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1近刊案内近刊案内

　『基本的生活習慣 イラスト版』　谷田貝公昭・髙橋弥生（編著）　

　『これから学ぶ・理解する 社会福祉』　高玉和子・和田上貴昭（編著）

　『特別活動』　鈴木敦子・中島朋紀（編著）

　『グローバル化と外国人児童生徒教育』　丸山剛史（編著）

　『生活科教育法<新版＞』　鈴木隆司（著）

　『中国は「力」をどう使うのか』　加茂具樹（編著）

　『日本政治史』  丹羽文生・半田英俊・吉田龍太郎・門松秀樹・久保田哲・後藤新・福澤真一（著）

　『わが国の消防行政』　永田尚三（著）

■ 保育

■ 教育

■ 政治

※書名は仮称を含む



2 保育・ｼﾘｰｽﾞ シリーズ  保育士を育てる

『保育の心理学』 子どもの発達を理解すること
の意義／子どもを取り巻く環境と発達／環
境としての保育者と子どもへの影響／発達
理論と子ども観／子どもの知覚の発達／子
どもの身体・運動発達／愛着の形成と発達
／子どもの情緒・欲求の発達　ほか

Contents

谷田貝公昭（監修）瀧口綾・福田真奈（編著）
宮崎隆穂・長谷川直子・谷真弓・片岡祥・稲
葉健・伊藤亮・中村麻衣子・尾辻俊昭・川口
めぐみ・山口昌澄・楜澤令子・高岡昌子（著）

ISBN978-4-86359-200-1 C3037

定価：本体2,100円+税　A5判　並製　134頁

『子ども家庭支援の心理学』 乳幼児期から学童期前期の発
達／学童期後期から青年期の発達 ／成人
期・老年期の発達／生涯発達の視点／家族・
家庭の機能の変容／子育てを取り巻く社会
的状況／現代の家庭における人間関係／親
になるということ　ほか

Contents

谷田貝公昭（監修）藤田久美・瀧口綾（編著）
谷真弓・大賀恵子・片岡祥・泉水祐太・高岡
昌子・伊藤亮・楜澤令子・佐藤那美・粕谷亘
正・福田真奈・黒田宣代・今井孝子・中村麻
衣子（著） ISBN978-4-86359-201-8 C3037

定価：本体2,100円+税　A5判　並製　134頁

『子どもの理解と援助』 子ども理解とは／子どもの発
達の理解／子ども理解と環境理解／子ども
理解を深めるための実態把握／子ども理解
からはじまる計画と援助／保育実践におけ
る子ども理解／子ども理解と養護／気にな
る子ども理解と援助　ほか

Contents

谷田貝公昭（監修）大沢裕・藤田久美（編著
）熊谷賢・村山久美・古橋真紀子・佐藤牧子・
當銘美菜・野末晃秀・山本陽子・加納史章・
高岡昌子・伊藤亮・高橋千香子・谷真弓・根
津知佳子・綾野鈴子・大賀恵子（著） ISBN978-4-86359-202-5 C3037

定価：本体2,100円+税　A5判　並製　134頁

『子育て支援』 現代社会における子育て家庭
の現状／保育士の行う子育て支援／保育士
と保護者との信頼関係／子育て支援事業と
支援環境／子育て家庭の相談面接／支援計
画の立案／支援計画の実施と評価／支援体
制における連携・協働　ほか

Contents

谷田貝公昭（監修）佐藤純子・髙玉和子（編
著）谷真弓・田村知栄子・西山敏樹・古野愛
子・橋本好広・泉水祐太・大村海太・千葉千
恵美・西山里利・古谷淳・中村年男・佐久間
美智雄・小山貴博（著） ISBN978-4-86359-203-2 C3037

定価：本体2,100円+税　A5判　並製　134頁

『乳児保育Ⅰ』 社会の変化と乳児保育の歩み
／乳児保育の機能と役割／乳児保育におけ
る養護と教育／保育所における乳児保育／
児童福祉施設における乳児保育／地域型保
育事業等における乳児保育／乳児が育つ家
庭への子育て支援　ほか

Contents

谷田貝公昭（監修）髙橋弥生（編）中野由美
子（編著）寳川雅子・永渕泰一郎・笹野つる
子・西山里利・越智幸一・馬場結子・佐藤秋
子・丸橋亮子・吉田直哉・大﨑利紀子・小林
祥子・谷田貝円・鈴木康弘・松好伸一・谷川
友美（著）

ISBN978-4-86359-204-9 C3037

定価：本体2,100円+税　A5判　並製　134頁



『乳児保育Ⅱ』 乳児保育の基本／乳児期の養
護の実際／乳児期の子どもの学び／乳児保
育における指導計画の実際／乳児期の健康
と安全／ 6か月未満児の保育／ 6か月未満
児の生活と遊び／ 6カ月～ 1歳未満児保育
／ 6カ月～ 1歳未満児の生活と遊び　ほか

Contents

谷田貝公昭（監修）中野由美子・髙橋弥生（編
著）永渕泰一郎・丸橋亮子・中山映子・谷川
友美・松本佳子・福永知久・八代陽子・小林
祥子・大﨑利紀子・大倉眞壽美・松好伸一（著）

ISBN978-4-86359-205-6 C3037

定価：本体2,100円+税　A5判　並製　134頁

『子どもの健康と安全』 子どもの健康と保育環境／子
どもの保健に関する個別対応と集団全体の
健康及び安全の管理／保育における衛生管
理／保育における事故防止と安全対策、危
機管理／保育における災害への備え／体調
不良及び傷害発生時の応急処置 ほか

Contents

谷田貝公昭（監修）糸井志津乃・髙橋弥生（編
著）弓場紀子・須藤佐知子・古城恵子・福永
知久・塩野谷祐子・遠藤由美子・三宅香織・
中垣紀子・金井玉奈・谷川友美・野川智子・
藤田寿伸・国府田はるか（著） ISBN978-4-86359-206-3 C3037

定価：本体2,100円+税　A5判　並製　134頁

『子どもの保健』 生命の保持と情緒の安定に係
る保健活動の意義と目的／健康の概念と健
康指標／現代社会における子どもの健康に
関する現状と課題／地域における保健活動
と子ども虐待防止／身体発育及び運動機能
の発達と保健／生理機能の発達と保健 ほか

Contents

谷田貝公昭（監修）吉田直哉・糸井志津乃（編
著）川田憲一・三田侑希・金井玉奈・西田希
・弓場紀子・上松恵子・橋本惠子・中垣紀子
・遠藤由美子・恩田清美（著）

ISBN978-4-86359-207-0 C3037

定価：本体2,100円+税　A5判　並製　134頁

『子ども家庭支援論』 家庭の機能と役割／家庭支援
の意義と社会状況／子ども家庭支援の目的
と必要性／保育の専門性と子育て支援／保
育施設における子育て家庭への支援／保護
者の養育力向上への支援／支援における保
育士の基本的態度　ほか

Contents

谷田貝公昭（監修）和田上貴昭・髙玉和子（編
著）大村海太・長瀬啓子・松好伸一・前川洋
子・橋本好広・大賀恵子・橋本樹・小口恵巳
子・原子はるみ・古谷淳・今井大二郎・千葉
千恵美・増田啓子（著） ISBN978-4-86359-208-7 C3037

定価：本体2,100円+税　A5判　並製　134頁
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4 保育・ｼﾘｰｽﾞ コンパクト版 保育者養成シリーズ

＜新版＞ 『子どもの食と栄養』 子どもの健康と食生活の意義
／栄養に関する基本的知識／消化・吸収・
代謝に関する基礎知識／食事摂取基準／献
立・調理の基本／食品の基礎知識／調理実
習／出生前期の特徴と食生活／授乳期・離
乳期の心身の特徴と食生活　ほか

Contents

谷田貝公昭・石橋哲成（監修）水上由紀・細
川裕子（編著）田村佳奈美・亥子紗世・井部
奈生子・喜多野宣子・佐藤純子・小澤祐加・
宅間真佐代・田中広美・増田啓子（著）

ISBN978-4-86359-135-6 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁

＜新版＞ 『障害児保育』 「障害」の理解／障害児のわ
が国における歴史／障害児保育の現状と課
題／これからの障害児保育を支える理念と
形態／「気になる子ども」の理解と支援／
肢体不自由児の理解と支援／視覚障害児・
聴覚障害児の理解と支援　ほか

Contents

谷田貝公昭・石橋哲成（監修）青木豊・藤田
久美（編著）矢野正・近藤万里子・原子はる
み・土沢薫・堀江まゆみ・東俊一・橘川佳奈・
嶌田貞子・関谷眞澄・山本佳代子・遠藤清香・
寺島明子・有村玲香（著） ISBN978-4-86359-136-3 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁

＜新版＞ 『家庭支援論』 子どもが育つ家庭の意義と機
能／家庭支援の必要性／保育者が行う家庭
支援の原理／現代家族の人間関係と子育て
／地域社会の変容と家庭支援／男女共同参
画社会とワークライフバランス／子育て支
援施策・次世代育成支援施策の推進 ほか

Contents

谷田貝公昭・石橋哲成（監修）中野由美子・
佐藤純子（編著）橋本好広・野川智子・佐久
間美穂・大泉伊奈美・小口恵巳子・原子はる
み・前川洋子・石橋優子・ヒューズ美代・長
瀬啓子・増田啓子（著） ISBN978-4-86359-137-0 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁

