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2016年
1月 (一社)全国保育士養成協議会

会報 保育士養成
(平成28年12月 No84 セミナー・研究大会報告)

(一社)全国保育士養成協議会事務局・編集 2016.12.16 (一社)全国保育士養成協議会

韓国幼児教育学会
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD
EDUCATION　　(Volume 22 Number 2, December 2016 )

韓国幼児教育学会 2016.12.20 韓国幼児教育学会

(公財)　東海ジェンダー研究
所

資料集　名古屋における共同保育所運動
1960年代～1970年代を中心に

公益財団法人　東海ジェンダー研究所 2016.12.10 日本評論社

中国師範大学 比較教育研究　Vol.38 2016-7 中国師範大学国際與比較教育研究院 2016.7.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.38 2016-8 中国師範大学国際與比較教育研究院 2016.8.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.38 2016-9 中国師範大学国際與比較教育研究院 2016.9.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.38 2016-10 中国師範大学国際與比較教育研究院 2016.12.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.38 2016-11 中国師範大学国際與比較教育研究院 2016.12.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.38 2016-12 中国師範大学国際與比較教育研究院 2016.12.10 中国師範大学

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2016-96) 韓国嬰幼児保育学会 2016.1.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2016-97) 韓国嬰幼児保育学会 2016.3.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2016-98) 韓国嬰幼児保育学会 2016.5.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2016-99) 韓国嬰幼児保育学会 2016.7.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2016-100) 韓国嬰幼児保育学会 2016.9.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2016-101) 韓国嬰幼児保育学会 2016.11.1 韓国幼児教育学会

