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新刊

指針の理解、クラス運営、「気になる子」への対応など、
新年度に向けて、業務をサポートする本をセットにいたしました。

2020

8点24冊  本体：\43,200（税別）

【保育基本レベルアップセット】

3冊

￥2,000

3冊

※5637-6A5判現場に活かす 保育所保育指針実践ガイドブック

￥1,500

3冊

※5618-5B5判マンガでわかる！ 保育所保育指針

3冊

￥1,600

3冊

※5706-9A5判保育者のための 子どもの「怒り」へのかかわり方

￥1,500

3冊

※5550-8A5判保育者のための アンガーマネジメント入門

【　　　　】

好評

条件：3 ヶ月延勘 S20200003

6点18冊  本体：\29,400（税別）

【気になる子の保育セット】

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥2,200

3冊

条件：3 ヶ月延勘 S20200002

※5555-3B5変

B5変

B5変

B5変

A5判

8点24冊  本体：\42,900（税別）

【保育スキルアップセット】

個性がキラリ ０･１･２歳児の指導計画の立て方

3冊

※5556-0個性がキラリ 3・4・5歳児の指導計画の立て方

3冊

3冊

※5700-7子どもイキイキ！ 園生活が充実する「すきま遊び」 

3冊

※5701-4自信がもてる！ 育ちを支える食事の基本

3冊※5726-7保育の変革期を乗り切る園長の仕事術 

3冊

好評

好評

￥1,600

￥1,600

￥1,800

￥1,600

￥1,600

￥1,600

3冊※5753-3A5判

A5判

B5変

B5変

B5変

B5変

気になる子の保育「伝わる言葉」「伝わらない言葉」

3冊※5847-9気になる子が活きるクラスづくり 

3冊※5577-5こうすればうまくいく！ 自閉症スペクトラムの子どもの保育

こうすればうまくいく！ ADHDのある子どもの保育

こうすればうまくいく！ 知的障害のある子どもの保育

3冊※5494-5

3冊※5688-8

3冊※5388-7保育士・教師のためのティーチャーズ・トレーニング

好評

POP付き！POP付き！

￥1,800B5変 ※5858-5先輩に学ぶ 乳児保育の困りごと解決BOOK ０歳児クラス編 

￥1,800B5変 ※5859-2先輩に学ぶ 乳児保育の困りごと解決BOOK 1歳児クラス編 

￥1,800B5変 ※5860-8先輩に学ぶ 乳児保育の困りごと解決BOOK 2歳児クラス編 

3冊￥1,800B5変 ※5420-4
赤ちゃん学で理解する
乳児の発達と保育　第３巻 言葉・非認知的な心・学ぶ力 

￥2,000B5変 ※5943-8保育を変える　チーム力の高め方 

￥2,000B5判 ※5893-6育児担当制による乳児保育 

￥1,500 ※5945-2A5判マンガでわかる！ 幼稚園教育要領 新刊

3冊

好評

好評

好評

好評

新刊

新刊

新刊

好評

好評

好評



★＝セットに含まれる書籍です。

判型 本体価格 ISBN978-4-8058- 売行 ご注文数

★ 1 保育わかばＢＯＯＫＳ 個性がキラリ　０・１・２歳児の指導計画の立て方 Ｂ５変 ¥1,800 5555-3 ◎

★ 2 保育わかばＢＯＯＫＳ 個性がキラリ　３・４・５歳児の指導計画の立て方 Ｂ５変 ¥1,800 5556-0 ◎

3 保育わかばＢＯＯＫＳ 根拠がわかる！　私の保育総点検 Ｂ５変 ¥1,800 5552-2