＜新版＞ 『乳児保育』 乳児保育とは／乳児保育の役
割／愛着の重要性／乳児を取り巻く環境／
保育施設での乳児の生活／乳児の遊びと環
境／安全な環境と乳児保育／乳児期の基本
的生活習慣／乳児保育の計画／事例から考
える0歳の発達と保育　ほか

Contents

谷田貝公昭・石橋哲成（監修）髙橋弥生・石
橋優子（編著）永渕泰一郎・佐藤秋子・池内
昌美・寳川雅子・大﨑利紀子・小林祥子・金
山三惠子・大倉眞壽美・飯田このみ・中山映
子・谷川友美・松好伸一・松本佳子（著） ISBN978-4-86359-138-7 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁

＜新版＞ 『児童家庭福祉論』 児童家庭福祉の意義と現代社
会／児童家庭福祉と家庭支援／児童家庭福
祉の歴史的変遷／子どもの権利と権利保障
／児童家庭福祉の法体系／児童家庭福祉の
行財政と実施体系／児童福祉施設と専門職
／児童家庭福祉と子育て支援　ほか

Contents

谷田貝公昭・石橋哲成（監修）髙玉和子・千
葉弘明（編著）高田さやか・大西次郎・橋本
好広・宮武正明・森合真一・加藤勝弘・中島
美那子・今井大二郎・長瀬啓子・和田上貴昭・
糸井志津乃（著） ISBN978-4-86359-139-4 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁



5保育・ｼﾘｰｽﾞコンパクト版 保育者養成シリーズ

＜新版＞ 『保育の心理学Ⅰ』 子どもを取り巻く環境と発達
／生涯発達心理学の視点／子どもの身体・
運動発達／子どもの知覚・認知の発達／自
己意識の発達／子どもの言葉・コミュニケ
ーションの発達／子どもの情緒・欲求の発
達／愛着関係の形成と発達　ほか

Contents

谷田貝公昭・石橋哲成（監修）西方毅・福田
真奈（編著）小原倫子・稲場健・川口めぐみ・
小池はるか・佐々木真吾・瀧口綾・宮崎隆穂・
伊藤能之・谷真弓・串崎幸代・長谷川直子・
高岡昌子（著） ISBN978-4-86359-140-0 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁

＜新版＞ 『保育の心理学Ⅱ』 子どもの発達理解の視点と方
法／個人差に応じた保育／環境としての保
育者と子どもへの影響／子ども集団と保育
者の援助／子どもの経験と環境づくり／子
どもの学びの視点／学びの動機づけ／遊び
の中における学び／認知の発達と学び ほか

Contents

谷田貝公昭・石橋哲成（監修）福田真奈・西
方毅（編著）小原倫子・長谷川直子・高橋千
香子・川口めぐみ・佐々木真吾・小池はるか・
高岡昌子・谷真弓・山口昌澄・伊藤亮・菱田
博之（著） ISBN978-4-86359-141-7 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁

＜新版＞ 『保育実習』 保育実習とは－保育士となる
ために／保育所実習の意義／様々な方針の
保育所／保育所保育士の役割／保育所実習
の内容／施設実習の意義／施設実習の場所
－児童福祉施設の概要／施設実習の内容／
実習日誌・記録の意義とその実際　ほか

Contents

谷田貝公昭・石橋哲成（監修）谷田貝公昭・
大沢裕（編著）五十嵐紗織・鈴木健史・木下
孝一・岡本弘子・隣谷正範・長谷秀揮・八幡
眞由美・吉田美恵子・野川智子・野末晃秀・
田中卓也・嶌田貞子・山田徹志（著） ISBN978-4-86359-142-4 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁

＜新版＞ 『相談援助』 相談援助とはなにか／相談援
助とソーシャルワーク／家族とソーシャルワ
ーク／保育における相談援助／相談援助の
方法と過程／ケースワークの方法と技術／
グループワークの方法と技術／相談援助の
基本姿勢／相談援助の専門職　ほか

Contents

谷田貝公昭・石橋哲成（監修）髙玉和子・大
野地平（編著）中村卓治・小山貴博・吉川知
巳・橋本好広・谷口卓・赤瀬川修・田村知栄
子・谷真弓・中村年男・佐久間美智雄・竹田
和樹・古野愛子・白澤宏明（著） ISBN978-4-86359-143-1 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁

＜新版＞ 『保育原理』 保育とは何か／保育のねらい
と内容／保育所保育と家庭的保育／保護者
との緊密な連携／保育所保育指針と施設保
育／発達過程に応じた保育／環境を通して
行う保育／保育者に求められる専門性／生
きる力の基礎を培う保育　ほか

Contents

谷田貝公昭・石橋哲成（監修）石橋哲成（編
著）岩崎桂子・小野順子・栗岡洋美・小林建
一・関根久美・千田隆弘・副島里美・髙木友
子・髙橋弥生・武田紘一・谷口卓・馬場結子・
濱﨑久美（著） ISBN978-4-86359-144-8 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　160頁



6 保育・ｼﾘｰｽﾞ コンパクト版 保育者養成シリーズ

＜新版＞ 『保育者論』 保育者論／保育者と保育の本
質／保育者の役割と倫理／保育者の歴史／
保育者の資質／保育者の専門性／保育者の
養成／保育者の業務／保育者のマナー／現
代における望ましい保育者像／保育者の研
修・服務／保育者と環境づくり　ほか

Contents

谷田貝公昭・石橋哲成（監修）谷田貝公昭（編
著）新山裕之・小尾麻希子・金眞紀子・工藤
ゆかり・齊藤崇・澤田裕之・副島里美・髙橋
弥生・東城大輔・二宮祐子・馬場結子・寳來
敬章・持田京子（著） ISBN978-4-86359-145-5 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　160頁

＜新版＞ 『教育原理』 教育とは何か／教育の目的／
人間の成長・発達／子ども観と教育／教育
的関係／教育内容と教育評価／教育の方法
／日本の教育制度／世界の教育制度／日本
の教育の流れ／西洋の教育の流れ／教育法
規と教育行政／教育の場所　ほか

Contents

谷田貝公昭・石橋哲成（監修）石橋哲成（編
著）赤堀方哉・工藤真由美・小林建一・榊原
志保・佐々木由美子・佐藤久恵・中島朋紀・
林直美・林恵・春原淑雄・寳來敬章・松元健
治・宮本浩紀・吉田直哉・李霞（著） ISBN978-4-86359-146-2 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　160頁

＜新版＞ 『教育・保育課程論』 教育課程・保育課程とは／保
育における指導計画／指導計画作成の基本
／計画に必要な子ども理解／幼稚園におけ
る教育課程と指導計画／保育所の全体的な
計画と指導計画／認定こども園における教
育・保育課程と指導計画　ほか

Contents

谷田貝公昭・石橋哲成（監修）髙橋弥生・大
沢裕（編著）小尾麻希子・岸優子・佐藤恵・
澤田裕之・田村佳世・鳥越ゆい子・内藤由佳
子・西智子・馬場結子・前田和代・山本一生・
山本佳子・李霞（著） ISBN978-4-86359-147-9 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁

＜新版＞ 『保育内容総論』 保育内容とは／保育内容の区
分／保育内容の歴史－欧米の場合／保育内
容の歴史－わが国の場合／教育と養護の関
連／保育内容と遊び／個と集団の育ち／保
育内容の改善－観察と記録の意義／保育の
一日の流れ　ほか

Contents

谷田貝公昭・石橋哲成（監修）大沢裕・髙橋
弥生（編著）五十嵐紗織・石山ゐづ美・大槻
千秋・大桃伸一・小野順子・小尾麻希子・兼
間和美・中田尚美・西島宣代・野末晃秀・馬
場結子・古金悦子・前田和代（著） ISBN978-4-86359-148-6 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁

＜新版＞ 『幼稚園教育実習』 保育の意義／幼稚園とは／実
習の意義と目的／子どもの理解／さまざま
な理念の幼稚園／保育者とは／実習の心構
え／保育者のマナー／実習段階／保育内容
と方法／実習日誌／指導案の作成／部分実
習のために／一日実習のために　ほか

Contents

谷田貝公昭・石橋哲成（監修）谷田貝公昭・
髙橋弥生（編著）石橋哲成・大﨑利紀子・尾
山祥子・岸優子・新谷龍太朗・杉山喜美恵・
戸川俊・西元道子・春原淑雄・福山多江子・
松田佐友里・森希理恵・山下佳香（著） ISBN978-4-86359-149-3 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　160頁



7保育・ｼﾘｰｽﾞ保育者養成シリーズ

＜改訂版＞『保育相談支援』
林邦雄・谷田貝公昭（監修）髙玉和子・和田上貴
昭（編著）五十嵐淳子・大野地平・小口将典・佐
久間美智雄・武田英樹・谷真弓・谷口卓・永田彰
子・西智子・根本治代・林幸範・福永博文・船田
鈴子・森合真一・矢野明宏（著）

保育相談支援とは／保育士の
専門性を生かした支援／保育相談支援の実
際／子どもの最善の利益の重視／保護者と
のパートナーシップ／特別な対応を要する
家庭への支援　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-173-8 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　208頁

