
 2012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 著者 発行日 発行所

不昧堂出版 関係<臨床・教育>　―気づく・学ぶ・活かす― 日本関係学会　編 2011.12.13 不昧堂出版

チャイルド本社 月齢別　赤ちゃんのよろこぶあそび110 横山　洋子　著 2012.1 チャイルド本社

チャイルド本社 やさしさいっぱい！赤ちゃんの手づくりおもちゃ50 ポット編集部　編 2012.1 チャイルド本社

細田　淳子 簡単メソッド　コードで弾きうたい 細田淳子・笹井邦彦・西海聡子・悠木昭宏　著 2011.10.1 カワイ出版

すずき出版 新沢としひこのみんなのたいそう　～うたってはずんで1･2･3！～ 新沢としひこ　著 2012.1.20 すずき出版

チャイルド本社 動かして遊ぼう！びっくり！おもしろしかけ遊び 立花愛子・佐々木伸　著 2012.1 チャイルド本社

チャイルド本社 アイデアいっぱい！季節＆行事の製作あそび ポット編集部　編 2012.1 チャイルド本社

すずき出版 鈴木翼のGO!GO!あそびうた　ほぐせ！からだじゅう 鈴木　翼　著 2012.2.10 すずき出版

太田　素子 保育と家庭教育の誕生　1890-1930 太田素子・浅井幸子　編 2012.2.29 藤原書店

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2011-66) 韓国嬰幼児保育学会 2011.3.1 韓国幼児教育学会

2月

2012年
1月

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2011-67） 韓国嬰幼児保育学会 2011.6.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2011-68) 韓国嬰幼児保育学会 2011.9.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2011-69) 韓国嬰幼児保育学会 2011.12.1 韓国幼児教育学会

学研教育出版 命を預かる保育者の子どもを守る防災BOOK 猪熊　弘子　編 2012.2.28 学研教育出版

診断と治療社 子どもの食と栄養　健康なからだとこころを育む小児栄養学
水野清子・南里清一郎・長谷川智子・
藤井香・藤澤良知・上石晶子　編著

2012.2.10 診断と治療社

東信堂 発展途上国の保育と国際協力 浜野隆・三輪千明　著 2012.2.29 東信堂

韓国幼児教育学会
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION
（2011年17-2） 韓国幼児教育学会 韓国幼児教育学会

韓国幼児教育学会 幼児教育研究（2011年31-4－6） 韓国幼児教育学会 2011.8-12 韓国幼児教育学
会

ミネルヴァ書房 よくわかる教育学原論
安彦忠彦・児島邦宏・藤井千春・
田中博之　　編著

2012.4.20 ミネルヴァ書房

筒井書房 心を感じる、自然を感じる　－小さな保育園の小さな物語－ 遠山　洋一　著 2012.4.20 筒井書房

3月

5月
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寄贈月 寄贈者 書名 著者 発行日 発行所

学術出版会 近代日本幼稚園教育実践史の研究 小山　みずえ　著 2012.5.25 学術出版会

ひとなる書房 ごんごんの保育笑説　みんな子どもが教えてくれた 桜井　ひろ子　著 2012.4.30 ひとなる書房

チャイルド本社 なぜなぜ？ふしぎ図鑑なんでも200 竹下　昌之　総監修 2012.7 チャイルド本社

昭和堂 幼児期からの環境教育―持続可能な社会にむけて環境観を育てる 井上　美智子　著 2012.2.28 昭和堂

創成社 大場幸夫が考えていた保育の原点 大場　富子　監修 2012.5.13 創成社

チャイルド本社 縁日ゲーム大集合　手作りゲームで遊んじゃおう！ 山本和子・あさいかなえ　著 2012.6 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　みんなで作って遊ぼう！
きむらゆういち・
みやもとえつよし　著

