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2019年4月に施行された保育士養成課程の目標と内容を
ふまえ、保育士として必要な知識と技術を網羅しました。今
後さまざまな場で活躍が期待される保育士の養成とさら
なる質の向上に貢献するためのテキストシリーズ!

保育原理 天野珠路、北野幸子 2,200円講義1

教育原理 矢藤誠慈郎、北野幸子 2,200円講義2

子ども家庭福祉 新保幸男、小林 理 2,200円講義3

社会福祉 松原康雄、圷 洋一、金子 充 2,200円講義4

子ども家庭支援論 松原康雄、村田典子、南野奈津子 2,200円講義5

社会的養護Ⅰ 相澤 仁、林 浩康 2,200円講義6

保育者論 矢藤誠慈郎、天野珠路 2,200円講義7

保育の心理学 杉村伸一郎、山名裕子 2,200円講義8

子ども家庭支援の心理学 白川佳子、福丸由佳 2,200円講義9

子どもの理解と援助 清水益治、森 俊之 2,200円演習10

子どもの保健 松田博雄、金森三枝 2,200円講義11

子どもの食と栄養 堤 ちはる、藤澤由美子 2,200円演習12

教育・保育カリキュラム論 千葉武夫、那須信樹 2,200円講義13

保育内容総論 石川昭義、松川恵子 2,200円演習14

乳児保育Ⅰ・Ⅱ 寺田清美、大方美香、塩谷 香 2,860円講義・演習15

子どもの健康と安全 松田博雄、金森三枝 2,200円演習16

障害児保育 西村重稀、水田敏郎 2,200円演習17

社会的養護Ⅱ 相澤 仁、村井美紀、大竹 智 2,200円演習18

子育て支援 西村重稀、青井夕貴 2,200円演習19

保育実習 近喰晴子、寅屋壽廣、松田純子 2,640円演習・実習20

タイトル 定価（税込）講義・演習 編集巻

保育士養成課程に対応した新テキストシリーズ!

公益財団法人  児童育成協会＝監修　
B5判／2色刷　セット定価45,100円（税込）

● 2019年施行の保育士養成課程に準拠
● 授業で使いやすい15講の目次構成
  （15巻は30講、20巻は20講）
● 各講は3Step方式でわかりやすく解説

全20巻基本保育シリーズ新

ISBN978-4-8058-5780-9



新・基本保育シリーズ

目 

次

1 保育原理 講義

天野珠路、北野幸子＝編集／230頁
定価2,200円（税込） ISBN978-4-8058-5781-6

第１講　保育の理念と概念
第２講　保育の社会的役割と責任
第３講　子ども・子育て支援新制度と
　　　　保育にかかわる関係法令
第４講　保育の実施体系　 　
第５講　保育所保育指針に基づく保育
第６講　保育の目標と方法
第７講　乳児の保育

第８講　１歳以上３歳未満児の保育
第９講　３歳以上児の保育　 　
第10講　子ども理解に基づく保育の過程①理論編
第11講　子ども理解に基づく保育の過程②実践編
第12講　諸外国の保育の思想と歴史
第13講　日本の保育の思想と歴史
第14講　諸外国の保育の現状と課題
第15講　日本の保育の現状と課題

目 

次

2 教育原理 講義

矢藤誠慈郎、北野幸子＝編集／202頁
定価2,200円（税込） ISBN978-4-8058-5782-3

第１講　教育の意義
第２講　教育の目的
第３講　乳幼児期の教育の特性
第４講　教育と子ども家庭福祉の関連性
第５講　人間形成と家庭・地域社会
第６講　諸外国の教育思想
第７講　諸外国の教育の歴史
第８講　日本の教育思想・歴史

第９講　子ども観と教育観
第10講　教育制度の基本
第11講　教育の法律と行政
第12講　諸外国の教育制度
第13講　教育実践の基礎
第14講　さまざまな教育実践
第15講　生涯学習社会における教育の現状と課題

目 

次

3 子ども家庭福祉 講義

新保幸男、小林 理＝編集／224頁
定価2,200円（税込） ISBN978-4-8058-5783-0

第１講　子ども家庭福祉の理念と概念
第２講　子ども家庭福祉の歴史的変遷と
　　　　諸外国の動向
第３講　子どもの人権擁護
第４講　子ども家庭福祉の制度と実施体系
第５講　子ども家庭福祉の施設と専門職
第６講　少子化と地域子育て支援
第７講　母子保健と子どもの健全育成
第８講　多様な保育ニーズへの対応

第９講　子ども虐待・ドメスティックバイオレンス
　　　　とその防止
第10講　貧困家庭、外国籍の子どもと
　　　　その家庭への対応
第11講　社会的養護
第12講　障害のある子どもへの対応
第13講　少年非行等への対応
第14講　次世代育成支援と子ども家庭福祉の推進
第15講　地域における連携・協働とネットワーク

目 

次

4 社会福祉 講義

松原康雄、圷 洋一、金子 充＝編集／208頁
定価2,200円（税込） ISBN978-4-8058-5784-7

第１講　社会福祉の理念と歴史的変遷
第２講　子ども家庭支援と社会福祉
第３講　社会福祉の制度と法体系
第４講　社会福祉行財政と実施機関、社会福祉施設等
第５講　社会福祉の専門職
第６講　社会保障および関連制度の概要
第７講　相談援助の理論
第８講　相談援助の意義と機能

第９講　相談援助の対象と過程
第10講　相談援助の方法と技術
第11講　社会福祉における利用者の保護に
　　　　かかわるしくみ
第12講　少子高齢化社会における子育て支援
第13講　共生社会の実現と障害者施策
第14講　在宅福祉・地域福祉の推進
第15講　諸外国の社会福祉の動向

3

★2019年2月刊行

★2019年1月刊行

★2019年2月刊行

★2019年2月刊行



目 

次

5 子ども家庭支援論 講義

松原康雄、村田典子、南野奈津子＝編集
200頁　定価2,200円（税込） ISBN978-4-8058-5785-4
第１講　子ども家庭支援の意義と必要性
第２講　子ども家庭支援の目的と機能
第３講　子育て支援施策・次世代育成支援施策の推進
第４講　子育て家庭の福祉を図るための社会資源
第５講　保育の専門性を活かした
　　　　子ども家庭支援とその意義
第６講　子どもの育ちの喜びの共有
第７講　保護者および地域が有する子育てを
　　　　自ら実践する力の向上に資する支援

第８講　保育士に求められる基本的態度
第９講　家庭の状況に応じた支援
第10講　地域の資源の活用と
　　　　自治体・関係機関等との連携・協力
第11講　子ども家庭支援の内容と対象
第12講　保育所等を利用する子どもの家庭への支援
第13講　地域の子育て家庭への支援
第14講　要保護児童およびその家庭に対する支援
第15講　子育て支援に関する課題と展望

目 

次

8 保育の心理学 講義

杉村伸一郎、山名裕子＝編集／200頁
定価 2,200円（税込） ISBN978-4-8058-5788-5
第１講　子どもの発達の理解とその意義
第２講　子どもの発達と環境
第３講　発達観、子ども観と保育観
第４講　保育実践の評価
第５講　社会情動的発達①自己と感情
第６講　社会情動的発達②他者理解
第７講　社会情動的発達③他者とのかかわり
第８講　身体的機能と運動機能の発達