＜新版＞『社会福祉』
林邦雄・谷田貝公昭（監修）山﨑順子・和田上貴
昭（編著）伊藤陽一・稲葉光彦・今井慶宗・上岡
義典・佐久間美智雄・田中卓也・隣谷正範・松井
圭三・三ッ石行宏・宮沢和志・村上満・矢野正・
山田昇・山田亮一・吉田仁美（著）

現代社会における社会福祉／
社会福祉の歴史的変遷／社会福祉と社会保
障／社会福祉の法体系／社会福祉行財政と
実施機関／社会福祉の計画／社会福祉にお
ける権利擁護のしくみ　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-116-5 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　224頁

『子どもの保健Ⅰ』
林邦雄・谷田貝公昭（監修）加部一彦（編著）青
木豊・浅野恵美・岩間正文・小野友紀・金井玉奈・
永井純子・西山里利・平田香奈子・堀純子・向笠
京子・森本美佐・矢野正・弓場紀子（著）

小児保健の意義／子どもの
「健康」と小児保健活動／小児の発育と発達
／身体発育の「正常」と「異常」／生理機
能と運動機能の発達／精神機能の発達／子
どもの発育・発達と栄養　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-069-4 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　216頁

『子どもの保健Ⅱ』
林邦雄・谷田貝公昭（監修）宮島祐（編著）糸井
志津乃・遠藤純子・遠藤由美子・金井玉奈・谷川
友美・刀根洋子・中村宏子・西山里利・西山敏樹・
細井香・弓場紀子・吉田由美（著）

子どもの健康および安全に係
る保健計画作成と評価／個別対応／集団の
健康・安全・衛生管理／養護と教育の一体
性／子どもの生活習慣と心身の健康／子ど
もの発達援助と保健活動　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-095-3 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　208頁

『社会的養護』
林邦雄・谷田貝公昭（監修）千葉茂明（編著）太
田敬志・上村千尋・虹釜和昭・齋藤知子・谷村和
秀・隣谷正範・板東一仁・平本譲・宮内俊一・武
藤大司・森合真一・山田亮一・和田上貴昭（著）

現代社会と社会的養護の意義
／社会的養護と児童の権利擁護／社会的養
護の歴史的変遷／社会的養護の制度と法体
系／社会的養護の実施体制／社会的養護の
領域と概要　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-071-7 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　216頁

『社会的養護内容』
林邦雄・谷田貝公昭（監修）千葉茂明（編著）安
藤みゆき・今井大二郎・上岡義典・虹釜和昭・佐
久間美智雄・高橋圭三・髙橋直之・隣谷正範・中
嶌洋・檜垣昌也・平本譲・武藤大司・和田上貴昭
（著）

社会的養護の意義／社会的養
護における保育士等の倫理／子どもの権利
を守る／児童養護施設の支援／福祉型障害
児入所施設の支援／里親制度と児童支援／
インテークと入所時の支援　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-070-0 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　216頁



8 保育・ｼﾘｰｽﾞ ＜新版＞ 実践保育内容シリーズ

『健康』
谷田貝公昭（監修）谷田貝公昭・髙橋弥生（編）
岩城淳子・牛込彰彦・遠藤純子・加藤達雄・米野
吉則・嶌田貞子・髙橋弥生・土井晶子・橋浦孝明・
堀建治・松本尚・丸井一誠・村田トオル・谷田貝
円・渡邉晴美（著）

子どもの健康とは／領域「健
康」とは／子どもの身体発育と健康／子ど
もの心の発達と健康／子どもの生活と健康
／基本的生活習慣の獲得／基本的生活習慣
の指導と援助　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-156-1 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　192頁

『人間関係』
谷田貝公昭（監修）小櫃智子・谷口明子（編著）
安治陽子・今泉岳雄・大下純・木村美佐子・串崎
幸代・光本弥生・柴田千賀子・髙木友子・目久田
純一・山口弘美・山口昌澄・米川泉子（著）

保育の基本／領域「人間関係」
／新生児の「人への関心」／人との関係の
始まり／人との関わりの基盤－アタッチメン
ト関係の形成／自我の発達／道徳性規範意
識の芽生え／思いやりと社会性の発達  ほか

Contents

ISBN978-4-86359-157-8 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　160頁

『環境』
谷田貝公昭（監修）大澤力（編著）生駒恭子・岩
渕善美・岡部佳子・兼間和美・斎藤健司・佐藤有
香・島川武治・末廣杏里・野澤純子・渡部美佳（著）

子どもにとって環境とは／新
たな幼児教育・保育における領域「環境」
とは／子どもの体の発育と環境／子どもの
心の発達と環境／子どもの知恵の発達と環
境／ 0～ 2歳の発達を促す環境遊び　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-158-5 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　176頁

『言葉』
谷田貝公昭（監修）谷田貝公昭・廣澤満之（編）
荒牧美佐子・後藤正矢・小林徹・並木真理子・西
方毅・野尻美枝・廣澤満之・前田敬子・村上凡子・
村木桂子・吉田貴子・米川泉子・和田美香（著）

領域「言葉」のねらい／子ど
もにとっての「言葉」／領域「言葉」と小
学校の「国語」との関連／前言語期のコミ
ュニケーション／話し言葉の発達／書き言
葉の発達／言葉を豊かにする保育環境 ほか

Contents

ISBN978-4-86359-159-2 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　176頁

『音楽表現』
谷田貝公昭（監修）三森桂子・小畠エマ（編著）
赤津裕子・河本洋一・近藤久美・斎藤恵・佐々木
由喜子・佐野美奈・清水桂子・高須裕美・友廣憲
子・西島千尋・長谷川恭子・三宅啓子・吉田一喜
（著）

領域「表現」のねらいと内容
／子どもの音楽的発達と音楽環境／保育に
おける音楽環境の変遷／音楽的活動とその
援助／歌う表現活動の展開例／楽器を弾く
表現活動の展開例　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-160-8 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　176頁

『造形表現』
谷田貝公昭（監修）おかもとみわこ・石田敏和（編
著）相澤久徳・石原綱成・兼間和美・上浦千津子・
佐伯岳春・辻泰秀・中澤小智子・永渕泰一郎・早
川賢二・東田理佐・宮﨑百合・山村達夫・山村友
里（著）

子どもの表現／領域「表現」
とは／子どもの絵画表現／子どもの絵の発
達段階／指導計画／年間行事に関わる表現
活動／造形表現における保育環境／自然環
境に関わる造形表現／子どもの遊び　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-161-5 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　180頁



9保育・ｼﾘｰｽﾞコンパクト版 保育内容シリーズ

『健康』
谷田貝公昭（監修）谷田貝公昭・髙橋弥生（編著）
米谷光弘・岩城淳子・藤村透子・谷田貝円・範衍
麗・牧野共明・加藤達雄・畑中ルミ・今井康晴・
塩野谷祐子・甲賀崇史・大森宏一・平松美由紀（著）

子どもの健康とは／現代の子
どもの健康の諸問題／子どもの心身の成長
／子どもの運動機能の発達／基本的生活習
慣の自立／安全保育と健康／領域「健康」
のねらいと内容－3歳未満－　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-150-9 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁

『人間関係』
谷田貝公昭（監修）髙橋弥生・福田真奈（編著）
宮本浩紀・副島里美・村上八千世・髙木友子・大
﨑利紀子・大沢裕・長谷川直子・小沼豊・山口弘
美・小林怜美・五十嵐淳子・伊藤かおり・八幡眞
由美（著）

人との関わりの基礎－人間関
係の発達課題／子ども理解の必要性／子ど
もを取り巻く環境の問題／遊びと人間関係
／集団生活と人間関係／就学までに育てた
い人間関係　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-151-6 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁

『環境』
谷田貝公昭（監修）大沢裕・野末晃秀（編著）
五十嵐紗織・長谷秀揮・余公敏子・二子石諒太・
照屋建太・東内瑠里子・河野崇・利根川彰博・馬
場結子・島川武治・岩渕善美・副島里美・寺島明
子（著）

保育内容「環境」の意義／領
域「環境」の概要／「環境」をより良く理
解するために－各学問の知見から／子ども
の発達と環境／子どもと環境との関わり／
自然に親しむ－生命の尊さ　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-152-3 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁

『言葉』
谷田貝公昭（監修）大沢裕（編著）原子はるみ・
秋山智美・林典子・古金悦子・三好伸子・佐野友
恵・川北典子・橋本樹・野川智子・川本榮子・田
中君枝・和田美香・高尾淳子・吉田茂（著）

保育内容“言葉”の意義／領
域「言葉」の概要／言葉をよりよく理解す
るために－各学問の知見から／言葉の発達
の概要／自己表現・コミュニケーションツー
ルとしての言葉　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-153-0 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁

『音楽表現』
谷田貝公昭（監修）渡辺厚美・岡崎裕美（編著）
立本千寿子・小澤和恵・小澤俊太郎・山本学・小
畠エマ・飯泉祐美子・大坪義典・川口潤子・植田
恵理子・小井塚ななえ・赤津裕子・井本英子・内
山尚美・東ゆかり（著）

幼児教育における音楽／音楽
的活動と他領域との関係／乳幼児の発達と
音楽的発達／代表的な音楽教育家とその理
論／幼児と日本の伝統音楽／子どもの歌の
歴史と音楽教育史 　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-154-7 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁

『造形表現』
谷田貝公昭（監修）竹井史（編著）山村達夫・宮
野周・藤田雅也・福井一尊・塩見知利・石川博章・
中尾泰斗・おかもとみわこ・手良村昭子・真宮美
奈子・難波章人・松下明生・森高光広（著）

保育内容「表現」の意義／領
域「表現」の概要と造形／造形表現と感性
／日常の遊びから生まれる造形活動／園庭
における乳幼児の造形活動／保育室におけ
る造形活動と保育者の役割　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-155-4 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　148頁



10 保育・ｼﾘｰｽﾞ 常識67 シリーズ

『新・保育者の常識67』 Step1 基本のマナーと常識：
身だしなみ、化粧、上司・同僚への接し方
／ Step2 園内でのマナーと常識：コミュニ
ケーション能力、事故処理能力／ Step3 保
育者の基本　ほか

Contents

谷田貝公昭 （編）金眞紀子・宍戸良子・須田
容行・高橋弥生・中山映子・三宅茂夫・谷田
貝円・世取山紀子（著）

ISBN978-4-86359-104-2 C2037

定価：本体1,400円+税　A5判　並製　144頁

『保育者の常識67』 Step1 身だしなみ：エプロン
の結び方、爪を伸ばさない、清潔感のある
人／ Step2 マナー：敬語を使う、電話の応
対、礼儀、美しい立ち居振る舞い／ Step3 
生活技術:生活技術能力、読み書き　ほか

Contents

谷田貝公昭・上野通子 （編）今井恵子・川本
榮子・須田容行・細野一郎・世取山紀子（著）

ISBN978-4-901253-81-9 C2037

定価：本体1,400円+税　A5判　並製　144頁

『小学校教員の常識67』 Step1 マナー：身だしなみ、
言葉遣い、スマートフォン／ Step2 教養：
生活技術能力、鉛筆を正しく持って使える、
教育を取り巻く状況を知る／Step3 専門性：
プロ意識を持つ、教材研究の仕方　ほか

Contents

村越晃（編）青柳正彦・大竹仁・田中広美・
野川智子・野口智津子・藤野淳子・布施尚志・
堀建治・松木久子・室矢真弓（著）

ISBN978-4-86359-103-5 C2037

定価：本体1,400円+税　A5判　並製　144頁

『小学生の常識67』
　Step1 学校のマナー：階段を

歩く、給食を食べる、職員室で／ Step2 家
庭のマナー：電話を受ける・かける、るすば
んをする、食事のマナー　ほか

谷田貝公昭（監修）西方毅・高橋弥生（編）
青木優・青柳正彦・秋吉美和子・生駒恭子・
石松陽子・植村桂子・桑原佐和子・斉藤愛・
斉藤恵子・坂本ひろ子・角亜希子・豊田美幹・
長坂美代・成家篤史・野川智子・野口智津子・
野畑洋子・長谷川直子・塙奈臣・早瀬百合子

ISBN978-4-901253-94-9 C2037

定価：本体1,400円+税　A5判　並製　144頁

『年中行事の常識67-起源・いわれ・習わし・風俗』 現代の行事・記念日等を取り
上げ、また、暦や方位の項目も設け多くの
昔話・伝説にも触れている。イラストを多用
し、分かり易く解説したこの一冊からもう一
度“年中行事”を確認してみませんか。

Contents

長沢ヒロ子（編著）大沢裕（著）

ISBN978-4-86359-183-7 C0030

定価：本体1,500円+税　A5判　並製　146頁

これだけは身につけたい

これだけは身につけたい

これだけは身につけたい

これだけは身につけたい

これだけは知っておきたい

Contents

・藤野淳子・水地智実・村越晃・室矢真弓・
谷田貝円（著）



『現代保育論』 　各「領域」を中心にプログラ
ミング教育にも言及するなど、現代の保育・
教育にまつわる諸問題を多角的に捉えて解
説した待望の書。

Contents

現代保育問題研究会（編）前川智恵子・杉山
喜美恵・矢野正・大沢裕・大倉眞壽美・小尾
麻希子・中島朋紀・佐久間美智雄・小山貴博・
長谷秀揮・加藤達雄・大賀恵子（著）

ISBN978-4-86359-172-1 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　130頁

『保育の内容と方法』 　各領域の意義を述べるととも
に、障害児の保育方法について、また最新
のICT機器を保育にどう取り込むか、その
方法等についても提示し現代にマッチした
幅広い斬新な保育論となっている。

Contents

現代保育問題研究会（編）金美珍・髙橋弥生・
加藤達雄・大﨑利紀子・野川智子・橘田重男・
三森桂子・おかもとみわこ・後田紀子・西島
宣代・伊藤かおり・野末晃秀（著）

ISBN978-4-86359-171-4 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　142頁

『保育をめぐる諸問題』 保育内容「健康」、日本語の
面白さ豊かさ、「友だち」をめぐる幼保小連
携、保育環境、幼児の情動や自己制御力の
発達、縦割り・横割り保育、子ども家庭福
祉への理解、教師論・保育者論などを解説。

Contents

現代保育問題研究会（編）清水洋生・杉山実
加・歌川光一・綾野鈴子・岩﨑眞和・野末晃
秀・杉浦誠・濱中啓二郎（著）

ISBN978-4-86359-178-3 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　146頁

『保育をめぐる諸問題Ⅱ』 　幼児の箸や運動能力に関する
調査の結果から見えた諸問題、造形と表現、
保育所における幼児教育、保育実践の探究、
フィンランドにおける幼児教育などを分かり
易く解説。

現代保育問題研究会（編）谷田貝円・橋本樹・
西田希・中尾泰斗・齋藤恵子・小尾麻希子・
佐久間美智雄（著）

ISBN978-4-86359-190-5 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　140頁

『保育をめぐる諸問題Ⅲ』 近現代における保育・教育の
歴史と思想、乳幼児の心身の健康・生活と
遊び、幼児教育・保育の内容、質の高い保
育者の育成、子育て支援と社会保障制度、
発達障害児への支援、特別支援・子どもの
理解と教育、礎としての造形活動から構成。

Contents

現代保育問題研究会（編）濱中啓二郎・長谷
秀揮・長谷範子・緒方恵子・佐久間美智雄・
村上凡子・伊藤かおり・中尾泰斗（著）

ISBN978-4-86359-255-1 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　132頁

11保育・ｼﾘｰｽﾞ現代保育内容研究シリーズ
現代保育内容研究シリーズ1

現代保育内容研究シリーズ2

現代保育内容研究シリーズ3

現代保育内容研究シリーズ4

現代保育内容研究シリーズ5

Contents



12 保育 保育実践関連

『実習日誌の書き方』 実習日誌の意味／実習日誌の
基本的な書き方～作成のポイント～／実習
日誌に使う保育用語／実習日誌をレベルア
ップ！／保育所（3歳未満児）の実習日誌の
書き方と実際　ほか

Contents

開仁志（編著）本江理子・福井逸子・難波純子・
石倉卓子・室林孝嗣（著）

ISBN978-4-86359-042-7 C3037

定価：本体2,200円+税　B5判　並製　216頁

『保育指導案大百科事典』 本書の使い方／指導案の意味
／指導案作成のポイント／指導案に使う用
語辞典／生活の流れが書かれた指導案／全
日指導案・特別支援の指導案／歌・手遊び・
パネルシアター　ほか

Contents

開仁志（編著）

ISBN978-4-86359-041-0 C3037

定価：本体2,200円+税　B5判　並製　244頁

『初年次教育ワークブック』 第１章 キャンパスライフ～将
来を見据えた学生生活～／第２章 スタディ
スキルズ～保育・教育の学び～：言語表現
の学び・各分野の学び 導入／第３章 キャリ
アデザイン～保育者としての成長～

Contents

谷田貝公昭・大沢裕（監修）大沢裕・越智幸
一・中島朋紀（編著）大﨑利紀子・杉山勇人・
関川満美・千葉弘明・野川智子・野末晃秀・
長谷川直子・廣川加代子・福田篤子・藤田久
美・古金悦子・八木浩雄（著） ISBN978-4-86359-170-7 C3037

定価：本体1,900円+税　A4判　並製　144頁

『子どもの最善の利益から考える保育実践例』 写真多用で分かりやすい！　
子どもの権利条約と子どもの育ち／います
ぐできる！“子どもにとっての最善のかかわ
り”／子どもの最善の利益と主体性を追求
した保育環境例／子どもの幸せのためのﾁｪｯ
ｸﾘｽﾄ／付録：子どもの権利条約

Contents

寳川雅子（編著）

ISBN978-4-86359-184-4 C3037

定価：本体1,389円+税　A5判　並製　96頁

『はじめての 保育実践研究』 Q＆A形式で疑問と答えがす
ぐ分かる！実践者のため、子どものための保
育実践研究を願った「はじめて」保育者さ
ん待望の書。無理なく自然な形で取り組む
ことが出来る“保育実践研究”のアドバイ
スが盛りだくさん！

Contents

開仁志（著）

ISBN978-4-86359-191-2 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　196頁

保育者養成のための



13保育保育実践関連・保育学

『保護者と保育者をつなぐ 連絡帳の書き方』

『信頼関係をつくる 保護者対応』

　本書は、保育者を目指す学生
たちが、保護者への連絡帳の書き方の「コツ」
をつかみ「私にも書ける！」と自信をもって
保育現場に出てほしいと願い、作成された
ものです。実際の連絡帳を見て、連絡帳を
書くときに気をつけたい11か条を知ろう！

