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寄贈月 寄贈者 書	 	 	 名 編	 	 集	 	 者 発	 行	 日 発	 行	 所 

1月 チャイルド本社 昔話で楽しむ劇あそび わたなべ	 めぐみ	 著 H20.12 チャイルド本社 

 チャイルド本社 ちきゅうのためにできる 10のこと メラニー・ウォルシュ	 作 

山本	 和子	 訳 

H21.1.1 チャイルド本社 

 フレーベル館 平成 20年改定	 保育所保育指針	 解説 

保育を創る 8つのキーワード 

大場幸夫・網野武博・ 

増田まゆみ	 編著 

H20.8.8 フレーベル館 

 

2月 誠信書房 子ども家庭福祉論 柏女	 霊峰	 著 H21.1.23 誠信書房 

 早未	 恵理 子どもと楽しむ「遊び」のヒント 早未	 恵理	 著 H19.5.18 飛鳥新社 

 早未	 恵理 親子で楽しむ 365日暮らしの行事 早未	 恵理	 監修 H20.11.17 大泉書店 

 早未	 恵理 子どもと大人がいっしょに楽しめる 

ど★デカ工作 

早未	 恵理	 著 H20.7.20 主婦の友社 

 青木	 久子 幼児教育	 知の探求４ 

脱学校化社会の教育学 

磯部裕子・青木久子	 著 H21.2.9 萌文書林 

 ミネルヴァ書房 保育士養成テキスト 7	 小児栄養 岡佐智子・小川雄二	 編著 H21.2.20 ミネルヴァ書房 

 韓国幼児教育学会 幼児教育研究（2008年 28-5） 韓国幼児教育学会 2008.10.25 韓国幼児教育学会 

 韓国幼児教育学会 幼児教育研究（2008年 28-6） 韓国幼児教育学会 2008.12.25 韓国幼児教育学会 

 韓国幼児教育学会 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

(2008年 14-2) 

韓国幼児教育学会  韓国幼児教育学会 

 チャイルド本社 育つ・つながる子育て支援 

具体的な技術・態度を身につける 32の

リスト 

子育て支援者コンピテンシ

ー研究所	 編著 

2009.2 チャイルド本社 

 

 チャイルド本社 行事の前に読み聞かせ 

年中行事のお話 55 

深山	 さくら	 文 

谷田貝	 公昭	 監修 

2009.2 チャイルド本社 

 

 フレーベル館 THE	 保育	 101の提言 Vol.2 無藤	 隆	 編著 2008.12.15 フレーベル館 

 

