
入園・入学おめでとう！（子育て応援コーナー展示）　期間　2018年3月1日～4月12日

書名 副書名 著者 出版者 出版年 請求記号1 請求記号2 請求記号3

子育て社員を活かすコミュニケーショ
ン

イクボスへのヒント集 山口理栄／著 労働調査会 2015.3 336.4 ﾔﾏｸ 一般

働く女性の労働法 困る前に必読のＱ＆Ａ
第一東京弁護士会人権擁護
委員会両性の平等部会／編

ぎょうせい 2013.4 366.3 ﾊﾀﾗ 一般

女性の働き方・暮らし方ガイド  ２００８ ワーク・ライフ・バランス 自由国民社 2007.5 366.3 ｼﾖｾ 一般

働くママ専業ママ子どものためにどっ
ちがいいの？

三沢直子／著 緑書房 2009.11 367.3 ﾐｻﾜ 一般

子どもがいたら、どうなるの？ キャリアお金夢 和田清華／編著 大和出版 2007.9 366.3 ﾜﾀ 一般

きほんのミシンレッスンＢＯＯＫ
ミシン縫いがぜんぶわか
る！

添田有美／監修 学研パブリッシング 2015.3 593.4 ｷﾎﾝ 一般

おにぎらずとっておきアイデアレシピ 新定番！ 本田よう一／著 新星出版社 2015.8 596.3 ﾎﾝﾀ 一般

くり返し作りたい！朝ラク弁当おかず５
１０品

学研パブリッシング 2014.2 596.4 ｸﾘｶ 一般

とことん男子弁当
ドカッ！ウマッ！男子大満
足！！

ブティック社 2014.3 596.4 ﾄｺﾄ 一般

男子のかんたん毎日弁当
豪快！ドカ盛り！うまし！
青春男子大満足！！

ブティック社 2013.2 596.4 ﾀﾝｼ 一般

つんつくせんせいととんがりぼうし たかどのほうこ／さく・え フレーベル館 2002.1 E ﾀｶﾄ 児童

ぜったいがっこうにはいかないからね
チャーリーとローラのおは
なし

ローレン・チャイルド／作 フレーベル館 2004.3 E ﾁﾔｲ 児童

びゅんびゅんごまがまわったら 宮川ひろ／作 童心社 198207 E ﾐﾔｶ 児童

おさるのジョージがっこうへいく Ｍ．レイ／原作 岩波書店 2006.4 E ﾚｲ 児童

ぐるんぱのようちえん 西内ミナミ／さく 福音館書店 2008.4 E ﾆｼｳ 児童

ルールとマナーを学ぶ子ども生活図
鑑  ２（学校生活編）

子どもの生活を考える会／
編

国土社 2012.2 590 ﾙﾙﾄ-2 児童

ひとりでできるよ！図鑑 横山洋子／監修 学研教育出版 2012.12 590 ﾋﾄﾘ 児童
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ルールとマナーを学ぶ子ども生活図
鑑  １（家庭生活編）

