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カテゴリ 項番 書　　　　　　　　　　名 著　　者

子育て 1-1 本当にかしこい脳の育て方　５歳までにやっておきたい 茂木健一郎 (単行本)

子育て 1-2 子どもの才能は3歳、7歳、10歳で決まる!―脳を鍛える10の方法 (幻冬舎新書) 林 成之 (単行本)

子育て 1-3 3歳から6歳―保育・子育てと発達研究をむすぶ 幼児編 神田 英雄, 全国保育団体連絡会 (単行本)

子育て 1-4 魔法の声かけで子どもが自分で動きだす! 3歳からできるお片づけ習慣 伊東 裕美 (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-5 3~6歳の これで安心 子育てハッピーアドバイス 明橋 大二, 太田 知子 (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-6 3歳からのアドラー式子育て術「パセージ」: ほめない、しからない、勇気づける (実用単行本) 清野 雅子, 岡山 恵実 (単行本)

子育て 1-7 子どもの視野が驚くほど広がる! 3歳から始める欧米式お金の英才教育 川口 幸子 (単行本)

子育て 1-8 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 (単行本)

子育て 1-9 子どもの睡眠―眠りは脳と心の栄養 神山 潤 (単行本)

子育て 1-10 「夜ふかし」の脳科学―子どもの心と体を壊すもの (中公新書ラクレ) 神山 潤 (新書)

子育て 1-11 子どもの睡眠外来―キーワード6つと国際分類活用術 (小児科Wisdom Books) 神山 潤 (単行本)

子育て 1-12 頭のいい子の育て方　御三家・灘中合格率日本一の家庭教師が教える 西村 則康 (単行本)

子育て 1-13 子どもがぐんぐんやる気になる魔法の声かけ 西村 則康 (単行本)

子育て 1-14 1日3分! 頭がよくなる子どもとの遊びかた 小川 大介 (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-15 親も子もハッピーになる最強の子育て 小川 大介 (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-16 自分で学べる子の親がやっている「見守る」子育て 「見守る」子育てシリーズ 小川 大介 (単行本)

子育て 1-17 頭のいい子の親がやっている「見守る」子育て 小川 大介 (単行本)

子育て 1-18 子どもが笑顔で動き出す 本当に伝わる言葉がけ 小川 大介 (単行本)

子育て 1-19 受験生専門外来の医師が教える 合格させたいなら「脳に効くこと」をやりなさい 吉田 たかよし (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-20 小学校前の３年間にできること、してあげたいこと 祖川泰治 (単行本)

子育て 1-21 頭のいい子を育てるおはなし３６６ 主婦の友社 (単行本)

子育て 1-22 才能を伸ばす「自立の子育て」―子供を“秀才”にした親がしていたこと 中西 智子 (単行本)

子育て 1-23 モンテッソーリ教育・レッジョ・エミリア教育を知り尽くした オックスフォード児童発達学博士が語る 自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方 島村華子 (単行本)

子育て 1-24 0~4歳 わが子の発達に合わせた1日30分間「語りかけ」育児 サリー ウォード, Sally Ward (単行本)

子育て 1-25 男の子の一生を決める 0歳から6歳までの育て方 (中経の文庫) 竹内エリカ (文庫)

子育て 1-26 子どもの心を強くする すごい声かけ 足立啓美 (単行本)

子育て 1-27 男の子のしつけに悩んだら読む本 原坂 一郎 (単行本)

子育て 1-28 AERA with Kids (アエラ ウィズ キッズ) 2021年 夏号 [雑誌]

子育て 1-29 プレジデントFamily(ファミリー)2021年10月号(2021年秋号:【15周年特別版】決定版! 賢い子になる本棚) プレジデント社, プレジデントFamily編集部 (雑誌)

子育て 1-30 プレジデントFamily(ファミリー)2021年7月号(2021年夏号:【15周年特別版】結論! 伸ばす親の4つの共通点 東大生249人の小学生時代) プレジデント社, プレジデントFamily編集部 (雑誌)

子育て 1-31 AERA with Kids (アエラ ウィズ キッズ) 2021年 秋号 [雑誌]

子育て 1-32 かた~い子どもの体が一瞬で伸びるキッズストレッチ (DVDでよくわかる) 村山 巧 (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-33 お母さんの自己肯定感を高める本 松村 亜里 (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-34 子どもの自己効力感を育む本 松村 亜里 (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-35 子どもの自己肯定感を高める10の魔法のことば 石田 勝紀 (単行本)

