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2015年

1月
一般社団法人　全国保
育士養成協議会

会報 会報 保育士養成(平成26年12月 No78 セミナー・
研究大会報告)

一般社団法人　全国保育士養成協議
会事務局・編集

2014.12.25
全国保育士養成協
議会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2014-84) 韓国嬰幼児保育学会 2014.11.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2014-85) 韓国嬰幼児保育学会 2014.11.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2014-86) 韓国嬰幼児保育学会 2014.11.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2014-87) 韓国嬰幼児保育学会 2014.11.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2014-88) 韓国嬰幼児保育学会 2014.11.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2014-89) 韓国嬰幼児保育学会 2014.11.1 韓国幼児教育学会

中国師範大学 比較教育研究　Vol.36 2014-7 中国師範大学国際與比較教育研究院 2013.7 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.36 2014-8 中国師範大学国際與比較教育研究院 2013.8 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.36 2014-9 中国師範大学国際與比較教育研究院 2013.9 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.36 2014-10 中国師範大学国際與比較教育研究院 2013.1 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.36 2014-11 中国師範大学国際與比較教育研究院 2013.11 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.36 2014-12 中国師範大学国際與比較教育研究院 2013.12 中国師範大学

北海道臨床教育学会 北海道の臨床教育学 第3号 2014.7 北海道臨床教育学会・編 2014.7.12 北海道臨床教育学会

玉川大学出版部 保育・幼児教育シリーズ　人間関係の指導法 若月　芳浩・岩田恵子・編著 2015.1.25 玉川大学出版部

韓国幼児教育学会
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD

EDUCATION　　(Volume 20 Number 2, December 2014 )
韓国幼児教育学会 韓国幼児教育学会



2月 子ども環境学会 こども環境学研究 Vol. 10 No.2 August 2014 こども環境学会 2014.8.31 子ども環境学会

子ども環境学会
こども環境学会 設立10周年
こどもが元気になる国づくり・まちづくり
こども環境学会の果たすべき役割と課題

子ども環境学会 2014.10.15 子ども環境学会

一般社団法人
日本保育園健康協議会

保育と保健 vol21 No.1 Jan2015 一般社団法人　日本保育園保健協議会 2015.1
一般社団法人　日本
保育園保健協議会

株式会社　あるむ ピアジェの構成主義と教育 ピアジェが私たちに投げかけたもの竹内通夫 2015.2.20 株式会社　あるむ

㈱チャイルド本社
楽しく遊んで体づくり！
幼児の運動あそび「幼児期運動指針」に沿って

吉田伊津美・編著 2015.1 ㈱チャイルド本社

㈱チャイルド本社
新沢としひこの園生活ごきげんソング
きょうからみんなのほいくえん・ようちえん

新沢としひこ 2015.2 ㈱チャイルド本社

㈱チャイルド本社 楽しさいっぱい！かんたんプチシアター ポット編集部／編 2015.2 ㈱チャイルド本社

㈱チャイルド本社
よくわかる　幼保連携型認定こども園教育・保育要領
徹底ガイド

編集代表・秋田喜代美 2015.2 ㈱チャイルド本社

㈱チャイルド本社 おりがみで作る　かわいい室内飾り12か月 いまいみさ 2015.3 ㈱チャイルド本社

溪水社 明日の保育・教育にいかす　子ども文化
田中卓也、藤井伊津子、橋爪けい
子、小島千恵子　編

2015.2.25 溪水社

フレーベル館 幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 内閣府・文部科学省・厚生労働省 2015.2.25 フレーベル館

フレーベル館 保育がもっと好きになる　保育に生きる珠玉のことば 荒井洌 2014.10.20 フレーベル館

3月 ひとなる書房 現代と保育　91号　今と向き合う新米園長奮闘記 松井　玲子　編集責任 2015.3.20 ひとなる書房

佐伯胖
驚くべき乳幼児の心の世界
―「二人称的アプローチ」から見えてくること―

ヴァスデヴィ・レディ・著　佐伯胖・訳 2015.4.1 ミネルヴァ書房

内閣官房
「学び続ける」社会、全員参加型社会、地方創生を実
現する教育の在り方について(第六次提言)

