
 ２０１６年７月特集展示「育てる」

請求記号 書名 著者名 出版者名
J002ソ 発信力の育てかた 外岡　秀俊 河出書房新社
019イ 池上彰のお父さんが読んで聞かせる楽しいおはなし 池上　彰 主婦の友社
019ハ 子どもの学ぶ力を伸ばす「朝の読書」 林　公 メディアパル
019マ ことばの贈りもの 松岡　享子 東京子ども図書館
019ミ 読む力を育てる マーガレット・ミーク 柏書房
019ム 本好きな子を育てる読書指導 村上　淳子 全国学校図書館協議会

141ウ 東大物理学者が教える「考える力」の鍛え方 上田　正仁 ブックマン社
159サ 先生たちがえらんだ子どもに贈りたい１３０の言葉 佐々木　勝男 民衆社

289.1ワ 進路を自分で決められる子どもに育てよう 若田　タカヨ 講談社
B335エ 仕事が変わる「魔法の言葉」 江波戸　哲夫 文藝春秋
336.4イ 育てる技術　相性不問、熱血不要 石田　淳 日経ＢＰ社
336.4ウ 女性リーダーを組織で育てるしくみ 牛尾　奈緒美 中央経済社
336.4オ 会社を強くする人材育成戦略 大久保　幸夫 日本経済新聞出版社
336.4オ 上手な教わり方の秘訣 小高　正芳 三恵社
336.4オ ＯＪＴ完全マニュアル　部下を成長させる指導術 松尾　睦 ダイヤモンド社
336.4オ マネジャーのための人材育成スキル 大久保　幸夫 日本経済新聞出版社
336.4サ ６０歳新入社員の伸ばし方、活かし方 崎山　みゆき 労働調査会
336.4シ 人材育成の教科書 ダイヤモンド社出版編集部 ダイヤモンド社
336.4シ 「叱り方」入門　「職場の困った人」叱り分けガイド 梅森　浩一 プレジデント社
336.4セ オトナ相手の教え方 関根　雅泰 クロスメディア・パブリッシング

336.4タ あたりまえだけどなかなかできない教え方のルール 田中　省三 明日香出版社
336.4フ 部下育成の教科書 山田　直人 ダイヤモンド社
336.4フ 折れない新人の育て方 船戸　孝重 ダイヤモンド社
336.4ワ なぜトヨタは人を育てるのがうまいのか 若松　義人 ＰＨＰ研究所
366.2フ プロフェッショナル仕事の流儀　６ 茂木　健一郎 日本放送出版協会
366.2フ プロフェッショナル仕事の流儀　３ 茂木　健一郎 日本放送出版協会
366.2フ プロフェッショナル仕事の流儀　１１ 茂木　健一郎 日本放送出版協会
366.2フ プロフェッショナル仕事の流儀　１５ 茂木　健一郎 日本放送出版協会
369.2イ パピーウォーカー　盲導犬のたまごとくらす幸せ 石黒　謙吾 全日出版
370イ 池上彰が聞いてみた「育てる人」からもらった６つのヒント 池上　彰 帝国書院
370カ 読み・書き・計算が子どもの脳を育てる 川島　隆太 子どもの未来社
370コ 子どもの「手」を育てる 子どもの遊びと手の労働研究会 ミネルヴァ書房
370コ 勉強しなければだいじょうぶ 五味　太郎 朝日新聞出版
370サ 教育力 齋藤　孝 岩波書店
B370シ 教育とはなんだ　増補新版 重松　清 筑摩書房
370シ 子供をたくましく育てる本物の「躾」 ショー・コスギ ビジネス社
371ウ 「うちの子もしかして反抗期？」と思ったら読む本 主婦の友社 主婦の友社
371コ いちばんやさしい教える技術 向後　千春 永岡書店
371ハ 反抗期子育て乗り切りマニュアル 諸富　祥彦 主婦の友社
371ヒ 「教える技術」の鍛え方　人も自分も成長できる 樋口　裕一 筑摩書房
372ム 藩校　人を育てる伝統と風土 村山　吉廣 明治書院
B379オ 尾木ママの親だからできる「こころ」の子育て 尾木　直樹 ＰＨＰ研究所
379オ おうちでできるシュタイナーの子育て クレヨンハウス編集部 クレヨンハウス
379キ 男の子が自立する子育て 北原　福二 かんき出版
379サ 思春期までにこそ心豊かに　“いい子”を求めない子育てのすすめ 佐々木　光郎 少年写真新聞社
379ス 「まっ、いいか」と言える子を育てよう 諏訪　耕一 黎明書房
B379タ しつけの知恵　ほめ方編 多湖　輝 ＰＨＰ研究所
379タ 子どもを伸ばす自立のための家庭のしつけ 辰巳　渚 岩崎書店
379タ 高濱正伸の１０歳からの子育て 高濱　正伸 総合法令出版
379ト お母さんのための子育ての禁句・子育ての名句 豊田　君夫 黎明書房
379ナ 子どもを理科好きに育てる本 中野　不二男 角川学芸出版
379ワ 父は息子とどう向き合うか 鷲田　小彌太 ＰＨＰ研究所
407リ 理科読をはじめよう 滝川　洋二 岩波書店