子育て 1-36 モンテッソーリ教育・レッジョ・エミリア教育を知り尽くした オックスフォード児童発達学博士が語る 自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方 3歳 〜 12歳 の子ども対象 島村 華子 (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-37 10年後の子どもに必要な「見えない学力」の育て方 木村 泰子 (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-38 子どもは「親の心配」をランドセルに入れて登校しています 「指示待ちっ子」が「自分から動く子」になる親の習慣 桑原 朱美 (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-39 子どもに伝わるスゴ技大全 カリスマ保育士てぃ先生の子育てで困ったら、これやってみ! てぃ先生, 後藤 グミ (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-40 マンガでよくわかる 子どもが勉強好きになる子育て 篠原菊紀 (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-41 マンガでよくわかる 子どもが変わる 怒らない子育て 嶋津良智 (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-42 マンガでよくわかる怒らない技術 嶋津良智, アサミネ鈴 (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-43 まんがでわかる 伝え方が9割 佐々木 圭一, 星井 博文 (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-44 子どもも自分もラクになる 「どならない練習」 伊藤 徳馬 (単行本（ソフトカバー）)

子育て 1-45 「運任せ」にしない子どもの育て方 「遺伝子」を知り、「腸内フローラ」を整えると、どんな子でも必ず伸びる！ 陰山康成  (単行本)

小受験 2-1 週刊東洋経済　2020年4/11号 [雑誌] 週刊東洋経済編集部 (Kindle版)

小受験 2-2 プレジデントFamily 日本一わかりやすい小学校受験大百科 2020完全保存版 (プレジデントムック)

小受験 2-3 なんでもわかる小学校受験の本 2022年度版 桐杏学園幼児教室 (単行本)

小受験 2-4 目指せ! 名門校合格 親子で楽しむ小学校受験 高木 宏子 (新書)
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小受験 2-5 【幼児教室では身につかない】小学校受験 家庭でできる22のこと すみれ (Kindle版)

小受験 2-6 【AERA English特別号】英語に強くなる小学校選び 2022 (AERAムック)

小受験 2-7 日本一わかりやすい小学校受験大百科　2021完全保存版 プレジデント社 (ムック版)

小受験 2-8 小学校受験バイブル ~賢い子育てをするために~ 二宮 未央, 宮田 紀子 (単行本（ソフトカバー）)

小受験 2-9 小学校受験面接ガイド(京都編) 受験専門サクセス 受験指導部 (単行本)

小受験 2-10 国立小学校合格バイブル 神山 眞 (単行本（ソフトカバー）)

小受験 2-11 子どもを医者にした親たちが幼少期にしていたこと 幼児教室ひまわり (単行本)

私小出版 3-1 「国語力は人間力」授業が変わると子どもが変わる 京都女子大学附属小学校, 吉永 幸司 (単行本)

私小出版 3-2 京女式 対話で学び合う小学校古典 ワーク付き 吉永 幸司, 日下 知美 (単行本)

私小出版 3-3 子どもが育つ 学校現場の 京女式 ほめほめ言葉 (教育技術MOOK) 吉永 幸司, 京都女子大学附属小学校 (ムック)

私小出版 3-4 京女式ノート指導術 (2) (教育技術MOOK) 吉永 幸司, 京都女子大学附属小学校 (ムック)

私小出版 3-5 関大初等部式思考力育成法研究 平成28年度版 関西大学初等部 (単行本)

私小出版 3-6 関大初等部式 思考力育成法 関西大学初等部 (単行本（ソフトカバー）)

私小出版 3-7 関大初等部式思考力育成法＜平成29年度版＞ 関西大学初等部 (単行本（ソフトカバー）)

私小出版 3-8 思考ツール ~関大初等部式 思考力育成法〈実践編〉~ 関西大学初等部 (単行本（ソフトカバー）)

私小出版 3-9 思考ツールを使う授業 ~関大初等部式 思考力育成法〈教科活用編〉~ 関西大学初等部 (単行本（ソフトカバー）)

私小出版 3-10 関大初等部式思考力育成法ガイドブック 関西大学初等部 (単行本（ソフトカバー）)

私小出版 3-11 「できた」の実感がある学習をつくる 滋賀大学教育学部附属小学校 (単行本)

