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よくある子どもの病気・ケガまず
の対応マニュアル

２
「病名」より目の前の子ど
も！

新谷まさこ／著 ひかりのくに 2014.11 376.1 ｼﾝﾀ 一般

体育あそび大図鑑 園児大好き！ 体育あそび大好きの会／編 かもがわ出版 2011.12 376.1 ﾀｲｲ 一般

ここだけは押さえておきたい子ど
もの眠りの大事なツボ

神山潤／著 芽ばえ社 2015.7 493.9 ｺｳﾔ 一般

赤ちゃんの小児科ＢＯＯＫ 小西行郎／著 海竜社 2013.5 493.9 ｺﾆｼ 一般

おかあさんと一緒になおすこども
の便秘

小林弘幸／著
幻冬舎エデュケー
ション

2013.5 493.9 ｺﾊﾔ 一般

早く元気になるための小児科のか
かり方

田原卓浩／著 赤ちゃんとママ社 2013.4 493.9 ﾀﾊﾗ 一般

病気知らずの子育て 忘れられた育児の原点 西原克成／著
冨山房インターナ
ショナル

2012.5 493.9 ﾆｼﾊ 一般

子どもの体温と健康の話
免疫力や体力を高めるから
だづくり

野井真吾／編著 芽ばえ社 2013.12 493.9 ﾉｲ 一般

子どものミカタ
不登校・うつ・発達障害思春期
以上、病気未満とのつきあい方

山登敬之／著 日本評論社 2014.12 493.93 ﾔﾏﾄ 一般

避けたいおやつ・食べさせたいお
やつ

天笠　啓祐／編著 芽ばえ社 2016.7 493.98 ｱﾏｶ 一般

子どもの身長がぐんぐん伸びるお
いしいレシピ１５０

カンタン！華やか！ 主婦の友インフォス情報社／編
主婦の友インフォス
情報社

2015.3 493.98 ｺﾄﾓ 一般

小児科外来や乳幼児健診で使える
食と栄養相談Ｑ＆Ａ

栄養　アレルギー　歯科 平岩　幹男／監修 診断と治療社 2016.5 493.98 ｼﾖｳ 一般

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

鈴木　幹啓／著 双葉社 2016.9 493.98 ｽｽｷ 一般

ちょっと具合のわるいときの子ど
ものごはん

若江恵利子／指導 婦人之友社 2015.6 493.98 ﾁﾖﾂ 一般

鼻のせいかもしれません
親子で読む鼻と発育の意外
な関係

黄川田徹／著 筑摩書房 2015.6 496.7 ｷｶﾜ 一般

子どもの歯を守るキーワード５９ 朝田芳信／著 学建書院 2015.1 497 ｱｻﾀ 一般

毎日元気！―病気にまけない体づくり―（子育て応援コーナー展示）　期間 2017年10月13日～12月13日
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イラスト版＊歯のしくみとケア
子どもとマスターする健康
な歯の育て方

