンターテイメント 2006.2
ＡＶ からすのパンやさん　どろぼうがっこう かこ　さとし∥原作 東映ビデオ 2007.6
一般 中高年のための「体を動かす」簡単運動メニュー 松葉　育郎∥監修 主婦の友社 2008.4
一般 子どもが変わる「じぶんルール」の育て方 3 高取  しづか∥著 合同出版 2008.7
一般 男の子って、どうしたら勉強するの？ 中井  俊已∥著 学研教育出版 2013.1
一般 ほめる！知恵 多湖／輝∥著 海竜社 2002.11
一般 図解百歳まで歩く 田中 尚喜∥著 幻冬舎 2017.12
一般 中高年から足腰力をつける本 石井　直方∥監修 主婦と生活社 2007.11
一般 夜回り先生子育てで一番大切なこと 水谷  修∥著 海竜社 2014.5
一般 伝えよう！わんぱくおてんば子どもの遊び 宮坂　栄一∥絵 教育出版 2008.4
一般 楽しい子育て孫育て 小林　正観∥著 学研パブリッシング 2011.3
一般 子どもが輝く「金のことば」 多湖／輝∥著 新講社 2005.4
一般 はじめてのＨａｐｐｙカメラレッスン Ａｔｅｌｉｅｒ＊Ｓｐｏｏｎ∥著 インプレスジャパン 2011.7
一般 わが孫育て 佐藤　愛子∥著 文芸春秋 2008.1
一般 いっしょにあそぼ草あそび花あそび 春夏編 佐藤  邦昭∥著 かもがわ出版 2017.2
一般 孫と私の小さな歴史 佐藤  愛子∥著 文芸春秋 2016.1
一般 怒らない子育て 武田  双雲∥著 主婦と生活社 2015.2
一般 はじめての大きな字でらくらくデジカメ 木村　幸子∥著 秀和システム 2011.12
一般 園で人気の手あそびわらべうた 久津摩　英子∥監修 ＰＨＰ研究所 2009.8
一般 作って遊べるカンタンおもちゃ 竹井　史∥著 ひかりのくに 2012.1
一般 「子どもにどう言えばいいか」わからない時に読む本 諸富  祥彦∥著 青春出版社 2015.3
一般 子育て知らずの孫育て 田原　総一朗∥著 東京新聞 2011.7
一般 絵本・お話・わらべ歌 岩城　敏之∥著 アスラン書房 2011.12
一般 子育て、よかったこと、残したいもの 鮫島／純子∥絵・文 小学館 2006.4
一般 孫に好かれる人孫に無視される人 リリアン・カーソン∥著 日本放送出版協会 2002.1
一般 かしこい子を育てる秘訣12 向山 洋一∥著 騒人社 2017.1
一般 「熟年離婚」より「孫育て」 宮本　まき子∥著 東京新聞出版局 2006.7
一般 女の子って、勉強で人生が変わるんだ！ 中井  俊已∥著 学研教育出版 2014.4
一般 身につけると一生役立つ子どものお作法練習帖 諏内　えみ∥著 ＰＨＰ研究所 2013.7
一般 孫を１００倍かわいく撮る ＧＯＴＯ　ＡＫＩ∥監修 祥伝社 2012.8
一般 血縁という力 西舘  好子∥著 海竜社 2015.7
一般 世界でいちばん大切な孫に贈る１５通の手紙 南／和子∥著 ＰＨＰ研究所 2003.2
一般 子や孫に贈る童話１００ 牧野  節子∥著 青弓社 2014.6
一般 子どもを賢く育てる暮らし方 陰山　英男∥著 学研教育出版 2010.3
一般 「人生案内」孫は来てよし、帰ってよし 大日向　雅美∥著 東京堂出版 2013.6
一般 たった５分で孫が喜ぶ１００の法則 ルッコラ∥編・著 講談社 2002.12
一般 おばあちゃんの孫育ち 門野／晴子∥著 小学館 2003.2
一般 お手玉・まりつき・ゴムとび 田中　邦子∥編著 一声社 2008.7
一般 孫物語 椎名  誠∥著 新潮社 2015.4
一般 自分でできる子が育つモンテッソーリの紙あそび 百枝 義雄∥著 PHP研究所 2018.3
一般 創造力が伸びる！子どもの夢中を止めない小さな習慣 山本  香∥著 扶桑社 2016.11
一般 孫ニモ負ケズ 北／杜夫∥著 新潮社 1997.1
一般 孫と作って遊ぼう手作りおもちゃ ブティック社 2001.4