私小出版 3-12 ７つの資質・能力 教科の本質を生かし資質・能力を育てる授業デザイン 藤井 千春, 滋賀大学教育学部附属小学校 (単行本)

私小出版 3-13 ともに学び自ら伸びゆく子どもが育つ授業デザイン 鹿毛 雅治, 滋賀大学教育学部附属小学校 (単行本)

私小出版 3-14 「確かな学力」を伸ばす学習指導の創造―「学ぼうとする力」を引き出す学習指導のすすめ 滋賀大学教育学部附属小学校 (単行本)

中受験 5-1 成功した親だけが知っている　ゆる中学受験・基本のキ: ゆる中学受験のトリセツ１ (桜学舎ブックス) 亀山卓郎 (Kindle版)

中受験 5-2 めんどうな中学生（わが子）を上手に育てる教科書（ブックトリップ） 亀山 卓郎 (オンデマンド (ペーパーバック))

中受験 5-3 ゆる中学受験 ハッピーな合格を親子で目指す 亀山 卓郎 (単行本（ソフトカバー）)

中受験 5-4 中学受験　大逆転の志望校選び　学校選びと過去問対策の必勝法55 (文春e-book) 安浪 京子 (単行本)

中受験 5-5 中学受験基本のキ! 第4版 (日経DUALの本) 西村則康, 小川大介 (単行本（ソフトカバー）)

中受験 5-6 中学受験の親たちへ~子どもの「最高」を引き出すルール おおたとしまさ, 安浪 京子 (単行本（ソフトカバー）)

中受験 5-7 中学受験 女の子を伸ばす親の習慣 安浪 京子 (単行本（ソフトカバー）)

中受験 5-8 最強の中学受験 「普通の子」が合格する絶対ルール 安浪京子 (単行本（ソフトカバー）)

中受験 5-9 中学受験　６年生の親がすべきこと　53の悩みにお答えします 安浪京子, エチゴヨシエ (Kindle版)

中受験 5-10 中学受験 必勝ノート術 カリスマ家庭教師のワザを親子で実践! 安浪 京子 (単行本（ソフトカバー）)

中受験 5-11 親がやるべき受験サポート 佐藤亮子, 安浪京子 (単行本)

中受験 5-12 中学受験にチャレンジするきみへ~勉強とメンタルW必勝法! 安浪 京子 (単行本（ソフトカバー）)

中受験 5-13 中学受験の超カリスマが5000組の家庭を見てわかった　子どもの学力を伸ばす親、ダメにする親 西村 則康 (単行本)

中受験 5-14 中学受験は親が9割　［学年・科目別］必勝対策 西村 則康 (単行本)

中受験 5-15 [中学受験]やってはいけない小3までの親の習慣 西村 則康 (単行本（ソフトカバー）)

中受験 5-16 中学受験！　合格する子のお父さん・受からない子のお父さん 西村 則康, 高野 健一 (Kindle版)

中受験 5-17 西村式中学受験小4~小6で差をつける 難関校合格のすごい勉強習慣 受かる子・受からない子の違いは「スピーディー&スロー」学習法 西村 則康 (単行本)

中受験 5-18 もう悩まない中学受験 小川大介, 株式会社スターダイバー (Kindle版)

中受験 5-19 親も子も幸せになれる はじめての中学受験 小川 大介 (単行本（ソフトカバー）)

中受験 5-20 5歳から始める最高の中学受験 小川 大介 (単行本（ソフトカバー）)

中受験 5-21 有名中学に合格した子の親がやっていること (SB新書) 吉田 たかよし (新書)

中受験 5-22 不可能を可能にする 最強の勉強法―究極の鉄則編 (PHP文庫) 吉田たかよし (ソフトカバー)

中受験 5-23 子供がヤル気を出す家庭の秘密 成績がみるみる上がる吉田式テクニック (角川oneテーマ21) 吉田 たかよし (新書)

中受験 5-24 脳科学と医学からの裏づけ! スマホ勉強革命 吉田 たかよし (単行本（ソフトカバー）)

中受験 5-25 中学受験をしようかなと思ったら読むマンガ 新装版 (日経DUALの本) 日経DUAL, 漫画:高瀬 志帆(原作:小林 延江) (単行本)

中受験 5-26 二月の勝者 -絶対合格の教室- 1-10巻 新品セット(コミック) 高瀬 志帆 (セット買い)

中受験 5-27 二月の勝者-絶対合格の教室- DVD-BOX バップ
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