
三刀屋小学校　PTA文庫    ジャンル別一覧表

　◎子育て   　　　　　▲：行方不明の本
番号 書籍名 著者 出版社

1 子育てハッピーアドバイス 明橋大二 一万年堂出版
2 子育てハッピーアドバイス２ 明橋大二 一万年堂出版
3 子育てハッピーアドバイス３ 明橋大二 一万年堂出版
4 １０代からの子育てハッピーアドバイス 明橋大二 一万年堂出版
5 忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス 明橋大二 一万年堂出版
6 翼広げる子 明橋大二 一万年堂出版

7▲ 子育てが楽になる！親力４コマアドバイス 親野智可等 主婦の友社
8 「男の子がわからない」ママのための３１のアドバイス 松永暢史 扶桑社
9 子どもが伸びる！親のユーモア練習帳 増田修治 新紀元社

10 アドラー博士が教える「失敗に負けない子」に育てる本 星　一郎 青春出版社

11 新版　親子で育てる「自分表現力」 JAM 主婦の友社
14 母親幻想かん抜け出す 増田修治 寺子屋新書
21 子どもが１週間で変わる親の「この一言」 波多野ミキ 三笠書房
22 抱きしめよう、我が子のぜんぶ 佐々木正美 大和出版
23 今日から怒らないままになれる本 井川美智子 学陽書房
24 子どもと一緒に育つ魔法のことば ドロシー・ロー・ノルト PHP
25 「キレる子」「キレない子」はどこが違う？ 小屋野恵 メイツ出版
26 女の子を伸ばす母親は、ここが違う！ 松永暢史 扶桑社
30 子育てのツボ 水谷　修 日本評論社
36 「うちの子もしかして反抗期？」と思ったら読む本 主婦の友社編 主婦の友社
37 父親が息子に伝える１７の大切なこと 森　浩美 双葉社

38▲ 尾木ママの「叱らない」子育て論 尾木直樹 主婦と生活社
39 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
45 小学生男子のトリセツ まきりえこ 扶桑社
46 サッカー母ちゃんのドタバタ日記 戸塚美奈 カンゼン
48 お手伝い至上主義で行こう！ 三谷宏治 プレジデント社
49 本番に強い子に育てるコーチング 児玉光雄 河出書房新社

55▲ 子育てのバッチコイ！ 松本ぷりっつ 竹書房
73 ちゃんと泣ける子に育てよう　親には子どもの感情を育てる義務がある 大河原美似 河出書房
74 私がダメ母だったわけ 武蔦波 イースト・プレス
75 ママでいるのがつらくなったら読むマンガーココロに即効！読むサプリメント 山崎洋美 主婦の友社
76 子どもの心が見えなくなったら読むマンガー育児がグイッとラクになる！ 山崎洋美 主婦の友社

78▲ 「親力」で決まる！子供を伸ばすために親にできること 親野智可等 宝島社
79 親ががんばらないほうが子どもは伸びる！ー子育てでいちばん大事なこと 親野智可等 WAVE出版
80 きみはいい子 中脇初枝 ポプラ社
86 学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶応大学に現役合格した話 坪田信貴 KADOKAWA
104 「親力」で決まる！子供を伸ばすために親でできること 親野智可等 宝島社
110 忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス 明橋大二 一万年堂出版
113 ヨチヨチ父～戸惑う日々～ ヨシタケシンスケ 赤ちゃんとママ社
114 子どもが変わる　怒らない子育て 嶋津良智　 フォレスト新書
117 怒らない子育て 武田双雲 主婦と生活社
118 男の子は10歳になったら育て方を変えなさい 松永暢史 大和書房
119 感情的にならない子育て 高祖常子 かんき出版
122 男の子の一生を決める　6歳から12歳までの育て方 竹内エリカ KADOKAWA
130 子どもが育つ魔法の言葉 ドロシー・ロー・ノルト ＰＨＰ研究所
146 働きママン祝！ご入学　小学校1年生の壁を突破せよ！ おぐらなおみ メディアファクトリー

◎食育
47 野球食Jr 海老久美子 ベースボールマガジン社
51 タニタ式カラダのひみつ 池田義雄 三笠書房
62 弁当づくりで身につく力 竹下和男 講談社
63 ここー食卓から始まる生教育 内田美智子、佐藤剛史 西日本新聞社
64 いのちをいただく 内田美智子、佐藤剛史 西日本新聞社
82 できる！を伸ばす　弁当の日　親はけっして手伝わないで 竹下和男 共同通信社
85 子育てハッピーアドバイス　食育の巻　 明橋　大二 一万年堂出版
89 ４６１個の弁当は、親父と息子の男の約束 渡辺俊美 マガジンハウス
97 給食のおにいさん 遠藤彩見 幻冬舎文庫
109 その調理、9割の栄養捨ててます！ 慈恵医大付属病院監修 世界文化社