萌文書林 幼児教育知の探求16　領域研究の現在＜人間関係＞ 友定啓子＋青木久子 2017.2.13 萌文書林

2月 ひとなる書房
アメリカの教室に入ってみた
貧困地区の公立学校から超インクルーシブ教育まで

赤木和重 2017.1.15 ひとなる書房

フレーベル館
私たちのまちの園になる
－地域と共にある園を作る－

秋田喜代美
松本理寿輝

2016.11.20 フレーベル館

フレーベル館 心をとめて　森を歩く
小西貴士
河邉貴子

2016.11.25 フレーベル館

一前春子 保幼小連携体制の形成過程 一前春子 2017.1.31 風間書房

すずき出版
幼保連携型認定こども園園児指導要録
記入の実際と用語例

（公財）幼少年教育研究所 2017.1.26 すずき出版

谷田貝公昭
坂本廣子

イラストでわかる　日本の伝統行事・行事食
谷田貝公昭
坂本廣子

2017.1.30 合同出版

岩波書店 岩波講座 教育 変革への展望5 学びとカリキュラム
佐藤学　秋田喜代美　志水宏吉
小玉重夫　北村友人

2017.2.24 岩波書店

柳沢昌一　村田晶子
省察的実践者の教育
プロフェッショナル・スクールの実践と理論

ドナルド・Ａ・ショーン
柳沢昌一　村田晶子　訳

2017.2.13 鳳書房

2017年　寄贈図書一覧



3月 岩田純一
保育の仕事
子どもの育ちをみつめて

岩田純一 2017.2.28 金子書房

ひとなる書房
保育力はチーム力
同僚性を高めるワークとトレーニング

新保庄三＋編集委員会 2017.2.15 ひとなる書房

チャイルド本社 ０・１・２歳児のキュートな壁面＆ルームグッズ 2017.2 チャイルド本社

チャイルド本社 まいにち元気！４歳児の遊びＢＯＯＫ 2017.2 チャイルド本社

チャイルド本社 まいにち元気！5歳児の遊びＢＯＯＫ 2017.2 チャイルド本社

チャイルド本社
子どもの個性を引き出す
きむら式おもしろ造形タイム
いつもの技法にひと工夫！

きむらゆういち 2017.2 チャイルド本社

チャイルド本社 季節を楽しむかわいい童謡おりがみ いまいみさ 2017.2 チャイルド本社

早川史香 伴読みのススメ 早川史香 2013.3 サンニチ印刷

甲南女子大学
国際子ども学研究センター

子ども学第１９号 小林登(編集委員長）、一色伸夫 2017.3
甲南女子大学

4月 鈴木出版
はじめてのちいさなえほん
ボール　ぽーん　ころがって

廣瀬進子・作　うえだしげこ・絵 2017.4.1 鈴木出版

ミネルヴァ書房
これからの子ども・子育て支援を考える
―共生社会の創出めざして―

柏女霊峰 2017.4.10 ミネルヴァ書房

ミネルヴァ書房
東日本大震災・放射能災害下の保育
福島の現実から保育の原点を考える

関口はつ江 2017.3.30 ミネルヴァ書房

鈴木出版
はじめてのちいさなえほん
うんこ

みやにしたつや 2017.6.1 鈴木出版

東洋館出版社 幼少接続期の家族・園・学校 小玉亮子・編著 2017.3.31 東洋館出版社

5月 チャイルド本社 しぜん　かがく　おもしろ　はっけん！図鑑 白岩等・総監修 2017.7 チャイルド本社

ミネルヴァ書房
なぜ世界の幼児教育・保育を学ぶのか
子どもの豊かな育ちを保障するために

泉千勢・編著 2017.5.30 ミネルヴァ書房

チャイルド本社
平成29年告示　幼稚園教育要領　保育所保育指針
幼保連携型認定こども園教育・保育要領　＜原本＞

田島美穂・編 2017.6 チャイルド本社

(一社)全国保育士養成協議会
平成28年度　専門委員会課題研究報告書
保育実習指導科目のシラバスからみえる指導の実際と課題

(一社)全国保育士養成協議会 2017.6 (一社)全国保育士養成協議会

かもがわ出版 写真で紹介　園の避難訓練ガイド 天野珠路・編著 2017.5.15 かもがわ出版

近藤幹生 保育の哲学3 近藤幹生、塩崎美穂 2017.5.5 ななみ書房

6月 すずき出版 はじめてのちいさなえほん　おはよう こわせたまみ・作　宮本忠夫・絵 2017.7.1 すずき出版

フレーベル館
ここがポイント！　3法令ガイドブック―新しい
『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』『幼保連携型認定こども園
教育・保育要領』の理解のために―　平成29年告示対応

無藤隆　汐見稔幸　砂上史子 2017.5.15 フレーベル館

明石書店
育み支え合う保育リーダーシップ
協働的な学びを生み出すために

イラム・シラージ、エレーヌ・ハレット・著
秋田喜代美・監訳・解説
鈴木正敏、淀川裕美、佐川早季子・訳

2017.5.20 明石書店

ひとなる書房 保育現場に日の丸・君が代は必要か？ 中西新太郎・著 2017.6.20 ひとなる書房

ひとなる書房
どう変わる？何が課題？
現場の視点で新要領・指針を考えあう

大宮勇雄・川田学・近藤幹生・島本一男・編 2017.6.20 ひとなる書房

(公財) 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　Vol31 2017 (公財) 発達科学研究教育センター 2017.6.20
(公財)発達科学研究教育セン
ター

すずき出版 はじめてのちいさなえほん　しゃぼんだま　ぷわん こわせたまみ・作　おりべりか・絵 2017.8.1 すずき出版

新読書社
本当に認め合って育ち合う保育
0歳児からの集団づくり

広島保育問題研究会　集団づくり部会 2017.6.9 新読書社

北大路書房
0・1・2歳児の保育の中にみる教育
子どもの感性と意欲を育てる環境づくり

大橋喜美子・著 2017.3.31 北大路書房

明星大学出版部
安心感と憧れが育つ　ひと・もの・こと
環境との対話から未来の希望へ

齋藤政子・編著
赤沼陽子、山下晶子、小川貴代子、神代洋一、
藤田久美子、柿田比佐子、石田健太郎、
西垣美穂子、奥田晃久、松川秀夫、
田中登志江・著

2017.4.25 明星大学出版部



7月 国書刊行物 教育紙芝居集成　高橋五山と「幼稚園紙芝居」
高橋洋子・編著
川戸道昭、三浦佑之、米村佳樹・論考

2016.7.25 国書刊行物

小学館 子どもの育ちを共有できるアルバム　ポートフォリオ入門 森眞理・著 2016.4.25 小学館

内閣官房
教育再生実行会議

自己肯定感を高め、自らの手で未来を切り拓く子供を育む教育の
実現に向けた、学校、家庭、地域の教育力の向上(第十次提言)