教育再生実行会議 2015.3.4 教育再生実行会議

南九州大学 南九州大学人間発達研究　第5巻 南九州大学人間発達学部 2015.3.15 南九州大学

ナカニシヤ書店 人間関係を育てる5つの心 坂口　哲司 2015.3.30 ナカニシヤ書店



4月 岩倉政城 子育てと健康31シリーズ　かみつく子にはわけがある 岩倉　政城 2015.2.20 大月書店

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

新読書社
子どもらしさを大切にする保育　子ども理解と指導・援
助のポイント

師岡　章 2015.4.10 新読書社

橋本典久
騒音トラブル防止のための近隣騒音訴訟および騒音
事件の事例分析―裁判資料調査に基づく代表的13件
の詳細事例集

橋本　典久 2015.3
八戸印刷工業株式
会社

同文書院
実践に連動した計画・評価のあり方、進め方
保育カリキュラム総論

師岡　章 2015.4.20 同文書院

チャイルド本社 幼稚園・保育園 実習まるごとおたすけガイド 徳永　満理・編著 2015.4 チャイルド本社

福村出版
「子育て先進国」ニュージーランドの保育
歴史と文化が紡ぐ家族支援と幼児教育

七木田　敦　ジュディス・ダンカン 編著2015.4.5 福村出版

5月 猿山智子 保育者のためのお仕事マナーBOOK 横山 洋子・中島千恵子・著 2015.3.24 学研

猿山智子
かわいい！おしゃれ！かんたん！行事の製作アイディ
アBOOK

くまだまり 2015.5.26 学研

猿山智子 0歳～6歳　子どもの社会性の発達と保育の本 湯汲 英史 2015.4.28 学研

わかば社 園長のあいさつ 保育場面の実例から学ぶ話し方 園長のあいさつ研究会・編 2014.7.26 わかば社

わかば社 私の子ども学ノート 間藤 侑 2013.10.25 わかば社

わかば社 保育方法の基礎 柴崎正行・編著 2015.5.9 わかば社

わかば社 保育内容の基礎と演習 柴崎正行・編著 2015.3.29 わかば社

わかば社 障がい児保育の基礎 柴崎正行・編著 2015.4.30 わかば社

わかば社
教職実践演習 これまでの学びと教師への歩み 小学
校・幼稚園編

梅澤 実・編著 2014.3.28 わかば社

わかば社
保育教職実践演習 これまでの学びと保育者への歩み
幼稚園・保育所編

小櫃 智子・矢藤 誠慈郎・編著 2014.6.22 わかば社



わかば社 演習課題＆型紙＆下絵付き 保育における子ども文化 松本 峰雄・編著 2014.12.5 わかば社

わかば社 Workで学ぶ保育原理 佐伯一弥・企画・著 金 瑛珠・編著 2015.3.9 わかば社

わかば社
これだけは知っておきたい わかる・書ける・使える 保
育の基本用語

長島 和代・編 2015.1.31 わかば社

わかば社
これだけは知っておきたい わかる・書ける・使える 保
育のマナーと言葉

長島 和代・編 2015.1.31 わかば社

わかば社 図解明解 幼稚園・保育所実習 パーフェクトガイド

小櫃 智子
守 巧
佐藤 惠
飯塚 朝子

2014.3.22 わかば社

わかば社 全施設掲載 施設実習 パーフェクトガイド

守 巧
小櫃 智子
二宮 祐子
佐藤 惠

2015.3.29 わかば社

世織書房 「甘え」と「自律」の教育学 下司 晶・編 2015.5.5 世織書房

六花出版 「保育」の戦後史 幼稚園・保育所の普及とその地域差 松島 のり子 2015.5.1 六花出版

キリスト教保育連盟 キリスト教保育　2015　6月 キリスト教保育連盟 2015.6.1 キリスト教保育連盟

全国保育士養成協議会会報 保育士養成 平成27年5月 NO.79 全国保育士養成協議会 2015.5.15
全国保育士養成協
議会

全国保育協議会 設立60周年記念誌―10年小史― ～平成26年度 全国保育協議会 2015.3 全国保育協議会

野間教育研究所
園における知の創出と共有 野間教育研究所紀要第56
集

野間教育研究所 2015.4.28 野間教育研究所

人間発達研究所
2015.5 No.28 人間発達研究所紀要 人間発達研究の
科学的創造をめざして

人間発達研究所 2015.5.15 人間発達研究所

チャイルド本社 改訂 保育学研究倫理ガイドブック 日本保育学会・編 2015.5.20 チャイルド本社

6月 学研 子どもはアーティスト　心を育てるアシスト50 城戸真亜子・著 2015.6.2 学研

社会福祉法人
日本保育協会

保育科学研究　第5巻(2014年度)
社会福祉法人
日本保育協会

2015.3.31
社会福祉法人
日本保育協会



公益財団法人
発達科学研究教育セ
ンター

発達研究(公財)発達科学研究教育センター紀要 2015
Vol29

公益財団法人
発達科学研究教育センター

2015.5.18
公益財団法人
発達科学研究教育
センター

Mice Japan 2015年版 MICE PLANNERS GUIDE
一般財団法人 沖縄観光コンベン
ションビューロー

2015.4 Mice Japan

石田慎二 保育所経営への営利法人の参入 実態の検証と展望 石田慎二・著 2015.4.1 法律文化社

学研教育出版
特別支援教育のプロが通常学級の気になる子の「困っ
た」を解決します！

七木田　敦・著 2015.6.16 学研教育出版

教育再生実行会議担
当室

これからの時代に求められる資質・能力と、それを培う
教育、教師の在り方について(第七次提言)

