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一般社団法人　全国保
育士養成協議会 会報 保育士養成(平成27年12月 No81 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

2015.12.10 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(2015-90) 韓国嬰幼児保育学会 2015.12.26 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2015-91) 韓国嬰幼児保育学会 2015.12.26 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2015-92) 韓国嬰幼児保育学会 2015.12.26 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2015-93) 韓国嬰幼児保育学会 2015.12.26 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2015-94) 韓国嬰幼児保育学会 2015.12.26 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2015-95) 韓国嬰幼児保育学会 2015.12.26 韓国幼児教育学会

中国師範大学 比較教育研究　Vol.37 2015-7 中国師範大学国際與比較教育研究院 2015.7.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.37 2015-8 中国師範大学国際與比較教育研究院 2015.8.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.37 2015-9 中国師範大学国際與比較教育研究院 2015.9.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.37 2015-10 中国師範大学国際與比較教育研究院 2015.12.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.37 2015-11 中国師範大学国際與比較教育研究院 2015.12.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.37 2015-12 中国師範大学国際與比較教育研究院 2015.12.10 中国師範大学

韓国嬰幼児教員教育学会 幼児教育学論集 第19巻 第2号 韓国嬰幼児教員教育学会 2015.4.30 韓国嬰幼児教員教育学会

韓国嬰幼児教員教育学会 幼児教育学論集 第19巻 第4号 韓国嬰幼児教員教育学会 2015.8.31 韓国嬰幼児教員教育学会

韓国教員大学校教育研究所Korean Journal of Teacher Educatrion(February,2015 vol31,Special Edition) 韓国教員大学校教育研究所 2015.2.28 韓国教員大学校教育研究所

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

(Volume 21 Number 2, December 2015 )
韓国幼児教育学会 韓国幼児教育学会

日本関係学会 関係学研究 第41巻 第1号 2015(27)年度 日本関係学会 2016.1.15 日本関係学会

チャイルド本社 親子で歌い継ぐ 子守唄のえほん 西舘好子 2016.1 チャイルド本社

2月 (社)日本保育保健協議会 保育と保健　第22巻　第1号 (社)日本保育保健協議会 2016.1 (社)日本保育保健協議会

中央法規出版 基本保育シリーズ14　 教育課程・保育課程論 千葉武夫　那須信樹・編 2016.2.20 中央法規出版

永井優美 近代日本保育者養成史の研究―キリスト教系保娒養成機関を中心に- 永井優美・著 2016.2.15 風間書房

明石書店
乳幼児期の「ともに考え、深めつづけること」と「情緒的な安定・安心」を捉えるために
「保育プロセスの質」評価スケール

イラム・シラージ デニス・キングストン
エドワード・メルウィッシュ・著
秋田喜代美・淀川裕美・訳

2016.2.15 明石書店

3月 文部科学省
これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について
～学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～(答申)

中央教育審議会 2015.12.21

(学)篠原学園 篠原保育
医療情報専門学校

平成27年度 文部科学省委託事業
成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進事業
保育分野のイノベーションに向けた「リテイン＆キャリアアップ プログラム」の開発・実証・普及
成果報告書