渡辺和宏／編 合同出版 2008.9 497 ｲﾗｽ 一般

はははははいい 幼児期編 母は歯はいい。 金田一剛／文
クインテッセンス出
版

2014.12 497 ｷﾝﾀ 一般

はははははいい
混合歯列
期編　１

母は歯はいい。 金田一剛／文
クインテッセンス出
版

2015.3 497 ｷﾝﾀ-1 一般

本当にこわい！スマートフォン族
の病気

浅川　雅晴／著 ロングセラーズ 2016.8 498.3 ｱｻｶ 一般

カラダを整えるやさしいヨガプロ
グラム

心とカラダをキレイにする
１０のプログラムを収録！

近藤真由美／監修 朝日新聞出版 2014.11 498.3 ｶﾗﾀ 一般

超シンプルライフで健康生活
カラダとココロに効く暮ら
し方

斎藤道雄／著 黎明書房 2015.9 498.3 ｻｲﾄ 一般

健康になれない健康商品
なぜニセ情報はなくならな
いのか

佐藤健太郎／著 春秋社 2016.2 498.3 ｻﾄｳ 一般

ヨーガでゆがみを探して、調整す
るセルフ・メンテナンス・ワーク
ブック

理学療法士が教える！ 中村尚人／著 ＢＡＢジャパン 2011.12 498.3 ﾅｶﾑ 一般

はじめてでもわかる役立つアーユ
ルヴェーダきほんＢＯＯＫ

西川眞知子／著 マイナビ 2014.7 498.3 ﾆｼｶ 一般

図解「昨日の疲れ」が抜けなく
なったら読む本

休み方にもコツがある！ 西多昌規／著 大和書房 2014.3 498.3 ﾆｼﾀ 一般

たった１分で心が軽くなるポジ
ティブ呼吸法

響怜於奈／著 小学館 2015.9 498.3 ﾋﾋｷ 一般

不眠の悩みを解消する本
満足のいく眠りのための正
しい方法

三島和夫／著 法研 2015.2 498.3 ﾐｼﾏ 一般

ＹＯＧＡポーズの教科書
永久保存版１００ポーズ７
０レッスン

綿本　彰／著 新星出版社 2016.6 498.3 ﾜﾀﾓ 一般

からだに効く食べあわせの処方箋
カンタン２ＳＴＥＰレシピ
付き

三浦理代／監修 宝島社 2011.12 498.5 ｶﾗﾀ 一般

子どもに食べさせたくない食品添
加物

天笠啓祐／編著 芽ばえ社 2014.7 498.51 ｱﾏｶ 一般

子どもに飲ませたくない清涼飲料 天笠啓祐／編著 芽ばえ社 2015.7 498.51 ｱﾏｶ 一般

ヨーグルトに隠された乳酸菌の秘
密

鏑木長夫／著 共同通信社 2012.10 498.51 ｶﾌﾗ 一般

からだに効く！野菜の新図鑑 機能性表示食品対応版 野菜の新図鑑編集部／編 宝島社 2015.8 498.51 ｶﾗﾀ 一般
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体にやさしい野菜の手帖 宝島社 2014.5 498.51 ｶﾗﾀ 一般

なにをどれだけ食べたらいいの？ バランスのよい食事ガイド 香川　芳子／監修 女子栄養大学出版部 2016.7 498.55 ﾅﾆｵ 一般

お疲れ女子お助けレシピ ズボラ養生で免疫力ＵＰ！ 清水紀子／栄養・料理指導 主婦の友社 2012.9 498.58 ｵﾂｶ 一般

症状別不調のときに食べたいごは
ん

コウ静子／著 家の光協会 2014.10 498.58 ｺｳ 一般

元気とキレイをつくるキウイレシ
ピ

グリーン＆ゴールドのＷ魔
法

浜内千波／著 日東書院本社 2013.6 498.58 ﾊﾏｳ 一般

野菜で探す「健康食べ合わせ」手
帖

気になる症状には、この野
菜×この食材。この法則が
効く！届く！

松村眞由子／著 主婦の友社 2014.1 498.58 ﾏﾂﾑ 一般

わたしのマクロビオティックな暮
らし

めぐろ　みよ／著 大和書房 2016.8 498.58 ﾒｸﾛ 一般

マクロビオティックが教えてくれ
るカラダにやさしい自然の手当て
法

吉度日央里／編著
パルコエンタテイン
メント事業部

2014.4 498.58 ﾖｼﾄ 一般

ママも安心赤ちゃんのごはん アレルギーの悩みも解消 野田康子／著 芽ばえ社 2015.1 599.3 ﾉﾀ 一般

生後すぐからできる赤ちゃんのリ
ズム体操

川島智世／著 〔学研教育出版〕 2013.9 599.5 ｶﾜｼ 一般

３歳からの今どき「外あそび」育
児

前橋明／著 主婦の友社 2015.12 599.5 ﾏｴﾊ 一般

最新・最強の体幹トレーニング軸
トレ

佐藤拓矢／著 新星出版社 2015.6 780.7 ｻﾄｳ 一般

いや！というほど体がかたい人の
ためのらくらくストレッチ体操

小林邦之／著 新星出版社 2014.6 781 ｺﾊﾔ 一般

幻のラジオ体操第３ 安西将也／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.5 781.4 ｱﾝｻ 一般