2015.5.14
教育再生実行会議
担当室

スペース新社保育研究
室

保育の実践と研究 特集 保育内容としての遊び(5) 20-
1

スペース新社保育研究室・編 2015.6.10
スペース新社保育
研究室

ひとなる書房
保育のなかの遊び論Part2 「遊びの保育」の必須アイ
テム

加用文男・著 2015.6.6 ひとなる書房

ひとなる書房 幼児期の発達と生活・あそび 長瀬美子・著 2015.5.25 ひとなる書房

ひとなる書房 ごっこ遊び 自然・自我・保育実践 河崎道夫 2015.6.6 ひとなる書房

7月 新読書社
日本における保育園の誕生
子どもたちの貧困に挑んだ人びと

宍戸猛夫 2014.8.8 新読書社

文芸社 絵と文で楽しく学ぶ　大人と子どもの現象学 吉田章宏 2015.4.15 文芸社

チャイルド本社 おさんぽ図鑑シリーズ みぢかなやってみよう図鑑 大久保茂徳・監修 2015.7 チャイルド本社

全障研出版部 ”ステキ”をみつける保育・療育・子育て 近藤直子 2015.8.1 全障研出版部

中国師範大学 比較教育研究　vol37 2015 1～6 中国師範大学国際與比較教育研究院 2015.1.10 中国師範大学

韓国幼児教育学会
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD

EDUCATION　　(Volume 21 Number 1, June 2015)
韓国幼児教育学会 韓国幼児教育学会

深貝美子
童謡館Ⅹ 深貝美子作品集 さよならまたね ～そつえん
のうた～ CD付

深貝美子 2015.7.15 三惠社

北大路書房 幼保一体化の変遷 小田豊 2015.2.20 北大路書房



ひとなる書房 日本の保育労働者 せめぎあう処遇改善と専門性
垣内国光　小尾晴美　義基祐正　奥山
優佳　川村雅則・著

2015.7.30 ひとなる書房

ひとなる書房
1・2歳児の自己肯定感の土台を育む
泣いて笑って育ちあう16人の物語

芦澤清音・バオバブ霧が丘保育園・著 2015.7.15 ひとなる書房

ひとなる書房
子どもに学んだ和光の保育 希望編
育ちあいの場づくり論

鈴木まひろ 久保健太・著 2015.6.30 ひとなる書房

ひとなる書房
子どもに学んだ和光の保育 葛藤編
響きあういのちの躍動

鈴木秀弘 森眞理・著 2015.6.30 ひとなる書房

チャイルド本社
具体的な対応がわかる 気になる子への支援
子どもの状態をどう親に伝え、サポートしていくか

徳田克己・監修 2015.7 チャイルド本社

すずき出版 歌でおぼえる 手話ソングブック3 あしたもあそぼう！ 新沢としひこ・中村佐世子・松田泉 2015.7.23 すずき出版

８月
教育再生実行会議担
当室

教育立国実現のための教育投資・教育財源の在り方
について(第八次提言)

教育再生実行会議担当室 2015.7.8
教育再生実行会議
担当室

岩波書店 暴力は絶対だめ！