第９講　認知の発達①認識の基礎
第10講　認知の発達②数と形
第11講　認知の発達③言葉と文字
第12講　乳幼児期の学びにかかわる理論
第13講　乳幼児期の学びの過程と特性
　　　　①認知的学び
第14講　乳幼児期の学びの過程と特性
　　　　②社会情動的学び
第15講　乳幼児期の学びを支える保育

目 

次

6 社会的養護Ⅰ 講義

相澤 仁、林 浩康＝編集／218頁
定価2,200円（税込） ISBN978-4-8058-5786-1

第１講　社会的養護の理念と概念
第２講　社会的養護の歴史的変遷
第３講　子どもの人権擁護と社会的養護
第４講　社会的養護の基本原則
第５講　社会的養護における保育士等の倫理と責務
第６講　社会的養護の制度と法体系
第７講　社会的養護のしくみと実施体系
第８講　社会的養護とファミリーソーシャルワーク

第９講　社会的養護の対象と支援のあり方
第10講　家庭養護と施設養護
第11講　社会的養護にかかわる専門職
第12講　社会的養護に関する社会的状況
第13講　施設等の運営管理の現状と課題
第14講　被措置児童等の虐待防止の現状と課題
第15講　社会的養護と地域福祉の現状と課題

目 

次

7 保育者論 講義

矢藤誠慈郎、天野珠路＝編集／212頁
定価2,200円（税込） ISBN978-4-8058-5787-8

第１講　保育者の役割・職務内容
第２講　保育者の倫理
第３講　保育者の資格と責務
第４講　保育者の資質・能力
第５講　養護と教育の一体的展開
第６講　家庭との連携と保護者に対する支援
第７講　計画に基づく保育の実践と省察・評価
第８講　保育の質の向上

第９講　保育における職員間の連携・協働
第10講　専門職間及び専門機関との連携・協働
第11講　地域社会との連携・協働
第12講　関係機関等との連携
第13講　資質向上に関する組織的取組
第14講　保育者の専門性の向上と
　　　　キャリア形成の意義
第15講　保育におけるリーダーシップ
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★2019年2月刊行

★2019年2月刊行

★2019年2月刊行

★2019年3月刊行



新・基本保育シリーズ

目 

次

9 子ども家庭支援の心理学 講義

白川佳子、福丸由佳＝編集／208頁
定価2,200円（税込） ISBN978-4-8058-5789-2

第１講　乳児期の発達
第２講　幼児期の発達
第３講　学童期の発達
第４講　青年期の発達
第５講　成人期・中年期の発達
第６講　高齢期の発達
第７講　家族・家庭の意義と機能
第８講　家族関係・親子関係の理解

第９講　子育ての経験と親としての育ち
第10講　子育てを取り巻く社会的状況
第11講　ライフコースと仕事・子育て
第12講　多様な家庭とその理解
第13講　特別な配慮を要する家庭
第14講　子どもの生活・生育環境とその影響
第15講　子どものこころの健康にかかわる問題

目 

次

10 子どもの理解と援助 演習

清水益治、森 俊之＝編集／200頁
定価2,200円（税込） ISBN978-4-8058-5790-8

第１講　保育における子ども理解の意義 
第２講　子どもに対するかかわりと共感的理解
第３講　子どもの生活や遊び
第４講　保育の人的環境としての
　　　　保育者と子どもの発達
第５講　子ども相互のかかわりと関係づくり
第６講　集団における経験と育ち
第７講　発達における葛藤やつまずき

第８講　保育の環境の理解と構成
第９講　環境の変化や移行
第10講　子ども理解のための観察・記録と省察・評価
第11講　子ども理解のための職員間の対話
第12講　子ども理解のための保護者との情報共有
第13講　発達の課題に応じた援助とかかわり
第14講　特別な配慮を要する子どもの理解と援助
第15講　発達の連続性と就学への支援

目 

次

11 子どもの保健 講義

松田博雄、金森三枝＝編集／224頁
定価2,200円（税込） ISBN978-4-8058-5791-5
第１講　生命の保持と情緒の安定にかかる
　　　　保健活動の意義と目的
第２講　健康の概念と健康指標
第３講　現代社会における子どもの健康に
　　　　関する現状と母子保健施策
第４講　地域における保健活動と子ども虐待防止
第５講　身体発育および運動機能の発達と保健
第６講　生理機能の発達と保健
第７講　健康状態の観察および心身の不調等の早期発見
第８講　発育・発達の把握と健康診断
第９講　保護者との情報共有

第10講　主な疾病の特徴①
　　　　新生児の病気、先天性の病気
第11講　主な疾病の特徴②
　　　　循環器、呼吸器、血液、消化器の病気
第12講　主な疾病の特徴③
　　　　アレルギー、免疫、腎泌尿器、内分泌
　　　　の病気
第13講　主な疾病の特徴④
　　　　脳の病気、その他の病気
第14講　主な疾病の特徴⑤　感染症
第15講　子どもの疾病の予防と適切な対応
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目 

次

12 子どもの食と栄養 演習

堤 ちはる、藤澤由美子＝編集／208頁
定価2,200円（税込） ISBN978-4-8058-5792-2
第１講　子どもの健康と食生活の意義 
第２講　栄養の基本
第３講　栄養素の種類とはたらき
第４講　日本人の食生活の目標
第５講　献立作成・調理の基本
第６講　乳児期の授乳の意義と食生活
第７講　乳児期の離乳の意義と食生活
第８講　幼児期の心身の発達と食生活

第９講　学童期・思春期の心身の発達と
　　　　食生活、生涯発達と食生活
第10講　保育における食育の意義・目的と基本的考え方
第11講　食育の内容と計画および評価
第12講　地域や家庭と連携した食育の展開
第13講　家庭や児童福祉施設における食事と栄養
第14講　特別な配慮を要する子どもの食と栄養①
第15講　特別な配慮を要する子どもの食と栄養②

★2019年3月刊行

★2019年2月刊行

★2019年2月刊行

★2019年2月刊行



目 

次

14 保育内容総論 演習

石川昭義、松川恵子＝編集／220頁　定価2,200円（税込）

ISBN978-4-8058-5794-6

第１講　保育所保育指針に基づく保育の全体構造
第２講　保育所保育指針に基づく保育内容の理解①養護
第３講　保育所保育指針に基づく保育内容の理解②教育
第４講　保育の内容の歴史的変遷とその社会的背景
第５講　子どもの発達や生活に即した保育の内容の基本的な考え方 
第６講　養護と教育が一体的に展開される保育
第７講　子どもの主体性を尊重する保育
第８講　環境を通して行う保育
第９講　生活や遊びによる総合的な保育
第10講　個と集団の発達をふまえた保育
第11講　家庭や地域等との連携をふまえた保育
第12講　小学校との連携・接続をふまえた保育
第13講　長時間の保育
第14講　特別な配慮を要する子どもの保育
第15講　多文化共生の保育

