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忙しい子育ての合間で、気持ちが楽に

なるヒントがあるかもしれません。
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タ イ ト ル 内容 著 者 出 版 者 出版年

赤ちゃんが夜早く、長く眠るかんた
ん☆ねんねトレーニングＢＯＯＫ－
０歳でも、１歳からでも大丈夫！－

夜泣きや寝かしつけに困っている親に向けた、赤ちゃんの睡眠
本。赤ちゃんの眠りについて解説し、「最短２日のスピードねん
トレ」など寝かしつけテクニックを紹介。心理学や東洋医学の知
識も盛り込む。

伊藤かよこ著
まやひろむマンガ

日本実業
出版社

2018

赤ちゃんの未来をよりよくする育て
方－０～３歳の成長と発達にフィッ
ト－

言葉や記憶力の獲得が不安定な３歳までの赤ちゃんについ
て、脳神経外科医の著者がこれまで調査してきたこと、実際に
親となって検証してきたことを中心に、両親が赤ちゃんに何を
どんなタイミングですべきかを具体的に紹介する。

菅原道仁著
すばる舎
リンケージ

2018

イヤイヤ期Ｂａｂｙ‐ｍｏ　２０１８－２
０１９年版
１才半２才３才何でも「じ・ぶ・ん・
で！」攻撃乗り切りアイデア１００

１才半～３才のイヤイヤ期の乗り切り方のヒントを紹介。反抗
期のいいしつけと悪いしつけ、生活リズム立て直しチャレンジ、
トイレトレーニング大作戦、オーバー２才の卒乳等を取り上げ
る。歯みがきがんばろうシート付き。

主婦の友社 2018

「ウチの子、発達障害かも？」と
思ったら最初に読む本

発達障害ってどんな障害ですか？　どんな症状があるんです
か？　どこへ相談に行けばよいでしょうか？　診断されたら、何
をしたらよいの？　親御さんたちから寄せられる質問に答える
形で、発達障害について解説します。

広瀬宏之著 永岡書店 2018

このリストにある本は、奥沢ほか区内の図書館で借りることができます。

図書館をはじめてご利用になる場合は、奥沢図書館までお問い合わせ下さい。

ＴＥＬ ３７２０－２０９６ ＦＡＸ ３７４８－５１８３
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最新！赤ちゃんの病気新百科－０
カ月～３才ごろまでこれ１冊でＯ
Ｋ！－

０～３才の乳幼児がよくかかる病気やなりやすい病気を、体の
部位別や病気の種類別に分けて解説。症状別の受診の目安
＆ケアのしかた、事故・ケガの応急処置、処方薬なども説明す
る。予防接種スケジュール表等とじ込み付録つき。

横田俊一郎総監
修

ベネッセコー
ポレーション

2018

佐々木正美の子育て百科－入園・
入学前に親がしておきたいこと－

急がなくても大丈夫です。子育てに近道はありません－。しつ
けることと叱ること、子どもがウソをついたとき、園が楽しくなる
ために必要なこと…。子どもの心の名医が、子育ての大切な基
本を教えます。Ｑ＆Ａも収録。

佐々木正美著 大和書房 2018

３歳までのかわいがり子育て－
たっぷり甘えてのびのび育つ！－

「抱っこ」といわれたら好きなだけ抱いてあげる、もっと遊びたい
と言うなら、好きなだけ遊ばせてあげる。児童精神科医として
多くの子どもたちや親たちと接してきた著者が、子どもを幸せ
にし親も幸せになる子育てを伝える。「かわいがり子育て」（２０
０７年刊）の改題，再編集

佐々木正美著 大和書房 2018

パパとママの育児戦略

子育てパパを支援する日本一の団体が教える、家族をＨＡＰＰ
Ｙにする育児戦略。共働き夫婦が仕事と家庭を両立するため
に、出産前から職場復帰後までどのような戦略が必要である
かをわかりやすく解説する。

ファザーリング・
ジャパン著

ｒｅｐｉｃｂｏｏｋ 2018

パパ入門ガイド―家族を笑顔にす
る　プレパパ～３歳児パパ―

家族を笑顔にするパパになるための育児書。これからパパに
なる人や、３歳くらいまでの子どもをもつパパに、子育ての知識
やスキル、産後不安定なママとのコミュニケーションのとり方、
家庭と仕事を両立させるコツなどを紹介。

