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寄贈
月

寄贈者 書名 著者 発行日 発行所

チャイルド本社 よくわかる　0～5歳児の絵本読み聞かせ 徳永　満理　著 2013.1 チャイルド本社

兵庫教育大学
教育養成スタンダードに基づく教員の質保証
－学生の自己成長を促す全学的学習支援体制の構築

別惣　淳二・渡邊　隆信　編
兵庫教育大学教員養成スタンダード研究開
発チーム　著

2012.8.28 ジ アース教育新書

㈱診断と治療社
よくわかる　NEW保育・教育実習テキスト　改訂第2版
－保育所・施設・幼稚園・小学校実習を充実させるために－

無藤　隆　監修
鈴木佐喜子・中山正雄・師岡章　編著

2012.3.15 ㈱診断と治療社

ミネルヴァ書房
保育の場に子どもが自分を開くとき
－保育者が綴る14編のエピソードを記述－

室田　一樹　著 2013.1.30 ミネルヴァ書房

ミネルヴァ書房
新しい発達と障害を考える本②
もっと知りたい！アスペルガー症候群のおともだち

内山登紀夫　監修　　伊藤久美　編 2013.2.10 ミネルヴァ書房

明石書店 保育ソーシャルワーク支援論 土田　美世子　著 2012.12.10 明石書店

チャイルド本社 ふれあいたっぷり！赤ちゃんのわらべうたあそび 久津摩　英子　著 2013.2 チャイルド本社

チャイルド本社 子どもとつくる壁面アイディア　12ヶ月 ポット編集部　編 2013.2 チャイルド本社

すずき出版 ねんドル岡田ひとみのはじめてのねんど　子どもとつくる年中行事 岡田　ひとみ　著 2013.2.20 すずき出版

すずき出版 カムジー先生＆ピアﾘﾝの魔法のピアノアドバイス かむらまさはる・真理 著 2013 2 14 すずき出版

2013年
1月

2月

すずき出版 カムジ 先生＆ピアﾘﾝの魔法のピアノアド イス かむらまさはる 真理　著 2013.2.14 すずき出版

河邉　貴子
保育記録の機能と役割
－保育構想につながる「保育マップ型記録」の提言

河邉　貴子　著 2013.2.17 聖公会出版

チャイルド本社 5回で折れる！おりがみ壁面12か月 いまい　みさ　著 2013.2 チャイルド本社

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2012-70) 韓国嬰幼児保育学会 2012.3.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2012-71） 韓国嬰幼児保育学会 2012.6.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2012-72) 韓国嬰幼児保育学会 2012.9.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2012-73) 韓国嬰幼児保育学会 2012.12.1 韓国幼児教育学会

キュックリヒ記念財団 キュックリヒ・ママの足取り キュックリヒ記念財団 2013.2.27 キュックリヒ記念財団

永岡書店 手あそび・体あそび・わらべうたがいっぱい　あそびうた大全集200 細田　淳子　編著 2013.3.10 永岡書店

ひとなる書房 育ちあう風景 清水　玲子　著 2013.2.28 ひとなる書房

東京大学出版会 子ども虐待へのアウトリーチ　他機関連携による困難事例の対応 髙岡　昴太　著 2013.2.20 東京大学出版会

3月
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明石書店 住民主体の地域子育て支援　　全国調査にみる「子育てネットワーク」 山縣文治　監修　　中谷奈津子　編 2013.2.28 明石書店

