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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。
（リストの他にも、多数の子育て関連の本を揃えています）
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子育て支援コーナー

ブックリスト
（2020年2月改訂版）
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※のついたものは、新しく入った本です（出版年のあたらしい物からあいうえお順に並べています）　　

タ イ ト ル 内容 著 者 出 版 者 出版年

※赤ちゃんとママの熟睡スイッチ
-寝かしつけ０秒、夜泣きもなくなる-

ねむいしぐさを見逃さない、ベッドで眠るクセをつける…。
赤ちゃんとママがぐっすり眠るための６つのルールを紹介する
ほか、赤ちゃんの熟睡スイッチをＯＮにする方法、ママや妊婦さ
んの睡眠対策などを解説する。

小林麻利子著 Ｇ．Ｂ． 2019

※赤ちゃんのために知っておきたい
こと -ペリネイタルビジット-

小児科医が両親に生まれてくる赤ちゃんの育児指導を行う
「ペリネイタルビジット」の本。医療の最新トピックスから日常生
活で注意すること、赤ちゃんのちょっと気になることまでをエビ
デンスを基に解説。ワクチンも取り上げる。

高見剛著
ＰＨＰ
エディターズ・
グループ

2019

※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－
改訂版

置き換えルールを知れば、あとはいつもの料理と同じ！　スー
パーで手に入る代替食品でできる、アレルギーっ子の離乳食と
幼児食のレシピ１１０品を紹介します。食物アレルギーの最新
情報と基礎知識も掲載。

伊藤浩明監修
楳村春江栄養監修
主婦の友社編

主婦の友社 2019

※いっぺんに作る赤ちゃんと大人の
ごはん　－基本知識から調理テク
ニック、食べさせ方までわかる　一度
の調理で家族みんなが食べられる
和の取り分け離乳食－

大人用の食事を作るときに同じ材料を使ったり、大人の料理の
調理途中で一部を取り分けて作る「取り分け離乳食」を紹介し
ます。和食の基本ともいえるだしを使った、うまみたっぷりの
「和の離乳食」のレシピが満載。

中田馨著 誠文堂新光社 2019

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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※親って大変！
私たちの子育て手帖
－ＮＨＫ　Ｅテレ番組『すくすく子育て』
公式－

ＮＨＫ　Ｅテレ「すくすく子育て」のテーマとなったさまざまな悩み
の中から、理想の育児とのギャップ、子育ての孤独、ワンオペ
育児、これからの人生などにフォーカスし、マンガを交えながら
Ｑ＆Ａ形式でアドバイスする。

ＮＨＫ
『すくすく子育て』
制作班編

マイナビ出版 2019

子育てが上手くいく！
「ママのココロ貯金」のすすめ
－親と子の自己肯定感を上げる
３３のポイント－

子どもの心を満たすと、子育ては驚くほどラクになる！　子ども
のやる気と自信を引き出す「子育ての正解」を伝えるとともに、
ママの「ココロ貯金」を上手にためて、なおかつ子どもにも「ココ
ロ貯金」を貯める方法を紹介する。

東ちひろ著 メイツ出版 2019

子育てのきほん

「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、親子関係は素晴らしいものに
なる。没後も愛され続ける児童精神科医による、悩めるお母さ
ん、お父さんへ贈るメッセージブック。「どうか忘れないでくださ
い、子どものことを。」（２０１４年刊）の改題増補新装版

佐々木正美著
100％ORANGE絵

ポプラ社 2019

※子育てハッピーアドバイス
知っててよかった小児科の巻
－マンガでわかる－増補改訂版

鼻水が続くときはどうすればいい？　イヤイヤ期でもできる虫
歯予防は？　高い熱が出たら？　家庭で子どもの病気や体の
変化に直面したときに役立つアドバイスを、症状別・診療科別
に収録。小児科の悩みＱ＆Ａも掲載する。

吉崎達郎ほか著
明橋大二ほか著
太田知子イラスト

１万年堂出版 2019

子育てママがほっとする
魔法の言葉

子育てにちょっと疲れている、自分の子育てが正しいのかわか
らなくなっている…。そんなママのために、心がふ～っと軽くな
る「子育ての名言」を古今東西から選び、エピソードとともに紹
介。先輩ママの言葉も掲載。

