
寄贈月 寄贈者 書名 著者 発行日 発行所

2019年
１月

岩波書店 保育の自由 近藤幹生・著 2018.12.20 岩波書店

平野麻衣子
生活習慣形成における幼児の社会情動的発達過程
-相互主体的関係を維持する葛藤に着目して-

平野麻衣子・著 2018.12．5 風間書房

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2018-108) 韓国嬰幼児保育学会 2018.1.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2018-109) 韓国嬰幼児保育学会 2018.3.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2018-110) 韓国嬰幼児保育学会 2018.5.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2018-111) 韓国嬰幼児保育学会 2018.7.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2018-112) 韓国嬰幼児保育学会 2018.9.1 韓国幼児教育学会

韓国嬰幼児保育学会 Korea Journal of Child Care and Education(2018-113) 韓国嬰幼児保育学会 2018.11.1 韓国幼児教育学会

玉川大学出版部
保育・幼児教育シリーズ
健康の指導法　改訂第2版

宮﨑豊、田澤里喜・編著 2019.2.15 玉川大学出版部

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　改訂第2版

若月芳浩・岩田恵子・編著 2019.2.15 玉川大学出版部

玉川大学出版部
保育・幼児教育シリーズ
環境の指導法　改訂第2版

若月芳浩・編著 2019.2.15 玉川大学出版部

玉川大学出版部
保育・幼児教育シリーズ
コトバの指導法　改訂第2版

大豆生田啓友、佐藤浩代・編著 2019.2.15 玉川大学出版部

玉川大学出版部
保育・幼児教育シリーズ
表現の指導法　改訂第2版

田澤里喜・編著 2019.2.15 玉川大学出版部

中国師範大学 比較教育研究　Vol.39 2017-7 中国師範大学国際與比較教育研究院 2017.7.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.39 2017-10 中国師範大学国際與比較教育研究院 2017.10.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.40 2018-8 中国師範大学国際與比較教育研究院 2018.8.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.40 2018-9 中国師範大学国際與比較教育研究院 2018.9.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.40 2018-11 中国師範大学国際與比較教育研究院 2018.11.10 中国師範大学