子どもの生活を考える会／
編

国土社 2012.2 590 ﾙﾙﾄ-1 児童

キャリア・マザーズ  起業ママ編 ブレインワークス／編著 カナリア書房 2008.7 335.2 ﾌﾚｲ 一般

主婦が、仕事を、探すということ。
高学歴４０代妻たち、涙と
笑いの再就職戦線

ウインズ望月恭子と就活中
の主婦たち／編著

東洋経済新報社 2012.9 366.2 ﾓﾁｽ 一般

働きたいママの就活マニュアル
働きたいけど働けないモヤ
モヤを解消！

毛利優子／著 自由国民社 2015.3 366.2 ﾓｳﾘ 一般

働く女性の行動科学マネジメント
仕事も、プライベートもう
まくいく！

石田淳／著 学研パブリッシング 2014.3 366.3 ｲｼﾀ 一般

働く女（ひと）！ワーキングマザーの自
分時間のつくり方

草野亜弓／著 明日香出版社 2012.8 366.3 ｸｻﾉ 一般

ずっと好きなこと
そして女性クリエイター８
人は生まれた

マカナブックス／編 マカナブックス 2007.7 366.3 ｽﾂﾄ 一般

ハッピー・ワーキングマザーｂｏｏｋ ４０００人に聞きました ムギ畑／編 講談社 2006.10 366.3 ﾊﾂﾋ 一般

「産む」と「働く」の教科書 齊藤英和／著 講談社 2014.3 367.2 ｻｲﾄ 一般

ワーキングママ応援ガイド 育児と仕事、思いのまま！ 主婦の友社／編 主婦の友社 2006.5 366.3 ﾜｷﾝ 一般

ワーママ時間３倍術
子育てしながら稼ぐ母にな
る方法

山守麻衣／著 ＷＡＶＥ出版 2014.2 366.3 ﾔﾏﾓ 一般

京ガス男女賃金差別裁判なめたらア
カンで！女の労働

ペイ・エクイティを女たち
の手に

屋嘉比ふみ子／著 明石書店 2007.9 366.3 ﾔｶﾋ 一般

忙しいママでもラクラク作れる子どもが
喜ぶお弁当

「ひと工夫」で彩りよし、
「子どもがパクパク食べて
くれる」大好きなおかずを

阪下千恵／著 辰巳出版 2013.6 596.4 ｻｶｼ 一般

こどものかわいいおべんとう フルタニマサエ／監修 成美堂出版 2003.2 596.4 ｺﾄﾓ 一般

園児のかわいいおべんとう
はじめてママもこれならで
きる！

阪下千恵／著 新星出版社 2014.3 596.4 ｻｶｼ 一般

はじめての園児のおべんとう
１人でもちゃんと食べられ
る２４５レシピ！

食のスタジオ／著 学研パブリッシング 2015.2 596.4 ｼﾖｸ 一般

子どものお弁当 アトピーにも安心 陣田靖子／著 家の光協会 2007.10 596.4 ｼﾝﾀ 一般

まいにちの中高生のお弁当２５０ 食のスタジオ／著 学研パブリッシング 2015.2 596.4 ｼﾖｸ 一般

女の子ママのためのかわいい！通園
＆通学グッズ

赤峰清香／著 大泉書店 2013.12 594 ｱｶﾐ 一般

クレア・ビートンのおめかしアップリケ
バッグ

イギリスから届いたかんた
ん可愛い図案集

クレア・ビートン／著 河出書房新社 2013.2 594.2 ﾋﾄﾝ 一般
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和食屋の和弁当
毎日食べたい、しみじみう
まい。