一般 日本の伝承おりがみ 小林／一夫∥監修 エム・ピー・シー 2005.1
一般 ばあちゃん助産師(せんせい)10歳からの子育てよろず相談 坂本 フジヱ∥著 産業編集センター 2017.4
一般 孫という名の宝物 嶋崎  研一∥文と絵 2013.3
一般 わが子の「やる気スイッチ」はいつ入る？ 菅野  純∥著 主婦の友社 2015.12
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一般 食で日本一の孫育て虎の巻 小泉　武夫∥著 マガジンハウス 2012.9
一般 絵本で楽しむ孫育て 草谷　桂子∥著 大月書店 2006.9
一般 ハーバード卒の凄腕ビジネスマンから孫への５０通の手紙 ジョン　スプーナー∥著 日本文芸社 2012.9
一般 子や孫にしばられない生き方 河村 都∥著 産業編集センター 2017.7
一般 ｙｕｍｙｕｍドーナツ！ 主婦と生活社 2007.12
一般 保育園で教えてもらった園児に人気のにっこりおやつ 主婦と生活社∥編 主婦と生活社 2007.4
一般 ぜ～んぶホットケーキミックスのおやつ 学研パブリッシング 2011.9
一般 かんたん手作り赤ちゃんスタイ 増山  優子∥著 日東書院本社 2016.1
一般 ホットケーキミックスでかんたん！おやつ＆パン 学研パブリッシング 2013.3
一般 孫と楽しむ手の仕事 田中　周子∥著 大月書店 2007.3
一般 こんにちはあかちゃん アランジ　アロンゾ∥著 文化出版局 2008.2
一般 ホットケーキミックスなら簡単！３００レシピ 主婦の友社∥編 主婦の友社 2015.2
一般 昔ながらの三時のおやつ 渡辺／あきこ∥著 日本放送出版協会 2001.8
一般 好ききらいがなくなるレシピ コマツザキ／アケミ∥著 地球丸 2004.11
一般 つくってあげたい赤ちゃん小物とかんたん服 学研パブリッシング 2013.11
一般 ハイカラおばあちゃんのおやつ 土井／信子∥著 主婦の友社 2005.12
一般 １００万人が選んだ大絶賛おやつ 角川ＳＳコミュニケーションズ 2006.11
一般 これで納得子どものお祝い バンビーニクラブ∥編 日東書院 2001.6
一般 村上祥子の好き嫌いをなくす子ども料理教室 村上　祥子∥著 ＰＨＰ研究所 2007.4
一般 子どもおやつ 幕内／秀夫∥著 主婦の友社 2002.8
一般 やさしい素材でつくるかわいい赤ちゃん小物 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2011.8
一般 ほんとにカンタン！野菜のおやつ 片山　ちえ∥著 主婦の友社 2011.4
一般 孫育ての時間（とき） 山県／威日∥編 吉備人出版 2003.8
一般 幸せを呼び込む育児の言葉 ふくだ　友子∥著 成美堂出版 2010.4
一般 ０・１・２歳あそびの宝箱ベスト１００ 東　正樹∥著 学研教育出版 2010.5
一般 ひと目でわかる幸せ子育てのアイデア 喜多村　素子∥絵　文 世界文化社 2007.3
一般 0～3歳のこれで安心子育てハッピーアドバイス 明橋 大二∥著 1万年堂出版 2017.7
一般 じぃじとばぁばのためのあそび図鑑 エガリテ大手前∥監修 ベースボール・マガジン社 2013.7
一般 女の子の育て方 中野 日出美∥著 大和出版 2017.12
一般 あかちゃんのごきげんがよくなる１２のわらべうたえほん 小林　衛己子∥編 ハッピーオウル社 2006.1
一般 子育ての知恵袋 2016 福井県健康福祉部子ども家庭課／監修 福井新聞社 2016.7
一般 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
一般 赤ちゃんの脳を育む本 久保田  競∥共著 主婦の友社 2016.4
一般 １２７人が選んだわたしの好きな育児書 〈月刊クーヨン〉編集部∥編 クレヨンハウス 2013.4