教育再生実行会議 2017.6.1
内閣官房
教育再生実行会議

(福)全国社会福祉協議会
全国保育協議会

全国保育協議会　会員の実態調査報告　2016
(福)全国社会福祉協議会
全国保育協議会

2017.6
(福)全国社会福祉協議会
全国保育協議会

韓国幼児教育学会
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD
EDUCATION　　(Volume 23 Number 1, June 2017 )

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.39 2017-1 中国師範大学国際與比較教育研究院 2017.1.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.39 2017-2 中国師範大学国際與比較教育研究院 2017.2.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.39 2017-3 中国師範大学国際與比較教育研究院 2017.3.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.39 2017-4 中国師範大学国際與比較教育研究院 2017.4.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.39 2017-5 中国師範大学国際與比較教育研究院 2017.5.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.39 2017-6 中国師範大学国際與比較教育研究院 2017.6.10 中国師範大学

日本音楽療法学会 第15回世界音楽療法大会　要旨集 日本音楽療法学会 2017.7.4 日本音楽療法学会

すずき出版 はじめてのちいさなえほん　ぽんぽん 内田麟太郎・作、畑中純・絵 2017.9.1 すずき出版

全国学童保育連絡協議会 改訂テキスト 学童保育指導員の仕事 全国学童保育連絡協議会 2017.6.20 全国学童保育連絡協議会

8月 (一社)日本保育保健協議会 保育と保健　第23巻第2号　Vol.23 No.2 July 2017 (一社)日本保育保健協議会 2017.7 (一社)日本保育保健協議会

七木田敦
文化を映し出す　子どもの身体
文化人類学からみた日本とニュージーランドの幼児教育

レイチェル・バーク、ジュディス・ダンカン・著
七木田敦、中坪史典・監訳
飯野祐樹、大野歩、田中沙織、
島津礼子、松井剛太・訳

2017.8.20 福村出版

ミネルヴァ書房
「子どもがケアする世界」をケアする
保育における「二人称的アプローチ」入門

佐伯胖・編著 2017.8.30 ミネルヴァ書房

日本モンテッソーリ協会(学会)
日本モンテッソーリ協会(学会)50年のあゆみ
―昨日、今日そして明日へ―

日本モンテッソーリ協会(学会) 2017.7.30 日本モンテッソーリ協会(学会)