ファザーリング・
ジャパン著

池田書店 2018

ママと赤ちゃんのぐっすり本－「夜
泣き・寝かしつけ・早朝起き」解決
ガイド－

睡眠環境、幸福度など、３つの睡眠の土台を徹底的にチェッ
ク。それができたら、ひとりで寝つける「セルフねんね」にチャレ
ンジ！　科学的根拠から生まれた子どもの睡眠改善プログラ
ムを紹介します。月齢別スケジュールも収録。

愛波文著
西野精治監修

講談社 2018
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マンガでわかる怒らない子育て－
自分からできる子に育つ－

イライラしない親になるために、「怒り」とうまく付き合おう！　子
育て中の親に役立つアンガーマネジメントのテクニックやトレー
ニング方法を、マンガを交えて紹介します。自分の「怒りの癖」
がわかるセルフチェックあり。

安藤俊介著
長縄史子著
うだひろえ漫画

永岡書店 2018

目指せ！夫婦ツーオペ育児ふたり
で親になるわけで

夫とフェアに家事育児を分担し、いがみ合わずに暮らすべく２０
のルールを決めました！　夫婦でできることとはなにかを考え、
試行錯誤した著者が、産前産後の夫婦関係をさらけ出したエッ
セイ漫画。

水谷さるころ著 新潮社 2018

絵本とおもちゃでゆっくり子育て－
０歳から幼児までの－

スマホより、アナログなものを使って子育てをしてみません
か？　ハイハイ、立っち、イヤイヤ期…。０歳から幼児までのそ
れぞれの時期に合わせて、適した絵本とおもちゃを紹介しま
す。小学校へ入るための準備も掲載。

柿田友広〔著〕
マイルスタッ
フ

2017

子育てのイライラ・怒りにもう振り
回されない本－お母さんのための
アンガーマネジメント入門－

イライラ・怒りに悩んでいるお母さん達が感情に振り回されない
ための方法を、アンガーマネジメントのプロがやさしく指南。怒
りの鎮め方や、怒りとのつきあい方、子どもの心にしっかり届く
叱り方などを詳しく伝える。

篠真希著 すばる舎 2017

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
－

増え続けるアレルギー疾患の子ども達。予防と治療に必要なこ
とは？　アレルギー治療成功率Ｎｏ．１病院の医師が、アレル
ギーのしくみから、最新の予防＆治療法、家庭でのケアまでわ
かりやすく説明します。

大矢幸弘編監修
五十嵐隆企画

文藝春秋 2017

子どもに食べさせたいすこやかご
はん

アトピー性皮膚炎やぜん息、花粉症など、さまざまなアレル
ギーのある子どもを持つおかあさんたちの実践と経験に基づ
き、すこやかに子どもを育てる食育を提案。身近な食材でのか
んたん調理でできる、８６品のレシピを紹介する。

おかあさんの輪著
暮しの手帖
社

2017
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子どもの歯と口のケガ

子どもの健全な歯と口のために知っておきたい基本的知識を
解説。さらに、歯と口のケガとはどんなもので、応急処置や予
防はどうしたらよいか、歯科来院後の検査や治療はどのように
行われるのか等を、実例を交えながら紹介する。

宮新美智世著 言 2017

子どもをのばすおかあさんがやっ
ているアンガーマネジメント

「怒る」かわりのちょっとした工夫で、子どもはのびのび育つ！
お母さんが怒りすぎてしまう要因、感情をコントロールする技
術、自分の考え方のクセに気付いて変えるためのヒント、瞬間
的な怒りへの対処法などを解説する

石井実夏著 彩図社 2017

お口の育て方－子どものきれいな
歯並び、良い噛み合わせをつくる
ために－

将来の「歯並び」「顔だち」「成績」「歯科治療費」は、０歳～３歳
のお口の習慣で決まる！一生自分の歯でおいしく食べられる
ように、子どものお口の育て方を、絵本スタイルで紹介する。
チェック欄あり。

竹内敬輔著 光文社 2017

怒らないですむ子育て－そのイラ
イラは手放せます－

子育ては「つい怒ってしまう」ようなシーンの連続。日本におけ
る対人関係療法の第一人者が、「つい怒ってしまう」シーンを、
子どもの力に気づいたり、伸ばしたりするシーンに変えるため
の視点転換のコツを紹介する。

水島広子著 小学館 2017

感情的にならない子育て－イラス
トでよくわかる－

感情的になる自分に自己嫌悪を感じている子育て中のママ・
パパに向けて、イライラせずに、子どもと向き合い、子どもの心
を育む子育て法を伝授する。イラストレーター上大岡トメのマン
ガと挿絵も掲載。書き込み欄あり。

