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・ 科目名は、保育士養成課程は「保育士養成課程等の見直しについて」（厚生労働省）、幼稚園教諭養成課程は「教職課程コアカリキュラム」（文部科学省）に基づいております。

・ ★は、幼稚園教諭養成課程と共通で開設可能な科目です。

・ 【刊行予定】【頁数】は変更になる場合があります。　【予価】は本体価格（税抜価格）です。

保育士養成課程　対応テキスト

書名 予価 ISBN 刊行予定 編著者等 判型 頁数 備考 旧ISBN

保育の本質・目的に関する科目

子ども家庭福祉

児童の福祉を支える子ども家庭福祉  ¥ 2,000 978-4-89347-322-6 2018年12月 吉田眞理 B5判 196
書名変更し増補改訂
旧書名『児童の福祉を支える　児童家庭福祉』

978-4-89347-223-6

図解で学ぶ保育　子ども家庭福祉  ¥ 2,100 978-4-89347-346-2 2019年5月 直島正樹・河野清志 編著 A5判 未定 新刊 ―

子ども家庭支援論

児童の福祉を支える子ども家庭支援論  ¥ 2,000 978-4-89347-323-3 2019年1月 吉田眞理 A5判 140
書名変更し増補改訂
旧書名『児童の福祉を支える　家庭支援論』

978-4-89347-224-3

社会的養護Ⅰ

児童の福祉を支える社会的養護Ⅰ  ¥ 2,000 978-4-89347-324-0 2019年1月 吉田眞理　 編著 A5判 264
書名変更し増補改訂
旧書名『児童の福祉を支える　社会的養護』

978-4-89347-225-0

保育の対象の理解に関する科目

保育の心理学／ ★幼児、児童及び生徒の心身の発達過程及び学習の過程

発達と育ちの心理学  ¥ 2,000 978-4-89347-339-4 2019年3月 佐藤公治　編著 A5判 318 新刊 ―

子どもとかかわる人のための心理学
― 保育の心理学、子ども家庭支援の心理学への扉

 ¥ 2,000 978-4-89347-340-0 2019年3月 沼山 博・三浦主博　編著 B5判 未定
書名変更し増補改訂
旧書名『新訂　子どもとかかわる人のための心理学　―発
達心理学，保育の心理学への扉』

978-4-89347-179-6

保育の心理学  ¥ 1,800 978-4-89347-343-1 2019年3月 井戸ゆかり　編著 A5判 未定 『保育の心理学Ⅰ・Ⅱ』を再編集し、加筆・修正、書名変更 978-4-89347-281-6

子ども家庭支援の心理学

子ども家庭支援の心理学  ¥ 1,900 978-4-89347-348-6 2019年度中 井戸ゆかり　編著 A5判 未定 『保育の心理学Ⅰ・Ⅱ』の一部再録と新規原稿で制作 ―

子どもの理解と援助／ ★幼児理解の理論及び方法

子どもの理解と援助  ¥ 1,800 978-4-89347-344-8 2019年5月 井戸ゆかり　編著 A5判 未定
『保育の心理学Ⅰ・Ⅱ』を再編集し、加筆・修正、書名変更
※『保育の心理学Ⅱ』をご希望の方はお問合せください

978-4-89347-282-3

子ども理解の理論及び方法  ¥ 2,000 978-89347-318-9 2019年3月 入江礼子・小原敏郎　編著 B5判 240
新刊
２色＋４色印刷

―

保育の内容・方法に関する科目

保育の計画と評価／ ★教育課程の意義及び編成の方法

保育の計画と評価を学ぶ  ¥ 1,800 978-4-89347-329-5 2019年1月 加藤敏子・岡田耕一　編著 B5判 未定
書名変更し増補改訂
旧書名『保育課程論』