ミネルヴァ書房 保育の心理学 河合優年・中野茂　編著 2013.4.10 ミネルヴァ書房

ナカニシヤ出版 みんなの幼児教育のみらい予想図
エドワード・ジグラー、ウォルター・S・ギリアム、
ステファニー・M・ジョーンズ　編
田中道治　編訳

2013.3.30 ナカニシヤ出版

ひとなる書房 続・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 2013.3.31 ひとなる書房

日東書院 レッジョ・エミリアの幼児教育実践記録　子どもたちの100の言葉 レッジョ・チルドレン著　　ワタリウム美術館　編 2012.11.1 日東書院

萌文書林 保育者養成論 小川　博久　著 2013.4.30 萌文書林

風間書房 「園づくりプロジェクト」によるカリキュラム開発の研究 佐藤　喜代　著 2013.4.15 風間書房

福村出版
インクルーシブ保育っていいね
－ 一人ひとりが大切にされる保育をめざして －

小山望・太田俊己・加藤和成・河合高鋭　編
著

2013.4.5 福村出版

萌文書林 保育の現在　－学びの友と語る－ 津守　眞　著　入江　礼子・友定　啓子　編 2013.5.11 萌文書林

萌文書林 幼児教育 知の探求17 領域研究の課題＜環境＞ 平山 許江 著 2013 5 11 萌文書林

4月

5月

萌文書林 幼児教育　知の探求17　　領域研究の課題＜環境＞ 平山　許江　著 2013.5.11 萌文書林

萌文書林 幼児教育　知の探求18　　領域研究の現在＜言葉＞ 青木久子・小林紀子　著 2013.5.11 萌文書林

ミネルヴァ書房
子どもの心の育ちをエピソードで描く
－自己肯定感を育てる保育のために－

鯨岡　峻　著 2013.5.20 ミネルヴァ書房

立浪　澄子 実践力を育てる　－「学生主体の子育て支援」を通して－ 立浪　澄子　著 2013.5.1 ななみ書房

けやきの森学園幼稚舎 「自然の教育」カリキュラム年少編　　ふれる・感じる・気づく 佐藤　朝代　著 2013.5.15 ひとなる書房

けやきの森学園幼稚舎 「自然の教育」カリキュラム年中編　ふしぎの心をふくらませる 佐藤　朝代　著 2013.5.15 ひとなる書房

チャイルド本社 おさんぽ図鑑シリーズ　みぢかな かんさつ図鑑 チャイルド本社 2013.7 チャイルド本社

北九州市保育士会 自我の芽生えとかみつき　　かみつきからふりかえる保育 八木　義雄　監修　北九州市保育士会　編著 2013.4.20 蒼丘書林

チャイルド本社 気になる子の保育のための「絵カードセット」 子ども支援研究所　企画・監修 2013.5 チャイルド本社

すずき出版 とっておきのプール遊び水遊びどろんこ遊び 志賀　圭子　著 2013.5.26 すずき出版

新読書社 証言・戦後改革期の保育運動　民主保育連盟の時代 松本　園子　編著 2013.5.11 新読書社

6月
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新読書社
「知的な育ち」を形成する保育実践
-海卓子、畑谷光代、高瀬慶子に学ぶ-