一般 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 2010.12
一般 わらべうたでゆったり子育て 相京  香代子∥著 富山房インターナショナル 2014.2
一般 おやすみ、ロジャー カール＝ヨハン  エリーン∥著 飛鳥新社 2015.11
一般 孫育て一年生 棒田  明子∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.12
一般 祖父母に孫をあずける賢い１００の方法 棒田　明子∥著 岩崎書店 2009.1
一般 赤ちゃんの知能を伸ばす脳育あそび１５０ 広木　克行∥監修 メイツ出版 2010.12
一般 祖父母手帳 森戸 やすみ∥監修 日本文芸社 2017.4
一般 昔なつかし 2 パッチワーク通信社 2002.11
一般 失敗しない育児のスゴワザ５１ 祖川  泰治∥著 ワイヤーオレンジ 2013.12
一般 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 2005.2
一般 子育てハッピーアドバイス大好き！が伝わるほめ方・叱り方 明橋　大二∥著 １万年堂出版 2010.6
一般 昔なつかし 3 パッチワーク通信社 2003.1
一般 イクメン先生の夢をかなえるわくわく子育て 太田　義昭∥著 保育社 2010.7
一般 孫ができたらまず読む本 宮本 まき子∥監修 NHK出版 2018.3
一般 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 2011.5
一般 子育てハッピーアドバイス 明橋／大二∥著 １万年堂出版 2005.12
一般 だだっ子がスグごきげんになる魔法の遊び 鈴木／みゆき∥著 ＰＨＰ研究所 2006.2
一般 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 2014.9
一般 おまごのほん 日本助産師会∥編 日本助産師会出版 2013.4
一般 赤ちゃんと楽しむ手作りおもちゃ 多田／千尋∥監修 池田書店 2001.6
一般 ０～２歳の赤ちゃんの育て方 広瀬　学∥監修 エクスナレッジ 2010.1
一般 あいさつができる！後かたづけができる！ 辰巳　渚∥著 池田書店 2007.9
一般 ３歳からのお手伝い 寺西／恵里子∥著 河出書房新社 2005.6
一般 孫育てじょうず 主婦の友社∥編 主婦の友社 2005.3
一般 ほめればほめるほど、子どもは伸びる！ 坂崎ニーナ真由美∥訳 ＰＨＰ研究所 2013.4
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一般 いつからOK?離乳食食べていいもの悪いもの 主婦の友社 2017.6
一般 「わらべうた」で子育て 入門編 阿部／ヤヱ∥著 福音館書店 2002.1
一般 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 １万年堂出版 2012.7
一般 孫にうけるあそびとおもちゃ 菅原　道彦∥著 大月書店 2007.8
一般 ま・ごはん 片岡 護∥著 木楽舎 2017.9
児童 そらまめくんのベッド なかや／みわ∥さく・え 福音館書店 1999.9
児童 ぼくのおとうさんははげだぞ そうま／こうへい∥作 架空社 1998.3
児童 はらぺこあおむし エリック＝カール∥さく 偕成社 1989.2
児童 ねえ、どれが　いい？ ジョン・バーニンガム∥さく 評論社 1983.12
児童 子どものあそび 出口／恭子∥著 ガリバープロダクツ 2001.5
児童 写して切るだけ！かんたん！ミラクルかわいい〓女の子の切り紙 切り紙だいすき研究会∥著 ナツメ社 2013.7