Contents

山内紀幸（監修）山内淳子（著）

ISBN978-4-86359-245-2 C3037

定価：本体1,000円+税　A4判　並製　60頁

保育ブックレットシリーズ①

保育ブックレットシリーズ②

『初学者のための 基本保育小六法』 　本書は、子どもの保育・教育
に関する法規集の小型版として編纂され
たものである。憲法を頂点とした国内法体
系の中でも保育・幼児教育に関連する法律
だけでなく、政令・省令・通達等の下位法
をできる限り収録した。

Contents

高乗智之（監修）大沢裕・大﨑利紀子・瀧口
綾・中島朋紀・中山博夫・谷田貝公昭（編集
委員）

ISBN978-4-86359-240-7 C3032

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　502頁

2021年版

『ﾍ ｽ゚ﾀﾛｯﾁｰにおける生活陶冶思想の研究 ペスタロッチーの生活陶冶を
幼児教育の視点から解釈した体系的な研究
論文。1章 理念としての生活ー文化生活、2
章 現実の生活相ー文明生活とその堕落、3
章 生活陶冶の内容と方法、4章 生活陶冶の
場所、5章 生活陶冶と幼児教育者　ほか

Contents

大沢裕（著）

ISBN978-4-86359-223-0 C3037

定価：本体12,000円+税　A5判　上製 箱入り　582頁

　本書は、子育て支援の授業で
学生が使用することを想定し、学生が最も
不安を抱く、保護者対応について、書き込
み式のワークや演習、ロールプレイの課題
を多く掲載しています。保護者に寄り添うこ
とのできる保育者をめざす学生への一冊！

Contents

山内紀幸（監修）遠藤清香（著）

ISBN978-4-86359-249-0 C3037

定価：本体1,000円+税　A4判　並製　58頁

『演習形式でわかりやすく学ぶ 　「幼稚園教育要領」の役割／
「幼稚園教育要領」等の変遷／平成29年3
月告示「幼稚園教育要領」改訂の基本方針
と改訂の背景／「幼稚園教育要領」に示さ
れた幼稚園教育の基本　ほか

Contents

小尾麻希子（著）

ISBN978-4-86359-174-5 C3037

定価：本体1,000円+税　A5判　並製　54頁

－幼児教育の視点から－』

「幼稚園教育要領」の要点』
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『幼児教育方法論』 幼児教育の方法とは／保育を
構成する基本的な事項／遊びの原理／生活
の原理／幼児期の発達段階と教育方法／個
と集団を育てる／教育課程と指導計画／指
導計画案作成の基本／幼児理解と評価に対
する考え方　ほか

Contents

髙橋弥生・大沢裕（編著）・鈴木えり子・濱
中啓二郎・永田彰子・松好伸一・余公敏子・
今井康晴・上月智晴・倉田新・野末晃秀・工
藤真由美・福岡龍太・本多舞・河本洋一（著）

ISBN978-4-86359-250-6 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　134頁

『新・子どもと生活』 本書は、生活の概念や歴史・
発達過程・ 生活習慣・遊び・人間関係・環
境といった『子どもの生活』を理解するた
めに必要とされる基本的内容を分かり易く
解説しました。15章立てでテキストに最適！

Contents

谷田貝公昭・大沢裕（編著）金美珍・谷田貝
円・西田希・瀧口綾・野末晃秀・大﨑利紀子・
おかもとみわこ・渡辺厚美・福田真奈・清水
克之・髙橋弥生・野川智子・中島朋紀・杵鞭
広美（著） ISBN978-4-86359-211-7 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　160頁

＜新版＞ 『幼児理解』 　幼児教育の基本／子ども観の
歴史1・2／わが国の法規等から見た子ども
観／発達段階理論／幼児理解の方法1・2・3・
4／具体的な幼児の捉え方／個と集団の力
動的関係の捉え方　ほか

Contents

谷田貝公昭（監修）大沢裕（編著）杉山倫也・
斎藤真・富山大士・小原倫子・橋村晴美・松
田久美・治田哲之・細野美幸・稲場健・大槻
千秋・野澤純子・塚越康子・山田徹志・野末
晃秀（著） ISBN978-4-86359-176-9 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　184頁

『これからの保育内容』 PART1保育内容の領域：保
育内容総論／健康／人間関係／環境／言
葉／音楽表現／造形表現／楽器と演奏／
子どもの生活と遊び（身体表現）PART2
保育内容の展開：保育内容特論／発達心理
学と保育／保育内容の熟考

Contents

白鷗大学幼児教育保育研究会・有馬知江美・
岩城淳子・中村三緒子（編著）馬場康宏・山
路千華・山野井貴浩・浅木尚実・荒井弘高・
齋藤千明・今田政成・内山須美子・佐藤ちひ
ろ・伊勢正明・浅田晃佑・町田加代美・今里
淳平（著）

ISBN978-4-86359-239-1 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　144頁

『子ども学がやってきた』 子ども学とは何か／子どもの
成長発達／保育とアタッチメント／基本的
生活習慣からみる乳幼児の発達／子どもの
運動遊び／子どもを育てる音楽／造形表現
ほか

Contents

髙橋弥生（編著）髙橋弥生・青木豊・和田上
貴昭・山中智省（制作委員）青木豊・井門彩
織・おかもとみわこ・西山里利・原孝成・福
永知久・本間玖美子・三森桂子・和田上貴昭
（著） ISBN978-4-86359-132-5 C3037

定価：本体1,300円+税　A5判　並製　128頁
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『自然が子どもと未来を創る！
～心と体にやさしい自然あそび～』

自然あそびの本質や意義を
わかりやすく解説した「理論編」と、草花
あそびや野草クッキングをはじめとした
自然あそびアイデアが満載の「実践編」の
２部構成。子どもから大人まで楽しめる一
冊です。

Contents

大澤力・井上美智子（編著）佐藤英文・
渡部美佳・塚越亜希子・大西明実・相澤
菜穂子（著）

ISBN978-4-86359-222-3 C3037

定価：本体1,800円+税　A5判横　並製　100頁

『子どもが絵を描くとき』 描くことの始まり／子どもが
絵を描く意味／子どもと大人のリアリティー
の違い／その子なりの表現をどう捉えるか
／描画の発達過程を問い直す／想像力の豊
かさを求めて　ほか

Contents

磯部錦司（著）

ISBN978-4-901253-69-7 C3037

定価：本体1,800円+税　A5判　並製　158頁

『絵本から広がる表現教育のｱｲﾃ ｱ゙』 　身近な絵本を題材に、豊富な
実践事例を紹介！子どもの感性を養い表
現力を培う。絵本から広がる表現活動36
選、子供の感性を育む表現活動Q&Aなど
写真と図で分かり易く説明！

山野てるひ・岡林典子・水戸部修治（編著）
足立彰・ガハプカ奈美・坂井康子・佐野仁美・
嶋希・清水一希・城綾子・平井恭子・増川秀
一・村山智栄美・矢野真・山科典子（著）

ISBN978-4-86359-181-3 C3037

定価：本体2,500円+税　B5判　並製　200頁

『子育て支援員研修ﾃｷｽﾄﾌ ｯ゙ｸ』 子育て支援研修で実施される
さまざまな科目を学習するための厚生労働
省シラバス完全準拠のテキストです。支援
員研修の受講者を対象としていますが、保
育や子育て支援を学ぼうとする人にも適し
ています。

Contents

浅井拓久也（編著）尾﨑正道・北澤明子・志
濃原亜美・嶌田貞子・田中浩二・趙貴花・富
山大士・鳥海弘子・仲野由香利・中山芳一・
前田和代・村井千寿子・森本芳明
（著） ISBN978-4-86359-210-0 C3036

定価：本体2,400円+税　B5判　並製　326頁

幼・保・小で役立つ

                                                 －子供の感性を豊に育むために－

厚生労働省シラバス完全準拠

Contents

『保育のためのカウンセリング入門』 第1部 保育の場の子どもの
姿をどう理解し、どうかかわるか：保育の
場のいろいろな子どもの姿／性格の特徴
をどう理解し、どう活かすか／カウンセリ
ングの考え方による子どもへの対応   ほか

Contents

福島脩美（著）

ISBN978-4-86359-101-1 C1037

定価：本体1,800円+税　A5判　並製　256頁



『インターネットではわからない
子育ての正解 （幼児編）』

　専門家によるコンパクトな解
説の全編書き下ろしの育児指南書。幼児期
の子育て195の悩みに寄り添います！

Contents谷田貝公昭（監修）髙橋弥生・大沢裕（編著）
石井惠子・糸井志津乃・岩城淳子・大賀恵子 

・大﨑利紀子・小尾麻希子・古明地麻利子・
清水美智恵・瀧口綾・谷本久典・中山映子・
長瀬恭子・永野三枝 ・野末晃秀・橋本惠子・

ISBN978-4-86359-241-4 C0037

定価：本体2,400円+税　A5判　並製　288頁

『幼児の基本的生活習慣』 Ⅰ調査の概要：研究目的／
調査方法／調査期間／調査地域／年齢分
配／質問内容／Ⅱ調査の結果と考察：①食
事の習慣②睡眠の習慣③排泄の習慣④着
脱衣の習慣⑤清潔の習慣　ほか

