
家族について考えよう 　

家族と法 　二宮 周平∥著 　岩波書店 S 324.6 

家族の衰退が招く未来 　山田 昌弘∥著 　東洋経済新報社 332.1

不安家族 　大嶋 寧子∥著 　日本経済新聞出版社 366.2

家族を生きる 　平木 典子∥著 　東京大学出版会 367.3

3・11から考える「家族」 　真鍋 弘樹∥著 　岩波書店 367.3

親子論。 　週刊朝日∥編 　朝日新聞社 367.3

<若者と親>の社会学 　岩上 真珠∥編著 　青弓社 367.3

老親といい関係をつくる会話術 　荒木 次也∥著 　山海堂 367.3

変わりゆく日本の家族とその暮らし 　瀬地　山角ほか∥講師 　東京電力株式会社 B 367.3 

重すぎる母無関心な父 　信田 さよ子∥著 　静山社 B 367.3 

みんなで子育て 　

「子育て」支援ガイドブック 　横島 洋志∥著 　中央経済社 336.4

住民主体の地域子育て支援 　山縣 文治∥監修 　明石書店 369.4

見逃さないで!子どもの心のSOS 　明橋 大二∥著 　1万年堂出版 371.4

10代の子をもつ親が知っておきたいこと 　水島 広子∥著 　紀伊國屋書店 371.4

子どもにクソババァと言われたら 　田村 節子∥文 　教育出版 379.9

思春期の子どもの心のコーチング 　菅原 裕子∥著 　リヨン社 379.9

10代からの子育てハッピーアドバイス 　明橋 大二∥著 　1万年堂出版 379.9

子どもの規範意識を育てる 　明石 要一∥著 　明治図書出版 379.9

生活マナーとお手伝い 　マナー教育サポート協会∥著 　ドレミファ 379.9

子育ての鉄則 　星 幸広∥著 　大修館書店 379.9

高濱正伸の絶対失敗しない子育て塾 　高濱 正伸∥著 　朝日新聞出版 379.9

自立した子に育てる 　中山 み登り∥著 　PHP研究所 379.9

運動が得意になる子どもの育て方 　上州アスリートクラブ∥監修 　自由国民社 379.9

天才を育てる言葉 　横峯 吉文∥著 　青春出版社 379.9

子どもの「やる気」のコーチング 　菅原 裕子∥著 　PHP研究所 379.9

男の子がやる気になる子育て 　川合 正∥著 　かんき出版 379.9

女の子を伸ばす母親は、ここが違う! 　松永 暢史∥著 　扶桑社 379.9

デキるパパは子どもを伸ばす 　山本 直美∥著 　東京書籍 379.9

オトコの子育て講座 　青木 匡光∥著 　教育評論社 379.9

子どもの心に風邪をひかせない子育て 　石田 千惠子∥著 　マガジンハウス 379.9
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    変わりゆく日本の家族と その暮らし                     
         

 瀬地 山角ほか講師 東京電力株式会社           

                                                  

        かわいがり子育て          

             

  佐々木 正美著  大和書房 

 今の育児の危機は、地域の危機であると

いうことが、分かります。 

  日本の父親の育児時間の短さと、母親

の育児要求レベルの高さに、日本の子育て

の実態が見えてきます。 

 愛情に、与え過ぎはありません。 

「ごめんね。」よりも「ありがと

う。」 

「あとでね。」より、ちょっとだけ

でも「今。」など、納得です。 

11月の第3日曜日（11/17）は、家族の日です。その前後1週間（11/10～23）は、 

家族週間です。これらは、子どもと子育てを応援する社会の実現を目指して 

設定されたものです。子育て世代を応援し、家族について考えてみませんか？                      
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子育てのツボ 　水谷 修∥著 　日本評論社 379.9

