関
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図

書

乳児期の親と子の絆をめぐって：しあわせな人を育てるために 澁井展子 彩流社 2017
スマホ世代の子どもたちと向き合うために
教師が知っておくべきネット社会とデジタルルール
楢原 毅編著 小学館 2016
「賢い子」に育てる究極のコツ
瀧 靖之 文響社 2016
スマホ断食―ネット時代に異議があります
藤原智美 潮出版社 2016
「スマホ首」が自律神経を壊す
松井孝嘉 祥伝社新書 祥伝社 2016
ママのスマホになりたい
のぶみ WAVE 出版 2016
ブルーライト テキストブック
坪田一男 金原出版株式会社 2016
やってはいけない脳の習慣―2 時間の学習効果が消える！ 小中高生 7 万人の実証データに
よる衝撃レポート
川島隆太[監修] 横田晋務[著] 青春新書 INTELIGENCE 青春出版社
2016
スマホ依存の親が子どもを壊す
諸岡祥彦 宝島社 2016
特集 スマホ時代の子どもたち 児童心理 7 月号 No. 1025
金子書房 2016
いまどきの依存とアディクション
松本俊彦 宮崎仁 南山堂
ホットケーキで「能力」が上がる
川島隆太 小学館
ネットに奪われる子どもたち～スマホ社会とメディア依存への対応～
NPO 法人子どもとメディア 清川輝基 編著 古野陽一・山田真理子 著

2015
2015

少年写真新聞社
インターネット・ゲーム依存症
岡田尊司 文春新書 文藝春秋
ソーシャルメディア中毒
高橋暁子 幻冬舎エデュケーション新書 幻冬舎
つながりを煽られる子どもたち―ネット依存といじめ問題を考える
土井隆義 岩波ブックレット 岩波書店
デジタルは人間を奪うのか
小川和也 講談社現代新書 講談社
デジタルデトックスのすすめ
米田智彦 PHP 研究所
ネット依存から子どもを守る本
キム・ティップ・フランク著 上田勢子訳 大月書店

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

ネット依存症から子どもを救う本
樋口進 法研 2014
デジタル・デメンチア 子どもの思考を奪うデジタル認知障害
マンフレド・シュピッツァー 著 小林敏明 訳/松井俊哉 監修 講談社 2014
Children, Adolescents, and the Media Third Edition
Victor C. Strasburger・Barbara J. Wilson・Amy B. Jordan SAGE 2014
依存症のすべて―『やめられない気持ち』はどこから来る？
廣中直行 講談社 2013
液晶画面に吸い込まれる子どもたち ネット社会の子育て
下田博次・下田真理子/共著 女子パウロ会 2013
ネットが社会を破壊する
高田明典 リーダーズノート出版 2013
ネット依存症
漂流しはじめた日本の教育

樋口進 PHP 新書 PHP 研究所
教育現場のデジタル化は誰のため？
宮川典子 ポプラ新書 ポプラ社
スマホ中毒症―「21 世紀のアヘン」から身を守る 21 の方法

2013
2013

志村史夫 講談社+α新書 講談社
ブルーライト体内時計への脅威
坪田一男 集英社新書 集英社
ネット依存症のことがよくわかる本
樋口進 監修 講談社
ネトゲ廃人
芦崎治 新潮文庫 新潮社
つながらない生活―「ネット世間」との距離のとり方
ウィリアム・パワーズ著 有賀裕子訳 プレジデント社
ほんとうにいいの？ デジタル教科書
新井紀子 岩波ブックレット 岩波書店
IT 断食のすすめ 遠藤功・山本孝昭 日経プレミアシリーズ 日本経済新聞出版社
インターネットが壊した「こころ」と「言葉」
森田幸孝 幻冬舎ルネッサンス新書 幻冬舎ルネッサンス
生きなおす力
柳田邦男 新潮文庫 新潮社

2013
2013
2013
2012

脳を創る読書 なぜ「紙の本」が人にとって必要なのか 酒井邦嘉 実業之日本社
子どものケータイー危険な解放区
下田博次 集英社新書 集英社
携帯電磁波の人体影響
矢部武 集英社新書 集英社
親は知らないーネットの闇に吸い込まれる子どもたち
読売新聞社会部 著 中央公論新社

2011
2010
2010

見えない汚染「電磁波」から身を守る
子どもの秘密がなくなる日―プロフ中毒

2012
2012
2011
2011
2011

2010

古庄弘枝 講談社+α新書 講談社 2010
ケータイ天国
渡辺真由子 主婦の友新書 主婦の友社 2010
子どもと情報メディア
村田育也 現代図書 2010
「メディア漬け」で壊れる子どもたち 内海裕美・清川輝基 共著 少年写真新聞社 2009
子どもとケータイ利用と学校の危機管理
下田博次 少年写真新聞社 2009
「ケータイ時代」を生きるきみへ
尾木直樹 岩波ジュニア新書 岩波書店 2009
中学生が考えるー私たちのケータイ、ネットとのつきあい方 大山圭湖 清流出版 2009
日本の子どもの自尊感情はなぜ低いのかー児童精神科医の現場報告
古荘純一 光文書新書 光文社 2009
子どもの脳と仮想世界
戸塚滝登 岩波書店 2008
「気づき」の力－生き方を変え、国を変える
柳田邦男 新潮社 2008
壊れる日本人―ケータイ・ネット依存症への告別
柳田邦男 新潮文庫 新潮社 2007
オンラインチルドレンーネット社会の若者たちー
牟田武生 オクムラ書店 2007
不安に潰される子どもたちー何が追いつめるのか
古荘純一 祥伝社 2007
いま、子どもたちがあぶない！ 子ども・メディア・絵本
斎藤惇夫 田澤雄作 脇明子 中村柾子 山田真理子 古今社 2006
大人が絵本に涙する時
柳田邦男 平凡社 2006
あなたの子どもには自然が足りない
リチャード・ルーブ 春日井晶子訳 早川書房 2006
ケータイ・ネット人間の精神分析
小此木啓吾 朝日文庫 朝日新聞社 2005
ケータイ・リテラシーー子どもたちの携帯電話・インターネットが危ない！
下田博次 NTT 出版 2004
絵本の力
河合隼雄 松井直 柳田邦男 岩波書店 2001
子どもの危機をどう見るか
尾木直樹 岩波新書 2000
子どもの社会力
門脇厚司 岩波新書 岩波書店 1999
インターネット中毒－まじめな警告です
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