Contents

谷田貝公昭・高橋弥生（著）

ISBN978-4-86359-105-9 C3037

定価：本体2,300円+税　A5判　並製　152頁

『基本的生活習慣の発達基準に
関する研究－子育ての目安－』

これまでの基本的生活習慣の

全項目を検討した結果、 技術面も習慣として

捉えられていた。 そこで、 全て習慣について

聞いて調査した、 全く新しい基準のデータが

満載の一冊！

Contents

谷田貝公昭・髙橋弥生（編著）橋本樹・小林
怜美（著）

ISBN978-4-86359-221-6 C3037

定価：本体2,300円+税　A5判　並製　148頁

『子どもの生活習慣と生活技術』 　目白大学名誉教授、谷田貝公
昭の喜寿記念書。研究テーマ「子どもの生
活技術と基本的生活習慣」データを中心に
理論、現場実態まで網羅。

髙橋弥生・大沢裕・大﨑利紀子・中島朋紀・
福田真奈（編集委員）谷田貝公昭・髙橋弥生
橋本樹・小林怜美・大沢裕・中島朋紀・大﨑
利紀子・福田真奈・川本榮子・長谷川直子・
小島麻美・綾野鈴子・室矢真弓・藤野淳子・
野口智津子・田中広美・和田美香（著）

ISBN978-4-86359-230-8 C3037

定価：本体3,700円+税　A5判　上製　270頁

【第3版】データでみる

Contents

『不器用っ子が増えている 
－手と指は[第2の脳]』

第1部 なぜ《手先の器用さ》
か／第2部《手先の器用さ》の実態：箸を
きちんと持って使えない／鉛筆を正しく持
って使えない／鉛筆が削れない／ノコギリ
が使えない／くぎを打てない　ほか

Contents

谷田貝公昭（編著）髙玉和子・高橋弥生・西
方毅・野川智子・野口智津子・藤野淳子・村
越晃・室矢真弓・谷田貝円（著）

ISBN978-4-86359-108-0 C0037

定価：本体1,400円+税　A5判　並製　136頁

16 保育 子どもの基本的生活習慣

橋本英子・濱野亜津子・福田真奈・藤田久美・
藤田寿伸・寳川雅子・谷田貝円 ・吉田直哉 ・
吉田美恵子（著）



17内容紹介PickUp！試し読み！

『インターネットではわからない子育ての正解 （幼児編）』

『絵本から広がる表現教育のｱｲﾃ ｱ゙ －子供の感性を豊に育むために－』
幼・保・小で役立つ

24 25

1　音 ･ 形・色をともに感じる

1　破裂音を感じて、風船で遊ぼう

Ⅱ章　絵本から広がる表現活動 36 選　　

破裂音「ぱぴぷぺぽ」の音の特徴を知り、発音することの面白さを意識
する
「ぱぴぷぺぽ」を特徴づける

両唇音の/p/には、発音時に破
裂音特有の両唇が合わさって素
早く離れる唇の動きの面白さを
感じることができます。また、
促音「っ」や撥音「ん」などの特殊拍（※p.55　4.言葉とリズム参照）が効果的に使
われていることを意識して読んでみましょう。

色玉やゴム風船、紙風船を使って遊ぶ楽しさを味わう

色玉やゴム風船、紙風船の持つ軽さと、打ち上げるときの音と感触が、「ぱぴぷぺ
ぽ」の音声とつながることを子供たちと感じて
遊びましょう。 ・名前のマークシールを貼りつけた風

船を箱の中に入れて用意しておく。

・/p/ には、「物体に打ち当たる」「破裂する」「急で爆発
的な動作や出来事」などの音象徴の特徴がみられる。

・音
おんしょうちょう

象徴（p.170 参照）は、特定の音を特定のイメージ
と結びつけて知覚することであり、人間が共通して持っ
ている認識のあり方である。

 遊びが広がる表現活動のポイント

「ぱっ ぴっ ぷっ ぺっ ぽ～ん！」と箱の中から色とりどりの球が飛

び出しました。「へんしんごっこにでかけるよ～」と呼びかけると、

球たちは整列して進んでいきます。「ぱっかぱっか」とお馬さんに

なったり、「ぷっぷっぷー」と自動車になったり。

おおかぜに吹かれてぐるぐる回った後は、何になるのでしょう…

唇を合わせて「ぱっぴ ぷっぺ ぽん」と繰り返し声に出してみる

と、なんだか体が軽くなってきませんか？「ぱぴぷぺぽ」という音の

特徴を体で感じて、楽しく遊びましょう！ 

破裂音「ぱぴぷぺぽ」は、発音時に両唇がパッと離れる感触の面白
さが感じられます。また、「ぱっぴ」「ぷっぺ」という促音「っ」や、

「ぽん」という撥音「ん」が入ったリズムの軽やかさや、音の響きの
明るさなども感じることができます。絵本をもとに、音・形・色のつ
ながりを感じて、子供たちと7色の風船で遊んでみましょう。

作 / うしろよしあき　絵 / もろ かおり
ポプラ社　2014

　 実践の概要 『ぱっぴぷっぺぽん』

3　実践事例（1）　紙風船を用いた実践（2クラス合同での実践例）

時間 環境構成 ○幼児の表現活動 ◇教師の援助

11：10 ○興味をもって絵本を見たり
「ぱっぴぷっぺぽ～ん」の部分
を一緒に言ったりする。

キ 教師が出してきた紙風船に
興味をもち、教師が紙風船を
飛ばす様子を見る。

◇『ぱっぴぷっぺぽ～ん』の音の楽しさを教
師自身が感じながら絵本を読む。

◇紙風船を紹介し、やってみたいと感じる子
供に共感し、全員分あることを伝える。

◇「ぱっぴぷっぺぽ～んで、飛ばしてみよう」
と言って、紙風船を打ち上げる。

◇「強く握らない」「小さくなったら先生に
空気を入れてもらう」など扱い方を伝える。

◇一人一人に紙風船を手渡し、全員に渡った
ことを確認して、一緒に飛ばそうと誘う。

1 実践のねらい

（1）破裂音のぱ行を発音するときの両唇の動きと音の響きの軽やかさを感じる。
（2）色とりどりの球体（風船・紙風船）が空中に舞う美しさを感じる。
（3）教師や友達と一緒に、声に合わせて風船（紙風船）を飛ばし合う楽しさを味わう。

2 実践の流れ

・日を変えて絵本を繰り返し読み、「ぱっぴ ぷっぺ ぽ～ん」の音に親しむ。
・教師と一緒に一人一人が「ぱっぴ ぷっぺ ぽ～ん」で色玉を打ち上げ、タイミングをつかむ。
・教師と一緒に皆で「ぱっぴ ぷっぺ ぽ～ん」と風船（紙風船）を打ち上げ、タイミングをつかむ。
・二人が向かい合って交互に「ぱっぴ ぷっぺ ぽ～ん」で風船を相手に打ち上げ、もう一人が受け取る。
・円陣になり、真ん中に向かって「ぱっぴ ぷっぺ ぽ～ん」と皆でかけ声をかけて打ち上げ、カラフルな

風船（紙風船）を飛ばし合う楽しさを味わう。
【準備】色玉 一人約３個、ゴム風船人数分、風船空気いれ（ハンディポンプ）

【紙風船を用いる場合】磯野紙風船７色セット（直径14㎝　400円）人数分、ストロー 1名につき1/2本

遊戯室

長

椅

子

表現　２－（1）（8）／人間関係　２－（7）

3歳児を対象にした実践

全時間
25分

3 歳

   音・形・色をともに感じる

見本

掲載P16

掲載P15



18 教育・ｼﾘｰｽﾞ 教科教育学シリーズ

01『国語科教育』 序章 国語科の授業とは／第1
部 小学校における国語科教育：話すこと・
聞くことの教育と授業／読むこと（文学）の
教育と授業／読むこと（説明文）の教育と
授業／書くことの教育と授業／伝統的な言
語文化と国語の特質の教育と授業　ほか

Contents

橋本美保・田中智志（監修）千田洋幸・中村
和弘（編著）廣川加代子・木下ひさし・小山
惠美子・細川太輔・井上善弘・池田修・丹藤
博文・橋本和顕・石川直美・山室和也・笠井
正信・中村敦雄・吉永安里（著） ISBN978-4-86359-079-3 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　216頁

02『社会科教育』 序章 記憶させる授業から子ど
もが主体的に学ぶ授業へ／第1部 社会科教
育における現代的課題：現代社会と社会科
教育／社会科教育の理論と実践／教育課題
と社会科教育Ⅰ／教育課題と社会科教育Ⅱ
ほか

Contents

橋本美保・田中智志（監修）大澤克美（編著）
荒井正剛・石本貞衡・上野敬弘・内山隆・川
崎誠司・窪直樹・小瑶史朗・近藤真・坂井俊
樹・重松克也・鈴木隆弘・田﨑義久・田代憲
一・内藤圭太・中妻雅彦・渡部竜也（著） ISBN978-4-86359-080-9 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　248頁

03『算数・数学科教育』

序章 注入型授業から問題解決
型授業へ／第1部 算数・数学科教育の基礎
／第2部 算数科教育の理論と実際　ほか

Contents

橋本美保・田中智志（監修）藤井斉亮（編著）
青山和裕・飯島康之・市川啓・江森英世・大
谷実・太田伸也・小口祐一・小松孝太郎・清
水美憲・清野辰彦・高橋昭彦・髙橋聡・高橋
等・田中義久・田端輝彦・辻宏子・中川裕之・
中野博之・中村光一・中村享史・西村圭一・