高祖常子著
上大岡トメイラスト

かんき出版 2017

子育てを元気にすることば－ママ・
パパ・保育者へ。－

子どものことをとことん考えてきた人たちの言葉を引用しなが
ら、いまの時代に生きる母親と父親、そして保育者たちに伝え
たいメッセージをまとめる。『日本教育新聞』連載に加筆・修正
し書籍化。

大豆生田啓友著
エイデル研
究所

2017
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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
－

増え続けるアレルギー疾患の子ども達。予防と治療に必要なこ
とは？アレルギー治療成功率Ｎｏ．１病院の医師が、アレル
ギーのしくみから、最新の予防＆治療法、家庭でのケアまでわ
かりやすく説明します。

大矢幸弘編監修
五十嵐隆企画

文藝春秋 2017

子どもの病気ＳＯＳ－そんなときど
うする？　子どもがかかりやすい病
気６４ －

ホームケア、定期健診、予防接種から発達障がいまで。なにを
どうしたらよいのか途方に暮れてしまったパパ＆ママのため
に、子どもの病気についての基本的な考えかたと正しい知識を
紹介。

草川　功著
マガジンハウ
ス

2017

乳幼児の便秘

子どもの便秘は急性腹痛の大きな要因であり、慢性の便秘を
放置すると生命の危険にもつながる。子どもの排便の発達と
便秘の起きる原因・治療について解説。子どもの便秘・下痢Ｑ
＆Ａ、便秘に有効な食事レシピも掲載。

倉信均著
可野倫子著

芽ばえ社 2017

ママも子どももハッピーになる！が
んばらない子育て

子育てはイライラやモヤモヤがいっぱい！　大変なときは、どう
やってしのげばいいの？　今子育てで悩んでいる人、がんばっ
ている人に向けて、著者の体験と多くの親子から学んだ考え方
のヒントを伝える。

高見知日子著
すばる舎
リンケージ

2017

はじまりは愛着から-人を信じ、自
分を信じる子どもに-

愛着とは親から無条件に、充分に、永遠に愛されるという実感
を基盤にして、母親との関係で育まれるもの－。児童精神科医
である著者が、子育てをする時に心に留めておきたいことを綴
る。『暮しの手帖』連載を単行本化。

佐々木正美著 福音館書店 2017

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　熱
せき　鼻水　ウイルス性胃腸炎　中
耳炎　便秘　肌トラブル　ステロイド
剤ほか

かぜ、ウイルス性胃腸炎、中耳炎、便秘など、赤ちゃんが一度
はかかる病気のギモンに、イラストや写真を使ってわかりやす
く答える。保存版「写真でわかるホームケアの常識」付き。『Ｂａ
ｂｙ‐ｍｏ』掲載に加筆し書籍化。

主婦の友社 2017
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いっさいはん
直しても直してもズボンの片裾が上がってくる。おむつを換えよ
うとすると暴れ出す。どんなときでもじっとしていられない…。「１
歳半ぐらいの子どもの行動」をイラストで紹介します。

ｍｉｎｃｈｉさく・え 岩崎書店 2016

おっぱい教育論－かしこくてすこや
かなれと願う子に　良き友給えと祈
る親かも－

赤ちゃんを抱いて肌を合わせ、目を見て語りかける。そしてそ
の延長に、子どもの好奇心を潰さず育て、「本当の知識」を与
え導く…。無着成恭が、子どもを本当の意味で守り育てていく
「おっぱい教育論」を語る。

無着成恭著 どう出版 2016

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？－

「ママじゃないといや！」「買って買って！」など、言い出したらき
かない子どもにどう関わればいいのか。乳幼児期に育てたい
感情コントロールの基礎の部分に焦点を当て、Ｑ＆Ａ形式で具
体的な場面での対応を示す。

大河原美以著 大和書房 2016

子どもの心の育てかた

子どもにとってもっとも大切なものは、どこででも根を張り花を
咲かせることができる、あたたかくて強い心－。長年、児童・青
年・家族の精神医学の臨床に携わってきた著者が贈る、全て
の子どもと共に生きる人々へのメッセージ。

佐々木正美著
河出書房新
社

2016

最新科学でハッピー子育て－夜泣
き・イヤイヤ・人見知りにも理由が
あった！　ＮＨＫスペシャル　ママ
たちが非常事態！？－

お母さん、子育てがつらいのは、あなたのせいではありません
－。産後、脳に起こる変化や、親を悩ませる赤ちゃんの不可解
な行動を“科学”が解き明かす。ＮＨＫスペシャル「ママたちが非
常事態！？」の内容をもとに書籍化。

ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 2016

最新図解発達障害の子どもたちを
サポートする本－支援のしかたで
子どもが変わる－

発達障害の子どもたちをサポートできるよう、発達障害の基礎
知識を解説し、家庭、園・学校でできる声かけや接し方のコツ、
自信につなげる学習のヒントなどを紹介する。子どもの発達障
害に気づくチェックポイント４０も掲載。

榊原洋一著 ナツメ社 2016
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佐々木正美先生の子育てお悩み
相談室－不安、イライラが消えて
ゆく－

口元のくせ、人見知り、運動が苦手…。児童精神科医の著者
が、子育てのお悩みに効く３２の処方箋を紹介する。子育て世
代に贈る、珠玉のアドバイス集。『Ｃｏｍｏ』連載をもとに書籍
化。

佐々木正美著 主婦の友社 2016

０歳児から５歳児　行動の意味とそ
の対応－見えてますか？子どもか
らのシグナル－

何でもものを舐める。順番が守れない。遊び食べ。赤ちゃん返
り。駄々をこねる…。子どもの困った４６の行動例について、３
つの観点から解説とアドバイスを行う。『ｅｄｕ』掲載等を再構
成、書き下ろしを加えたもの。

今井和子著 小学館 2016

日本一忙しい小児科医が教える病
気にならない子育て術

子供の病気はほとんど親が原因！　年間延べ４万８千人の小
児患者を診察する「日本一忙しい」小児科医が、０歳から１３歳
の子供を持つお母さんに教える子育て術。子供の本質（器）や
異変の見分け方を伝授する。

鈴木幹啓著 双葉社 2016

働くママと子どもの〈ほどよい距離〉
のとり方

子どものなかには自分から育ってゆく力があり、それを信じて
子育てをすればよい。三歳児神話や母乳主義など数々の呪縛
をぬぐい去り、ママが働いているからこそとれる、親子の「ほど
よい距離」を成長別に提案する。

榊原洋一監修
高石恭子編

柘植書房新
社

2016

発達障害の子どもと親の心が軽く
なる本－「心の声」を聴いてみよ
う！－

発達障害やその傾向がある子どもたちが、本当は何を考え、
どう感じているか、彼らの「心の声」を、イラストとともに紹介。他
の人にはなかなか言えない親の悩みにもアドバイスを送りま
す。

前川あさ美著 講談社 2016

孫育ては子どもとともに子育ては
祖父母とともに－長年の発達・教
育相談の経験から－

社会環境が激変する中で、健やかな「孫育て・子育て」をする
ためのポイントを、発達支援の視点と豊富な相談事例を交えて
解き明かす。「孫育て・子育て」に役立つヒントが満載。

石橋剛編
クリエイツ
かもがわ

2016
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ママ、もっと自信をもって

「ぐりとぐら」など、数々の名作を生み出した作家・中川李枝子
が、保育士時代に子どもたちから教わったこと、導いてくれた
本との出会いなどを語る。『日経ＤＵＡＬ』連載の、ママたちの悩
みに答えるＱ＆Ａも収録。

中川李枝子著 日経ＢＰ社 2016

ママ、わたしこんなこと思ってるよ
－赤ちゃんのしぐさと表情で気持ち
がわかる本－

両手で足を触る、後ろ向きにはう…。赤ちゃん目線の語りと、お
もしろかわいいイラストで、赤ちゃんのしぐさの秘密がよくわか
る。専門家による子育てアドバイスと、育児中のママなら共感
必至の「あるあるイラスト」も収録。

小西行郎監修　横
峰沙弥香イラスト

ＰＨＰエディ
ターズ・グ
ループ

2016

子どもはみんな問題児。

どの子もみんなすばらしい問題児、想像力豊かな子は遊び上
手、子どもにおもしろい本は大人にもおもしろい…。「ぐりとぐ
ら」の生みの親が、子育てに悩むお母さんに贈る、心がほぐれ
る４５のメッセージ。

中川李枝子著 新潮社 2015

ちょっと具合のわるいときの子ども
のごはん

子どもの具合がわるくなったとき、どのようなものを食べさせた
らよいか。腹痛・下痢、便秘、夏バテなど、日常よく見られる症
状ごとの食事療法や対処法を紹介。ふだんからの予防レシピ
＆症状解説も掲載する。