目 

次

13 教育・保育カリキュラム論 講義

千葉武夫、那須信樹＝編集／250頁　定価2,200円（税込）

ISBN978-4-8058-5793-9

第１講　保育における計画の意義 
第２講　日本におけるカリキュラムの基礎理論 
第３講　子ども理解に基づく保育の循環 
第４講　保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の
　　　　性格と位置づけ・改定（訂）内容 
第５講　幼稚園の教育課程の編成の基本原理と方法 
第６講　保育所・認定こども園等の全体的な計画の作成の基本原理と方法 
第７講　幼稚園の指導計画の作成 
第８講　保育所・認定こども園の指導計画の作成 
第９講　保育の評価 
第10講　指導計画の書き方 
第11講　０歳児の指導計画 
第12講　１歳以上３歳未満児の指導計画
第13講　３歳児・４歳児の指導計画 
第14講　５歳児の指導計画 
第15講　小学校との接続 

第１部　講義編

第１講　乳児保育の意義・目的と歴史的変遷
第２講　乳児保育および子育て家庭に対する支援をめぐる社会的状況と課題
第３講　保育所における乳児保育
第４講　保育所以外の児童福祉施設（乳児院等）における乳児保育
第５講　家庭的保育・小規模保育等における乳児保育
第６講　３歳未満児とその家庭を取り巻く環境と子育て支援の場
第７講　３歳未満児の生活と環境
第８講　３歳未満児の遊びと環境
第９講　３歳以上児の保育に移行する時期の保育
第10講　３歳未満児の発育・発達をふまえた保育者による援助やかかわり
第11講　３歳未満児の発育・発達をふまえた保育における配慮

6

目 

次

15 乳児保育Ⅰ・Ⅱ

ISBN978-4-8058-5795-3

講義・演習

寺田清美、大方美香、塩谷 香＝編集
404頁　定価2,860円（税込）

★2019年2月刊行

★2019年3月刊行

★2019年2月刊行



目 

次

16 子どもの健康と安全 演習

松田博雄、金森三枝＝編集／208頁　定価2,200円（税込）

ISBN978-4-8058-5796-0

第１講　子どもの健康と保育の環境
第２講　子どもの保健に関する個別対応と集団全体の健康
第３講　衛生管理
第４講　事故防止および安全対策
第５講　災害への備えと危機管理
第６講　体調不良や傷害が発生した場合の対応
第７講　救急処置および救急蘇生法
第８講　感染症の集団発生と予防、対応
第９講　保育における保健的対応の基本的考え方
第10講　３歳未満児への適切な対応
第11講　個別的な配慮を必要とする子どもへの対応
第12講　障害のある子どもへの適切な対応
第13講　職員間の連携・協働と組織的取組
第14講　保育における保健計画および評価
第15講　子どもを中心とした家庭、専門機関、地域との連携

目 

次

17 障害児保育 演習

西村重稀、水田敏郎＝編集／224頁　定価2,200円（税込）

ISBN978-4-8058-5797-7

第１講　「障害」の概念と障害児保育の歴史的変遷
第２講　地域社会への参加・包容および合理的配慮の理解
第３講　肢体不自由児の理解と援助
第４講　知的障害児の理解と援助
第５講　視覚・聴覚・言語障害児の理解と援助
第６講　発達障害児の理解と援助（ADHD、LD、ASD）
第７講　重症心身障害児、医療的ケア児、その他の特別な配慮を要する子どもの理解と援助
第８講　指導計画および個別の支援計画の作成
第９講　発達をうながす生活や遊びの環境と子ども同士のかかわり・育ち合い
第10講　障害児保育における子どもの健康と安全
第11講　職員間の連携・協働
第12講　保護者に対する理解および保護者間の交流や支え合いの意義と支援
第13講　地域の専門機関との連携
第14講　小学校等との連携
第15講　福祉・教育における現状と課題

第２部　演習編

第１講　乳児保育の基本
第２講　子どもの生活の流れ（０歳児クラス）　
第３講　子どもの保育環境（０歳児クラス）   　
第４講　子どもの援助の実際（０歳児クラス）　
第５講　子どもの生活の流れ（１歳児クラス）
第６講　子どもの保育環境（１歳児クラス）
第７講　子どもの援助の実際（１歳児クラス）
第８講　子どもの生活の流れ（２歳児クラス）

第９講　子どもの保育環境（２歳児クラス）
第10講　子どもの援助の実際（２歳児クラス）
第11講　子どもの心身の健康・安全と情緒の安定を図るための配慮
第12講　集団での生活における配慮
第13講　環境の変化や移行に対する配慮
第14講　長期的な指導計画と短期的な指導計画
第15講　個別的な指導計画と集団の指導計画

新・基本保育シリーズ

7

★2019年2月刊行

★2019年2月刊行

第12講　乳児保育の計画・記録・評価とその意義
第13講　職員間の連携・協働
第14講　保護者との連携・協働
第15講　自治体や地域の関係機関等との連携・協働



新・基本保育シリーズ

目 

次

18 社会的養護Ⅱ 演習

相澤 仁、村井美紀、大竹 智＝編集／208頁　定価2,200円（税込）
第１講　子どもの権利擁護　
第２講　社会的養護における子どもの理解
第３講　社会的養護の内容①  日常生活支援
第４講　社会的養護の内容②  心理的支援
第５講　社会的養護の内容③  自立支援
第６講　施設養護の生活特性および実際①  乳児院等
第７講　施設養護の生活特性および実際②  障害児施設等
第８講　家庭養護の生活特性および実際
第９講　アセスメントと個別支援計画の作成
第10講　記録および自己評価
第11講　社会的養護における保育の専門性にかかわる知識・技術とその実践
第12講　社会的養護にかかわる相談援助の知識・技術とその実践　
第13講　社会的養護におけるソーシャルワーク（知識・技術とその応用）
第14講　社会的養護における家庭支援
第15講　今後の社会的養護の課題と展望

ISBN978-4-8058-5798-4

目 

次

19 子育て支援 演習

西村重稀、青井夕貴＝編集／204頁　定価2,200円（税込）
第１講　子どもの保育とともに行う保護者の支援
第２講　日常的・継続的なかかわりを通じた保護者との相互理解と信頼関係の形成
第３講　保護者や家庭のかかえる支援のニーズへの気づきと多面的な理解
第４講　子どもおよび保護者の状況・状態の把握
第５講　支援の計画と環境の構成
第６講　支援の実践・記録・評価・カンファレンス
第７講　職員間の連携・協働
第８講　社会資源の活用と自治体・関係機関や専門職との連携・協働
第９講　保育所等における支援
第10講　地域の子育て家庭に対する支援
第11講　障害のある子どもおよびその家庭に対する支援
第12講　特別な配慮を要する子どもおよびその家庭に対する支援
第13講　子ども虐待の予防と対応
第14講　要保護児童等の家庭に対する支援
第15講　多様な支援ニーズをかかえる子育て支援家庭の理解

ISBN978-4-8058-5799-1

目 

次

20 保育実習 演習・実習

近喰晴子、寅屋壽廣、松田純子＝編集／292頁　
定価2,640円（税込）
第１講　保育実習の目的と概要　
第２講　福祉職としての保育士
第３講　保育実習の心構えと準備
第４講　保育実習の記録
第５講　実習課題　
第６講　保育所実習①  保育所の役割と機能
第７講　保育所実習②  保育所における子どもの理解
第８講　保育所実習③  保育所保育士の職務理解　
第９講　保育所実習④  保育所における計画と実践
第10講　保育所実習⑤  保育環境と安全
第11講　施設実習①  施設養護の目的や意義
第12講　施設実習②  施設で暮らす子どもや利用者の理解 
第13講　施設実習③  施設保育士の役割
第14講　施設実習④  施設における養護内容 
第15講　施設実習⑤  施設内の生活環境、衛生、安全管理
第16講　施設実習⑥  児童福祉施設における実習の留意点
第17講　施設実習⑦  障害児者施設等における実習の留意点　
第18講　実習後の学び  －総括、評価－
第19講　自己課題の明確化　
第20講　学びを深めるために