◎料理
16 てんきち母ちゃんちの毎日ごはん 井上かなえ 宝島社
17 てんきち母ちゃんちの毎日ごはん２ 井上かなえ 宝島社
18 てんきち母ちゃんちの毎日ごはん３ 井上かなえ 宝島社

19▲ YOMEの楽チン☆レシピ 大井純子 宝島社
20 YOME流１週間使い切り献立 大井純子 宝島社
40 飛田和緒の甘くないおやつ 飛田和緒 角川マーケティング
41 １００万人が選んだ絶賛おかず 五代純子 レタスクラブ

53▲ 愛しのローカルごはん旅 たかぎなおこ メディアファクトリー
54▲ 愛しのローカルごはん旅　もう一杯！ たかぎなおこ メディアファクトリー
56 福井県のおいしい給食レシピ 吉村太郎 辰巳出版
57 朝作らないおべんとう 橋本加名子 枻出版社
58 ヘルシー＆超時短！シーチキンレシピ 青柳有紀 ワニブックス
59 Kiriクリームチーズレシピ 青柳有紀 ワニブックス
60 塩こん部長のとっておきレシピ くらこん・塩こん部長 二見書房
61 おかめちゃんの納豆レシピ　社員だけが知っている７５品 青柳有紀 ワニブックス
67 かんたんがおいしい！スーパー主婦・足立さんのお助けレシピ 足立洋子 新潮社
69 作っておくと、便利なおかず ベターホーム協会 ベターホーム出版局
70 冷凍しておくと、便利なおかず ベターホーム協会 ベターホーム出版局
71 おうちで給食ごはんー子どもがよろこぶ三つ星レシピ６３ 佐々木十美 北海道新聞社
72 子どもがつくるほんものごはんー生きる力がつく「食育」レシピ 坂本廣子 クレヨンハウス
93 小学生のスポーツ食事メニュー３２１ こばたてるみ 西東社
94 偏食解消で大人気。さくらしんまち保育園の給食レシピ 三宅明 メディアファクトリー
116 ぜんぶレンチンやせるおかずの作りおき 柳澤英子 小学館
124 まいにちスムージー１００ WOONIN　(ウーニン） 主婦の友社

126 オーブンなしで焼けるフライパンちぎりパン 高山かづえ オレンジページ

131 初めてのキッチン 小林ケンタロウ 文化出版局

132 クッキングでわっくわく！親子おやつ 久保田恵美 旭屋出版

134 森永ホットケーキミックスレシピ１００ 森永製菓　監修 森永製菓（株）



◎学習
12 小学生の学力は「ノート」で伸びる！ 親野智可等 すばる舎
13 トライ式　伸びる子の勉強法 森山真有 ゴマブックス
28 子どもが勉強好きになる５０の言葉 江藤正規 PHP研究所
115 自分からどんどん勉強する子になる方法 杉渕鐵良 すばる舎
138 みつけて！アートたんてい よくみて さがして まなぼう ブルック・ディジョヴァンニ・エヴァンス東京書籍
139 人体キャラクター図鑑 坂井建雄 日本図書センター

◎一般
15 がんばらない節約３６５日の知恵本 節約推進研究会 主婦と生活社

27▲ １１歳の身の上相談 渡辺弥生 講談社
29 １２歳までに必ず教えたいお金のこと たけやきみこ かんき出版
31 ハッピーバースデー 青木和雄 金の星社
32 脳内汚染 岡田尊司 文藝春秋
33 脳内汚染からの脱出 岡田尊司 文藝春秋
34 碧眼の豹　今井陽子歌集 今井陽子 かまくら春秋社
35 「ありがとう」というだけで元気がでる 斉藤茂太 新講社

42▲ １３歳までに伝えたい女の子の心と体のこと やまがたてるえ かんき出版
43 ケータイ犯罪から我が子を守る！ 和田秀樹 潮出版社
44 Jr.スポーツマッサージ 小倉玲司 日東書院
50 はげまして　はげまして 竹浪正造 廣済堂出版
52 日本人なら知っておきたい日本文学 蛇蔵＆海老凪子 幻冬舎
65 あなたが生まれた日　あの日のことを、親に聞く。「大人になるためのレポート」 佐藤剛史、内田美智子 五月書房
66 おもかげ復元師の震災日記 笹原留似子 ポプラ社
68 人生がときめく片付けの魔法 近藤真里恵 サンマーク出版
77 お母さんは命がけであなたを産みました 内田美智子 青春出版社
81 ともしび シュープレス 小学館