勅使千鶴・亀谷和史、東内瑠里子　編著
金眠呈・木村和子・宍戸洋子・中村強士・
韓仁愛・吉葉研司　執筆

2013.5.11 新読書社

チャイルド本社 たにぞうの笑顔がイチバン！あそびうた 谷口　国博　著 2013.6 チャイルド本社

チャイルド本社 ひろみちお兄さんのとびっきり運動会種目集 佐藤　弘道　著 2013.7 チャイルド本社

中国師範大学 比較教育研究　2013.1-6 中国師範大学国際與比較教育研究院 2013.1－6 中国師範大学

すずき出版 子育てが楽になることばかけ　関わりことば26 湯汲　英史　著 2013.7.13 すずき出版

全国保育士協議会
[改訂版]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改訂版作成委員
会　編

2013.5.31 生活書院

ひとなる書房
保育の場で子どもの学びをアセスメントする
「学びの物語」アプローチの実践

マーガレット・カー　著
大宮　勇雄・鈴木　佐喜子　訳

2013.3.13 ひとなる書房

フレーベル館
レッジョ・エミリアからのおくりもの
～子どもが真ん中にある乳幼児教育～

森　眞理　著 2013.7.31 フレーベル館

かもがわ出版 仲間とともに自己肯定巻が育つ保育 安心のなかで挑戦する子どもたち 浜谷 直人 編著 2013 8 13 かもがわ出版

8月

7月

かもがわ出版 仲間とともに自己肯定巻が育つ保育　安心のなかで挑戦する子どもたち 浜谷　直人　編著 2013.8.13 かもがわ出版

チャイルド本社
気になる子の保育のための　運動あそび・感覚あそび
－その具体的な指導法－

徳田　克己　監修
西館　有沙・澤江　幸則　編著

2013.7 チャイルド本社

チャイルド本社 わくわくエプロンシアター　楽しいお話全9話 中谷　真弓　著 2013.7 チャイルド本社

岩倉政城 えんちょうピッピの子育てだより 岩倉　政城　著 2013.7.20 芽ばえ社

群青社
乳幼児の運動発達と支援
気になる動きと弱さへの指導―発達障害児も視野に

北村　晋一　著 2013.1.10 群青社

チャイルド本社 うたっておどって　楽しいオペレッタ 阿部　直美　著 2013.9 チャイルド本社

ひとなる書房 遊びこそ豊かな学び 今井　和子　編著 2013.9.18 ひとなる書房

ひとなる書房 健康な子ってどんな子？ 和田　浩　著 2013.9.18 ひとなる書房

ひとなる書房 子どもとつくる１歳児保育　イッショ！がたのしい 加藤繁美・神田英雄　監修　服部敬子　編著 2013.9.18 ひとなる書房

ひとなる書房 「気になる子」と言わない保育　こんなときどうする?考え方と手立て 赤木　和重　岡村　由紀子　編著 2013.9.18 ひとなる書房

合同出版 発達が気になる子のための自立・就労トレーニング 田中　和代　編著　野村　昌宏　著 2013.9.23 合同出版

9月
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圓入智仁 子どもの虐待と学校　―新しい教育福祉論― 圓入　智仁　著 2013.9.20 櫂歌書房

チャイルド本社 幼稚園教育指導資料第5集　指導と評価に生かす記録 文部科学省 2013.9.22 チャイルド本社

アキコ・ヘンダーソン 告発・園内感染 アキコ・ヘンダーソン　編 2013.9.23 Studio Not Found
403

近藤幹生 新版　挑まぬものに発達なし 近藤　重樹　近藤　幹生　編著 2013.9.30 かもがわ出版

スペース新社保育研究室保育の実践と研究　Val.18 No.2 Autumn スペース新社保育研究室 2013,10.1 相川書房

博報財団 第7回　児童教育実践についての研究助成事業―研究成果論文集 公益財団法人　博報児童教育振興会 2013.10.11 明治書院

チャイルド本社 tupera tuperaのわくわくワークショップ tupera tupera　著 2013.10.28 チャイルド本社

福村出版 『子育て支援と心理臨床』増刊第2号　生きる力を育む食育
子育て支援合同委員会　監修
「生きる力を育む　食育」編集委員会　編集

2013.10.30 福村出版

フレーベル館 子どもは子どもを生きています 小西　貴士　写真・ことば 2013.11.7 フレーベル館

全国学童保育
連絡協議会

学童保育情報　2013-2014 全国学童保育連絡協議会　編 2013.11.7 全国学童保育
連絡協議会

11月

10月

日本関係学会 関係學研究　第39巻　第1号 関係学研究編集委員会 2013.11.15 日本関係学会

ひとなる書房 現代と保育　87号　特集：排泄から保育を考える 松井　玲子　編集責任 2013.11.21 ひとなる書房

佐伯胖 子どもを「人間としてみる」ということ―子どもとともにある保育の原点
子どもと保育総合研究所（編）
佐伯胖　大豆生田啓友　渡辺英則
髙嶋景子　汐見稔幸

2013.11.27 ミネルヴァ書房

ヤマハミュージックメディピアノの先生の伝え方トレーニング　上手なコミュニケーション術 保科　陽子 2013.11.29 ヤマハ
ミュージックメディア

12月 佐藤朝代 生きる力を育む自然の保育 佐藤　朝代　編著 2013.11.15 ひとなる書房

佐藤朝代 「自然の教育」カリキュラム　年長編　冒険する・仲間と学びあう 佐藤　朝代　 2013.11.15 ひとなる書房

クリエイツかもがわ ていねいな子育て保育　児童発達支援事業の療育
近藤　直子／
全国発達支援通園事業連絡協議会

2013.11.15 クリエイツかもがわ

金子智栄子
保育者の力量形成に関する実践的研究
―有効な保育者養成と現職研修のあり方を求めて―

金子　智栄子 2013.12.29 風間書房

ひとなる書房 生きる力を育む自然の保育 佐藤　朝代　編著 2013.12.25 ひとなる書房

ひとなる書房 「自然の教育」カリキュラム　年少編　ふれる・感じる・気づく 佐藤　朝代 2913.12.25 ひとなる書房
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ひとなる書房 「自然の教育」カリキュラム　年中編　ふしぎの心をふくらませる 佐藤　朝代 2013.12.26 ひとなる書房

ひとなる書房 「自然の教育」カリキュラム　年長編　冒険する・仲間と学びあう 佐藤　朝代 2913.12.26 ひとなる書房
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