笠原将弘／著 主婦の友社 2013.2 596.4 ｶｻﾊ 一般

手まりおにぎりレシピ１００ 小さくてかわいい！ 平岡淳子／著 世界文化社 2015.9 596.3 ﾋﾗｵ 一般

夏弁
弁当箱の選び方から安心お
かずまで部活・塾・学童の
夏弁当のヒントが満載

野上　優佳子／著 主婦と生活社 ２０１６．６ 596.4 ﾉｶﾐ 一般

はじめての簡単キャラ弁
冷凍保存で朝スグ作れ
る！！

学研パブリッシング 2013.2 596.4 ﾊｼﾒ 一般

基本のおにぎらず＆おにぎりサンド弁
当

かんたん常備菜＆スープ
ジャーレシピつき

高橋ゆうみ／著 双葉社 2015.3 596.4 ﾀｶﾊ 一般

見せたくなるお弁当１００ 遠山正道／著 文藝春秋 2013.3 596.4 ﾄｵﾔ 一般

かんたん手作り通園グッズ
クラスでいちばんオシャレ
になれる！

増山　優子／著 日東書院本社 2016.12 594.7 ﾏｽﾔ 一般

よるのようちえん 谷川俊太郎／ぶん 福音館書店 199805 E ﾀﾆｶ 児童

１ねん１くみの１にち 川島敏生／写真・文 アリス館 2010.9 376 ｶﾜｼ 児童

Ｓｎｉｐ　Ａｒｔ　Ｓｔａｍｐでつくるこども部屋
ママとつくろう♪オリジナ
ルスタンプ

ａ－ｃｏ／著 マガジンランド 2013.10 594.9 ｱｺ 一般

年中使える手作りの通園通学グッズ 初めてでもかんたん！ ブティック社 2014.12 594 ﾈﾝｼ 一般

小学校に入る前に親がやってはいけ
ない１１５のこと

立石美津子／著 中経出版 2012.9 379.9 ﾀﾃｲ 一般

さあ、育休後からはじめよう 働くママへの応援歌 山口理栄／著 労働調査会 2013.2 366.3 ﾔﾏｸ 一般

働く母さんお助けバイブル
今すぐラクになる！子育て
仕事家事心のピンチ乗り切
りアドバイス

ももせいづみ／著 主婦の友社 2010.4 366.3 ﾓﾓｾ 一般

男の子ママのためのかっこいい！通
園＆通学グッズ

石川ゆみ／著 大泉書店 2013.1 594 ｲｼｶ 一般

「発達障害？」と悩む保護者のための
気になる子の就学準備

温泉美雪／著 ミネルヴァ書房 2015.1 378 ｵﾝｾ 一般

すぐ作れる通園通学ＢＯＯＫ はじめてママでも安心 日本ヴォーグ社 2013.1 594 ｽｸﾂ 一般

かんたん！新しい！アイロンプリントで
つくろう通園・通学グッズ

Ｇｏｍａ／著 文化学園文化出版局 2013.12 594 ｺﾏ 一般

いちばんわかりやすい通園・通学小物
の基礎ＢＯＯＫ

リトルバード／編 成美堂出版 2014.2 594 ｲﾁﾊ 一般

まいにちウキウキ通園通学ＢＯＯＫ
定番アイテムからおうち
グッズまで７０点掲載

日本ヴォーグ社 2015.1 594 ﾏｲﾆ 一般
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はじめてでも必ずできる！通園通学
バッグとこもの

