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寄贈月 寄贈者 書   名 編  集  者 発 行 日 発 行 所 

1月 角田 春高 あきらめないで「育て直し」「育ち直り」 

 乳幼児体験の大切さ 

角田 春高 著 H19.11.30 エイデル研究所 

 

 フレーベル館 心を育てるリサイクル 大澤 力 編著 H19.10.23 フレーベル館 

 診断と治療社 よくわかる NEW 保育・教育実践

テキスト‐保育所・施設・幼稚園・小学校

実習を充実させるためにー 

無藤 隆 監修 

鈴木佐喜子・師岡章 編著  
H20.2.1 診断と治療社 

 フレーベル館 キンダーブック昭和の童謡童画集 

ひらひらはなびら 

武鹿 悦子 編 H19.12.25 フレーベル館 

2月 新曜社 親と子の発達心理学 

 縦断研究法のエッセンス 

岡本依子・菅野幸恵 編 H20.2.5 新曜社 

 すずき出版 カムジー先生の 

毎日が楽しい! 1分間リズム遊び 

かむら まさはる 著 H20.1.25 すずき出版 

 

 萌文書林 紙芝居文化 

 資料で読み解く紙芝居の歴史 

石山 幸弘 著 H20.1.25 萌文書林 

 韓国嬰幼児保

育学会 
Korea Journal of Child Care and 

Education(2007-50) 

韓国嬰幼児保育学会 2007.9.1  

 韓国嬰幼児保

育学会 
Korea Journal of Child Care and 

Education(2007-51) 

韓国嬰幼児保育学会 2007.12.1  

3月 フレーベル館 ねえ 谷川俊太郎・覚和歌子 文 H20.1.20 フレーベル館 

 浜口 順子 「育ち」観からの保育者論 浜口 順子 著 H20.2.29 風間書房 

 ミネルヴァ書房 保育士養成テキスト 1 社会福祉 石田慎二・倉石哲也・ 

小崎恭弘 編著 
H20.3.10 ミネルヴァ書房 

 

 ミネルヴァ書房 保育士養成テキスト 3 児童福祉 山野則子・金子恵美 編著 H20.3.10 ミネルヴァ書房 

 ひとなる書房 "幼保一元”と過疎の村の選択 

さめがわこどもセンター誕生物語 

野津牧・青砥ハツ子 編 

さめがわこどもセンター著 
H20.1.20 ひとなる書房 

4月 

 

中央法規出版 子ども家庭福祉サービス供給体制 

‐切れめのない支援をめざして‐ 

柏女 霊峰 著 H20.3.21 中央法規出版 

 

 ミネルヴァ書房 保育士養成テキスト 2 

社会福祉援助技術 

大竹智・倉石哲也 編著 H20.4.25 ミネルヴァ書房 

 

 古川 伸子 子ども・実習生・保育者からのメッセージ 

育ちあう心 育ちあう姿 

教育・保育実習研究会  

編著 
H19.12.10 フレーベル館 

 神戸親和女子大

学出版委員会 

特別支援保育に向けて 

-社会性を育む保育 その評価と支援の実際- 

安藤忠・川原佐公 編著 H20.3.20 建帛社 

 

 昭和堂 男の育児 女の育児 

 家族社会学からのアプローチ 

大和礼子・釜出節子・ 

木脇奈智子 編 
H20.4.25 昭和堂 

 竹内 通夫 New Direction for Early Childhood 

Education and Care in the 21st 
Century：International Perspective 

竹内通夫・ 

Ralph Scott 編 
 Martin Quam 

Press 

 



5月 全国私立保育園

連盟 

全国私立保育園連盟五十年史 全国私立保育園連盟 50年

史編纂委員会 編 
H20.3.31 全国私立保育園

連盟 

 ミネルヴァ書房 保育士養成テキスト 5 

養護原理 

農野寛治・合田誠 編著 H20.5.15 ミネルヴァ書房 

 ミネルヴァ書房 保育士養成テキスト 9 

家族援助論 

野澤正子・森本美絵 編著 H20.5.15 ミネルヴァ書房 

 チャイルド本社 おばけ大集合 

 おばけやしきを作っちゃおう！ 

山本和子・あさいかなえ 

著 
H20.4.20 チャイルド本社 

 フレーベル館 保育者の保護者支援 

 保育指導の原理と技術 

柏女霊峰・橋本真紀 著 H20.4.14 フレーベル館 

 ひとなる書房 子どもの育ちと環境 

 現場からの 10の提言 

塩野谷斉・木村歩美 編 H20.5.5 ひとなる書房 

 ひとなる書房 資料でわかる  

認知発達心理学入門 

加藤義信 編 H20.5.25 ひとなる書房 

 チャイルド本社 平成 20年度告示 

幼稚園教育要領・保育所保育指針 

＜原本＞ 

文部科学省・厚生労働省 H20.5.20 チャイルド本社 

6月 津守眞・津守房江 出会いの保育学 

―この子と出会ったときから― 

津守眞・津守房江 著 H20.5.15 ななみ書房 

 創成社 子育て支援の危機 

 ―外注化の波を防げるか― 

前原 寛 著 H20.6.10 創成社 

 創成社 ストレスのない子育てとシンプル

ライフ ―インドから学ぶゆとり

のある暮らし― 

金田卓也・サラソティー 

著 
H20.6.10 創成社 

 すずき出版 ごっこ遊びでおしごとたいけん 
 素材のたのしさをひきだそう！ 

志賀 圭子 著 H20.5.31 すずき出版 

 チャイルド本社 きむらゆういち・みやもとえつよしの 

ガラクタ工作 第 4巻  

ティッシュ箱で遊ぼう 

きむらゆういち・ 

みやもとえつよし 著 
H20.4.30 チャイルド本社 

 明石書店 未来の学力と日本の教育９ 

世界の幼児教育・保育改革と学力 

泉千勢・一見真理子・ 

汐見稔幸 編著 
H20.5.15 明石書店 

 あいり出版 保育現場のコミュニケーション 

発達心理学的アプローチ 

後藤 宗理 編 H20.4.25 あいり出版 

 あいり出版 子どもは成長する、保育者も成長する 

人とかかわる力を育む保育と成長し

続ける保育者 

成田 朋子 著 H20.3.30 あいり出版 

7月 

 