 自治体研究社 子育て支援のフィロソフィア 

家庭を地域にひらく子育て・親育て 

増山	 均	 著 2009.2.10 自治体研究社 

3月 西山	 修 保育者の効力感と自我同一性の形成 西山	 修	 著 2009.2.28 風間書房 

 日浦	 直美 「寛容性」の涵養に関する幼児教育学的

考察 

日浦	 直美	 著 2009.2.28 風間書房 

 チャイルド本社 まるごと園行事③	 保育参観・懇談会 阿部	 恵	 編著 2009.2 チャイルド本社 

 チャイルド本社 まるごと園行事④	 遠足・園外保育 阿部	 恵	 編著 2009.2 チャイルド本社 

 障害者問題研究 続	 発達の芽をみつめて 

かけがいのない「心のストーリー」 

近藤	 直子	 著 2009.4.20 障害者問題研究 

 ひとなる書房 子どもが育つ言葉かけ	 口頭詩をもとに

して	 聴きとる・つなげる・ふくらませる	  

増田	 修治	 著 2009.3.27 ひとなる書房 

4月 小林	 恵子 日本の幼児保育につくした宣教師 

「下巻」 

小林	 恵子	 著 2009.3.25 キリスト新聞社 



 新読書社 子どもと大人のための童話集１ K.D.ウシンスキー	 著 

柴田	 義松	 訳 

2009.3.24 新読書社 

 新読書社 子どもと大人のための童話集２ K.D.ウシンスキー	 著 

柴田	 義松	 訳 

2009.3.24 新読書社 

 中央法規 わかる！できる！新保育所保育指針実

践ガイド 

社会福祉法人日本本保育協

会 

2009.4.20 中央法規 

 世織書房 教育玩具の近代―教育対象としての子

どもの誕生 

是澤	 博昭	 著 2009.3.31 世織書房 

 鈴木	 昌世 イタリア人と母 鈴木	 昌世	 著 2009.3.30 サン	 パウロ 

 第一法規 保育所保育指針	 幼稚園教育要領 

―保育実践への具体的な活かし方― 

柏女	 霊峰・橋本	 真紀 

無藤	 隆・神長	 美津子編著 

2009.3.20 第一法規 

 愛育養護学校 愛育の庭から	 子どもと歩み学ぶ日々 津守	 眞 2009.3.10 (学)愛育学園 

 チャイルド本社 びっくり！おもしろ砂遊び 立花	 愛子・佐々木	 伸	 著 2009.4 チャイルド本社 

5月 チャイルド本社 まるごと園行事⑤	 運動会 阿部	 恵 2009.4 チャイルド本社 

 チャイルド本社 まるごと園行事⑥	 作品展 阿部	 恵 2009.4 チャイルド本社 

6月 筒井書房 開かれた心を育む 

小さな保育園の小さな物語 

遠山	 洋一 2009.5.29 筒井書房 

 甲南女子大学 

国際子ども研究

センター 

子ども学	 第 11号 甲南女子大学 

国際子ども学研究センター 

2009.3.31 学校法人 

甲南女子学園 

 新読書社 かかわりを育てる乳児保育 全国保育問題研究協議会編 2009.5.8 新読書社 

 新読書社 保育で育ちあう 

～子ども・父母・保育者のいい関係～ 

全国保育問題研究協議会編 2009.6.5 新読書社 

 新読書社 子どもの生活にいきるリスクマネジメ

ント命を大切に育む保育 

元堺市立鳳保育所職員グル

ープ＋渡邊保博 

2009.6.17 新読書社 

 新読書社 ひびき合いの保育研究 

―北海道保問研 55年の歩み― 

北海道保育問題研究協議会

編著 

2009.6.21 新読書社 

 すずき出版 子どもに伝えたい	 わらべうた手合わ

せ遊び子守うた 

細田淳子	 編著 

たごもりのりこ	 絵 

2009.6.30 すずき出版 

 全国社会福祉協

議会 

保育年報 2009 全国保育協議会 2009.6.29 全国社会福祉協

議会 

7月 フレーベル館 やってみよう！私の保育の自己評価 現代保育研究所	 編 2009.6.30 フレーベル館 

 新読書社 ひびき合いの保育研究 

―北海道保問研 55年の歩み― 

北海道保育問題研究協議会

編著 

2009.6.21 新読書社 

 ぎょうせい 発達がわかれば子どもが見える 

～０歳から就学までの目からウロコの

保育実践～ 

田中真介	 監修 

乳幼児保育研究会	 編著 

2009.2.25 ぎょうせい 

 東京大学出版会 生涯発達のダイナミクス 

知の多様性	 生きかたの可塑性 

鈴木	 忠	 著 2008.6.30 東京大学出版会 

8月 創成社 子どものいじめと「いのち」のルール 

―いのちから子育て・保育・教育を考え

岡本	 富郎	 著 2009.8.24 創成社 



る― 

 創成社 子どもが病気になる前に知っておきた

いこと―病児・病後児保育の考え方― 