ISBN978-4-86359-081-6 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　256頁

04『理科教育』 序章 現代学校における理科
教育の課題を探る／第1部 自然と子ども
を結びつける学び：生活科・総合的な学習
の時間と理科学習／地球史につなぐ理科
授業の創造／第2部 物質・エネルギー世
界を探る　ほか

Contents

橋本美保・田中智志（監修）三石初雄・中西
史（編著）石井恭子・岩田好宏・大野栄三・
大森享・川勝博・北林雅洋・栗田克弘・田中
実・種村雅子・露木和男・觜本格・三上周治・
矢野英明・山口晃弘（著）　ほか ISBN978-4-86359-082-3 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　260頁

05『音楽科教育』 序章 学校における音楽教育／
第1部 音楽科教育の役割：音楽科と生活／
音楽科と学力／音楽科と学校行事／日本に
おける音楽科カリキュラムの歴史／第2部 
音楽科教育の基礎理論：音楽科授業と子ど
も／音楽科授業と教材　ほか

Contents

橋本美保・田中智志（監修）加藤富美子（編
著）有本真紀・伊野義博・今川恭子・小川容
子・木下和彦・権藤敦子・齊藤豊・阪井恵・
佐野靖・塩原麻里・下道郁子・島崎篤子・塚
原健太・福田裕美・松井孝夫・目黒恵子・山
内雅子・山下薫子（著）

ISBN978-4-86359-083-0 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　224頁

二宮裕之・日野圭子・舟橋友香・蒔苗直道・
牧野智彦・増田有紀・松山武士・宮﨑樹夫・
森本明（著）



19教育・ｼﾘｰｽﾞ教科教育学シリーズ

06『体育科教育』 序章 「体育を教える」という
こと／第1部 理論編：体育の「目標」／体
育の「内容」／体育の「方法」／体育の学
習評価／第2部 実践編：小学校低学年の授
業を考える／体操の授業を考える／器械運
動の授業を考える　ほか

Contents

橋本美保・田中智志（監修）松田恵示・鈴木
秀人（編著）射手矢岬・佐藤善人・佐見由紀
子・島田左一郎・杉山哲司・鈴木聡・鈴木直
樹・原祐一・松本大輔・水島宏一・山本理人・
吉田伊津美（著） ISBN978-4-86359-084-7 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　208頁

07『家庭科教育』 序章 家庭科教育への誘い／
第1部 授業のシナリオを描く：授業を観察
し、授業の流れを確認しよう／指導案を書
いてみよう／年間授業計画をつくってみよう
／第2部 教材をつくる：わかりやすく伝える
教材づくり　ほか

Contents

橋本美保・田中智志（監修）大竹美登利（編
著）池尻加奈子・伊深祥子・小野恭子・叶内
茜・菊地英明・倉持清美・後藤さゆり・佐藤
麻子・鈴木民子・鈴木智子・平和香子・冨田
道子・中山節子・野田知子・日景弥生・藤田
昌子・藤田智子・松岡依里子・鄭暁静（著）

ISBN978-4-86359-085-4 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　232頁

08『図工・美術科教育』 序章 今日の教育と美術科教育
／第1部 美術科教育の内容についての知識
論的な特徴：美術教育の意義／戦前の図画
工作・美術教育史／美術教育の歴史 戦後／
美術教育と人間形成／造形表現と子どもの
成長　ほか

Contents

橋本美保・田中智志（監修）増田金吾（編著）
相田隆司・石川誠・竹内とも子・嶽里永子・
立川泰史・西村徳行・平野英史・丸山圭子・
山田一美・山田猛（著）

ISBN978-4-86359-086-1 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　240頁

09『英語科教育』 序章 日本の英語教育に期待
されるもの／第1部 英語教育の理論とシ
ラバス：第二言語習得と英語指導法／中学
校・高等学校における英語教育／小学校に
おける英語教育／第2部：英語教育におけ
る授業と評価　ほか

Contents

橋本美保・田中智志（監修）馬場哲生（編著）
臼倉美里・粕谷恭子・肥沼則明・高山芳樹・
馬場千秋・本多敏幸（著）

ISBN978-4-86359-087-8 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　228頁

10『技術科教育』 序章  「技術および労働の世界
への手ほどき」としての技術科教育を／第1
部 中学校における普通教育としての技術教
育の理論：技術科の教育課程／技術科の歴
史／技術科の教育条件整備／技術科の教師
／技術科担当教員の養成　ほか

Contents

橋本美保・田中智志（監修）坂口謙一（編著）
有川誠・尾高進・川瀬勝也・川俣純・直江貞
夫・疋田祥人・本多満正・村松浩幸（著）

ISBN978-4-86359-088-5 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　216頁



20 教育・ｼﾘｰｽﾞ 新・教職課程シリーズ

『特別活動論』 特別活動の今日的意義―教育
臨床の視点から／特別活動とはー目標･内容
･特質など／特別活動の成立と発展／特別活
動と教育課程ー各教科･道徳･外国語活動・
総合との関連／特別活動と生徒指導／特別
活動と人間関係形成能力の育成　ほか

Contents

田中智志・橋本美保（監修）犬塚文雄（編著）
古市将樹・深見俊崇・富村誠・川野司・相馬
誠一・橋本定男・木内隆生・野澤晋・石井ち
かり・佐野泉・米澤利明・長沼豊（著）

ISBN978-4-86359-056-4 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　208頁

『教育の理念・歴史』 教育とは何か―教育理念と社
会構造との間で／教育の理念・歴史―教育
の思想の基本構造／教育と成長・学び―教
育の実践／教育と学校・家庭―教育の場所
／教育と国家・市場―教育の制度／西洋の
教育思想と学校の歴史　ほか

Contents

田中智志・橋本美保（監修）田中智志・橋本
美保（編著）辻直人・森岡伸枝・越智康詞・
室井麗子・田口賢太郎・上原秀一・上坂保仁・
塚原健太・永井優美・林直美・友野清文・西
井麻美（著） ISBN978-4-86359-057-1 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　216頁

『教育課程論』 教育課程への問い／戦後の教
育課程の歩み／カリキュラムの編成／学力
の射程／教育環境の設定／学習スタイルと
授業形態／授業をつくる技術／授業のデザ
イン／協同する授業／プロジェクト活動の
展開／教育評価の理論　ほか

Contents

田中智志・橋本美保(監修)山内紀幸（編著）
本田伊克・梶原郁郎・前田洋一・伊藤朋子・
開仁志・三浦和美・高橋英児・上田敏丈・北
川明・瀬端淳一郎・松下佳代・滝沢潤（著）

ISBN978-4-86359-058-8 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　224頁

『生徒指導・進路指導』 生徒指導の意義／子どもの発
達と生徒指導／学校運営と生徒指導／教
科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動
における生徒指導／学級担任・ホームルー
ム担任による生徒指導／児童期・青年期の
心理と児童生徒理解　ほか

Contents

田中智志・橋本美保（監修）林尚示（編著）
谷山優子・加藤巡一・松岡敬興・有村久春・
松尾直博・和田孝・桑原憲一・占部愼一・緑
川哲夫・鈴木樹・餅川正雄（著）

ISBN978-4-86359-059-5 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　208頁

『教育心理学』 教育心理学とは何か／発達の
理論／各時期の発達の様相／学習の理論／
教授と学習／動機づけの理論／知能と学力
／教育の評価／授業の実践と研究／学級集
団－人間関係の発達／パーソナリティの問
題と生徒理解　ほか

Contents

田中智志・橋本美保（監修）遠藤司（編著）
角野善司・長尾博・髙橋功・松田侑子・川原
誠司・田端健人・橋本和幸・米田薫（著）

ISBN978-4-86359-060-1 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　212頁



21教育・ｼﾘｰｽﾞ新・教職課程シリーズ

『教育方法論』 教育哲学と教育方法／教育方
法の基礎理論①／教育方法の基礎理論②／
さまざまな学力調査と学習指導要領／授業
のデザイン／授業のスタイル／授業のタク
ト／学習意欲を創る／教育評価／授業研究
ほか

Contents

田中智志・橋本美保（監修）広石英記（編著）
西村史子・五十嵐敦子・金馬国晴・山口陽弘・
杉能道明・金築優・遠藤貴広・藤本和久・小
孫康平・田尻敦子（著）

※後継本『学びを創る・学びを支える』刊行済
ISBN978-4-86359-064-9 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　220頁

『教職概論』 教師という仕事が開く世界／
子どもが「学ぶ」「育つ」とは何か／「教え
ること」が目指すものは何か／知と生活が
絡み合う学校空間（スコレー）／現代学校
に求められる教育内容／現代学校に求めら
れる教育方法　ほか

Contents

田中智志・橋本美保（監修）高橋勝（編著）
荒井聡史・阪根健二・後藤さゆり・橋本由美
子・増田修治・藤井佳世・長濱博文・牧貴愛・
赤堀方哉・小関禮子・開仁志・瀧川淳・小山
惠美子・安井克彦（著） ISBN978-4-86359-065-6 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　216頁