(学)篠原学園 篠原保育医療情報専門学校 2016.3.1
(学)篠原学園 篠原保育医療情報専門学
校

昭和堂
子育ての会話分析
おとなと子どもの「責任」はどう育つか

高田明、嶋田容子、川島理恵・編 2016.02.29 昭和堂

スペース新社保育研究室 保育の実践と研究 特集 保育者集団 Vol.20 No.4 Spring 2016 スペース新社保育研究室 2016.3.10 相川書房

一般社団法人　全国保育
士養成協議会

全国保育士養成セミナー報告書　平成27年度 一般社団法人　全国保育士養成協議会 2016.3.4 一般社団法人　全国保育士養成協議会

ひとなる書房 子どもをつくる 5歳児保育　本気と本気がつながって 加藤繁美・監修　山本理恵・編著 2016.3.20 ひとなる書房

一色伸夫 子ども学　第18号　2016年3月 2016.3.31
甲南女子大学　国際子ども学研究セン
ター

一般社団法人　全国保育
士養成協議会

保育士養成研究　第33号 一般社団法人　全国保育士養成協議会 2016.3.31 一般社団法人　全国保育士養成協議会

4月 チャイルド本社 POTブックス　まいにち元気！　0・1歳児あそびBOOK ポット編集部　編 2016.2 チャイルド本社

チャイルド本社 POTブックス　まいにち元気！　2歳児あそびBOOK ポット編集部　編 2016.2 チャイルド本社

チャイルド本社 POTブックス　まいにち元気！　3歳児あそびBOOK ポット編集部　編 2016.2 チャイルド本社

チャイルド本社 POTブックス　作って遊ぼう！　参観日の親子遊び ポット編集部　編 2016.2 チャイルド本社

チャイルド本社 POTブックス　かわいさいっぱい！　ハッピー壁面　12か月 ポット編集部　編 2016.2 チャイルド本社

Gakken 「りんごの木」のエピソード　保育の瞬間 柴田愛子・著 2016.4.5 Gakken

ミネルヴァ書房
子どもと保育者の物語によりそう巡回相談
発達がわかる、保育が面白くなる

浜谷直人、三山岳・編著 2016.4.10 ミネルヴァ書房

東洋館出版社 教員養成を問いなおす　制度　実践　思想 下司晶、須川公央、関根宏朗・編著 2016.3.31 東洋館出版社

東京大学出版部 保育学講座3　保育のいとなみ　子ども理解と内容・方法 日本保育学会・編 2016.4.22 東京大学出版部

東京大学出版部 保育学講座4　保育者を生きる　専門性と養成 日本保育学会・編 2016.4.22 東京大学出版部

Gakken
科学する心をはぐくむ保育 園内研修に生かせる
実践・記録・共有アイディア

秋田喜代美、神長美津子 2016.4.5 Gakken

日本保育協会 第10回 保育所保育実践研究・報告書　平成28年3月 (福)日本保育協会　保育科学研究所 2016.3.31 日本保育協会

日本保育協会 保育科学研究　第6巻(2015年度) (福)日本保育協会　保育科学研究所 2016.3.31 日本保育協会

岩波書店 岩波講座 教育 変革への展望1 教育の再定義
佐藤学、秋田喜代美、志水宏吉、
小玉重夫、北村友人・編著

2016.4.27 岩波書店

5月 保育研究所 保育の研究　No27　Apr2016 保育研究所・編 2016.4.30 ひとなる書房

南九州大学 南九州大学人間発達研究　第6巻 黒川久美・他編 2016.3.15 南九州大学

近藤幹生 保育の哲学2 近藤幹生、塩崎美穂 2016.5.5 ななみ書房

ミネルヴァ書房 保育のグランドデザインを描く　これらからの保育の創造にむけて 汐見稔幸・久保健太・他著 2016.5.20 ミネルヴァ書房

一般社団法人　全国保育
士養成協議会

会報　保育士養成(平成28年5月　No.82) 一般社団法人　全国保育士養成協議会 2016.5.20 一般社団法人　全国保育士養成協議会

丹羽孝 韓国幼児教育への招待―李基淑教授退官記念論文集 丹羽孝・著 2016.4 丹羽孝

6月 合同出版 イラストでわかるはじめてのインクルーシブ保育 保育場面で考える50のアイデア 柴崎正行、太田俊己・監修 2016.5.20 合同出版

一般社団法人　全国保育
士養成協議会

