
２００７(平成 1９)年寄贈図書一覧      日本保育学会 

寄贈月 寄贈者 書   名 編  集  者 発 行 日 発 行 所 

1月 古市久子 あしたのあなたへ 古市 久子 著 2004・8・30 春風社 

   同文書院 保育・教育ネオシリーズ（第１～20巻） 岸井 勇雄 他 2006・4・１ 同文書院 

  フレーベル館 時の標 お茶の水大学附属幼稚園  

創立 130周年記念出版 

お茶の水大学附属幼稚園 2006・11・20 フレーベル館 

 フレーベル館 子ども虐待の理解と対応 

子どもを虐待から守るために 

庄司 順一 著 2007・1・25 

改訂新版 

フレーベル館 

2月 かもがわ出版 保育実践と発達研究が出会うとき 

まるごととらえる子どもと生活 

清水 民子 他 著 2006・6・25 かもがわ出版 

 太田 素子 子宝と子返し 

近世農村の家族生活と子育て 

太田 素子 著 2007・2・28 藤原書店 

3月 オムリ 慶子 イタリア幼児教育メソッドの歴史的変遷に

関する研究 

‐言語教育を中心に‐ 

オムリ 慶子 著 2007・2・28 風間書房 

 岩田 遵子 現代社会における「子ども文化」成立の可

能性 

‐ノリを媒介とするコミュニケーションを

通して‐ 

岩田 遵子 著 2007・2・28 風間書房 

  九州大学出版

会 

ロシア革命と保育の公共性 

‐どの子にも無料の公的保育を‐ 

村知 稔三 著 2007・2・28 九州大学出版会 

   ひとなる書房 現代と保育 ３   

‐1歳児の保育を考える‐ 

ひとなる書房 2007・3・15 ひとなる書房 

 校倉書房 国立の小学校 大西 健夫  

堤 清二 編著 

2007・3・20 校倉書房 

   学文社 近代日本幼稚園建築史研究 

―教育実践を支えた園舎と地域― 

永井理恵子 著 2005・12・2 学文社 

4月 ミネルヴァ書

房 

教育課程・保育計画総論 田中 亨胤 

佐藤 哲也 編著 

2007・4・20 ミネルヴァ書房 

 新読書社 韓国の保育・幼児教育と子育ての社会的支

援 

勅使 千鶴 著 2007.・3・22 新読書社 

 萌文書林 教育臨床への挑戦 青木 久子 著 2007.・4・25 萌文書林 

5月 西垣 光代 A.L.ハウの生涯 西垣 光代 著 2007.・5・18 神戸新聞総合 

出版センター 

 佐伯 胖 共感 育ち合う保育のなかで‐ 佐伯 胖 編 2007.・5・15 ミネルヴァ書房 

 北大路書房 保育園は子どもの宇宙だ 

―トイレが変われば保育も変わる― 

無藤 隆・汐見稔幸 監修 

岡本 拡子 編集 

2007.・5・10 北大路書房 

 建皁社 児童福祉施設・保育所 子どもの危機対応

マニュアル 

浅井 春夫 監修 2007.・5・25 建皁社 



 スペース新社 保育の基本と工夫 

＊環境とカリキュラムを考える＊ 

望月 威征 著 2007.・3・8 スペース新社 

 関口博子 近代ドイツ語圏の学校音楽と合唱運動 

‐19 世紀前半のスイスにおける H.G.ネー

ゲリの思想とその活動を中心として‐ 

関口 博子 著 2007.・2・15 風間書房 

 フレーベル館 どろんこ保育 塩川 寿平 著 2006･12･15 フレーベル館 

6月 韓国嬰幼児保

育学会 

Korea Journal of Child Care and 

Education(2006-46) 

韓国嬰幼児保育学会 2006・9・1  

 韓国嬰幼児保

育学会 

Korea Journal of Child Care and 

Education(2006-47) 

韓国嬰幼児保育学会 2006.・12・1  

 韓国嬰幼児保

育学会 

Korea Journal of Child Care and 

Education(2007-48) 

韓国嬰幼児保育学会 2007・3・1  

 韓国嬰幼児保

育学会 

Korea Journal of Child Care and 

Education(2007-49) 

韓国嬰幼児保育学会 2007・6・1  

 

 

萌文書林 ナラティヴとしての保育学 磯部裕子・山内紀幸 著 2007・5・18 萌文書林 

 大場 幸夫 こどもの傍らに在ることの意味 

保育臨床論考 

大場 幸夫 著 2007・2・1 萌文書林 

 秋山 治子 ひとりで学べるピアノワークブック 

～ピアニストがノウ・ハウを出し合ってつ

くりあげた～ 

秋山 治子 著 2007・3・20 共同音楽出版社 

7月 すずき出版 ヨガであそぼう 小澤 直子・新沢としひこ 

著 

2007・7・25 すずき出版 

 すずき出版 ケロポンズ Bestソングブック ケロポンズ 著 2007・7・25 すずき出版 

8月 塩川 寿平 大地保育環境論 塩川 寿平 著 2007・7・15 フレーベル館 

 一藝社 これだけは身につけたい 保育者の常識 67 谷田貝公昭・上野通子 編 2006・11・1 一藝社 

 一藝社 保育ミニ辞典 谷田貝 公昭 編 2007・5・25 一藝社 

 一藝社 保育用語辞典〔第 2版〕 谷田貝 公昭 監修 2007・4・10 一藝社 

 藤岡 佐規子 視点はいつも、子どもたち 

保育園の窓辺から･･･PART2 

藤岡 佐規子 著 2007・8・25 蒼丘書林 

９月 ひとなる書房 保育に悩んだときに読む本 

 発達のドラマと実践の手だて 

神田 英雄 著 2007・8・4 ひとなる書房 

 ひとなる書房 ほっとけない！ 

親たちの公立保育園民営化問題 Q&A 

ほうんネット 編 2007・7・1 ひとなる書房 

 ひとなる書房 「食」からひろがる保育の世界 礒部 裕子 監修 2007・5・30 ひとなる書房 

 ひとなる書房 対話的保育カリキュラム＜上＞理論と構造 加藤 繁美 著 2007・8・9 ひとなる書房 

 ひとなる書房 保育白書 ２００７年版 全国保育団体連絡会・ 

保育研究所 編 

2007・8・20 ひとなる書房 

10月 冨田 久枝 保育者のためのビデオ自己評価法 

 理論・方法・実践的効果 

冨田 久枝 著 2007・8・30 北大路書房 



 冨田 久枝 保育カウンセリングへの招待 冨田 久枝 著 2007・9・10 北大路書房 

 ミネルヴァ書

房 

保育者の現在 専門性と労働環境 垣内国光・東社協保育士会 

編著 

2007・10・30 ミネルヴァ書房 

11月 一藝社 ﾃﾞｰﾀで見る幼児の基本的生活習慣 

 基本的生活習慣の発達基準に関する研究 

谷田貝公昭・高橋弥生 著 2007・10・5 一藝社 

 山田 敏 イギリス就学前教育・保育の研究 

 ‐連合王国の詳細な実態及び 

現在進行中の諸改革の実態の考察‐ 

山田 敏 著 2007・11・15 風間書房 

 