ぶきっちょさんでも大丈
夫！

寺西恵里子／著 辰巳出版 2012.1 594 ﾃﾗﾆ 一般

縫わずに貼って作る通園通学小物
“ボンド裁ほう上手”を
使って…

ブティック社 2014.2 594 ﾇﾜｽ 一般

ママの手作り通園＆通学グッズ ブティック社 2007.2 594 ﾏﾏﾉ 一般

はじめてでも上手にできる通園・通学
のバッグ＆小もの

よくわかる写真プロセス解
説つき！

朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 2015.2 594.7 ﾊｼﾒ 一般

はじめてのママでも作れる通園・通学
グッズ

御苑あきこ／〔著〕 文化学園文化出版局 2014.12 594 ﾐｿﾉ 一般

上履きデコのつくり方
かんたんかわいい子供が喜
ぶ

Ｍａｉｋｏ／監修 コスミック出版 2015.8 594.9 ｳﾜﾊ 一般

通園通学のためのワンポイント刺繍と
アップリケ

荒木聖子／著 大泉書店 2015.1 594.2 ｱﾗｷ 一般

主婦のミシン
人気Ｎｏ．１手芸ブロガー
“主婦のミシン”さん直伝
「簡単！　１００均リメイ

種市加津子／著 河出書房新社 2011.12 594 ﾀﾈｲ 一般

もっと！主婦のミシン
１００均リメイクででき
る！便利な袋小物とアイ
ディアグッズ

種市加津子／著 河出書房新社 2012.7 594 ﾀﾈｲ 一般

みんな大好き！ディズニーの布こもの
かわいいアイテムいっぱ
い！

佐々木公子／著 ブティック社 2015.3 594 ｻｻｷ 一般

笑うハンドメイド
カラフルな布で作る小物た
ち

阪本あかね／著 ＮＨＫ出版 2013.4 594 ｻｶﾓ 一般

子どものための簡単手芸 パリの手作り教室より レベッカ・ジロー／著 六耀社 2013.11 594 ｼﾛ 一般

これで解決。働くママが必ず悩む３６
のこと

子育てを楽しみながら職場
で活躍するためのヒント

毛利優子／著 日本実業出版社 2015.5 366.3 ﾓｳﾘ 一般

ウーマノミクス
仕事も家庭もあきらめない
新しい「働き方」のカタチ

クレア・シップマン／著 アルファポリス 2014.8 366.3 ｼﾂﾌ 一般

脱・不機嫌な女
夫・職場・子どもを変えて
笑顔になる三七の方法

武部純子／著 柏書房 2013.7 366.3 ﾀｹﾍ 一般

子育てと仕事の社会学
女性の働きかたは変わった
か

西村純子／著 弘文堂 2014.8 366.3 ﾆｼﾑ 一般

ママの仕事復帰のために
パパも会社も知っておきた
い４６のアイディア

ファザーリング・ジャパン
マザーリングプロジェクト
／編

労働調査会 2014.6 366.3 ﾏﾏﾉ 一般

おうち起業のはじめ方 大澤和美／著 主婦の友インフォス情報社2014.3 366.8 ｵｵｻ 一般

「元・リクルート最強の母」の仕事も家
庭も１００％の働き方

堂薗稚子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.6 366.3 ﾄｳｿ 一般

なぜ、彼女たちの働き方はこんなに美
しいのか

２２人の女性エグゼクティ
ブのキャリアの軌跡

麓幸子／編 日経ＢＰ社 2015.6 366.3 ﾅｾｶ 一般
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しごととわたし 梶山ひろみ／著 イースト・プレス 2014.11 366.3 ｶｼﾔ 一般

現場女子
輝く働き方を手に入れた７
つの物語

遠藤功／著 日本経済新聞出版社 2012.12 366.3 ｴﾝﾄ 一般

女性が働き続ける会社のすごい仕組
み

結婚・出産で辞めない制
度・組織・雰囲気のつくり
方

雨宮　健太／著 現代書林 ２０１６．６ 366.3 ｱﾒﾐ 一般

ポートフォリオをつくろう！
新しい自己ＰＲのための
「編集デザイン」

青山学院大学大学院社会情
報学研究科ヒューマンイノ
ベーションコース／著

フィルムアート社 2015.7 366.2 ｱｵﾔ 一般

パラレルキャリア
新しい働き方を考えるヒン
ト１００

ナカムラ　クニオ／著 晶文社 ２０１６．６ 366 ﾅｶﾑ 一般

ワーク・ライフ・バランスのすすめ 村上文／著 法律文化社 2014.12 336.4 ﾑﾗｶ 一般

働く！ 「これで生きる」５０人 共同通信社／編 共同通信社 2014.7 366.2 ﾊﾀﾗ 一般

小学校入学前にことばの力をつける
魔法の本棚

中島克治／著 小学館 2013.9 379.9 ﾅｶｼ 一般

はじめての保育園
保活から園生活まですべて
がわかる

保育園を考える親の会／編 主婦と生活社 2014.11 369.4 ﾊｼﾒ 一般

保育園に入ろう！ 保活のすべてがわかる本 山下　真実／著 洋泉社 2016.8 369.4 ﾔﾏｼ 一般

パパの働き方が社会を変える！ 吉田大樹／著 労働調査会 2014.9 366 ﾖｼﾀ 一般

「働くパパ」の時間術
仕事も家事も育児もうまく
いく！

栗田正行／著 日本実業出版社 2012.6 365 ｸﾘﾀ 一般

新しいパパの働き方
仕事も家庭も！欲張りガイ
ドブック

ファザーリング・ジャパン
／著

学研教育出版 2014.7 367.3 ﾌｱｻ 一般

共働き子育てを成功させる５つの鉄則 普光院亜紀／著 集英社 2015.2 599 ﾌｺｳ 一般

緊張して失敗する子どものためのリ
ラックス・レッスン

親子でチャレンジ１０ス
テップ

有光興記／監修 講談社 2013.6 146.8 ｷﾝﾁ 一般

サルビア給食室の園児のお弁当
おいしくてかわいくて体に
いい

ワタナベマキ／著 文化学園文化出版局 2012.1 596.4 ﾜﾀﾅ 一般

はじめてママのためのきほんの園児
べんとう

おいしかった！全部食べた
よ！

主婦の友社／編 主婦の友社 2017.2 596.4 ﾊｼﾒ 一般

１～５歳のおべんと生活 太田百合子／〔著〕 赤ちゃんとママ社 2004.9 596.4 ｵｵﾀ 一般

保育園に入りたい！  ２０１６年版
これ一冊で「保活」のポイ
ントがわかる！

日経ＤＵＡＬ／編 日経ＢＰ社 2015.11 369.4 ﾎｲｸ 一般

ようちえんにいくんだもん 角野栄子／文 文化学園文化出版局 2011.12 E ｶﾄﾉ 児童
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一年生になるんだもん 角野栄子／文 文化出版局 199709 E ｶﾄﾉ 児童

ビリーはもうすぐ１ねんせい
ローレンス・アンホールト
／文

岩波書店 199705 E ｱﾝﾎ 児童
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