平成27年度 専門委員会課題研究報告書 学生の自己成長感を保障する保育実習指導のあり方
―ヒアリング調査からの検討―

一般社団法人　全国保育士養成協議会 2016.6.11 一般社団法人　全国保育士養成協議会

かもがわ出版 発達障害児の発達支援と子育て支援 つながって育つ・つながりあって育てる 瓜生淑子、西原睦子・編著 2016.6.25 かもがわ出版

かもがわ出版 子どもの「お馬鹿行動」研究序説 加用文男・著 2016.6.20 かもがわ出版

社会福祉法人 こどもの国
協会

こどもの国50年史 社会福祉法人 こどもの国協会 2016.3.31 社会福祉法人 こどもの国協会

岩波書店 教育 変革への展望2 社会のなかの教育
佐藤学、秋田喜代美、志水宏吉、小玉重
夫、北村友人・編集

2016.6.29 岩波書店

発達科学研究教育セ
ンター

発達研究　発達科学研究教育センター紀要 2016 Vol30 発達科学研究教育センター 2016.5.18 発達科学研究教育センター



7月 日本教育学会 教育学研究　第83巻第2号 日本教育学会 2016.6.30 日本教育学会

大川えみる ブッラク化する保育 大川えみる・著 2016.6.10 かもがわ出版

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・著 2015.8.1 全障研出版部

風間書房 語りによる保育者の省察論―保育との関連をふまえて― 守隨香・著 2015.5.15 風間書房

ミネルヴァ書房 地域を基盤とした子育て支援の専門的機能 橋本真紀・著 2015.4.30 ミネルヴァ書房

新読書社 「知的な育ち」を形成する保育実践Ⅱ 勅使千鶴、亀谷和史、東内瑠里子・編著 2016.1.15 新読書社

萌文書林
子どもの音感受の世界
心の耳を育む音感受教育による保育内容「表現」の探究

無藤隆・監修、吉永早苗・著 2016.1.21 萌文書林

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

(Volume 22 Number 1, June 2016)
韓国幼児教育学会 韓国幼児教育学会

中国師範大学 比較教育研究　Vol.38 2016-1 中国師範大学国際與比較教育研究院 20161.1 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.38 2016-2 中国師範大学国際與比較教育研究院 2016.2.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.38 2016-3 中国師範大学国際與比較教育研究院 2016.3.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.38 2016-4 中国師範大学国際與比較教育研究院 20164.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.38 2016-5 中国師範大学国際與比較教育研究院 2016.5.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.38 2016-6 中国師範大学国際與比較教育研究院 2016.6.10 中国師範大学

岩波書店 教育 変革への展望3 変容する子どもの関係
佐藤学、秋田喜代美、志水宏吉、小玉重
夫、北村友人・編集

2016.7.28 岩波書店

すずき出版 こどもヨガソング　ヨガであそぼう「！2 アートヨガほぐしあそびシアター 小澤直子、新沢としひこ 2016.7.26 すずき出版

チャイルド本社 元気わくわく　夏だいすき！図鑑 竹下昌之・著 2016.7 チャイルド本社

8月 東京大学出版部 保育学講座1　保育学と成り立ち 日本保育学会・編 2016.7.31 東京大学出版部

東京大学出版部 保育学講座2　保育を支えるしくみ 日本保育学会・編 2016.7.31 東京大学出版部

人間発達研究所 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　2016.7　No.29 人間発達研究所 2016.7.25 人間発達研究所