83▲ 自分を愛する力 乙武洋匡 講談社現代新書
84 おもかげ復元師 笹原留似子 ポプラ社
87 世界の絶景さんぽ H.I.S 二見書房
88 死ぬまでに行きたい！世界の絶景 詩歩 三才ブックス
90 人生はニャンとかなる！ 水野敬也、長沼直樹 文響社
91 すべての「イライラ」を根っこから断ち切る本 水島広子 ナガオカ文庫
92 私、乳がん。夫、肺がん。３９歳、夫婦で余命宣言。 芽生 大和出版
95 ディズニーそうじの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋 SBクリエイティブ
96 家族への夢 日本ドリームプロジェクトいろは出版
98 ９９のなみだ　第一夜　本当にあったこころを癒やす１０の物語 リンダブックス編集部 泰文堂
99 へいわってすてきだね 安里有生 ブロンズ新社
100 いのちの花　ペットの殺処分０を願う女子高生たち 綾野まさる ハート出版
101 甲子園がくれた命 中村　計 講談社
102 楽しみながら頭がよくなる！親子遊び大百科 中村　亮 プレジデント社
103 ことば絵本　明日のカルタ 倉本美津留 日本図書センター
105 自分を愛する力　僕が明るく生きられる理由。 乙武洋匡 講談社
106 子宮の中の人たち EMI KADOKAWA
107 漫画　君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス
108 誕生日大全 サッフィ・クロフォード 主婦の友社
111 子どもの脳にいいこと 鈴木昭平 コスモトゥーワン
112 負けても克つ子の育て方　泣かないで、沙保里 吉田幸代 小学館
120 パパは脳研究者 池谷裕二 クレヨンハウス
121 世界で800万人が実践　考える力の育て方 飛田基 ダイヤモンド社
123 そういうふうにできている さくらももこ 新潮文庫
124 働きマン（小学校編）祝！ご入学 おぐらなおみ メディアファクトリー
125 大切な家族の入院/介護でやるべきことのすべて 藤林慶子監修 新星出版社
127 スタンフォード式最高の睡眠 西野精治 サンマーク出版
128 この子を残して 永井　隆 アルバ文庫
129 臨終の謎 志賀　貢 中央公論社
133 ＳeriaではじめるかんたんＤＩＹ chikoさん　他 主婦の友社
135 モノ・コト・ヒトの断捨離　今すぐ捨てたい１００のこと やましたひでこ　監修 TJMOOK　宝島社
136 かみさまは小学5年生 すみれ サンマーク出版
137 ぐっすり眠れてイライラしなくなる　こころとからだの
上手な休めかた 長谷川洋介 高橋書店
140 年齢別アレンジづき　元気いっぱい鬼ごっこ５０ 　 羽崎泰男 ひかりのくに
141 かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社
142 フラジャイル　病理医岸京一郎の所見　１ 原作：草水敏　漫画：恵三朗 講談社
143 フラジャイル　病理医岸京一郎の所見　２ 原作：草水敏　漫画：恵三朗 講談社
144 フラジャイル　病理医岸京一郎の所見　３ 原作：草水敏　漫画：恵三朗 講談社
145 フラジャイル　病理医岸京一郎の所見　４ 原作：草水敏　漫画：恵三朗 講談社

「PTA文庫」の利用の仕方

1.設置場所・・普通の日：児童昇降口を上がり、左側です。(１年生下足入れ前)
　　　　　　特別な日：各階のワークスペ-スや、保護者控え室に分けて設置

2.貸し出し方法、返却方法・・
  ①小学校で実物を見て、職員室の貸し出し簿か、本棚の貸出カードに記入して借りる。
     →２週間以内にお子さんを通じて返す。または職員室に持ってくる。

  ②家庭に配布する「PTA文庫一覧表」を見る。

  ③三刀屋小学校の「ホームページPTAコーナー」で、「PTA文庫一覧表」を見る。
  （②③共通）→お子さんに借りたい本を伝える。
                 →お子さんが担任に伝える。
                 →担任が担当から本を受け取る。
                 →お子さんが持ち帰る。
                 →２週間以内にお子さんを通じて返す。

          ☆貸し出し袋は学校で用意しています。

3.貸し出し期間・・ひとり１冊ずつ２週間 借りられます。