ISBN978-4-8058-5800-4

8

★2019年2月刊行

★2019年2月刊行

★2019年2月刊行



保育・教育実習日誌の書き方
小泉裕子＝編著　B5判／164頁　定価2,200円（税込）

園における各生活場面を取り上げ、実習日誌の添削前・後の比較を通して、保育の視
点や書き方のポイントを学ぶ。改訂版では新たな章を設け、園現場の映像（3本）を通
した事前学習に取り組むことで、より深い学びにつなげることができる。

第１章　実習のキホン

第２章　一日の流れからみた保育観察の
　　　　ポイントと実習日誌の書き方
登園時、朝の会／午前の自由遊び／設定保育／昼食、
午睡／午後の自由遊ぴ／福祉施設における自由遊び
／生活における自立／帰りの会、行事等

第３章　映像から見る！
　　　　子どもの遊びや生活の深まり
午前の自由遊び（幼稚部3歳児）／クラス活動（設定保
育）（幼稚部4歳児）／午後の自由遊び（幼稚部5歳児）

第４章　実習を保育に活かすために

★2020年12月刊行

主要目次

実習関連

9

ISBN978-4-8058-8218-4
保育の映像から

子どもを観るポイントがわかる！
（中央法規サイトよりダウンロードできます）

寳川雅子＝著　
B5変判／172頁　
定価1,980円（税込）

保育士・幼稚園教諭を目指す学
生が実習に臨むにあたり、事前に
押さえておくべきポイントや心が
け、マナーなどをわかりやすく紹
介。実習前・実習中・実習後に気
をつける点も、理由を含めてやさ
しく解説する。実習中の不安や失
敗を減らし、有意義な実習を行う
ことができる一冊。

序　章　〈導入編〉 実習とは
　実習ってこんなにためになります！
　学ぶことで子どもの存在がぐんと近くなります！

第１章　〈実習前〉 実習に行く前
　第１段階　基礎知識習得編

イメージが膨らんでやる気アップ!／保育者としての基礎知識。知っ
ておいて損はありません!／実習の参加方法を知って、初日から楽々
スタート!／目標が決まると実習での視点が定まります!　ほか

　第２段階　実践ウォーミングアップ編
ここから実習が始まっています。相手の立場を考えた行動を!／電話
はことばづかいが命です!／初めての出会いを大切に!　ほか

第２章　〈実習開始〉 実習初日
　社会人としてふさわしい身だしなみは？
　身だしなみは誰のため？
　ことばや立ち居振る舞いは人柄を表します！
　実習生としてどのように出会いますか？
　はじめの一歩が大切！
　初めての保育室にどのように入りますか？
　ほか

第３章　〈実習期間中〉 実習期間
　実践の場は、学びの宝庫！
　先輩の姿をお手本に！
　保護者はどのような思いで子どもを預けているのでしょう？
　環境整備は、子どもの生活の足跡です！
　さまざまな記録の方法を知り、そのポイントをつかもう！
　ほか

第４章　〈実習期間終了〉 実習最終日～実習後
　お別れのとき、あなたの気持ちをどのように伝えますか？
　実習で学んださまざまなことを自分のことばで伝えましょう！
　今後に向けて始動！ISBN978-4-8058-5326-9

★2016年4月刊行

主要目次

わか
る！ 安心！ 自信がもてる！

保育・教育実習
完全サポートブック

実習場面と添削例から学ぶ！

改訂版



実習関連・用語辞典

10

主要
目次実習園の様子から、準備、実習中にすべきこと、日

誌の書き方まで、写真とイラストでよくわかるガイ
ドブック。子どもを中心とした記録やあそびなど、
これからの保育に求められる視点と知識が満載。
実習前に使えるワークも収載し、学生だけでなく
養成校や実習園にも役立つ一冊。

第1章   実習とは
第2章   実習が始まる前に
第3章   事例から学ぶ
第4章   実習日誌
第5章   部分実習・責任実習
第6章   実習が終わったら

これからの時代の保育者養成・実習ガイド
学生・養成校・実習園がともに学ぶ

大豆生田啓友、渋谷行成、鈴木美枝子、田澤里喜=編著
AB判／144頁　定価1,980円（税込）

★2020年12月刊行

ISBN978-4-8058-8222-1

秋田喜代美＝監修　東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター＝編著
A5判／上製／450頁　定価4,400円（税込）

保育学用語辞典 ★2019年12月刊行

ISBN978-4-8058-5936-0

保育・幼児教育の新たな時代における、専門家、研究者、実践者の共通
言語となる用語1032語をまとめた新辞典。保育学ならびに関連領域で
学術的に明らかにされてきた“知”を、わかりやすく整理・収載した。これ
からの保育のあり方について提案するベストプラクティス。

保育の過去・現在を知り、
未来につなげる!
執筆者133名の英知を結集!

序章
「発達」
「保育実践」
「制度・政策」
「思想・歴史」
「特別支援」
「社会的養育」

目次
（分野）

保育内容「環境」

ISBN978-4-8058-8277-1

駒井美智子、横山文樹＝編著
B5判／222頁　定価2,200円（税込）

★2021年2月刊行

保育士養成および幼稚園教諭養成における
カリキュラム「保育内容「環境」」対応のテキ
スト。物的環境に留まらず、保育者や保護者、
地域などの人的環境、そこで発生する事象を
含め、環境をより広義にとらえ、学生に「新し
い保育観」を伝える一冊。演習も数多く収載
した。

事例と演習で
よくわかる

第１章　領域「環境」の意義と課題
第２章　ねらい及び内容における「環境」
第３章　子どもの発達と環境
第４章　0歳児の発達と「環境」
第５章　1歳以上3歳未満児の発達と「環境」
第６章　3歳以上児の発達と「環境」
第７章　5歳児後半の環境と小学校との接続
第８章　自然との関わり
第９章　園内環境
第10章　園外環境
第11章　指導計画と環境
第12章　多文化・障害のある子どもの環境
第13章　地域環境との関わり
第14章　保育者の環境
まとめの演習

主要
目次



馬見塚昭久、大浦賢治＝編著 　B5判／約150頁　定価1,760円（税込）

保育士を目指す学生向けの、教
養と国語力を高めるためのワーク
ブック。30回分のLessonで、保育
で使う言葉、日本語の文法、文学
作品などの音読、作文・小論文、
保育や一般常識・教養などを学習
し、基礎学力をしっかりと身につ
ける。改訂でチャレンジ問題を追
加した。

★2021年11月刊行予定

主要
目次

基礎学力演習 

基礎学力・音楽表現

11

主要
目次

序　章　赤ちゃんと音楽   そして音楽は何を育てるのか
第１章　音楽と乳幼児のかかわり方の基本
赤ちゃんの優れた聴覚を知る／赤ちゃん・子どもと大人の聞こえの
違い／乳幼児を取り巻く「声」の環境／乳幼児の聴覚経験と音・音楽
のかかわり　ほか