(社)日本保育保健協議会 保育と保健　Vol22 No２ July2016 (社)日本保育保健協議会 2016.7 (社)日本保育保健協議会

ひとなる書房 子どもとつくる　3歳児保育　イッチョマエ！が誇らしい 加藤繁美・監修　塩崎美穂・編著 2016.7.10 ひとなる書房

ひとなる書房 子どもとつくる　4歳児保育　揺れる心をドラマにかえて 加藤繁美・監修 齋藤政子・編著 2016.3.20 ひとなる書房

世界思想社 育児言説の社会学　家族・ジェンダー・再生産 天童睦子・編 2016.4.15 世界思想社

(社)キリスト教保育連盟 キリスト教保育創始130年記念(DVD) (社)キリスト教保育連盟 2016 (社)キリスト教保育連盟

チャイルド本社 保護者の心をつかむ 保育コミュニケーション力 西東桂子・著 2016.6 チャイルド本社

チャイルド本社 わくわくテーマde運動会 おもしろ種目集 山本和子、あさいかなえ 2016.5 チャイルド本社

チャイルド本社 藤永保の「子育ち・子育て」考 子育ち困難時代への警鐘 藤永保・著 2016.7 チャイルド本社

KTC中央出版
現代に生きるマリア・モンテッソーリの教育思想と実践
～空想的想像力から科学的創造力ヘ～

早田由美子、森下京子、野原由利子、島田美
城、藤尾かの子、奥山清子、村田尚子、木下
めぐみ、相良敦子、阿部真美子、仙石茉莉奈

2016.8.6 KTC中央出版

岩波書店 教育 変革への展望４ 学びの専門家としての教師
佐藤学、秋田喜代美、志水宏吉、
小玉重夫、北村友人・編集

2016.8.30 岩波書店

9月 ひとなる書房 2016保育白書 全国保育団体連絡会、保育研究所・編 2016.8.20 ひとなる書房

ひとなる書房 改訂版 実践につなぐ ことばと保育
近藤幹生、寶川雅子、源証香、
小谷宜路、瀧口優・編著

2016.9.1 ひとなる書房

ひとなる書房 保育者主導保育からのビュフォー＆アフターと同僚性　子どもに至る 安達譲、安達かえで、岡健、平林祥・編著 2016.8.28 ひとなる書房

ひとなる書房 ホンネの気持ちの見つけ方・支え方 子どもも大人も元気になる保育 萩原光、渡辺久美子・著 2016.8.30 ひとなる書房

大滝世津子 幼児の性自認　－幼稚園児はどうやって性別に出会うのか― 大滝世津子・著 2016.8.20 ㈱みらい

一般社団法人　全国保育
士養成協議会

全国保育士養成協議会 第55回研究大会 研究発表論文集 一般社団法人　全国保育士養成協議会 2016.8.26 一般社団法人　全国保育士養成協議会

一般社団法人　全国保育
士養成協議会

会報 保育士養成　平成28年８月 Ｎｏ.83　総会報告 一般社団法人　全国保育士養成協議会 2016.8.22 一般社団法人　全国保育士養成協議会

フレーベル館 保育ナビブック 目指せ、保育記録の達人！ Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｓｔｏｒｙ+Ｔｅａｃｈｉｎｇ Ｓｔｏｒｙ 河邉貴子、田代幸代・編著 2016.8.25 フレーベル館

フレーベル館 保育ナビブック 保育者を育てる！ 悩めるリーダーのためのコーチング 播磨早苗・著 2016.8.23 フレーベル館

フレーベル館 事例でみる 園の防災・危機管理―子どもたちの安全のためにできること― 脇貴志・著 2015.11.4 フレーベル館

こども環境学会 こども環境学研究 vol12, No2(C.N.34) こども環境学会・編 こども環境学会

すずき出版 子どものこころがみえてくる 保育実践事典 公益財団法人 幼少年教育研究所・編著 2016.8.3 すずき出版

フレーベル館 ＮＥＷ認定こども園の未来～保育の新たな地平へ～
特定非営利活動法人 全国認定こども園協会
吉田正幸・監修

2016.9.1 フレーベル館

北海道臨床教育学会 北海道の臨床教育学　第５号　2016.7 北海道臨床教育学会・編 2016.7.16 北海道臨床教育学会

秋田喜代美 平成28年3月 子どもの挑戦的意欲を育てる 保育環境・保育教材のあり方 公益財団法人 日本教材文化研究財団・編著 2016.3.31 公益財団法人 日本教材文化研究財団

明石書店 保育・子育て支援の地理学　福祉サービス需給の「地域差」に着目して 久木元美琴・著 2016.10.1 明石書店

10月 チャイルド本社 ＰＯＴブックス　ＨＡＰＹＹ 食育シアター ペープサート＆パネルシアター 浅野ななみ、阿部恵、月下和恵、山本和子・案 2016.10. チャイルド本社

岩波書店 岩波講座 教育 変革への展望7 グローバル時代の市民形成
佐藤学、秋田喜代美、志水宏吉、
小玉重夫、北村友人・編集

2016.10.28 岩波書店

チャイルド本社 なりたい！わくわく！おしごとずかん 白岩等・著 2016.12 チャイルド本社

11月 角田春高 これが心の育て方
角田春高・監修
グッドママ編集部

2016.9.28 グッドママ

ミネルヴァ書房 関係の中で人は生きる―「接面」の人間学に向けて― 鯨岡峻・著 2016.11.30 ミネルヴァ書房

岩波書店 岩波講座　教育　変革への展望６　学校のポリティクス
佐藤学、秋田喜代美、清水宏吉、
小玉重夫、北村友人・編者

2016.11.29 岩波書店

児玉珠美
デンマークの教育を支える「声の文化」
オラリティに根ざした教育理念

児玉珠美・著 2016.12.10 新評論

一藝社 新版　保育用語辞典 谷田貝公昭・著 2016.2.10 一藝社

一藝社
不器用っ子が増えている
手と指は「第２の脳」

谷田貝公昭・著 2016.2.10 一藝社

12月 韓国幼児教育学会
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION

(Volume 48 Number 3,  2016 )
韓国幼児教育学会 韓国幼児教育学会

小竹利夫
実習エピソードでつづる
子どもや障碍がある人の心の世界

小竹利夫・著 2016.12.10 川島書店

全国学童保育連絡協議会 学童保育情報2016-2017 全国学童保育連絡協議会 2016.12.9 全国学童保育連絡協議会

子どもの文化研究所
童心社
編著者一同

ファンタジーとアニマシオン
古田足日「子どもと文化」の継承と発展

増山均、汐見稔幸、加藤理 2016.11.29 童心社

谷暎子
占領下の児童出版物とＧＨＱの検閲
―ゴードンＷ．プランゲ文庫に探る―

谷暎子・著 2016.6.25 共同文化社

嶋守さやか Ｓｈｅという生き方 嶋守さやか、廣田貴子・編著 2016.10.31 新評論

国立音楽大学 幼児教育５０年 国立音楽大学幼児教育５０年編集委員会 2016.11.1 横浜大気堂