西沢泰生著 秀和システム 2019

※子育てを元気にする絵本
－ママ・パパ・保育者へ。－

絵本を子育ての真ん中に！　数々の絵本を自らの子育てや保
育現場のエピソードを交えて紹介しながら、現代の子育てに欠
かせない「絵本の力」を伝えます。『日本教育新聞』掲載を加筆
修正。

大豆生田啓友著
エイデル
研究所 2019
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子連れ防災ＢＯＯＫ
－全災害対応！　１２２３人の被災
ママパパと作りました－

家族と子どもの安全と笑顔のために必要な防災とは？　地震
などに被災したママ達の声をまとめ、それに対応するための防
災術を伝える。また、災害支援に携わる医師や防災士ら、専門
家の協力を得て、心身のケア等も伝える。

ママプラグ著 祥伝社 2019

子どもが幸せになることば

子どもに「言いがちなことば」を、子どもの元気を引き出し、親
の気持ちもラクになる「信じることば」に変えよう。４人の子をも
ち、親の悩みに２０年寄り添ってきた医師が、子どもも親も幸せ
になる「言葉がけ」の習慣を紹介。

田中茂樹著 ダイヤモンド社 2019

※子どもと親のためのワクチン読本
－知っておきたい予防接種－
最新改訂版

ワクチンは安全？　ワクチンを打たない人は社会の迷惑？
子育て世代に向けて、自信を持って必要なワクチンを選ぶため
の知識を、Ｑ＆Ａとマンガでわかりやすく紹介。各種予防接種
についても解説。最新情報を加えて全面改訂。

母里啓子著 双葉社 2019

※子どもと食べたい
強いからだを作る！おいしいおかず
－重ねて煮るだけ　０～５歳－

切って重ねて煮るだけだから、料理が苦手でも大丈夫！
子どもの免疫力を高め、からだを整える“重ね煮”レシピを、メ
インからサブ、汁物・ごはんまで紹介する。重ね煮調理の３つ
のポイント、月齢に合わせた調理法なども収録。

田島恵著 世界文化社 2019

子どもも大人も絵本で育つ
「山あり谷あり」の子どもの育ちにしっかりと寄り添い、大人にも
いろいろな発見をさせてくれるような絵本を紹介。赤ちゃんから
の育ちの道筋も、発達心理学の視点を織り交ぜながら示す。

湯澤美紀著 柏書房 2019

※子どもをじょうぶにする食事は、時
間もお金も手間もかからない

きちんと食べてくれない。好き嫌いが多くて困っている…。子ど
もの食事づくりに悩んでいるお母さんに向け、子どもの健全な
成長のための食生活に関する「６つの提案」を紹介。１週間の
献立例、子どものためのおやつ選びも掲載。

幕内秀夫著 ブックマン社 2019
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※３６５日マネするだけ離乳食
－離乳食はこの１冊でまるごと解決！
１日１ページ見たままマネするだけ！－

１日１ページ、「見たままマネするだけ」でＯＫ！　離乳食開始１
日目から完了期まで、３６５日の献立例＆レシピを掲載。気を
つけたい食材がわかるアレルギーマーク付き。アプリ「手作り
離乳食」のレシピを厳選して書籍化。

手作り離乳食
ｂｙ　ｎｉｎａｒｕ
レシピ監修
中村美穂監修

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019

※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－改訂版

食物アレルギーに関するママの不安＆カン違いがなくなる！
赤ちゃんの食物アレルギーに関する「正しい知識」をはじめ、離
乳食のはじめ方・進め方、赤ちゃんの診断と治療を解説する。

伊藤浩明監修
上田玲子監修
主婦の友社編

主婦の友社 2019

※すくすく赤ちゃん－小児科医が
ママとパパに贈るこころとからだをは
ぐくむ子育ての本－改訂第２版

赤ちゃん誕生から２歳までの歩みに関して、小児科医がお父さ
ん・お母さんに知っておいてもらいたい知識、子育てで配慮して
ほしいこと、赤ちゃんやお母さんのこころの健康などを盛り込
む。

