
  ２０１０(平成２２)年 寄贈図書一覧  一般社団法人日本保育学会 

寄贈月 寄贈者 書   名 編  集  者 発 行 日 発 行 所 

1 月 浜口 順子 新しく生きる―津守真と保育を語る― 津守 真 

浜口 順子 編著 

2009.12.10 フレーベル館 

 チャイルド本社 保育所児童保育要録の書き方 増田 まゆみ 編著 2009.12 チャイルド本社 

 チャイルド本社 幼稚園幼児指導要録の書き方 松村 和子 

椛島 香代 編著 

2009.12 チャイルド本社 

 近藤 幹生 保育園「改革」のゆくえ 

「新たな保育の仕組み」を考える 

近藤 幹生 著 2010.1.8 岩波書店 

 解放出版社 みんなちがって、つながる・ふかまる 

障害共生保育への招待 

戸田 有一・山本 淳子 

森本 優子・椎葉 正和 編著 

2009.12.30 解放出版社 

 韓国嬰幼児保育

学会 

Korea Journal of Child Care and 

Education(2009-56) 

韓国嬰幼児保育学会 2009.3.1  

 韓国嬰幼児保育

学会 

Korea Journal of Child Care and 

Education(2009-57) 

韓国嬰幼児保育学会 2009.6.1  

 韓国嬰幼児保育

学会 

Korea Journal of Child Care and 

Education(2009-58) 

韓国嬰幼児保育学会 2009.9.1  

 韓国嬰幼児保育

学会 

Korea Journal of Child Care and 

Education(2009-59) 

韓国嬰幼児保育学会 2009.12.1  

 韓国教員大学校 韓国幼児教育研究 No11 韓国教員大学校幼児教育研究所 2009.2.28 幼児教育研究所 

 韓国幼児教育学会 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION

(2009 年 15-1) 

韓国幼児教育学会  韓国幼児教育学会

 韓国幼児教育学会 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION

(2009 年 15-2)  

韓国幼児教育学会  韓国幼児教育学会

2 月 フレーベル館 自然が育む子どもと未来 大澤 力 編著 2009.5.8 フレーベル館 

 フレーベル館 環境教育実践～未来へのとびら～ 大澤力 監修 岡田勝彦 著 2009.11.1 フレーベル館 

 ひとなる書房 学びの物語の保育実践 大宮 勇雄 著 2010.1.14 ひとなる書房 

4 月 中島 賢介 新たな家庭・ＳＯＳ子どもの村 

－国際ＮＧＯ・ＳＯＳキンダードルフに

基づく里親コミュニティ 

金子竜太郎・中島賢介 著・訳 2010.4.9 明石書店 

 チャイルド本社 ごっこ遊び大集合 

～なりきって遊んじゃおう！ 

山本和子・あさいかなえ 著 2010.4 チャイルド本社 

 

5 月 ひかりのくに 保育者支援スキルアップ講座 

保育者の専門性をいかした保育者支援 

―保育相談支援（保育指導）の実際 

柏女 霊峰 監修・編著 

橋本真紀・西村真実 編著 

高山静子・山川美恵子・水枝谷

奈央 執筆 

2010.5 

 

ひかりのくに 

 高月 教惠 日本における保育実践史研究 

－大正デモクラシー期を中心に 

高月 教惠 著 2010.2.28 お茶の水書房 



 ひかりのくに 保育のおもむき 秋田 喜代美 著 2010.5 ひかりのくに 

 全障研出版部 子どもの発達に共感するとき 

－保育・障害児教育に学ぶ 

木下 孝司 著 2010.5.10 全障研出版部 

 生活書院 医療現場の保育士と障がい児者の生活

支援 

―独立行政法人国立病院機構全国保育

士協議会倫理綱領ガイドブック 

柏女 霊峰 監修 

独立行政法人国立病院機構全

国保育士協議会倫理綱領ガイ

ドブック作成委員会 編者 

2010.5.20 生活書院 

 チャイルド本社 しかけ絵本 

ちきゅうのためにやってみよう！ 

ひらのてつお 著 2010.5 チャイルド本社 

 チャイルド本社 びっくり！おもしろ水遊び 立花愛子・佐々木伸 著 2010.4 チャイルド本社 

 チャイルド本社 幼児の遊びと学び 

―実践から読み取る知的発達の道筋― 

塩 美佐江 編著 2010.4 チャイルド本社 

6 月 加古里子 伝承遊び考１ 絵かき遊び考 加古 里子 著 2006.10.24 小峰書店 

 加古里子 伝承遊び考２ 石けり遊び考 加古 里子 著 2007.7.25 小峰書店 

 加古里子 伝承遊び考３ 鬼遊び考 加古 里子 著 2008.1.22 小峰書店 

 加古里子 伝承遊び考４ じゃんけん遊び考 加古 里子 著 2006.7.14 小峰書店 

 図書文化 やってみよう！アプライドドラマ 

―自他理解を深めるドラマ教育のすす

め 

小林由利子 編 

アレン・オーエンズ／ナオミ・

グリーン著 

2010.6.30 図書文化 

 ナカニシヤ出版 保育カウンセリング ここからはじま

る保育カウンセラーへの道 

藤後 悦子 編 2010.5.20 ナカニシヤ出版 

 チャイルド本社 育ちと学びをつなげる幼小連携 

―小学校教頭が幼稚園へとび込んだ２

年間― 

木下 光二 著 2010.6 チャイルド本社 

 