若江恵利子指導
婦人之友社編集
部編

婦人之友社 2015

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！－

子どもの成長にあわせたおむつはずれのポイントはもちろん、
パンツ生活でありがちな、おしっこの飛び散り、夜のおねしょな
ど、さまざまなトイレの悩みをすっきり解決！　ターゲットシール
付き。

辰巳出版 2015

「どうしてそうなの？」と感じたとき
に読む本－親子で楽しめる子ども
のつまずきサポートブック－

園生活を送る子どもがつまずきやすい場面と、保育者が心が
けているサポートの工夫を保育者目線で描いたお話を紹介し、
子どものつまずきの背景にあるかもしれない理由と家庭で楽し
みながらできるサポートのヒントを解説する。

日本保育サービス
発達支援課調査
研究チーム編著
汐見稔幸監修　稲
田尚子監修

ＰＨＰ研究所 2015
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はじめてママ＆パパの０～６才病
気とホームケア－かかりやすい病
気、予防接種、薬から視力、歯並
び、性器の疑問まで　あざ、発疹
からうんちまでの写真で見る病気
図鑑－

０～６才の赤ちゃん＆子どもがかかりやすい病気７０の症状、
経過、ケアのコツを、写真やイラストを交えてわかりやすく解説
します。折り込みの病気見きわめチャート、緊急時行動マニュ
アル付き。

渋谷紀子監修
主婦の友社編

主婦の友社 2015

発達障害の子どもが伸びるほめ
方・しかり方・言葉かけ－毎日の生
活に取り入れるだけで子どもは変
わる－

発達障害の子どもの子育てに取り入れたい、子どもにやる気
が芽生える「ほめ方・しかり方・言葉かけ」を、場面別にイラスト
を用いてわかりやすく紹介する。発達障害の基礎知識も掲載。

塩川宏郷監修
河出書房新
社

2015

ママの心が楽になる子育て心理戦
－子どもの気持ちがわかる－

共働き＆５人のパパである著者が、子育ての際にぶつかる壁
や悩みを、子どもの心理と親の心理をひもときながら紹介。ま
た、著者自身も直面している子育ての具体的な悩みと、親がと
るべき対応についても取り上げる。

新井慎一著
イースト・プレ
ス

2015

絵本があればだいじょうぶ！－子
育ての悩みは絵本でぜ～んぶ解
決できる！－

字が読めない赤ちゃんにも絵本が必要？　何歳まで読み聞か
せをしてあげるといいの？　絵本教育を子育てに取り込むノウ
ハウを、Ｑ＆Ａ形式で紹介する。０歳からおとなまで、年齢別お
すすめ絵本ベスト５０も収録。

浜島代志子著
じゃこめてい
出版

2014

しからずにすむ子育てのヒント－マ
マも子どもも悪くない！－

子どもがスーパーで大泣きする、言うことを聞かない…。具体
的な育児の場面について、「あなたならどうする？」と問いか
け、かかわり方や言葉のかけ方、子どもの育ちや行動のとらえ
方について説明します。

高山恵子著
学研教育出
版

2014

どうか忘れないでください、子ども
のことを。

「子どもが喜ぶこと」をしてあげること。そしてそれを「自分自身
の喜び」とすること。これだけで、親子関係はもっとも素晴らし
いものになる。「子どもへのまなざし」の著者が全てのお母さ
ん、お父さんに贈るメッセージブック。

佐々木正美著 ポプラ社 2014
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花咲く日を楽しみに－子育ての悩
みが消える３２の答え－

子どもは球根のようなもの。きっと美しい花が咲くと信じて、辛
抱強く見守っていきましょう。児童精神科医の著者が、さまざま
な子育ての悩みにＱ＆Ａ形式で答えます。

佐々木正美著 主婦の友社 2014

「うちの子ってどうしてこうなの？」
の悩みが消える！－言うこと聞か
ない　落ち着きない　片付けできな
い　友だちできない－

うまくいかない子育て。自分を責めていませんか？　個性（魂）
を理解し、さまざまなかたちで役立てる「個性認識学」を取り入
れた、まったく新しい子育てノウハウを紹介します。

かがみ知加子文
江村信一絵

現代書林 2013

３歳までの子育てに大切なたった５
つのこと

遠くから見守る、ほほ笑みを返す、泣いたらあやす、できるまで
待つ、いっしょに遊ぶ。たった５つのことを心がけるだけで、子
どもがみるみる変わります。ママ＆パパ、保育園・幼稚園の先
生のためのハッピー子育てレッスン。