園長先生の子育て講座 　関　定夫∥著 　日本プランニングシステム 379.9

尾木ママの子どもの気持ちが「わかる」すごいコツ 　尾木 直樹∥著 　日本図書センター 379.9

尾木ママの共感♥子育てアドバイス 　尾木 直樹∥著 　中央法規出版 379.9

尾木ママの「叱らない♥」子育て論 　尾木 直樹∥著 　主婦と生活社 379.9

「ケータイ・ネット時代」の子育て論 　尾木 直樹∥著 　新日本出版社 379.9

これでスッキリ!子育ての悩み解決100のメッセージ 　大豆生田 啓友∥著 　すばる舎 379.9

ヨコミネ式夢をかなえる子育てアドバイス 　横峯 吉文∥著 　日本文芸社 379.9

子育てにとても大切な27のヒント 　汐見稔幸&野原しんのすけ一家∥著 　双葉社 379.9

子どもの気持ちがわかると子育ては、もっと楽しい 　佐々木 正美∥著 　すばる舎 379.9

子育てハッピーアドバイス１～３ 　明橋 大二∥著 　1万年堂出版 379.9

ママの心がふわりと軽くなる子育てサプリ 　佐々木 正美∥著 　主婦の友社 379.9

子育てに疲れたときに読む本 　菅原 裕子∥著 　学研パブリッシング 379.9

どうしたらうまくいく?きょうだい子育て 　コモ編集部∥編 　主婦の友社 379.9

2人め育児安心BOOK 　 　主婦の友社 599

幸せなママになるレッスン 　北村 年子∥著 　赤ちゃんとママ社 599

3歳までの子育てに大切なたった5つのこと 　佐々木 正美∥監修 　講談社 599

かわいがり子育て 　佐々木 正美∥著 　大和書房 599

ママはぽよぽよザウルスがお好き１～３ 　青沼 貴子∥著 　メディアファクトリー 599

子育てハッピーたいむ１ 　太田 知子∥著 　1万年堂出版 599

ナチュラルな子育て 　<月刊クーヨン>編集部∥編集 　クレヨンハウス 599

悩めるママに贈る心のヒント 　大日向 雅美∥監修 　NHK出版 599

育児のお悩み解決BOOK 　加部 一彦∥監修 　日本放送出版協会 599

働くママ&パパの子育て110の知恵 　保育園を考える親の会∥編 　医学通信社 599

みんなで子育て!　くらし編・からだ編 　山田 真∥監修 　ジャパンマシニスト社 599

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 599

団塊世代の孫育てのススメ 　宮本 まき子∥著 　中央法規出版 599

子育てに絵本を 　山崎 翠∥著 　エイデル研究所 599.8

家族で楽しもう 　

親子でうきうきスキンシップあそび42 　皆川 尚子∥著 　かもがわ出版 376.1

家族で楽しむ子どものお祝いごとと季節の行事 　新谷 尚紀∥監修 　日本文芸社 385.2

親子で楽しむ12カ月のキッズイベント 　辰元 草子∥著 　講談社 385.9

新親子で行けるおいしい工場見学! 　 　キョーハンブックス 588

手づくり・子育て・布おもちゃ 　大江 委久子∥著 　ウインかもがわ 594

いっしょに!おうちクッキング 　東京ガス「食」情報センター∥著 　講談社 596

山口もえのお野菜たっぷり!親子ごはん 　山口 もえ∥著 　祥伝社 596.3

親子で楽しむアウトドア料理 　太田 潤∥著 　PHP研究所 596.4

親子あそび 　柳澤 秋孝∥著 　新紀元社 599

子育てサークルをつくってあそぼ! 　ままとんきっず∥著 　メイツ出版 599

親子でたのしむ手づくりおもちゃあそび 　いまい みさ∥著 　ハローケイエンターテインメント 750

こどもと始める家族で山登り 　CSP∥編 　阪急コミュニケーションズ 786.1

その他 　

大人の夫と妻のつきあい方 　川北 義則∥著 　中経出版 367.3

夫とふたりでもうまく暮らすコツ 　青沼 貴子∥著 　メディアファクトリー 726.1

子どもと家族にやさしい社会フィンランド 　渡辺 久子∥編著 　明石書店 369.4

おうちでできるモンテッソーリの子育て 　<月刊クーヨン>編集部∥編集 　クレヨンハウス 376.1

のびのび子育て 　<月刊クーヨン>編集部∥編集 　クレヨンハウス 376.1

多文化子育て 　山岡 テイ∥著 　学研 376.1

国際比較にみる世界の家族と子育て 　牧野 カツコ∥編著 　ミネルヴァ書房 379.9

子どもの脳がぐんぐん育つ「やる気脳」を育てる 　澤口 俊之∥著 　小学館 491.3

子育てできれいな歯並びを! 　倉治 ななえ∥著 　主婦の友社 497.6

家族を守る健康管理&応急手当ハンドブック 　中安 邦夫∥監修 　家の光協会 598.3

54の正しい知識で赤ちゃん・子どもを病気から守る! 　石橋 涼子∥監修 　すばる舎 598.3

子どもの病気の不安に答える本 　宮下 守∥著 　講談社 598.3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　S…新書　  B…文庫　