田原卓浩著
吉永陽一郎著
山田奈生子著

保健同人社 2019

※スマホをおいて、ぼくをハグして！
－〈発達障害〉気持ちが伝わる
“かわいがる”子育て　『のび太・
ジャイアン症候群』から２０年

様変わりした発達障害への関わり方、子どもをより愛情深くか
わいがる子育て、親も楽しい子育て、ネット時代にこそ求めら
れる心をはぐくむ子育てを、どのように行えばいいのか。具体
的にわかりやすく解説する。

司馬理英子著 主婦の友社 2019

※０歳からの歯育て
－わが子を愛するお母さんに
伝えたい大切なこと－

わが子をむし歯にせず、歯並びのいい子に育てるために、家
庭でできることがたくさんある。あごの骨が正常に発達する正し
い哺乳の仕方や、「歯育て」ができる離乳食のあげ方、あごを
育てる食事のポイントなどを解説する。

下田孝義著
下田ミナ著

現代書林 2019

はじめてママの「からだとこころの
悩み」お助けＢＯＯＫ－妊娠中～
産後のこんなときどうする？－

からだによい食べ物、からだとこころのトラブル対策、安産の準
備とコツ、産後のケアと授乳など、はじめてママと赤ちゃんのた
めに、「情報」や「もの」の選び方のコツと、妊娠中の悩みを解
決するためのヒントを紹介する。

竹内正人監修 世界文化社 2019
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※発達障害から知る子育て

発達障害の子どもとどのように向き合っていけばいいのか。悩
む母親に向けて、発達障害（ＡＤＨＤ）の息子を持つ子育て支
援カウンセラーが、自らの経験をもとに心の在り方、捉え方や
対応の仕方などを紹介する。

岡田和美著 マガジンランド 2019

※発達障害の子どもを伸ばす
ビジョントレーニング－１日５分！
親子で楽しみながらできる－

スマホ育児」による子供たちの視機能の衰えは、社会問題に
なっている。発達障害の子どもに向けた、１日５分で視機能を
高めるビジョントレーニングを紹介。「文字を正しく読む力」など
６つのチカラを伸ばせる。

小松佳弘著 実務教育出版 2019

※非認知能力を育てるあそびの
レシピ－０歳～５歳児のあと伸び
する力を高める－

健やかな心、将来の幸せと成功につながる、あと伸びする力
「非認知能力」とはどんな能力なのかを解説。また、実際に「非
認知能力」を育むためにどんなあそびをしたらいいのかを、具
体的な「あそびのレシピ」を通して紹介する。

大豆生田啓友著
大豆生田千夏著

講談社 2019

※敏感っ子を育てるママの不安がな
くなる本

びっくりしやすい、痛みに敏感、うるさい場所が苦手…。当ては
まるなら「ＨＳＣ＝敏感っ子」かも。敏感っ子の子育てで心がけ
たいことについて、国内外の文献研究と、様々な年齢や文化
背景を持つ親子の事例を基に紹介します。

長岡真意子著 秀和システム 2019

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－

父母や保育園の先生からたくさんの支持と共感を集めた選り
すぐりの赤ちゃん絵本を、絵本紹介サイト『絵本ナビ』編集長の
コメントと共に紹介。ほか、『絵本ナビ』ユーザーのおすすめ絵
本や、谷川俊太郎と読者の対談なども収録。

絵本ナビ監修 玄光社 2019

※保育士が教える「子育て」の正解

夜泣きで寝不足、どうすれば楽になる？　トイレトレーニングの
成功のヒケツとは？　０～５歳児の子育ての悩みをベテラン保
育士がすべて解決！　年齢ごとのリアルなエピソードと対処法
を「マンガ＋解説」で完全再現する。

須貝美香著 幻冬舎メディア
コンサルティング

2019
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※「ママ先生の子育て」がうまくいく４
５のヒント－母親としての悩みを
解決！－