第２章　声・音楽と乳幼児とのコミュニケーションの実際
マザリーズ（対乳児発話）が赤ちゃんにもたらすもの／乳幼児期の
音声言語の発達／言葉と歌の相互発達／「歌えるようになる」ことの
意味　ほか

第３章　楽器と乳幼児とのコミュニケーションの実際
赤ちゃんが楽器に出会うまで／環境の中のモノとかかわる、音とかか
わる／0歳から始まる音遊び／赤ちゃんと楽器とのふれ合い　ほか

第４章　乳幼児保育の
　　　　環境をつくる、活動をつくる
「保育の質」を高めるための音楽とは／音楽環境
としての「手遊び・指遊び」／わらべうた教育の歴
史とこれから／なぜ乳幼児はわらべうたが好き
なのか　ほか

第５章　幼児期の学びと育ちの姿
幼児期の「音楽教育」の本当の姿は／幼児期の歌
唱と歌い方／幼児期の環境と音楽　ほか

資　料
簡易伴奏の方法
①保育所保育指針
②保育所保育指針解説書

乳幼児の音楽表現
赤ちゃんから始まる音環境の創造
保育士・幼稚園教諭養成課程

日本赤ちゃん学会＝監修　小西行郎、志村洋子、今川恭子、坂井康子＝編著　
B5判／164頁　定価1,980円（税込）

ISBN 978-4-8058-5448-8

★2016年12月刊行

保育士養成課程「保育内容・表現」のテキスト。0歳児から音楽を楽しむ力があ
ることを出発点に、歌唱や楽器を含む音楽を通した望ましいコミュニケーション
のあり方、音楽環境の配慮の仕方などについて解説する。理解を深めるための
音声・動画データ付き（ダウンロード）。

Lessonの主な構成
① 保育の言葉150
② 言葉のエクササイズ・
　 チャレンジ問題
③ Let's名文音読
④ 文章作りのトレーニング
⑤ 保育の蘊蓄あれこれ

Lesson 1
保育に関する基本事項／文節／『坊ちゃん』（夏目漱石）
／小論文「ラーメンとうどん」／作文・小論文の書き方

Lesson 2
5領域／主語と述語／『夢十夜』［第二夜］（夏目漱石）／
作文「私という人間」／基本的なマナー

Lesson 3
子どもの育ち1／修飾語／『小さき者へ』（有島武郎）／
小論文「瓶と缶」／平仮名と片仮名

ほか

学生が最低限身につけたい日本語の知識、
読むべき文学作品、一般教養等をまとめた一冊

保育学生のための改訂

Lesson30
教養と国語力を伸ばす

※表紙は初版のものです。

ISBN978-4-8058-8408-9



赤ちゃん学で理解する
乳児の発達と保育 一般社団法人日本赤ちゃん学協会＝編集
乳児の保育に役立つ知識と実践について、幅広く、深く、わかりやすく解説!
赤ちゃんの発達を科学的に解説し、発達に即した保育実践を提案するシリーズ
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睡眠・食事・生活の基本第1巻

三池輝久、上野有理、小西行郎＝著　
B5変判／142頁　
定価1,980円（税込）

乳児の睡眠、食事、生活の基本についての基
礎知識から具体的な保育実践まで、わかりや
すくイラストをもちいて解説。子どもの発達か
らみた保育のポイントがよくわかる。

★2016年12月刊行

ISBN978-4-8058-5418-1

第１章　睡眠
第1節　基礎知識
第2節　保育実践
第3節　プラスαの知識
第4節　発達からみる保育のポイント

第２章　食事
第1節　基礎知識
第2節　保育実践
第3節　プラスαの知識
第4節　発達からみる保育のポイント

第３章　生活の基本
第1節　基礎知識
第2節　保育実践
第3節　プラスαの知識
第4節　発達からみる保育のポイント

主要
目次

子どもの発達からみる保育実践！
生活のベースづくりがわかる

運動・遊び・音楽第2巻

小西行郎、小西薫、志村洋子＝著　
B5変判／168頁　
定価1,980円（税込）

乳児の運動、遊び、音楽について解説。胎児期
から運動が始まっていること、乳児の発達に適
した遊び方、音とのふれあい方等について学
べる。

★2017年7月刊行

ISBN978-4-8058-5419-8

第１章　運動
第1節　基礎知識
第2節　保育実践
第3節　プラスαの知識
第4節　発達からみる保育のポイント

第２章　遊び
第1節　基礎知識
第2節　保育実践
第3節　プラスαの知識
第4節　発達からみる保育のポイント

第３章　音楽
第1節　基礎知識
第2節　保育実践
第3節　プラスαの知識
第4節　発達からみる保育のポイント

主要
目次

子どもの発達からみる保育実践！
動く、触る、聴くことの大切さがわかる

言葉・非認知的な心・学ぶ力第3巻

小椋たみ子、遠藤利彦、乙部貴幸＝著　
B5変判／150頁　
定価1,980円（税込）

言葉を獲得するまでの発達の流れ、「非認知」的
な心の形成、学びの過程について解説する。豊か
な言葉の育み方、自己や社会性の発達と愛着の
関係性など、保育実践に活かしたい知識を収載。

★2019年7月刊行

ISBN978-4-8058-5420-4

第１章　言葉
第1節　基礎知識
第2節　保育実践
第3節　プラスαの知識
第4節　発達からみる保育のポイント

第２章　「非認知」的な心
　　　　―自己と社会性―
第1節　基礎知識
第2節　保育実践
第3節　プラスαの知識
第4節　発達からみる保育のポイント

第３章　学ぶ力
第1節　基礎知識
第2節　保育実践
第3節　プラスαの知識
第4節　発達からみる保育のポイント

主要
目次

子どもの発達からみる保育実践！
豊かな言葉の育み方、自己や社会性の
発達と愛着、学びの過程がわかる



0歳児クラス編
0歳児クラスを受け持つと、これでいいのか、どうすればいいのか悩んでしまうもの。そん
な悩みに先輩保育者がアドバイス！　0歳児クラスを担当する皆が「あるある」と思える
エピソードと専門家の意見を交え実践的に解説します。

ISBN978-4-8058-5858-5

1歳児クラス編
1歳児クラスでよくある困りごとや悩みに、先輩保育者がアドバイス。発達の理解や援助
のポイント、環境の工夫などの解説も盛り込みました。食事、排泄、睡眠、遊び、かみつき・
イヤイヤへの対応もバッチリ。

ISBN978-4-8058-5859-2

2歳児クラス編
いやいや期が始まる2歳児クラスは、保育者の悩みも尽きないもの。自我が芽生える2歳
児に寄り添うコツを、生活行為から保護者とのかかわりまで、先輩保育者がアドバイス。
明日から保育が楽しくなる！

ISBN978-4-8058-5860-8

乳児保育の困りごと解決BOOK先輩に学ぶ

0～2歳児の乳児保育における困りごと、疑問、不安にお答えします!
横山洋子=監修　波多野名奈=著
B5変判／各巻162頁　定価 各巻1,980円（税込）
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思いをつなぐ 保育の環境構成
宮里暁美＝編著　文京区立お茶の水女子大学こども園＝著
定価 各巻2,420円（税込）／AB判