 チャイルド本社 ラクラクかんたんペープサート２ 阿部 恵 著 2010.6 チャイルド本社 

 秋田喜代美 保育のおもむき 秋田 喜代美 著 2010.5 ひかりのくに 

 吉川 晴美 共に育つ 

―人間探求の児童学― 

吉川 晴美 編著 

矢吹芙美子・大畠孝子・小野眞

理子・松井とし・義永睦子・柴

田てる子・柳瀬洋美・市村幸

子・田尻さやか・齋藤良恵 著 

2010.4.1 宣協社 

7 月 全国保育協議会 保育年報２０１０ 全国保育協議会 編 2010.6.30 全国保育協議会 

 萌文書林 遊び保育論 小川 博久 著 2010.5.21 萌文書林 

 ひとなる書房 保育は人 保育は文化 

―ある保育園民営化を受託した保育園

の話 

平松 知子 著 2010.3.10 ひとなる書房 

 新読書社 つーちゃんの連絡帳 

～ダウン症をもつ子の母親と担任保育

者がかわした 1095 日間の記録～ 

真関 美紀・長谷川孝子 著 2010.7.6 新読書社 

 鈴木出版 ザ★ケロポンズ 

―見たい！知りたい！ふたりのすべて 

ケロポンズ 著 2010.7.20 鈴木出版 

 



7 月 チャイルド本社 脳と心を育てる 50 のあそび 森田 勝之 著 2010.7 チャイルド本社 

 チャイルド本社 中谷真弓のエプロンシアター！２ 中谷 真弓 著 2010.6 チャイルド本社 

8 月 新読書社 保育者と保護者の“いい関係” 

～保護者支援と連携・協力のポイント～

師岡 章 著 2010.8.4 新読書社 

 チャイルド本社 子育て支援 ひだまり通信 

―遊びとしつけの上手なコツ― 

高山 静子 著 2010.7 チャイルド本社 

 チャイルド本社 鈴木翼＆中川ひろたかのうたのつばさ 

楽しくうたって遊ぼう 

鈴木翼・中川ひろたか 著 2010.7 チャイルド本社 

 鈴木 佐喜子 乳幼児の「かしこさ」とは何か 

豊かな学びを育む保育・子育て 

鈴木 佐喜子 著 2010.8.2 大月書店 

９月 韓国幼児教育学会 幼児教育研究（2009 年 29-1－6） 韓国幼児教育学会 2009.2-12 韓国幼児教育学会

 韓国幼児教育学会 幼児教育研究（2010 年 30-1－3） 韓国幼児教育学会 2010.2-6 韓国幼児教育学会

 合同出版 子ども図鑑 

自然とくらしと遊びを楽しむ 12 ヶ月 

近藤宏・野原由利子・ 

笹瀬ひと美 著 

2010.9.30 合同出版 

 ひとなる書房 新版 子どもと歩けばおもしろい 

対話と共感の幼児教育論 

加藤 繁美 著 2010.8.8 ひとなる書房 

 ひとなる書房 保育の基本 2･3 歳児 「ちいさいなかま」編集部 編 2010.8.10 ひとなる書房 

 ひとなる書房 いい保育をつくるおとな同士の関係 「ちいさいなかま」編集部 編 2010.8.10 ひとなる書房 

 ひとなる書房 保育白書 2010 年版 全国保育団体連合会／ 

保育研究所 編 

2010.8.10 ひとなる書房 

10 月 日本図書センター リーディングス日本の社会福祉 

第 8 巻 子ども家庭福祉 

岩田 正美 監修  

山縣 文治 著 

2010.10.15 日本図書センター

 フレーベル館 子どもと森へ出かけてみれば 写真・ことば 小西貴士 2010.7.20 フレーベル館 

 学文社 子どもの参画 

－参画型地域活動支援の方法－ 

萩原 元昭 編著 2010.9.30 学文社 

 

11 月 

 

チャイルド本社 はじめてのクリスマス スティーブン・パーカー 作 

ゆり よう子 訳 

2010.10 チャイルド本社 

 チャイルド本社 読み聞かせ とんち・わらい話 50 話 よこた きよし 文 2010.10 チャイルド本社 

 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 10 巻  

いろいろな紙箱で遊ぼう 

きむらゆういち・ 

みやもとえつよし 著 

2010.10 チャイルド本社 

 児玉 衣子 ﾌﾚｰﾍﾞﾙ近代乳幼児教育・保育学の研究

ﾌﾘｰﾄﾞﾘｯﾋ・ﾌﾚｰﾍﾞﾙ著『母の歌と愛撫の歌』

の教育方法学的検討から 

児玉 衣子 著 2009.11.30 現代図書 

 岡林 典子 乳幼児の音楽的成長の過程 

－話し言葉・運動動作の発達との関わり

を中心に－ 

岡林 典子 著 2010.3.31 風間書房 

 チャイルド本社 びっくり！おもしろ光遊び 立花愛子・佐々木伸 著 2010.11 チャイルド本社 

 チャイルド本社 ひろみちお兄さんのからだあそび 佐藤 弘道 著 2010.11 チャイルド本社 

12 月 チャイルド本社 てのひらのちきゅう 新沢としひこ 谷口國博 著 2010.11 チャイルド本社 

 チャイルド本社 保育《モノ・コトと人》 山内 昭道 著 2010.11 チャイルド本社 



 ミネルヴァ書房 「気になる」子どもの保育 藤崎春代・木原久美子 著 2010.12.20 ミネルヴァ書房 

 白川 蓉子 育ちあう乳幼児教育保育 第 2 版 白川蓉子・稲垣由子・ 

北野幸子・奥山登美子 著 

2010.12.10 有斐閣  

 和田 幸子 わらべうたを用いた障害児保育の実践 和田 幸子 著 2011.1.10 三学出版  

 風間書房 幼児教育の質的向上に関する研究 山本 和美 著 2010.11.15 風間書房  

 