中国師範大学 比較教育研究　Vol.40 2018-12 中国師範大学国際與比較教育研究院 2018.12.10 中国師範大学

ミネルヴァ書房 MINERUVA　はじめて学ぶ保育３　保育者論 山下文一・編著 2019.2.20 ミネルヴァ書房



2月 韓国幼児教育学会
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD

EDUCATION　　(Volume 24 Issue 2, December 2018 )
韓国幼児教育学会 2018.12.28 韓国幼児教育学会

福元真由美
都市に誕生した保育の系譜
-アソシエーショニズムと郊外のユートピア

福元真由美 2019.1.31 世織書房

わかば社 幼稚園・保育所・認定こども園実習パーフェクトガイド 小櫃知子、守巧、佐藤恵、小山朝子・著 2017．12.18 わかば社

わかば社
身近な自然と遊んで育つ保育実践
－スウェーデンの自然環境教育から

櫻井慶一・監修
森のムッレ協会新潟・編

2018.3.10 わかば社

わかば社 改訂版　〈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 2018.8.5 わかば社

わかば社
保育の専門性を生かした子育て支援
－「子どもの最善の利益」をめざして

亀﨑美沙子・著 2018.9.13 わかば社

わかば社 改訂版　保育内容の基礎と演習 柴崎正行・編著 2018.12.19 わかば社

わかば社 改訂版　保育方法の基礎 柴崎正行・編著 2018.12.19 わかば社

わかば社 改訂版　保育原理の基礎と演習 柴崎正行・編著 2018.12.19 わかば社

わかば社
保育内容　領域　表現
－日々わくわくを生きる子どもの表現

堂本真実子・編著
本山方子、田代幸代・著

2018.12.19 わかば社

わかば社 改訂版　Workで学ぶ保育原理
佐伯一弥・企画著
金　瑛珠・編著

2019.1.17 わかば社

若月芳浩
保育の変革期を乗り切る園長の仕事術
保育の質を高める幼稚園・保育所・認定こども園の経営と実践

田澤里喜、若月芳浩・編著 2018．8.20 中央法規出版

ひとなる書房 園力アップSeries３　重大事故を防ぐ園づくり 猪熊弘子、新保庄三、寺町東子・著 2019．1.20 ひとなる書房

中央法規出版
教育・保育カリキュラム論
新・基本保育シリーズ⑬

児童育成協会・監修
千葉武夫、那須信樹・編集

2019.2.20 中央法規出版

チャイルド本社
“気になる子”と育ち合うインクルーシブな保育
多様性を認め合い、みんなが伸びるクラスづくり

酒井幸子、守巧・著 2019.2月 チャイルド本社

チャイルド本社
ポットブックス　作って楽しい！
園行事の製作アイデアBOOK

ポット編集部・著 2019.2月 チャイルド本社

すずき出版 幼稚園幼児指導要録　記入の実際と用語例【改訂版】 （公財）幼少年教育研究所 2019.1.24 すずき出版

すずき出版 保育所児童保育要録　記入の実際と用語例【改訂版】 （公財）幼少年教育研究所 2019.1.24 すずき出版

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【改訂版】

（公財）幼少年教育研究所 2019.1.24 すずき出版



3月 全国学童保育連絡協議会 学童保育情報2018－2019 全国学童保育連絡協議会 2018.10.20 全国学童保育連絡協議会

全国学童保育連絡協議会
学童保育の安全対策・危機管理
～「安全対策・危機管理の指針」づくりの手引き～

全国学童保育連絡協議会 2018.6.1 全国学童保育連絡協議会

勁草書房
孤独と救済のエポック
16～20世紀にみる子ども・家族規範の多層性

土屋敦、野々村淑子・編著 2019.2.20 勁草書房

柏書房 子どもも大人も絵本で育つ 湯澤美紀 2019.4.1 柏書房

4月 ミネルヴァ書房 MINERUVA　はじめて学ぶ保育７　乳児保育 馬場耕一郎 2019.4.30 ミネルヴァ書房

チャイルド本社
遊びや生活のなかで“10の姿”を育む保育
事例で見る「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

関章信、兵頭惠子、髙橋かほる・監修 2019.3 チャイルド本社

明石書店 OECD保育の質向上白書 OECD・編著 2019.3.28 明石書店

朝倉書店
子どもが育つ遊びと学び
-保幼小の連携・接続の指導計画から実践まで

高櫻綾子・編 2019.4.1 朝倉書店

山本一成
保育実践へのエコロジカル・アプローチ
アフォーダンス理論で世界と出会う

山本一成・著 2019.4.30 九州大学出版会

ミネルヴァ書房
赤ちゃんの心はどのように育つのか
社会性とことばの発達を科学する

今福理博・著 2019.5.15 ミネルヴァ書房

ひとなる書房
保育者のための子ども虐待対応の基本
-事例から学ぶ「気づき」のポイントと保育現場の役割

保育と虐待対応事例研究会・編著 2019.3.20 ひとなる書房

ひとなる書房
こどもと暮らす
-「自ら動きだす力」を育む保育

藤田裕子・著 2019.3.26 ひとなる書房

(福)日本保育協会　保育科学研究所 保育科学研究　第9巻(2018年度) (福)日本保育協会　保育科学研究所・編 2019.3.31
(福)日本保育協会
保育科学研究所

(福)日本保育協会　保育科学研究所 第13回　保育実践研究・報告書 (福)日本保育協会　保育科学研究所・編 2019.3.31
(福)日本保育協会
保育科学研究所

〈公財〉前川財団
「親と子のコミュニケーション」
前川財団未来教育シンポジウム講演集３

〈公財〉前川財団 2019.12.20 〈公財〉前川財団

５月 ひかりのくに 新　保育の心もち　～まなざしを問う～
秋田喜代美・著
篠木眞・写真

2019.5 ひかりのくに

寺見陽子
現代の父親の親意識と子育て実践
父親の養育性・役割取得を促す教育プログラムの開発について

寺見陽子・著 2019.2.20 ナカニシヤ出版

（株）ぎょうせい 保育者のためのコミュニケーション・トレーニングBOOK 汐見稔幸、新保庄三・著 2019.5.10 ぎょうせい

ミネルヴァ書房
MINERVAはじめて学ぶ子どもの保育1
保育原理

名須川知子、大方美香・監修
戸江茂博・編著

2019.5．30 ミネルヴァ書房

ミネルヴァ書房
MINERVAはじめて学ぶ子どもの保育11
施設実習

名須川知子、大方美香・監修
立花直樹・編著

2019.5．30 ミネルヴァ書房

チャイルド本社
チャイルドブックこども百科
日本と世界のずかん

井田仁康・総監修 2019.7 チャイルド本社



6月 チャイルド本社 幼児理解に基づいた評価 文部科学省 2019.5.30 チャイルド本社

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　Vol33 2019 公益財団法人 発達科学研究教育センター 2019.6.20
公益財団法人
発達科学研究教育センター