子ども主体の環境をつくるための具体的な方法がわかる！

０・１ 歳児
クラス編 触れて感じて人とかかわる

音や光を感じる、自然の中でなりきるといった0・1歳児の遊び
と生活にあわせた環境の工夫を紹介。

■ 152頁
ISBN978-4-8058-8103-3

２・３ 歳児
クラス編 遊んで感じて自分らしく

布遊び・お手玉、ままごと・積み木といった2・3歳児の遊びと
生活にあわせた環境の工夫を紹介。

■148頁
ISBN978-4-8058-8104-0

４・５ 歳児
クラス編 遊びを広げて学びに変える

場を作る、遊びを作る、探求するといった4・5歳児の遊びと生
活にあわせた環境の工夫を紹介。

■152頁
ISBN978-4-8058-8105-7

保育現場の環境構成は、物的環境と人的環境に加えて、そこでなされる保育に活かされてこそ
意味があり、絶えず環境を検証していく視点も欠かせない。本書では、環境に子どもをただ当て
はめるのではなく、子どもの動きや思いを形にするための環境整備に向けた発想の転換・実践
のヒントを、豊富な事例をもとに提案する。

★2020年3月刊行

★2019年4月刊行

小規模園で
も

参考にでき
る

工夫が満載
！
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西村実穂、徳田克己＝編集　
B5変判／144頁　
定価1,980円（税込）

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

重いアレルギーのある子、小さく産ま
れた子、脳性まひや視聴覚障害のあ
る子、慢性疾患のある子、心臓の病
気やがんの治療を終えて登園可能
になった子など、医療的配慮の必要
な子どもを保育するときの配慮のポ
イントと、具体的な症状、対応法をわ
かりやすく解説する。

ISBN978-4-8058-5523-2
★2017年6月刊行

第１部　医療的な配慮の必要な
　　　　子どもを受け入れるための
　　　　基礎知識
第２部　それぞれの病気の知識と
　　　　保育のときの配慮
アレルギー
アトピー性皮膚炎／食物アレルギー／花粉
症／ぜんそく
神経系の病気
てんかん／脳性まひ
聴覚障害
難聴
視覚障害
盲／弱視・白内障・緑内障／斜視
腎臓の病気
ホルモンに関する病気
低身長／思春期早発症／ターナー症候群／
糖尿病
心臓の病気
血液の病気
特発性血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減
少症）／血友病／重度の貧血（鉄欠乏性貧血）
がん
白血病／脳腫瘍／神経芽腫
その他の病気
口唇裂・口蓋裂／水頭症／二分脊椎症／レッ
クリングハウゼン病　ほか

30の病気の
対応ポイントが
わかる!

主要目次

主要
目次

保育士は日々の園児や保護者とのかかわりで、無意識に相談援助の技法を使っ
ていることも少なくない。本書では保育現場で実践されている相談援助の技法
を認知し、そのスキルを22のアプローチをもとに磨いていく。現場での事例をも
とにしているため研修等のテキストにも最適。

序　章　保育者とソーシャルワーカーが一緒に考えた
第１章　コミュニケーション力　―あらゆる人 と々信頼関係を築く
・ ありのまま受け入れる―クライエント中心アプローチ
・ 相手の状態に応じて、対応を変化させる─交流分析　ほか

第２章　アセスメント力　―人と問題の本質を正確に見極める
・ 人と環境を捉える─エコロジカル・アプローチ
・ ストレングスを見出し活用する　─ストレングス視点　ほか

第３章　問題解決力　―自信をもって人々を助け、人生に寄り添う
・ 物事を肯定的に捉え直す─認知理論
・ 適切な行動・習慣を増やす─行動理論（応用行動分析）　ほか

第４章　アウトリーチ　―手を差し伸べ、専門家や住民と連携する
・ 孤立する家族へのアウトリーチ─アウトリーチ
・ 地域の機関・施設・専門職との連携─チームアプローチ　ほか

第５章　自己肯定感　―自身と他者の価値を尊ぶ
・ 愛着の絆を強めるスキンシップ─アタッチメント理論
・ 自己イメージを高める輝くコトバ─セルフ・エスティーム　ほか

★2017年4月刊行

川村隆彦、倉内惠里子＝著　
Ｂ5判／198頁　
定価2,640円（税込）
ISBN978-4-8058-5480-8

保育者だからできる
ソーシャルワーク子どもと家族に寄り添うための22のアプローチ
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西村真実＝著
B5判／132頁　定価2,200円（税込）

各園独自の解釈で行われている乳
児保育の「担当制」。本書では、一人
ひとりに応答的に関わり、子どもに負
担をかけず、本来の育つ力を引き出
す「育児担当制」の考え方と方法を示
す。乳児保育の基本的な考え方と保
育内容も、図や写真で分かりやすく
解説する。

ISBN978-4-8058-5893-6

★2019年5月刊行

第１章　乳児保育の課題と考え方
3歳未満児の保育に求められるもの／育児
担当制とは／乳児保育の現状と課題／子ど
もの発達特性と望ましい保育

第２章　乳児の発達と保育の基本
乳児の発達の特性／6か月未満児の発達と
保育内容／6か月から1歳3か月未満児の発
達と保育内容／1歳3か月から2歳未満児の
発達／2歳から3歳未満児の発達

第３章　乳児クラスの保育実践と
　　　　環境づくり
乳児を受け入れる基本の環境づくり／0歳
児の保育環境づくり／1歳児の保育環境づ
くり／2歳児の保育環境づくり

第４章　育児担当制の実際
育児担当制実施のための人的環境／フォー
メーションの実際～クラス内での各保育士
の動き～／生活場面での援助

第５章　育児担当制と
　　　　3歳未満児の教育
教育的援助としての育児担当制／3歳未満
児の生活と遊びと育ち～連続性を捉える視
点～／子どもの伸びる力を引き出す育児
担当制

主要目次育児担当制による
乳児保育
子どもの育ちを支える保育実践子どもの育ちを支える保育実践子どもの育ちを支える保育実践子どもの育ちを支える保育実践子どもの育ちを支える保育実践

保育士の動き、環境や生活を
しっかりと組み立てて行う
育児担当制は、3歳未満児への
教育的援助の一つです。

西村真実＝著　
B5判／136頁　
定価 2,420円（税込）

一人ひとりに丁寧に関わる「育児担
当制」の実践方法が具体的にわかる
一冊。発達に応じた個別支援と、保育
者の連携によるフォーメーションをカ
ラー写真で「見える化」。０・１・２歳
それぞれの子どもの姿について3つ
の柱や5領域から理解を深め、環境
づくりのポイントを示す。

ISBN978-4-8058-8367-9

★2021年8月刊行

第１章　育児担当制とは
①乳児保育をめぐる課題
②「育児担当制」の特徴と考え方
③「育児担当制」の目的

第２章　育児担当制における子どもの
　　　　基本的生活習慣の獲得
①基本的生活習慣を育む生活援助
②愛着の形成や日常的な関わり

第３章　発達に応じた遊びの
　　　　援助と環境
①０歳児クラスの環境
②１歳児クラスの環境
1～2歳の発達の特性／2歳児の室内の環境構
成と遊びの援助／1歳児の遊びのねらいと保育
内容（5領域）からの解説
③２歳児クラスの環境
2～３歳の発達特性／2歳児の室内の環境構成
と遊びの援助／2歳児の遊びの姿と保育内容（
5領域）̶ 3歳以降の保育への移行を見通して