６時３０分体操 ラジオ体操・第１・第２ 西山博昭／著 善本社 2012.11 781.4 ﾆｼﾔ 一般

田中理恵の体操教室 田中理恵／著
ベースボール・マガ
ジン社

2014.7 781.5 ﾀﾅｶ 一般

ゼロから始めるマラソン＆ジョギ
ング入門

谷川真理／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.9 782.3 ｾﾛｶ 一般

心と体が軽くなる！楽しいスロー
ランニング

ＭＩＤＯＲＩ／著 学研パブリッシング 2014.12 782.3 ﾐﾄﾘ 一般
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解剖博士・竹内修二先生のはて・
なぜ・どうしてからだのしくみク
イズ

第１巻
子どもと学ぶからだと健康
の知識

竹内修二／監修 合同出版 2006.2 491 ｶｲﾎ-1 児童

解剖博士・竹内修二先生のはて・
なぜ・どうしてからだのしくみク
イズ

第２巻
子どもと学ぶからだと健康
の知識

竹内修二／監修 合同出版 2006.3 491 ｶｲﾎ-2 児童

解剖博士・竹内修二先生のはて・
なぜ・どうしてからだのしくみク
イズ

第３巻
子どもと学ぶからだと健康
の知識

竹内修二／監修 合同出版 2006.3 491 ｶｲﾎ-3 児童

解剖博士・竹内修二先生のはて・
なぜ・どうしてからだのしくみク
イズ

第４巻
子どもと学ぶからだと健康
の知識

竹内修二／監修 合同出版 2006.3 491 ｶｲﾎ-4 児童

解剖博士・竹内修二先生のはて・
なぜ・どうしてからだのしくみク
イズ

第５巻
子どもと学ぶからだと健康
の知識

竹内修二／監修 合同出版 2006.3 491 ｶｲﾎ-5 児童

人体 永遠のふしぎ！ サイモン・バシャー／絵 玉川大学出版部 2012.4 491 ｸﾘﾝ 児童

元気のしるし朝うんち うんちのお便り出しました 辨野義己／共著 少年写真新聞社 2010.9 491 ﾍﾝﾉ 児童

感染症キャラクター図鑑
気になるあの病気から自分
を守る！

いとうみつる／イラスト 日本図書センター 2016.1 493 ｶﾝｾ 児童Ｈ

知っておきたい＊子どもの目のケ
ア

近視・遠視からロービジョ
ンケアまで

宮永嘉隆／監著 少年写真新聞社 2007.1 496 ﾐﾔﾅ 児童

なぜ、好きなものだけ食べてはい
けないの？

服部幸應の食育読本 服部幸應／著
シーアンドアール研
究所

2012.5 498 ﾊﾂﾄ 児童

漢方薬キャラクター図鑑
自分にぴったりの薬が見つ
かる！

いとうみつる／イラスト 日本図書センター 2016.3 499 ｶﾝﾎ 児童Ｈ

Ｑ＆Ａ（エー）式子ども体力事典 １ こどもくらぶ／編
ベースボール・マガ
ジン社

2010.8 780 ｷﾕｱ-1 児童

Ｑ＆Ａ（エー）式子ども体力事典 ２ こどもくらぶ／編
ベースボール・マガ
ジン社

2010.10 780 ｷﾕｱ-2 児童

Ｑ＆Ａ（エー）式子ども体力事典 ３ こどもくらぶ／編
ベースボール・マガ
ジン社

2010.12 780 ｷﾕｱ-3 児童

Ｑ＆Ａ（エー）式子ども体力事典 ４ こどもくらぶ／編
ベースボール・マガ
ジン社

2011.2 780 ｷﾕｱ-4 児童

つくろう！食べよう！勝負ごはん １
夢をかなえるスポーツ応援
レシピ

新生暁子／監修 日本図書センター 2015.12 780 ﾂｸﾛ-1 児童
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つくろう！食べよう！勝負ごはん ２
夢をかなえるスポーツ応援
レシピ