７月 フレーベル館 子どもの姿ベースの新しい指導計画の考え方〈新要領・指針対応〉 無藤隆、大豆生田啓友・編著 2019.2.27 フレーベル館

フレーベル館 ０・１・２歳児子どもの姿ベースの指導計画〈新要領・指針対応〉 無藤隆、大豆生田啓友・編著 2019.5.30 フレーベル館

フレーベル館 ３・４・５歳児子どもの姿ベースの指導計画〈新要領・指針対応〉 無藤隆、大豆生田啓友・編著 2019.5.30 フレーベル館

フレーベル館
保育ナビブック　魅力的で特色ある園をめざして
よくわかるカリキュラム・マネジメントの進め方

神長美津子・著 2019.6.10 フレーベル館

学芸出版社 保育園・幼稚園・こども園の設計手法 仲綾子、藤田大輔・編著 2019.7.10 学芸出版社

大阪総合保育大学　総合保育研究所 キッズ・ミート・アート　子どもと出会い、すれ違うアート
大阪総合保育大学総合保育研究所
「保育におけるアートの可能性」プロジェクト・
編

2019.3.31 ふくろう出版

北京師範大学 比較教育研究　Vol.41 2019-1 北京師範大学国際與比較教育研究院 2019.1.10 中国師範大学

北京師範大学 比較教育研究　Vol.41 2019-2 北京師範大学国際與比較教育研究院 2019.2.10 中国師範大学

北京師範大学 比較教育研究　Vol.41 2019-3 北京師範大学国際與比較教育研究院 2019.3.10 中国師範大学

北京師範大学 比較教育研究　Vol.41 2019-4 北京師範大学国際與比較教育研究院 2019.4.10 中国師範大学

北京師範大学 比較教育研究　Vol.41 2019-5 北京師範大学国際與比較教育研究院 2019.5.10 中国師範大学

北京師範大学 比較教育研究　Vol.41 2019-6 北京師範大学国際與比較教育研究院 2019.6.10 中国師範大学

チャイルド本社
遊びと学びをつなぐ
これからの保幼小接続カリキュラム
事例でわかるアプローチ＆スタートカリキュラム

木下光二 2019.7 チャイルド本社

丸善出版
園づくりのことば
保育をつなぐミドルリーダーの秘訣

井庭崇、秋田喜代美・編著 2019.7.30 丸善出版

かわがも出版 子ども白書2019 日本子どもを守る会・編 2019.8.15 かもがわ出版

朝倉書店
乳幼児の発達と保育
-食べる・眠る・遊ぶ・繋がる-

秋田喜代美・監修 2019．8.10 朝倉書店

豊田和子
戦後保育はいかに構築されたか
－福岡県における昭和20年代の保育所・幼稚園－

清原みさ子、豊田和子、寺部直子、
榊原奈々枝・著

2019.6.21 新読書社



8月 韓国幼児教育学会
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD

EDUCATION　　(Volume 25  issue 1, June 2019 )
韓国幼児教育学会 2019.6.26 韓国幼児教育学会

ミネルヴァ書房
よくわかる！保育士エクササイズ６
保育の計画と評価　演習ブック

松本峰雄・監修 2019.8.1 ミネルヴァ書房

勁草書房
子育てをめぐる公私再編のポリティクス
：幼稚園における預かり保育に着目して

清水美紀 2019.8.20 勁草書房

９月 新読書社 季刊　保育問題研究298号 全国保育問題研究協議会編集委員会 2019.8.25 新読書社

新読書社
保育問題研究シリーズ　子どもの生活と長時間保育
：生活のリズムと日課

全国保育問題研究協議会 2019.9.1 新読書社

新読書社 困難を抱えた子どもの保育臨床とファンタジー 浜谷直人 2019.7.24 新読書社

新読書社
戦後保育はいかに構築されたか
福岡県における昭和20年代の保育所・幼稚園

清原みさ子、豊田和子、寺部直子、
榊原奈々枝・著

2019.6.21 新読書社