第４章　育児担当制の実際の進め方
①０歳児クラスの日課と保育者の
　フォーメーション
②１歳児クラスの日課と保育者の
　フォーメーション
③２歳児クラスの日課と保育者の
　フォーメーション

主要目次育児担当制による
乳児保育
一人ひとりへの生活・発達・遊びの援助一人ひとりへの生活・発達・遊びの援助一人ひとりへの生活・発達・遊びの援助一人ひとりへの生活・発達・遊びの援助一人ひとりへの生活・発達・遊びの援助

実践編



16

0・1・2歳児の指導計画と個別の計画（高月齢・低月齢）を収
載した指導計画集。各月に分けてイラストで「子どもの姿」
を捉え、実務の流れに沿って計画作成や振り返りのポイン
トを示しており、効率的かつ効果的に計画を作成すること
ができる。1・2歳児の月案はPDF形式でダウンロード可能。

豊かな子どもの姿をとらえた
充実した計画を立てる
ためのシリーズ

【年案】【月
案】

【個別の計
画】【全体的

な計画】

【保健計画
】【食育計画

】など

多数収載

「子どもの
姿」を

ふまえたう
えでの

「個別の計
画」を提示

月ごとの

指導計画の
案がわかる

０歳
児の

指導計画
子ども理解と書き方のポイント

保育の
質が高まる！

1歳児の
指導計画
子ども理解と書き方のポイント

保育の
質が高まる！

2歳児の
指導計画
子ども理解と書き方のポイント

保育の
質が高まる！

●阿部和子、山王堂惠偉子=編著
●定価2,200円（税込）

AB判／164頁

第1章   0歳児の保育において大切にしたいこと
第2章   0歳児の指導計画
年間指導計画
クラスにおける子どもの姿  ※12か月分
個別の計画（高月齢・低月齢）  ※各12か月分

第3章   乳幼児保育の基本と展開

主
要
目
次

●阿部和子、山王堂惠偉子=編著
●定価2,200円（税込）

AB判／188頁

第1章   1歳児の保育において大切にしたいこと
第2章   1歳児の指導計画
年間指導計画
子どもの姿と振り返り  ※12か月分
月案  ※12か月分
個別の計画（高月齢・低月齢）  ※各12か月分

第3章   乳幼児保育の基本と展開

主
要
目
次

●阿部和子、山王堂惠偉子=編著
●定価2,200円（税込）

AB判／192頁

第1章   2歳児の保育において大切にしたいこと
第2章   2歳児の指導計画
年間指導計画
子どもの姿と振り返り  ※12か月分
月案  ※12か月分
個別の計画（高月齢・低月齢）  ※各12か月分

第3章   乳幼児保育の基本と展開

主
要
目
次

ISBN978-4-8058-8282-5 ISBN978-4-8058-8283-2 ISBN978-4-8058-8284-9

★2021年2月刊行★2021年2月刊行★2021年2月刊行
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保育・幼児教育の「5領域」「育みたい資質・能力」との連動を考慮した記録が書
けるようになる一冊。0～2歳児のクラスと子どもの事例を設定し、場面を追って
記録の仕方を学ぶ。

0～2
歳児編

保育・幼児教育の「5領域」「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」との連動を
考慮した記録が書けるようになる一冊。3～5歳児のクラスと子どもの事例を設
定し、場面を追って記録の仕方を学ぶ。

3～5
歳児編

★2019年5月刊行

西田佳史、山中龍宏=編著
B5判／194頁　定価3,080円（税込）

年々増え続ける保育所等での事故…。「次から
気をつけましょう」という注意喚起だけでは、根
本的な解決に結びつかない。本書は、環境改善
アプローチにより事故の原因を追求し、改善に
向けた保育現場のPDCAサイクルを提案。保育
事故の防止に向けて科学的に考察し、具体的
な事故防止マニュアルの見直しにつなげる。

保育・教育施設における
事故予防の実践
事故データベースを活かした環境改善

ISBN978-4-8058-5854-7

第１章　保育・教育施設における事故の実態
なぜ子どもを守るのは難しいのか？／科学的な視点によ
る傷害予防の見直し

第２章　傷害予防の基本的な考え方
傷害予防の基本的な考え方：3つのE／社会の典型的な
反応と、傷害予防につながる仕組みづくり

第３章　科学的傷害予防の基本手順
　　　　―リスクの考え方、データの収集と活用
科学的傷害予防の基本手順／コラム　リスクの発見（応
用編）／予防方法の開発　ほか

第４章　予防につながる事故・ヒヤリハット
　　　　データの収集と予防への取り組み
予防のための事故・ヒヤリハットデータの記録／既存の
事故データベースの活用／職員・教員への研修　ほか

第５章　頻発事故への予防の提案と実践
誤飲・中毒／コラム　食物アレルギーとアナフィラキシー
反応／溺水／やけど／転倒・転落／交通事故／遊具によ
る事故／窒息／熱中症／応急処置と心肺蘇生法　ほか

第６章　保育の安全にかかわる法律

主
要
目
次

子どもの育ちをとらえる記録とは／場面で学ぶ記録のレッスン 
０歳児・１歳児・２歳児／資料集

主要目次

子どもの育ちをとらえる記録とは／場面で学ぶ記録のレッスン 
３歳児・４歳児・５歳児／資料集

主要目次

B5判／128頁　ISBN978-4-8058-8279-5

B5判／132頁　ISBN978-4-8058-8280-1

ワーク
で学ぶ

無藤 隆＝監修　
大方美香＝編著　　
定価各巻2,200円（税込）

★2021年2月刊行

保育記録
の書き方

子どもの「育ち」をとらえる

幼稚園、保育所
認定こども園 対応

豊富な
書き込み式ワーク
と解答例で、
視点と書き方が
しっかり身に着く
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公的保育である居宅訪問型保育の基礎研修対
応テキスト。0～2歳の居宅訪問型保育の解説の
ほか、幼児・学童の家庭訪問保育の内容も収載
しており、一般形家庭訪問保育（ベビーシッター
など）の実践についても学ぶことができる。平成
29年保育所保育指針に対応。

家庭訪問保育の理論と実際
居宅訪問型保育基礎研修テキスト・一般型家庭訪問保育学習テキスト

第3版

公益社団法人
全国保育サービス協会
＝監修　
B5判／約300頁　
予価3,080円（税込）

★2022年
2月刊行
予定

序　章
１　家庭訪問保育の体系と研修内容
２　保育者として身につけたい保育マインド

第Ⅰ部　居宅訪問型保育基礎研修
居宅訪問型保育の概要／乳幼児の生活と遊び／乳幼児の
発達と心理／乳幼児の食事と栄養／小児保健Ⅰ／小児保健
Ⅱ／居宅訪問型保育の保育内容／居宅訪問型保育におけ
る環境整備／居宅訪問型保育の運営／安全の確保とリスク
マネジメント／居宅訪問型保育者の職業倫理と配慮事項／
居宅訪問型保育における保護者への対応／子ども虐待／特
別に配慮を要する子どもへの対応（0～2歳児）／実践演習
Ⅰ  保育技術 （お世話編）／実践演習Ⅰ  保育技術 （遊び編）