J410コ 数学脳を育てる数学図鑑 マイク・ゴールドスミス 主婦の友社
493.9ナ 脳の進化で子どもが育つ 成田　奈緒子 芽ばえ社
493.9ニ 子どもを伸ばすお母さんの知恵 新津　直樹 海竜社
493.9ヘ 子どもの共感力を育てる ブルース・Ｄ．ペリー 紀伊國屋書店
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493.9ロ 子どもの成長は、６歳までの食事で決まる スーザン・ロバーツ ＰＨＰ研究所
498.3ホ 歩育のすすめ 日本ウオーキング協会 三省堂
521オ 棟梁　技を伝え、人を育てる 小川　三夫 文藝春秋
521キ 宮大工の人育て　木も人も「癖」があるから面白い 菊池　恭二 祥伝社
526タ 子どもを育てるたてもの学 高橋　鷹志 チャイルド本社
538ハ 宇宙飛行士の育て方 林　公代 日本経済新聞出版社
599ア 子育てハッピーアドバイスようこそ初孫の巻 明橋　大二 １万年堂出版
599エ ＮＨＫ　Ｅテレ「すくすく子育て」使えて楽しい！子育てアイデア傑作選 ＮＨＫ「すくすく子育て」制作班 宝島社
599サ 初女さんが子育てについて伝えたいすべてのこと 佐藤　初女 主婦の友社
645ク マーリー　世界一おバカな犬が教えてくれたこと ジョン・グローガン 早川書房
726コ 心を育てるマンガ　親子で楽しむ１３０冊 日本子どもの本研究会マンガ研究部 一声社
763ヨ ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール 吉原　真里 アルテスパブリッシング

764ヤ 金賞よりも大切なこと 山崎　正彦 スタイルノート
767イ 生きる力を育むわらべうた 羽仁　協子 エイデル研究所
775ミ 引きだす力　奉仕型リーダーが才能を伸ばす 宮本　亜門 ＮＨＫ出版

J780タ 部活お悩み相談室 高畑　好秀 山海堂
780ナ 賢いスポーツ少年を育てる 永井　洋一 大修館書店
780フ 運動会で一番になる子どもの育て方 深代　千之 東京書籍
780マ 応援する力 松岡　修造 朝日新聞出版
781オ 親子で身体（からだ）いきいき古武術あそび　 岡田　慎一郎 日本放送出版協会
B783ノ 野村ノート 野村　克也 小学館
783ヤ 実戦に強くなる！野球絶対上達 江藤　省三 実業之日本社

783.4シ 少年サッカーケガ防止のコツ５０ 金子　憲一 メイツ出版
783.7モ 勝ち続ける力　しぶとい組織を育てるモリシゲ流参謀学 森　繁和 ビジネス社
788タ 親方はつらいよ 高砂　浦五郎 文藝春秋

911.1タ プーさんの鼻 俵　万智 文藝春秋
911.1タ 生まれてバンザイ 俵　万智 童話屋
914オ 人生案内　自分を育てる悩み方 落合　恵子 岩波書店
B914ヨ 言葉を育てる　米原万里対談集 米原　万里 筑摩書房
B933ヒ チップス先生さようなら　改版 ヒルトン 新潮社
936ロ 僕がパパに育つまで マシュー・ロゲリン 講談社
956ニ フランス人ママ記者、東京で子育てする 西村・プペ　カリン 大和書房
BFイ 機関車先生 伊集院　静 講談社
Fシ 気をつけ、礼。 重松　清 新潮社
Fシ 青い鳥 重松　清 新潮社
Fス 願わくは、鳩のごとくに 杉田　成道 扶桑社

JFハ 君の夜を抱きしめる 花形　みつる 理論社
V1ク ＜ＤＶＤ＞クレイマー、クレイマー　コレクターズ・エディション ロバート　ベントン　監督　脚色 ソニーピクチャーズエンタテインメント

V1チ ＜ＤＶＤ＞チップス先生さようなら サム・ウッド ワーナー・ホーム・ビデオ

z 食べもの文化　１６年６月号 芽ばえ社
z クーヨン　１６年１月号 クレヨンハウス
z クーヨン　１５年５月号 クレヨンハウス
z 食べもの文化　１５年１２月号 芽ばえ社
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