佐々木正美監修 講談社 2013

発達障害の子どもを伸ばす魔法の
言葉かけ

ＡＢＡ（応用行動分析）を利用した「言葉かけ」をすれば、楽しみ
ながら家庭で子どもの力を伸ばせます！　発達障害を抱えた
子どもたちに対して、毎日の生活のなかですぐできる言葉かけ
をはじめ、問題行動への対処法などを紹介。

ｓｈｉｚｕ著
平岩幹男監修

講談社 2013

お母さんの心がラクになる！怒ら
ない子育て

子育ては「つい怒ってしまう」ようなシーンの連続。対人関係療
法の日本における第一人者が、「つい怒ってしまう」シーンを、
子どもの力に気づいたり、伸ばしたりするシーンに変えるため
の視点転換のコツを紹介する。

水島広子著 青春出版社 2012

発達障害を持つ子どものサインが
わかる本－自閉症・アスペルガー
症候群・ＡＤＨＤ…　入園・入学前
に家庭で気づくサインは？－

これだけは知っておきたい発達障害の基礎知識を紹介し、発
達障害の子どもに見られる発達特性と関連がある行動を年齢
ごとに解説。気になる子どもの行動への対応方法なども収録。

塩川宏郷監修
主婦の友社編

主婦の友社 2012
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ママの心がふわりと軽くなる子育て
サプリ－佐々木正美先生とぷりっ
つママからの贈り物　そのままの
あなたでだいじょうぶ！－

ほかのママと比較して落ち込むときに、子どもに怒りをぶつけ
てしまうときに、わが子のしつけに悩むときに…。児童精神科
医のアドバイスと松本ぷりっつの漫画による、心が軽くなる子
育てサプリ。

佐々木正美著
松本ぷりっつ〔画〕

主婦の友社 2012

子どもへのまなざし　完

乳幼児期から老年期まで、人間が発達成熟していく過程で、各
時期にどういう課題をどのように獲得していくのかを解説。ま
た、発達障害や自閉症の子どもたちとの接し方も取り上げる。
子育てに関するさまざまなエピソードも収録。

佐々木正美著 福音館書店 2011

人に聞けない育児のちっちゃな悩
み解決ＢＯＯＫ

健康、おっぱい、睡眠、トイレトレーニング、性格、しつけ、遊
び、夫、ママ友とのおつきあい…。育児書にはのっていない８２
の悩みに、専門家が回答します。明日からの育児にすぐに役
立つアドバイス満載。

赤すぐ編集部著
大原由軌子イラス
ト・マンガ

メディア
ファクトリー

2010

絵本アルバム－齋藤流子育て記
録術－

子どもといっしょに読んだ絵本を、そのまま家族のたいせつな
アルバムに…。お気に入りの絵本に子どもの言葉や反応、親
子の会話などを書きとめる、ユニークな齋藤流・子育て記録術
を徹底紹介する。

齋藤孝著 ほるぷ出版 2008

子どもの気持ちがわからないとき
に読む本－どんなに愛している
か、語りかけてみませんか？－

子育てに困ったとき、「絵本」の力を借りてみませんか？　悩み
解消のカギは「絵本」の中にあります－。１７１冊の絵本と育児
書を挙げ、子どもの気持ちによりそうためのヒントを紹介しま
す。

杉山由美子著 岩崎書店 2008

「育てにくい子」と感じたときに読む
本－悩み多き年齢を上手に乗り越
えるためのアドバイス－

人生のどこかで、親は子どもにたっぷり手をかける必要がある
－。児童精神科医の著者がたくさんの子育ての悩みに、あた
たかく、時に厳しく、真摯に答える。『Ｃｏｍｏ』掲載に加筆修正し
書籍化。

佐々木正美著 主婦の友社 2008
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子どもへのまなざし　続

「子どもへのまなざし」の読者から寄せられたたくさんの質問に
答える続編。乳幼児期の子どもの育て方、母性と父性、障害を
持つ子の育て方等の問題を、臨床の場で多くの子どもや家族
と出会ってきた著者がわかりやすく解説。

佐々木正美著 福音館書店 2001

子どもへのまなざし

子どもは人とふれあいながら育つことが大事。つぎの世代を生
きる子どもたちを豊かに健やかに育てることは大人自身も自分
を大切に生きること。児童精神科医が語る乳幼児期の育児の
大切さ。

佐々木正美著 福音館書店 1998

　

　

                                  ※　内容については、「週刊新刊全点案内」（㈱ＴＲＣ図書館流通センター発行）に準拠
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