フレーベル館 保育ナビブック　子どもの可能性を伸ばす　スポーツ共育 杉山芙沙子 2019.8.23 フレーベル館

ミネルヴァ書房
新・はじめて学ぶ社会福祉６
障害児の保育・福祉と特別支援教育

立花直樹、中村明美、松井剛太、井上和久・
編著

2019.9.30 ミネルヴァ書房

ひかりのくに
園庭を豊かな育ちの場に
質向上のためのヒントと事例

秋田喜代美、石田佳織、辻谷真知子、
宮田まり子、宮本雄太・著

2019.8 ひかりのくに

ひとなる書房
保育的発達論のはじまり
－個人を尊重しつつ、「つながり」を育むいとなみへ

川田学 2019.8.20 ひとなる書房

ひとなる書房
エピソードでたどる　排泄の自立と保育
－近道・まわり道

水野佳津子　著 2019.8.20 ひとなる書房

ひとなる書房 保育白書2019年版 全国保育団体連絡会/保育研究所 2019.8.20 ひとなる書房

㈱誠信書房
子ども家庭福祉学序説
－実践論からのアプローチ

柏女霊峰 2019.9.20 誠信書房

すずき出版 すきま時間あそび１０７ 阿部恵 2019.8.23 すずき出版

こども環境学会 こども環境学研究 vol15, No2(C.N.43) こども環境学会・編 2019.8.31 こども環境学会

10月 ミネルヴァ書房
共に生き、共に育つ
－障害児保育の現場から／社会の壁をなくすために－

徳田茂 2019.10.30 ミネルヴァ書房

チャイルド本社
わくわくチャレンジえほん
おもしろことばえほん　ようかいとおぼえようかい？

青木伸生、新谷尚紀・監修 2019.12 チャイルド本社

チャイルド本社
Ｐｏｔブックスmini　行事アイデアぽけっと
ノリノリ！お店やさんごっこ

ポット編集部 2019.10 チャイルド本社

チャイルド本社
Ｐｏｔブックスmini　行事アイデアぽけっと
とっておき！クリスマス

ポット編集部 2019.10 チャイルド本社



11月 チャイルド本社
Ｐｏｔブックスmini　おりがみコレクション
キュート！ときめきおりがみ

ぽっと編集部 2019.10 チャイルド本社

チャイルド本社
Ｐｏｔブックスmini　おりがみコレクション
わくわく！あそべるおりがみ

ポット編集部 2019.10 チャイルド本社

杉浦英樹
遊びこむ子どもを支える幼稚園カリキュラム
-未来の幼児教育・保育のために-

杉浦英樹・編
上越教育大学附属幼稚園・著

2019.10.10 学文社

萌文書林
幼児教育　知の探究12
トポスの経営論理

青木久子、松村和子・著 2019.12.3 萌文書林

ミネルヴァ書房
子どもと家庭を支える保育
－ソーシャルワークの視点から－

大阪地域福祉サービス研究所・監修
小口将典、得津愼子、土田美世子・編著

2019.11.10 ミネルヴァ書房

ミネルヴァ書房
MINERVA保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研修ﾃｷｽﾄ１
乳児保育

今井和子、矢島敬子・編著 2019.10.20 ミネルヴァ書房

森口佑介
自分をコントロールする力
：非認知スキルの心理学

森口佑介・著 2019.11.20 講談社現代新書

12月 （一社）全国保育士養成協議会 会報　保育士養成（令和元年12月　No.93） 全国保育士養成協議会 2019.12.13 （一社）全国保育士養成協議会

全国学童保育連絡協議会 学童保育情報2019－2020 学童保育連絡協議会 2019.10.19 全国学童保育連絡協議会

ミネルヴァ書房
MINERUVA はじめて学ぶ　保育②
教育原理

名須川知子、大方美香・監修
三宅茂夫・編著

2020.1.10 ミネルヴァ書房

有斐閣
新・育ちあう乳幼児心理学
-保育実践とともに未来へ

心理科学研究会・編 2019.12.15 有斐閣

人間発達研究所
人間発達研究所紀要　No.32
人間発達研究の科学的創造をめざして

人間発達研究所 2019.12.15 人間発達研究所