高野	 陽 

金森	 三枝	 著 

2009.8.24 創成社 

9月 チャイルド本社 忍者大集合―忍者になって遊んじゃお

う！ 

山本	 和子 

あさい	 かなえ	 著 

2009.8 チャイルド本社 

 チャイルド本社 毛糸であそぼう りんごの木	 著 2009.8 チャイルド本社 

 チャイルド本社 ヒダオサムの造形のココロ ヒダオサム	 著 2009.6 チャイルド本社 

 チャイルド本社 たにぞうのぼくのおひさまパワー 谷口	 國博	 著 2009.7 チャイルド本社 

 全国社会福祉協

議会 

改訂版	 全国保育士会倫理綱領ガイド

ブック 

柏女	 霊峰	 監修 

全国保育士会	 編 

2009.9.2 全国社会福祉協

議会 

 ミネルヴァ書房 アスペルガー症候群の子どもの発達理

解と発達援助 

榊原	 洋一	 編著 2009.8.20 ミネルヴァ書房 

 ミネルヴァ書房 発達障害児・気になる子の巡回相談―す

べての子どもが「参加」する保育へ― 

浜谷	 直人	 編著 2009.8.20 ミネルヴァ書房 

10月 チャイルド本社 もうひとつのどうぶつえん 宮川	 アジュ	 絵 

富田	 朋子	 文 

2009.9 ひさかたチャイ

ルド 

 福岡貞子 保育者と学生・親のための 

乳児の絵本・保育課題絵本ガイド 

福岡	 貞子 

礒沢	 淳子	 編著 

2009.8.10 ミネルヴァ書房 

 チャイルド本社 わたしのやさしいいちにち メラニー・ウォルシュ	 作 

山本	 和子	 訳 

2009.10 チャイルド本社 

 河邉	 貴子 今日から明日へつながる保育 

―体験の多様性・関連性をめざした保育

の実践と理論― 

河邉	 貴子・赤石	 元子監修 

東京学芸大学付属幼稚園小

金井園舎編集 

2009.10.4 萌文書林 

 すずき出版 毎日の保育が楽しくなる 

先生とママの子育てサプリ 

兵頭	 恵子 

もとした	 いづみ	 著 

2009.10.10 すずき出版 

 フレーベル館 保育所児童保育要録の書き方 民秋	 言	 著 2009.7.27 フレーベル館 

 新読書社 戦後保育政策のあゆみと保育のゆくえ 中村	 強士	 著 2009.10.16 新読書社 

 チャイルド本社 まるごと園行事⑦クリスマス会 阿部	 恵	 編著 2009.10 チャイルド本社 

 チャイルド本社 まるごと園行事⑧卒園式 阿部	 恵	 編著 2009.10 チャイルド本社 

11月 北大路書房 遊び・生活・学びを培う教育保育の方法

と技術―実践力の向上をめざして― 

北野	 幸子・角尾	 和子 

荒木	 紫乃	 編著 

2009.6.20 北大路書房 

 ひとなる書房 保育のきほん	 ゼロ・1歳児 「ちいさいなかま」編集部 2009.8.10 ちいさいなかま

社 

 ひとなる書房 赤ちゃんのための手づくりおもちゃ 春山	 明美	 著 2009.8.10 ちいさいなかま

社 

 ひとなる書房 保育白書 2009 全国保育団体連絡会 

保育研究所	 編 

2009.8.10 ちいさいなかま

社 

 ひとなる書房 徹底検証！保育制度「改革」 

新制度案に子どもの未来は託せない 

保育研究所	 編 2009.8.10 ちいさいなかま

社 

 ひとなる書房 保育を変える記録の書き方	  

評価のしかた 

今井	 和子	 編著 2009.6.30 ひとなる書房 



 ひとなる書房 レンガの子ども 原田	 嘉美子 

河本	 ふじ江	 編著 

2009.8.6 ひとなる書房 

 ひとなる書房 ＜生きづらさ＞の時代の保育哲学 中西	 新太郎	 著 2009.7.15 ひとなる書房 

 ひとなる書房 対話と保育実践のフーガ 

時代と切りむすぶ保育観の探究 

加藤	 繁美	 著 2009.8.9 ひとなる書房 

 チャイルド本社 事例から学ぶ	 子ども主体の保育 井戸	 和秀	 監修 

門松	 良子	 編著 

2009.11 チャイルド本社 

 チャイルド本社 「子育ち・子育て」の心理学 井戸	 和秀	 編著 2008.6.20 チャイルド本社 

 チャイルド本社 チャイルドブックのちいさな昔話 51話  2009.11 チャイルド本社 

 東京大学出版会 施設で暮らす子どもたちの成長 大塚	 類	 著 2009.11.18 東京大学出版会 

 チャイルド本社 びっくり！おもしろ空気遊び 立花	 愛子 

佐々木	 伸	 編著 

2009.11 チャイルド本社 

12月 深貝	 美子 3拍子！おしゃれな歌の世界 深貝	 美子 2009.8.10 三恵社 

 多賀出版 現象学から探る豊かな授業 中田	 基昭 2010.1.20 多賀出版 

 
 