第Ⅱ部　一般型家庭訪問保育の
　　　　理論と実際
一般型家庭訪問保育の業務の流れ
さまざまな家庭訪問保育

資料編
主な誤飲物への対処法／月齢・年齢別の特徴に応じたか
かわり方と遊び／損害賠償と保険について／「認定ベビー
シッター」になるには　ほか

※表紙は第2版のものです。

オリエンテーション【1 科目】
Ⅰ　知識を深める【12 科目】
Ⅱ　技能を高める【8 科目】
Ⅲ　感性を磨く【8 科目】
ディスカッション【1 科目】

主要
目次

絵本のエキスパートである「認定絵本士」の養成のためのテ
キスト。保育士等養成校（大学・短大・専門学校など）におい
て規定の単位を修めることで、認定絵本士の称号を得ること
ができる。本テキストは認定絵本士養成講座カリキュラムに
準拠しており、絵本に関する知識、読み聞かせや絵本を活用
するスキルなど、幅広く学ぶことができる。

★2020年12月刊行

カリキュラムに準拠した全30 科目をこの一冊で網羅
知識と経験が豊かな、充実の執筆陣
執筆者おすすめの絵本を多数紹介

絵本専門士委員会課程認定部会認定絵本士養成講座テキスト作成ワーキンググループ＝編集
絵本専門士委員会 独立行政法人国立青少年教育振興機構＝発行
中央法規出版＝制作・販売　
A4判／222頁　定価1,980円（税込）   ISBN978-4-8058-8225-2

認定絵本士
テキスト

養成講座

ISBN未定

主要
目次

予定

（仮称）
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マンガでわかる!
保育所保育指針 2017年告示対応版

浅井拓久也＝著　マンガ：taeco
B5判／144頁　定価1,650円（税込）

平成29年3月に改定された保育所保育指針のポイントを、
マンガとイラストでわかりやすく紹介。指針の内容にそった
ショートストーリーと解説で構成され、指針とあわせて読む
ことで学びが深まる。保育学生や保育士にとって、指針の
理解に向けた第一歩として最適な一冊である。

新指針のポイントがスラスラわかる！

★2018年1月刊行

ISBN978-4-8058-5618-5

第１章　総則
第２章　保育の内容
第３章　健康及び安全
第４章　子育て支援
第５章　職員の資質向上

主要
目次

※マンガ：92頁
　解説：32頁

平成29年3月に改訂された幼稚園教育要領の
ポイントを、マンガでわかりやすく紹介。教育要
領の内容にそったショートストーリーと詳しい
解説で構成され、あわせて読むことで学びが深
まる。幼稚園教諭及び学生にとって、教育要領
の理解に向けた第一歩に最適な一冊。

★2019年10月刊行

浅井拓久也＝著　
トオノキョウジ＝マンガ　
A5判／150頁　
定価1,650円（税込）
ISBN978-4-8058-5945-2

第１章　総則
幼稚園教育要領とは／前文とは／幼稚園教育の基
本／幼稚園教育で育みたい資質・能力／幼児期の
終わりまでに育ってほしい姿（1）／幼児期の終わり
までに育ってほしい姿（2）／全体的な計画と教育
課程／カリキュラム・マネジメント／指導計画の作
成／幼児理解に基づいた評価／

第２章　ねらい及び内容
5領域のねらい及び内容（1）／5領域のねらい及び内容（2）

第３章　教育課程に係る教育時間
　　　　の終了時等に行う
　　　　教育活動などの留意事項
教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動／幼
児期の教育のセンターとしての役割

主要
目次2017年告示対応版

幼稚園教育要領マンガで
わかる!

平成29年告示（同30年4月施行）の保
育所保育指針を保育現場で活かすた
めのガイドブック。指針が目指す保育
のあり方をイメージ図で理解し、現場
で活用するためのヒントをわかりやす
く解説する。幼保連携型認定こども園
教育・保育要領改正のポイントも巻末
に収載。

保育所保育指針
実践ガイドブック

★2018年3月刊行

社会福祉法人日本保育協会＝監修
A5判／216頁　定価2,200円（税込）

ISBN978-4-8058-5637-6

現場に
活かす

序　文　「保育所保育指針」改正のポイント
第１章　総則
第２章　保育の内容
乳児保育に関わるねらい及び内容／1歳以上3歳未満児の保育に関
わるねらい及び内容　ほか
第３章　健康及び安全
子どもの健康支援／食育の推進／環境及び衛生管理並びに安全管
理／災害への備え
第４章　子育て支援
第５章　職員の資質向上
補　章　「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」
　　　　改正のポイント

主要
目次
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20

合格に必要な全9科目の知識を1冊にまとめた最短コーステキス
ト。直近試験の傾向を踏まえ、「キーワード」「重要度」「用語解説」
「○×チェック問題」などでよく出るテーマをムリなく、ムダなく身
につける。便利な赤シート付き。

★2021年
6月刊行

ISBN978-4-8058-8336-5

保育士受験対策研究会＝編集　
B5判／490頁　
定価3,300円（税込）

保育士試験わかる！
受かる！ 合格テキスト20222022

過去問からよく出るテーマを厳選した問題集。全9科目約300
問を出題基準にそって掲載し、選択肢ごと解説。姉妹本『わか
る！受かる！保育士試験合格テキスト』とセットで効率的な受験
対策ができる。便利な赤シート付き。 

★2021年
8月刊行

ISBN978-4-8058-8368-6

保育士受験対策研究会＝編集　
B5判／382頁　
定価 2,420円（税込）

保育士試験できる！
受かる！ 合格問題集 20222022

過去問をベースに、覚えるべき項目を押さえたハンディサイズの
一問一答集。1212問を収載し、法改正や統計数値のアップデー
ト、直近の試験問題を反映した。学習に便利な赤シート付。

★2021年
11月刊行予定

ISBN978-4-8058-8385-3

保育士受験対策研究会＝編集　
新書判／約400頁　
定価 1,540円（税込）

保育士試験よく出る！ 一問一答 20222022

2022年4月からの福祉関連法がわかるベーシック小六法。
福祉施設の概要、人口ピラミッド等重要資料を収載し、福祉
系資格の試験対策にも好適。2022年版では社会福祉法、
民法、少年法等の改正を反映。インデックスシール付き。

★2021年
12月刊行予定

社会福祉法人大阪ボランティア協会＝編集　
四六判／980頁　予価1,540円（税込）

福祉小六法2022

※表紙は前年版のものです。

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、遠隔授業において弊社出版物（DVD等を含む）を利用する際には、
弊社ホームページをご確認うえ、指定のフォームにてご連絡ください。
➡URL：https://www.chuohoki.co.jp/topics/info/2104012102.html

遠隔授業における弊社出版物の利用について

保育者養成課程で学ぶ各分野の制度や体系、統
計資料をコンパクトにまとめた最新のデータブッ
ク。保育・子ども家庭福祉分野の学習に最適。

★2021年
11月刊行予定

一般社団法人全国保育士養成協議会＝監修　
西郷泰之、宮島清＝編集　
B5判／約90頁　定価1,320円（税込）

子ども家庭福祉データブック 2022
保育者のためのひと目でわかる

※表紙は前年版のものです。 ISBN978-4-8058-8411-9

ISBN未定

※表紙は前年版のものです。
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