2012.4 チャイルド本社

ひとなる書房 幼児期の劇づくりと平和教育　『かわいそうなぞう』を手がかりに
おちあいみさお・新田保育園・
渡辺弘純　編著

2012.6.15 ひとなる書房

ひとなる書房 忘れない！明日へ共に　―東日本大震災・原発事故と保育 『現代と保育』編集部　編 2012.6.20 ひとなる書房

6月

7月
学研教育出版 健康おたより文例集　春夏秋冬 金澤　治　監修 2012.7.10 学研教育出版

学研教育出版 ０～６歳　心の育ちと対話する保育の本 加藤　繁美　著 2012.7.10 学研教育出版

チャイルド本社
具体的な対応がわかる　気になる子の保育
発達障害を理解し、保育するために

徳田克己　監修　　水野智美　編著 2012.7 チャイルド本社

チャイルド本社 ケロポンズのあそびうた同好会 ケロポンズ　著 2012.7 チャイルド本社

深貝　美子 歌って踊って！身体表現遊び　こぶたのマンボ　深貝美子作品集 深貝　美子　著 2012.7.1 三恵社

学研教育出版
0～5歳児の劇あそび
むかしばなしで発表会（アクトリズム・オペレッタ）

河合　礼子　著 2012.7.31 学研教育出版

チャイルド本社 わくわく！びっくり！かんたん手づくり絵本 木村　研　著 2012.8 チャイルド本社

メイト 食育と保育～子どもの姿が見える食育の実践～ 師岡　章　著 2012.8.1 メイト

ミネルヴァ書房 ０１２３　発達と保育
松本博雄・常田美穂・川田学・
赤木和重　著

2012.8.30 ミネルヴァ書房

8月

7月
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すずき出版 子どもからの保育・教育へ　「有価性への想い」を検証する 村石　昭三　著 2012.2.1 すずき出版

すずき出版 実践者が作った教育課程プログラム

公益財団法人　幼少年教育研究所
実践者が作った教育課程プログラム研究委
員会　代表　関章信
（福島めばえ幼稚園理事長・園長）編

2012.7.12 すずき出版

新読書社 新版　保育の探求　子どもの要求を土台にして 高瀬慶子・東内瑠里子　著（解説） 2012.8.17 新読書社

新読書社 保育の散歩道 宍戸　健夫　著 2012.8.1 新読書社

ひとなる書房 発達する保育園子ども編　子どもが心のかっとうを超えるとき 平松　知子　著 2012.8.30 ひとなる書房

ひとなる書房 デジカメで撮る子どもの世界　保護者とつながる保育の写真活用法 川内　松男　編著 2012.8.30 ひとなる書房

ひとなる書房 子どもとつくる2歳児保育　―思いがふくらみ響きあう―
加藤繁美・神田英雄　監修
富田昌平　編著

2012.8.30 ひとなる書房

ひとなる書房 保育白書2012 全国保育団体連絡会・保育研究所　編集 2012.8.30 ひとなる書房

9月

音楽之友社
幼稚園・保育園で人気の
創造性を育む　音楽あそび・表現あそび　毎日の活動から発表会まで

須崎朝子・林加奈　著
深見友紀子　監修

2012.8.10 音楽之友社

チャイルド本社 いつでも☆ちょこっと　ハンカチ＆タオルあそび 竹井　史郎　著 2012.9 チャイルド本社

チャイルド本社 発表会のための　年齢別劇・オペレッタ＆合奏 ポット編集部　編 2012.9 チャイルド本社

合同出版
子どもの発達にあわせて教える１
イラストでわかるステップアップ　食事編

小倉尚子・一松麻実子・武藤英夫　監修
公益社団法人　発達協会　編

2012.8.1 合同出版

吉田　直哉 保育学の遠近法 吉田　直哉　編著 2012.8.20 三恵社

学研教育出版
0.1.2歳児の製作あそび
発達をふまえた造形活動・保育ですぐに使えるアイディア

乳児造形研究会　著 2012.10.2 学研教育出版

伊藤美保子・西隆太
郎

保育の中の子ども達―ともに歩む日々―
社会福祉法人くすの木福祉会 中村保育園
監修
伊藤美保子・西隆太郎　編著

2012.10.30 大学教育出版

チャイルド本社 わくわくクリスマス　デコレーション＆シアター ポット編集部　編 2012.10 チャイルド本社

山名　淳
「もじゃペー」に<しつけ>を学ぶ
―日常の「文明化」という悩みごと

山名　淳　著 2012.9.20 東京学芸大学出
版会

11月

10月
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チャイルド本社 豊かな遊びを引き出す　手作り遊具  身近な素材で作れる30種 東間　掬子　著 2012.1 チャイルド本社

チャイルド本社 うたってあそぼう！童謡ペープサート 浅野　ななみ　著 2012.1 チャイルド本社

日本学童保育学会 現代日本の学童保育 日本学童保育学会　著 2012.11.10 旬報社

志村　聡子
1930年代日本における家庭教育振興の思想
―「教育する母親」を問題化した人々

志村　聡子　著 2012.10.31 三元社

創元社 母親になるということ ―新しい「私」の誕生
ﾀﾞﾆｴﾙ･N･ｽﾀｰﾝ、ﾅﾃﾞｨｱ･B-ｽﾀｰﾝ、
ｱﾘﾘﾝ･ﾌﾘｰﾗﾝﾄﾞ 著　北村婦美 訳

2012.11.20 創元社


	Sheet1