井戸 和秀・ 

チャイルド本社 

「子育ち・子育て」の心理学 井戸 和秀 編著 H20.6.20 チャイルド本社 

 同文書林 STEP UP! ワークシートで学ぶ 

保育所実習 1･2･3 

相浦雅子・那須信樹・ 

原孝成 編著 
H20.6.20 同文書林 

      



7月 ゆまに書房 家族心理臨床の実際 

―保育カウンセリングを中心に― 

上里 一郎 監修 

滝口俊子・東山弘子 編 
H20.6.25 ゆまに書房 

 すずき出版 いますぐいきたくなる園外保育 

おさんぽあそびハンドブック 

藤本 ともひこ 著 H20.7.25 すずき出版 

 北大路書房 プロジェクト型保育の実践研究 

 協同的学びを実現するために 

角尾 和子 編著 H20.7.30 北大路書房 

 

 図書文化社 子育て支援カウンセリング 

幼稚園・保育所で行う保護者の心のサポート 

石川 洋子 編集 H20.8.25 図書文化社 

 

8月 チャイルド本社 きむらゆういち・みやもとえつよしの 

ガラクタ工作 第 5巻  

紙ぶくろで遊ぼう 

きむらゆういち・ 

みやもとえつよし 著 
H20.6.20 チャイルド本社 

 

 全国保育協議会 保育年報 2008 全国保育協議会 編 H20.8.8 全国社会福祉協

議会 

 チャイルド本社 ここが変わった！新 幼稚園教育要領 

改定のポイントと解説 

武藤 隆 監修 H20.7.20 チャイルド本社 

 

 チャイルド本社 ここが変わった！新 保育所保育指針 

改定のポイントと解説 

大場 幸夫 監修 H20.8.1 チャイルド本社 

 

 チャイルド本社 ミツル＆りょうた みんなの歌遊び 

～おなじみの歌がいっぱい～ 

ミツル＆りょうた 著 H20.6.30 チャイルド本社 

 

 チャイルド本社 キリンくんのおもしろことばうた 新沢としひこ・市居みか 

著 
H20.7.25 チャイルド本社 

 

 萩原 元昭 多文化保育論 萩原 元昭 著 H20.5.15 学文社 

 森 重敏 ギフテッド・チャイルド 

―その育て方と伸ばし方― 

ポール・ウィッティ編著 

森 重敏 訳 
H20.9.15 家政教育社 

9月 ひとなる書房 対話的保育カリキュラム 

下巻 実践の展開 

加藤 繁美 著 H20.8.9 ひとなる書房 

 ひとなる書房 はじめての子育て 

育ちのきほん ―0歳から 6歳 

神田 英雄 著 H20.8.10 ひとなる書房 

 ひとなる書房 保育の教室③ あそびのちから 

―子どもとあそぶ保育者のしごと 

川崎 道夫 著 H20.7.7 ひとなる書房 

 ひとなる書房 涙では終わらせない 

 保育園民営化―当事者の証言 

ひとなる書房編集部 編 H20.8.10 ひとなる書房 

 ひとなる書房 新版 保育者・教師のための 

子ども虐待防止マニュアル 

奥山眞紀子・浅井春夫 編 H20.8.10 ひとなる書房 

 ひとなる書房 おとなに人気のふれあいあそび 

保護者会・子育てひろば…おとなのため

のアイスブレーキング集 

渡邊 暢子 編著 H20.8.10 ひとなる書房 

 ひとなる書房 保育白書 2008年版 全国保育団体連絡会・ 

保育研究所 編 
H20.8.20 ひとなる書房 

 

 

太田素子 

 

「育つ・学ぶ」の社会史  

「自叙伝」から 

小山静子・太田素子 編 

 

H20.9.30 

 

藤原書店 

 



9月 新読書社 「子育て支援後進国」からの脱却 

 子育て環境格差と幼保一元化・子育て

支援のゆくえ 

村山 祐一 著 H20.9.3 新読書社 

11月 診断と治療社 新 育児にかかわる人のための 

小児栄養学 

山口規容子・水野清子 著 H20.12.1 
（第 2版） 

診断と治療社 

12月 チャイルド本社 保育そこが知りたい！ 

気になる子Ｑ＆Ａ 

七木田 敦 編著 H20.12 チャイルド本社 

 チャイルド本社 行事の流れがよくわかる  

まるごと園行事 ①入園式 

阿部 恵 編著 H20.10 

 

チャイルド本社 

 チャイルド本社 行事の流れがよくわかる  

まるごと園行事 ②お誕生日会 

阿部 恵 編著 H20.10  チャイルド本社 

 チャイルド本社 びっくり！おもしろ紙遊び 立花愛子・佐々木伸 著 H20.11  チャイルド本社 

 チャイルド本社 中村真弓のエプロンシアター！ 中村 真弓 著 H20.12  チャイルド本社 

 古市 久子 「子育ち」環境を創りだす 愛知東邦大学 地域創造

研究所 編 
H20.10.1 唯学書房 

 フレーベル館 心を育てる環境教育② 

地球がよろこぶ食の保育 

大沢 力 編著 H20.10.1 フレーベル館 

 