4 保育わかばＢＯＯＫＳ 保育の視点がわかる！　観察にもとづく記録の書き方 Ｂ５変 ¥1,800 5553-9

5 保育わかばＢＯＯＫＳ 写真で学ぶ！　保育現場のリスクマネジメント Ｂ５変 ¥1,800 5554-6

★ 6 保育わかばＢＯＯＫＳ 子どもイキイキ！　園生活が充実する「すきま遊び」 Ｂ５変 ¥1,800 5700-7 ◎

★ 7 保育わかばＢＯＯＫＳ 自信がもてる！　育ちを支える食事の基本 Ｂ５変 ¥1,800 5701-4 ○

8 保育わかばＢＯＯＫＳ 遊びにつなぐ！　場面から読み取る子どもの発達 Ｂ５変 ¥1,800 5702-1

9 保育わかばＢＯＯＫＳ 失敗から学ぶ　保護者とのコミュニケーション Ｂ５変 ¥1,800 5704-5

★ 10 先輩に学ぶ　乳児保育の困りごと解決ＢＯＯＫ　０歳児クラス編 Ｂ５変 ¥1,800 5858-5 ○

★ 11 先輩に学ぶ　乳児保育の困りごと解決ＢＯＯＫ　１歳児クラス編 Ｂ５変 ¥1,800 5859-2 ○

★ 12 先輩に学ぶ　乳児保育の困りごと解決ＢＯＯＫ　２歳児クラス編 Ｂ５変 ¥1,800 5860-8 ◎

13 赤ちゃん学で理解する乳児の発達と保育　第１巻 睡眠・食事・生活の基本 Ｂ５変 ¥1,800 5418-1 ○

14 赤ちゃん学で理解する乳児の発達と保育　第２巻 運動・遊び・音楽 Ｂ５変 ¥1,800 5419-8

★ 15 赤ちゃん学で理解する乳児の発達と保育　第３巻 言葉・非認知的な心・学ぶ力 Ｂ５変 ¥1,800 5420-4 新刊

★ 16 保育を変える　チーム力の高め方 Ｂ５変 ¥2,000 5943-8 新刊

★ 17 育児担当制による乳児保育 Ｂ５ ¥2,000 5893-6 ◎

18 事例で学ぶ「要録」の書き方ガイド Ｂ５ ¥1,600 5891-2 新刊

19 子どもの育ちが見える「要録」作成のポイント Ｂ５ ¥1,600 5757-1 ◎

★ 20 マンガでわかる！幼稚園教育要領 Ａ５ ¥1,500 5945-2 新刊

★ 21 マンガでわかる！　保育所保育指針 Ｂ５ ¥1,500 5618-5 ○

★ 22 現場に活かす　保育所保育指針実践ガイドブック Ａ５ ¥2,000 5637-6 ○

23 身近な自然を活かした保育実践とカリキュラム Ｂ５ ¥2,200 5759-5 ○

★ 24 保育の変革期を乗り切る園長の仕事術 Ａ５ ¥2,200 5726-7 ◎

25 保育現場の人間関係対処法 Ａ５ ¥1,800 5586-7

★ 26 保育者のための　子どもの「怒り」へのかかわり方 Ａ５ ¥1,600 5706-9 ◎

★ 27 保育者のためのアンガーマネジメント入門 Ａ５ ¥1,500 5550-8 ◎

★ 28 気になる子の保育「伝わる言葉」「伝わらない言葉」 Ａ５ ¥1,600 5753-3 ◎

★ 29 気になる子が活きるクラスづくり Ａ５ ¥1,600 5847-9 ◎

30 特別な配慮を必要とする子どもが輝くクラス運営 Ｂ５変 ¥1,800 5744-1

★ 31 こうすればうまくいく！　自閉症スペクトラムの子どもの保育 Ｂ５変 ¥1,800 5577-5 ◎

★ 32 こうすればうまくいく！　ＡＤＨＤのある子どもの保育 Ｂ５変 ¥1,600 5494-5 ◎

★ 33 こうすればうまくいく！　知的障害のある子どもの保育 Ｂ５変 ¥1,600 5688-8 ○

34 こうすればうまくいく！　医療的配慮の必要な子どもの保育 Ｂ５変 ¥1,800 5523-2

★ 35 保育士・教師のためのティーチャーズ・トレーニング Ｂ５変 ¥1,600 5388-7 ◎
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