アストリッド・リンドグレーン・著
石井登志子・訳

2015.8.6 岩波書店

ひとなる書房
ポイント解説 子ども・子育て支援新制度 活用・改善ハ
ンドブック

保育研究所・編 2015.8.31 ちいさいなかま社

全国学童保育連絡協
議会

解説と資料 新制度で大きく変わる学童保育 全国学童保育連絡協議会 2015.5
全国学童保育連絡
協議会

9月 フレーベル館 毎日コツコツ役立つ 保育のコツ50 無藤隆 2015.7.25 フレーベル館

フレーベル館 子どもがひとり笑ったら… 小西貴士 2015.7.27 フレーベル館

風間書房
保育所2歳児クラスにおける集団での対話のあり方の
変化

淀川裕美 2015.3.31 風間書房

近藤幹生 保育の哲学Ⅰ 近藤幹生 塩崎美穂 2015.7.7 ななみ書房

チャイルド本社
POTブック 作って楽しい 飾ってうれしい わくわく作品
展　共同製作＆個人製作アイデア

石山哲郎 井上淳子 2015.9 チャイルド本社

10月 誠信書房 子ども・子育て支援制度を読み解く その全体像と今後の課題 柏女霊峰 2015.10.1 誠信書房

萌文書林 幼児教育知の探究8 遊びのフォークロア 青木久子・河邉貴子 2015.11.25 萌文書林



桝田正子 美登利会のあゆみ
お茶の水女子大学幼稚園教員養成課
程同窓会

2015.10 美登利会

11月 創元社 子どもの生活と児童文化 川北典子 村川京子 松崎行代・編著 2015.10.13 創元社

前村晃
豊田芙雄と同時代の保育者たち
―近代幼児教育を築いた人々の系譜

前村晃 2015.11.19 三恵社

ミネルヴァ書房
乳幼児期のことばの発達とその遅れ
 保育・発達を学ぶ人のための基礎知識

小椋たみ子・小山正・水野久美・著 2015.10.10 ミネルヴァ書房

12月 チャイルド本社 POTブックス 0・1・2歳児のたのしい手作りおもちゃ 横山洋子　いとうなつこ 2015.11 チャイルド本社

全国学童保育連絡協
議会

学童保育情報2015-2016 全国学童保育連絡協議会 2015.11
全国学童保育連絡
協議会

スペース新社保育研究室
保育の実践と研究　vol20 No.3 Winter 2015
特集　新人研修

柴崎正行・榎沢良彦・戸田雅美・
河邉貴子・編

2015.12.10
スペース新社保育研
究室

ミネルヴァ書房 子どもの遊び場のリスクマネジメント 松野敬子・著 2015.12.20 ミネルヴァ書房

フレーベル館
保育のいろんなシーンで使える
イラストカット＆おたより文例

池田かえる他・イラスト　吉田絵理・
編

2015.11.25 フレーベル館

図書文化 実践！ソーシャルスキル教育 佐藤正二・編著 2015.11.20 図書文化

福村出版
子育て支援と心理臨床　Vol10 May 2015
特集 精神分析と子育て支援

子育て支援合同委員会・監修 2015.5.15 福村出版