新生暁子／監修 日本図書センター 2016.1 780 ﾂｸﾛ-2 児童

つくろう！食べよう！勝負ごはん ３
夢をかなえるスポーツ応援
レシピ

新生暁子／監修 日本図書センター 2016.2 780 ﾂｸﾛ-3 児童

ラジオ体操でみんな元気！ １ スタジオダンク／作 汐文社 2011.9 781 ｽﾀｼ-1 児童

ラジオ体操でみんな元気！ ２ スタジオダンク／作 汐文社 2011.11 781 ｽﾀｼ-2 児童

ラジオ体操でみんな元気！ ３ スタジオダンク／作 汐文社 2012.1 781 ｽﾀｼ-3 児童

ぼくはガンを克服した
イラスト手記　ある少年の
生への闘い

ジェイソン・ゲイズ／著 日本放送出版協会 198904 936 ｹｲｽ 児童Ｈ

ぼくおおきくなった？ 荒川薫／さく 福音館書店 198401 E ｱﾗｶ 児童

むしばちゃんのなかよしだあれ かこさとし／ぶん・え フレーベル館 2010.5 E ｶｺ 児童

ぼくびょうきじゃないよ 角野栄子／さく 福音館書店 199401 E ｶﾄﾉ 児童

からだのなかにはなにがある？ キムヨンミョン／文 岩波書店 2012.5 E ｷﾑ 児童

みんなうんち 五味太郎／さく 福音館書店 198109 E ｺﾐ 児童

からだのみなさん 五味太郎／〔作〕 福音館書店 2005.4 E ｺﾐ 児童

よるのびょういん 谷川俊太郎／作 福音館書店 198502 E ﾀﾆｶ 児童

魔法のほうきで体のなかへ コルネリア・ツィーグラー／文童心社 2003.3 E ﾂｲｸ 児童Ｈ

ねずみのおいしゃさま なかがわまさふみ／さく 福音館書店 198209 E ﾅｶｶ 児童

びょうきになったアーネスト ガブリエル・バンサン／さくブックローン出版 198809 E ﾊﾝｻ 児童

うさこちゃんのにゅういん ディック・ブルーナ／ぶん・え福音館書店 198205 E ﾌﾙﾅ-19 児童

ぼくのいのち 細谷亮太／作 岩崎書店 1999.6 E ﾎｿﾔ 児童Ｈ
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めのはなし 堀内誠一／さく 福音館書店 198405 E ﾎﾘｳ 児童

ちのはなし 堀内誠一／ぶん・え 福音館書店 198205 E ﾎﾘｳ 児童

ほね 堀内誠一／さく 福音館書店 198202 E ﾎﾘｳ 児童

うんこ日記 村中李衣／作 ＢＬ出版 2004.7 E ﾑﾗﾅ 読みメン

ゲーとピー
たぬきせんせいのびょうき
のほん

毛利子来／ぶん 福音館書店 199811 E ﾓｳﾘ 児童

カユイカユイ
たぬきせんせいのびょうき
のほん

毛利子来／ぶん 福音館書店 199811 E ﾓｳﾘ 児童

ねびえ 毛利子来／ぶん 福音館書店 198405 E ﾓｳﾘ 児童

はだかはだか やぎゅうげんいちろう／さく福音館書店 199701 E ﾔｷﾕ 児童

おっぱいのひみつ 柳生弦一郎／さく 福音館書店 199103 E ﾔｷﾕ 児童

おへそのひみつ やぎゅうげんいちろう／さく福音館書店 2000.11 E ﾔｷﾕ 児童

かさぶたくん やぎゅうげんいちろう／さく福音館書店 200001 E ﾔｷﾕ 児童

はなのあなのはなし やぎゅうげんいちろう／さく福音館書店 198208 E ﾔｷﾕ 児童

きゅうきゅうばこ かがくのとも版 山田真／ぶん 福音館書店 198903 E ﾔﾏﾀ 児童

さわってごらん　ひとのからだ 山本直英／文 福音館書店 199701 E ﾔﾏﾓ 児童

ひとまねこざるびょういんへいく マーガレット・レイ／文 岩波書店 199803 E ﾚｲ 児童

さんねん峠 朝鮮のむかしばなし 李錦玉／作 岩崎書店 198102 E ﾘ 児童Ｆ
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