978-4-89347-177-2

保育の計画と評価
― 豊富な例で１からわかる

 ¥ 1,900 978-4-89347-272-4 2019年1月 宮川萬寿美　編著 B5判 212 増補改訂 変更なし

保育内容総論

演習　保育内容総論　（仮題）  ¥ 1,800 未定 2019年8月 神田伸生・髙橋貴志　編著 B5判 184 新刊 ―

改訂　保育内容総論
― 保育の構造と実践の探求

 ¥ 2,000 978-4-89347-341-7 2019年5月
阿部和子・前原 寛・久富陽子・
梅田優子

B5判 未定
書名変更し増補改訂
旧書名『新保育内容総論』

978-4-89347-143-7

保育内容の理解と方法

保育者のための言語表現の技術　〈第２版〉  ¥ 2,000 978-4-89347-194-9 2019年2月 古橋和夫 ＡＢ判 未定 増補改訂 変更なし

乳児保育Ⅰ

乳児保育　一人一人を大切に　〈改訂版〉  ¥ 1,600 978-4-89347-342-4 2019年3月 加藤敏子・冨永由佳 A5判 未定 増補改訂 978-4-89347-156-7

見る・考える・創りだす乳児保育Ⅰ・Ⅱ  ¥ 1,900 978-4-89347-321-9 2019年1月
茶々保育園グループ
社会福祉法人あすみ福祉会 編

B5判 194
バインダー式
書名変更し増補改訂
旧書名『新訂　見る・考える・創りだす乳児保育』

978-4-89347-197-0

乳児保育の基本  ¥ 2,000 978-4-89347-338-7 2019年3月 阿部和子　編著 B5判 未定
書名変更し増補改訂
旧書名『演習　乳児保育の基本』

978-4-89347-237-3

乳児保育Ⅱ

アクティブラーニング対応 乳児保育Ⅱ
― １日の流れで考える発達と個性に応じた保育実践

 ¥ 2,000 978-4-89347-319-6 2019年1月
尾野明美・小湊真衣・菊地篤子
編著

B5判 216
書名変更し増補改訂
旧書名『アクティブラーニング対応 乳児保育』

978-4-89347-286-1

障害児保育／ ★特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

特別支援教育・保育概論
― 特別な配慮を要する子どもの理解と支援

 ¥ 2,000 978-4-89347-320-2 2019年2月
尾野明美・小湊真衣・奥田訓子
編著

A5判 316
書名変更し大幅に増補改訂
旧書名『保育者のための障害児保育』

978-4-89347-238-0

アクティブラーニング対応　エピソードから読み解く障害児保育  ¥ 2,100 978-4-89347-245-8 2019年1月 尾野明美・小湊真衣 B5判 258 若干の記述の修正 変更なし

（未定）  ¥ 1,900 978-4-89347-328-8 2019年3月 星山麻木　編著 B5判 未定
書名変更し増補改訂
旧書名『障害児保育ワークブック』

978-4-89347-250-2

実践に生かす障害児保育・特別支援教育  ¥ 2,000 978-4-89347-326-4 2019年2月 前田泰弘　編著 B5判 228
書名変更し増補改訂
旧書名『実践に生かす障害児保育』

978-4-89347-273-1

インクルーシブ教育時代の教員をめざすための特別支援教
育入門　〈第２版〉

 ¥ 2,200 978-4-89347-327-1 2019年2月 大塚 玲　編著 A5判 248 増補改訂 978-4-89347-200-7

社会的養護Ⅱ

児童の福祉を支える〈演習〉社会的養護Ⅱ  ¥ 2,000 978-4-89347-325-7 2019年1月 吉田眞理　編著 A5判 264
書名変更し増補改訂
旧書名『児童の福祉を支える　演習　社会的養護内容』

978-4-89347-226-7

図解で学ぶ保育　社会的養護Ⅱ  ¥ 2,100 978-4-89347-347-9 2019年度中 原田旬哉・杉山宗尚　編著 A5判 未定 新刊 ―

保育実習

保育実習Ⅰ～Ⅲ

教育・保育実習のデザイン　〈第２版〉  ¥ 2,000 978-4-89347-345-5 2019年3月 尾﨑 司　編著 B5判 未定
一部再録と新規原稿にてリニューアル
別冊「保育実技アイデアノート」付

978-4-89347-142-0

幼稚園教諭養成課程　対応テキスト

書名 予価 ISBN 刊行予定 編著者等 判型 頁数 備考 旧ISBN

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方法

教師のための教育相談
― 日常から子どもに向き合うインクルーシブな発達支援

 ¥ 2,000 978-4-89347-317-2 2018年11月 西本絹子 A5判 204
書名変更し増補改訂
旧書名『教師のための初等教育相談』

978-4-89347-211-3

萌文書林　近刊予定
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