児童 マナーをきちんとおぼえよう！ 浜田／恭子∥構成・文 偕成社 1989.12
児童 しっかり身につくマナー絵本 汐見  稔幸∥監修 成美堂出版 2014.4
児童 ぼくは孫 板橋　雅弘∥作 岩崎書店 2007.9
児童 やってみよう！むかしのあそび 7 ポプラ社 2016.4
児童 うんちっち ステファニー  ブレイク∥作 あすなろ書房 2011.11
児童 しゃっくりがいこつ マージェリー・カイラー∥作 セーラー出版 2004.1
児童 ひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ∥文，絵 岩波書店 1998.2
児童 昭和の子ども生活絵図鑑 奥成  達∥文 金の星社 2014.1
児童 たのしいあやとり遊び 瀬戸　宙子∥著 日本文芸社 2011.12
児童 おばあちゃんのこもりうた 西本　鶏介∥作 ひさかたチャイルド 2011.3
児童 やってみよう！むかしのあそび 8 ポプラ社 2016.4
児童 やってみよう！むかしのあそび 3 ポプラ社 2016.4
児童 おじいちゃんは遊びの名人 多田／千尋∥著 ひかりのくに 2004.1
児童 親子で遊べるあやとり 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2003.6
児童 すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー∥さく 偕成社 1984
児童 おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん 長谷川／義史∥作 ＢＬ出版 2000.7
児童 バナナンばあば 林　木林∥作 佼成出版社 2012.8
児童 おじいちゃんのごくらくごくらく 西本／鶏介∥作 鈴木出版 2006.2
児童 はじめての草花あそび 2 ポプラ社 1995.4
児童 みんなだいすき！なつかし絵かき歌 竹井　史郎∥著 ＰＨＰ研究所 2007.5
児童 ぶたのたね 佐々木／マキ∥作・絵 絵本館 1989
児童 １１ぴきのねこ　ふくろのなか 馬場／のぼる∥著 こぐま社 1982.12
児童 はじめてのおつかい 筒井／頼子∥さく 福音館書店 1978
児童 おばあちゃんは遊びの達人 多田／千尋∥著 ひかりのくに 2004.1
児童 だってだってのおばあさん さの  ようこ∥作  絵 フレーベル館 1980
児童 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック∥さく 富山房 1975
児童 おばあちゃんがおばあちゃんになった日 長野  ヒデ子∥作 童心社 2015.2
児童 おべんとうばこのうた さいとう　しのぶ∥構成　絵 ひさかたチャイルド 2013.8
児童 頭のいい子が育つあそび図鑑 久保田 競∥総監修 主婦の友社 2017.12
児童 こんとあき 林／明子∥さく 福音館書店 1989.6
児童 大研究遊びとおもちゃの図鑑 国土社編集部∥編 国土社 2015.3
児童 よかったねネッドくん レミー＝チャーリップ∥ぶん・え 偕成社 1969
児童 どろんこハリー ジーン・ジオン∥ぶん 福音館書店 1980
児童 けん玉の技１２３ 日本けん玉協会∥著 幻冬舎エデュケーション 2012.7
児童 ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム∥作 ほるぷ出版 1978.4
児童 もったいないばあさん 真珠／まりこ∥作・絵 講談社 2004.1
児童 おばけのてんぷら せな／けいこ∥作・絵 ポプラ社 1976
児童 おおきなかぶ 内田／莉莎子∥再話 福音館書店 1980
児童 からすのパンやさん 加古  里子∥絵と文 偕成社 1973.9
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