すずき出版 はじめてのちいさなえほん　もーもーさん いのうえたかお・作、花之内雅吉・絵 2017.10.1 すずき出版

チャイルド本社 保育がかわる！ 子どもの育ちを引き出す言葉かけ 鈴木八重子・著 2017.8 チャイルド本社

チャイルド本社
0・1・2歳児のココロを読みとく保育のまなざし
エピソード写真で見る子どもの育ち

井桁容子・著 2017.6 チャイルド本社

チャイルド本社
平成29年告示　幼稚園教育要領　保育所保育指針
幼保連携型認定こども園教育・保育要領
ここが変わった！3法令改訂(定)の要点とこれからの保育

無藤隆・著 2017.7 チャイルド本社

ひとなる書房
和光鶴川幼稚園　子どもの理解と大人の関わり
葛藤をチカラに　4歳時

和光鶴川幼稚園・編著 2017.8.10 ひとなる書房

ひとなる書房
赤ちゃんの発達とアタッチメント
乳児保育で大切にしたいこと

遠藤利彦・著 2017.8.20 ひとなる書房

ひとなる書房
先生、ボクたちのこときらいになったからいなくなっちゃったの？
子ども不在の保育行政に立ち向かう

大倉得史・編著
藤井豊、
「青いとり保育園一斉解雇事件」裁判原告一同・著

2017.8.20 ひとなる書房

ひとなる書房 保育白書2017　最新データと解説　保育の今 全国保育団体連絡会・保育研究所・編 2017.8.20 ひとなる書房

ひとなる書房
保育実践力アップシリーズ4
どの子どもにもあ～楽しかった！の毎日を
発達の視点と保育の手立てをむすぶ

赤木和重、岡村由紀子、金子明子、
馬飼野陽美・著

2017.8.20 ひとなる書房

(一社)全国保育士養成協議会 会報　保育士養成　平成29年8月　No.86 (一社)全国保育士養成協議会 2017.8.30 (一社)全国保育士養成協議会

フレーベル館 保育ナビブック 園の本質　リーダーのあり方 大江　恵子・著 2017.8.25 フレーベル館



9月 フレーベル館
保育ナビブック　子どもへ 保護者へ 地域へ 保育を伝える！
スピーチ実践術

斎藤　二三子・著 2017.7.28 フレーベル館

フレーベル館 倉橋惣三を旅する　21世紀型保育の探究 大豆生田　啓友・編著 2017.7.12 フレーベル館

フレーベル館 倉橋惣三を旅する　小さな太陽
倉橋惣三・言葉、小西貴士・写真、
大豆生田啓友・選

2017.7.12 フレーベル館

チャイルド本社 ここが変わった！ 平成29年告示幼稚園教育要領 まるわかりガイド 無藤　隆・編著 2017.9 チャイルド本社

チャイルド本社 ここが変わった！ 平成29年告示保育所保育指針 まるわかりガイド 汐見稔幸・編著 2017.9 チャイルド本社

チャイルド本社
ここが変わった！ 平成29年告示幼保連携型認定こども園
教育・保育要領 まるわかりガイド

無藤　隆・編著 2017.9 チャイルド本社

今井和子
0歳児から6歳児 子どものことば
～こころの育ちを見つめる～

子どもとことば研究会・編著 2017.8.21 わかば社

わかば社 〈ねらい〉と〈内容〉から学ぶ　保育内容・領域　　健康 清水将之、相樂真樹子・編著 2015.9.16 わかば社

わかば社
保育の質を高めるチームづくり
園と保育者の成長を支える

矢藤誠慈郎・著 2017.9.1 わかば社

わかば社
手軽に園内研修メイキング
みんなでつくる保育の力

那須信樹、矢藤誠慈郎、野中千都、
瀧川光治、平山隆浩、北野幸子・著

2017.6.30 わかば社

わかば社
教育・保育実習対応
実習日誌・実習指導案　パーフェクトガイド

小櫃智子、田中君枝、小山朝子、遠藤順子・著 2017.3.13 わかば社

わかば社 保育原理の基礎と演習 柴崎正行・編著 2016.8.25 わかば社

すずき出版 たんたんたまご 高木あきこ・作　本信公久・絵 2017.11.1 すずき出版

創元社 心理学手帳　2018年版 心理学手帳研究会 2017.9.10 創元社

人間発達研究所
2017.7 No30　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 2017.7.25 人間発達研究所

こども環境学会 子ども環境学研究　Vol13, No．2(C.N．37) こども環境学会 2017.8.31 こども環境学会

(公財)博報児童教育振興会
Annual report 2016 博報財団年次報告書2016
2016年度(2016年4月～2017年3月)

(公財)博報児童教育振興会 2017.9 (公財)博報児童教育振興会

中村恵子
地域資源を活かした発達障害のある子どもへの支援
―療育・保育・教育の視点から―

中村恵子・編著 2017.3.30 ウエストン

チャイルド本社 からだげんき！ずかん 白岡亮平・総監修 2017.12 チャイルド本社

中山書店
発達心理学の新しいパラダイム
人間科学の「二人称的アプローチ」

ヴァスデヴィ・レディ
松沢哲郎、下條信輔、佐伯胖、當眞千賀子

2017.10.20 中山書店

10月 すずき出版
写真とコメントを使って伝える
ヴィジブルな保育記録のススメ

小泉裕子
佐藤康富

2017.10.17 すずき出版

日本教師教育学会 教師教育研究ハンドブック 日本教師教育学会 2017.9.30 日本教師教育学会

かもがわ出版 沖縄子どもの貧困白書 沖縄県子ども総合研究所 2017.10.31 かもがわ出版

11月 すずき出版 まねっこ　こねこ 花形恵子・作　沢田桃子・絵 2018.1.1 すずき出版

風間書房 幼児期における空想世界に対する認識の発達 富田昌平・著 2017.11.15 風間書房

教職課程コアカリキュラムの在
り方に関する検討会

教職課程コアカリキュラム 教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会 2017.11.17
教職課程コアカリキュラムの
在り方に関する検討会

交通新聞社新書
電車が好きな子はかしこくなる
鉄道で育児・教育のすすめ

弘田陽介・著 2017.12.15 交通新聞社新書

１２月 (一社)全国保育士養成協議会 会報　保育士養成　平成29年12月　No.87 (一社)全国保育士養成協議会 2017.12.20 (一社)全国保育士養成協議会

フレーベル館 親育ち支援のための保護者対応 松田順子・著 2017.11.25 フレーベル館