「しつけ」も「宿題」もお手のもの？　子どもたちはいい子に育っ
て当たり前？　学校や園では先生、家ではお母さんの「ママ先
生」ならではの子育ての悩みに答える。読むだけでラクになる
＆すぐに実践できるアドバイスが満載。

東ちひろ著 メイツ出版 2019

※マンガでわかる！はじめてBOOK
子どもの病気・おうちケア

子どもの具合が悪くなった時、どんなケアが必要？　病院に
行った方がよい？　すぐに必要な情報を満載。症状別の対処
法から、かかりやすい病気のポイント、災害時のケア＆対策ま
で、マンガと図表でわかりやすく解説する。

佐久医師会教て！
ドクタープロジェク
トチーム著
江村康子漫画・
イラスト

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019

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ママに向けた、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

イラストでわかる発達が気になる子
のライフスキルトレーニング
－「できた！」を増やす対応法－
幼児期～学童期編

乳児期後期から学童期のはじめころまでの、発達やコミュニ
ケーション、行動が気になる子どもへの対応法を、イラストを交
えて具体的に紹介。ひらがなカード、かたかなカードのＰＤＦが
ダウンロードできるＱＲコード付き。

平岩幹男著 合同出版 2018

子どもの「困った」が才能に変わる本
－わがまま、落ち着きがない、
マイペース…　“育てにくさ”は伸ば
すチャンス－

「育てにくい子」への“ダメ出し”をやめて“いいところ”ととらえる
と、子どもが変わる！　乳児期、幼児期、小学生、思春期の発
達段階別に、子どもの独自の特徴を才能として活かす方法を
紹介する。

田嶋英子著 青春出版社 2018
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子どもの発達に「あれ？」と思ったら
読む本－ママとパパへのエール－

どんな心構えでいればいいか、愛が伝わる向き合い方とは。
障がいを持つ子どものママとパパの気持ちが楽になり、前向き
に生きていけるように、「発達」の専門家が、障がいを持つ子ど
もの育て方をわかりやすく解説する。

津田望著 幻冬舎メディア
コンサルティング

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」（２００７年刊）の改題，再編集

佐々木正美著 大和書房 2018

※０歳児とのあそびかた大全
－０～１１か月－

０歳児の赤ちゃんの能力を育むために必要な「あそび」。それ
はお母さんお父さんにとっても楽しい親子の時間です。お世話
や家事のあいまにできる気楽なあそびのアイデアとポイント
を、発達段階別に愉快なイラストで紹介します。

汐見稔幸監修
栗生ゑゐこ絵

大泉書店 2018

にじいろ子育て－ひとりひとりの
個性を大事にする－

小さな気づきが親の心を癒やしてくれる、人気児童精神科医に
よる子育てエッセイ。子どものさまざまな特徴を個性としてポジ
ティブにとらえ、楽しく無理なく子育てをしていくためのヒントを
伝える。

本田秀夫著 講談社 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
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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

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－

娘、嫁、息子、婿、先方の祖父母との関係がよくなる、孫を中心
とした大人たちのマナーブック。祖父母の役割から、「行事」で
の役割、預かるときのルールづくり、子守りに役立つ情報まで
を紹介。

宮本まき子監修 ＮＨＫ出版 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

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-

イライラしないママになるために、「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

2020年2月発行 9 ひと・地域・情報　つながっていく奥沢図書館



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

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

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
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発達が気になる子の脳と体をそだて
る感覚あそび－あそぶことには意味
がある！作業療法士がすすめる６８
のあそびの工夫－

子どもたちのあそびや学びが発達するためには、さまざまな感
覚や機能の力が必要です。うまくあそべない原因を、運動や感
覚などの発達的な視点から解説し、日常生活で取り組める方
法を紹介します。チェックリスト付き。

鴨下賢一編著
池田千紗著
小玉武志著
高橋知義著

合同出版 2017

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

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
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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

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。『Ｃｏｍｏ』連載を書
籍化。

佐々木正美著 主婦の友社 2014

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

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。「続編」「完編」も出版されています。

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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