『道徳教育論 ＜改訂版＞』 なぜ学校で道徳教育を行うの
か／学校における道徳教育の歴史―戦前編
／学校における道徳教育の歴史―戦後編／
子どもと悪／ジェンダーと道徳・教育／情
報社会の中の道徳教育／消費社会・市場社
会の中の道徳教育　ほか

Contents

田中智志・橋本美保（監修）松下良平（編著）
徳本達夫・佐久間裕之・森佳子・林泰成・上
原秀一・生澤繁樹・市川秀之・柳沼良太・梶
原郁郎・松岡敬興・田中智志（著）

ISBN978-4-86359-232-2 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　236頁

『教育の経営・制度』 現代の教職と学校／戦後にお
ける学校教育の整備と発展ー戦後から1970
年代／現代社会における学校教育の課題状
況ー 1980年代以降／学校教育を支える法
制度／現代公教育制度の構成原理／学校教
育制度の体系　ほか

Contents

田中智志・橋本美保（監修）浜田博文（編著）
西村史子・山田朋子・小栁雅子・小野瀬善行・
山下晃一・照屋翔大・末松裕基・柳澤良明・
安藤知子・梨本加菜（著）

ISBN978-4-86359-067-0 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　212頁

『教育相談』 なぜ、教育相談を必要とする
のか／教育相談の扱う問題と学校・専門機
関の行う教育相談／学校における教育相談
の進め方／カウンセリングの理論と基礎知
識／児童生徒理解の方法／事例研究の意義
と進め方／面接の進め方　ほか

Contents

田中智志・橋本美保（監修）羽田紘一（編著）
川原誠司・永井知子・堀井俊章・友納艶花・
今泉岳雄・稲垣応顕・芦名猛夫・杵鞭広美・
白石智子・廣澤愛子・上野和久（著）

ISBN978-4-86359-068-7 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　200頁



22 教育 教育学・教育一般

『学びを創る・学びを支える
ー新しい教育の理論と方法ー』

『教育学の基礎』 　第1章 学校という空間－教育
人間学の視界から：学校という空間－〈まな
ざし〉が構築する場所／学校空間の揺らぎ
／学校空間への人間学的な問い／第2章 知
識の教育　ほか

Contents

原聡介（監修）田中智志（編著）高橋勝・森
田伸子・松浦良充（著）

ISBN978-4-86359-027-4 C3037

定価：本体2,200円+税　四六判　並製　240頁

　教師を目指す人たちが「教育」
や「学び」への理解を深め、教育実践への
手がかりとなる「理論」と「方法」を提供
することを目的としている。

Contents

広石英記（編著）馬上美知・金馬国晴・杉能
道明・栗田正行・伊藤貴昭・今野貴之・遠藤
貴広・浅野信彦・酒井達哉・林寛平（著）

※『新・教職課程シリーズ  教育方法論』の後継本
ISBN978-4-86359-212-4 C3037

定価：本体2,300円+税　A5判　並製　208頁

『教育方法論＜改訂版＞』
教職課程ｼﾘｰｽﾞ 6

　教育方法の歴史的概観／教育
方法の基本原理／授業と学力／教育課程／
授業理論と授業の設計／視聴覚メディアと
コンピュータの活用／放送教育の授業への
適用／教材教具　ほか

Contents

谷田貝公昭・林邦雄・成田國英（編著）西川
ひろ子・大川洋・大庭茂美・村越晃・大沢裕・
大西慶一・町田喜義・高橋弥生・今泉利・岸
優子

ISBN978-4-86359-098-4 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　134頁

『新時代の教育課程論』 教育課程とは／学習指導要
領・幼稚園教育要領とは／学習指導要領の
歴史的変遷／学力とは何か／教育課程モ
デルの類型／教育課程の編成／授業づく
りの原理／授業計画の実際／ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ型
授業の歴史と展開／教育評価の基本 ほか

Contents

山内紀幸・本田伊克（編著）・山崎雄介・藤
本和久・畠山大・子安潤・木村裕・遠藤貴広・
今井茂樹・山内淳子・樫原伸介・川口洋・石
井稔・滝沢潤（著）

ISBN978-4-86359-251-3 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　244頁

『教育学のすすめ』 〝子ども学〟としての教育学
／公教育の思想に学ぶ／子どもの発達に
迫る／補論・生きることとからだ／あらた
めて考える〈学力〉とは何か？／学校制度
を考える／道徳性の発達をどう引き出す
か

Contents

水内宏（著）

ISBN978-4-86359-129-5 C3037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　208頁



23教育教育思想・教育一般

『自然と社会と心の人間学
～生きてく、生きてる、生きること～』

自然・社会・心から、衣食住・
消費・情報・共生をとらえ直して、「人間が
生きることを」考える。家庭・生活・社会・
道徳等の関連科目にも役立つ一冊。

Contents

佐藤真弓・齋藤美重子（編著）江村綾野・加
藤美由紀・叶内茜・佐々木唯・髙橋裕子・築
館香澄・村本ひろみ（著）

ISBN978-4-86359-209-4 C3037

定価：本体1,800円+税　A5判　並製　122頁

『何が教育思想と呼ばれるのか
－共存在と超越性』

現代の教育思想はどこへ／
教育に思想は要るのか／問題と問いの違
い／責任と応答可能性の違い／感情と感
受性の違い／ものとことの違い／空想と
想像の違い　ほか

Contents

田中智志（著）

ISBN978-4-86359-127-1 C3037

定価：本体2,600円+税　A5判　並製　212頁

　ーｽﾋﾟﾉｻﾞと象りの教育思想』
『独りともに在る 17世紀オランダの哲学者ス

ピノザの思想に依拠し、＜よりよく生きる
力＞を超越・創始の観点から語る新たな思
想研究の試み。

Contents

田中智志（著）

ISBN978-4-86359-224-7 C3037

定価：本体2,700円+税　A5判　並製　256頁

　－人間の自然とベルクソン』
『失われた＜心の眼＞ 〈心の眼〉と人間性－ベルク

ソンの方へ／〈心の眼〉に見える像－アウ
グスティヌスのアニマ〈神を見る〉という
隠喩－トマスの知性／〈魂の根底〉に生じ
る像－エックハルトの人間性／恵みに与
る意志－エラスムスのアニマ　ほか

Contents

田中智志（著）

ISBN978-4-86359-246-9 C3037

定価：本体2,800円+税　A5判　並製　296頁

『教育の知恵60  －教師・教育者を励まし
勇気づける名言集－』

　吉田松陰ら、国内外の教育家
60名の名言がちりばめられており、疲弊し
た現代教育現場の先生方の精神的支柱を見
つけられる一書。一人の人物につき一つの
言葉を取り上げ、分かり易く解説！

Contents

大沢裕（編著）今井康晴・冨澤美千子・中島
朋紀・野末晃秀・廣嶋龍太郎・藤田寿伸・八
木浩雄・山田徹志（著）

ISBN978-4-86359-187-5 C3037

定価：本体1,700円+税　A5判　並製　152頁



24 教育 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ・ものづくり

『福祉科教育法－高校生に福祉を伝える』 　高校における福祉教育の意
義を考えよう／高校生に福祉を教える教
師から学ぼう／福祉の授業づくりにチャ
レンジしよう／教育実習を通して学ぼう
／福祉を伝え、福祉の輪を広げよう　ほか

Contents

藤田久美（編著）廣田智子・岩本忠之・久保
田明子（著）

ISBN978-4-86359-122-6 C3037

定価：本体1,800円+税　A5判　並製　80頁

『特別支援教育』 step1 特別支援教育を学ぶ
まえに／ step2 特別支援教育を学ぶあな
たへ－知識・理解を深めるために／ step3 
特別支援教育の風景－実践に向けてのス
テップ

Contents

藤田久美（編著）岡本実・岡村隆弘・小田桐
早苗・沖村文子・大石由起子・河村靖彦・川
間弘子・久賀谷洋・重松孝治・田村知津子・
角田憲治・永瀬開・縄手昌子・宮木秀雄・宮
本剛・松岡勝彦・三輪研一郎・山下里枝（著） ISBN978-4-86359-123-3 C3037

定価：本体1,800円+税　A5判　並製　96頁

『小学校ものづくり10の魅力
－ものづくりが子どもを変える』

第１章 ものづくりの魅力を
考える：「だってうまくつくれないんだも
の」／失敗するからこそ学ぶことができる
／ものづくりで自分自身のすばらしさに
気づく　ほか

Contents

技術教育研究会（編）柴沼俊輔・鈴木隆司・
松本達郎・長谷川雅康（著）

ISBN978-4-86359-112-7 C3037

定価：本体900円+税　A5判　並製　80頁

『ものづくりの魅力
－中学生が育つ技術の学び』

　第１章 道具には夢がある／
第２章 ダイコンは人々の人生の結晶－農
業ってすごい・価値を実感／第３章 テー
ブルタップ実習－「あったらいいな」から
設計プロセスを学ぶ　ほか

技術教育研究会（編）柴沼俊輔・直江貞夫・
吉澤康伸・沼田和也・川俣純・鈴木隆司（著）

ISBN978-4-86359-133-2 C3037

定価：本体1,000円+税　A5判　並製　80頁

『高校生ものづくりの魅力
 －実感のある学びで社会とつながる』

第１章 親の目から見た、農
業系専門高校で学ぶ高校生／第２章 「自分
の未来を揺るがす」工業高校での学び／第
３章 ものづくりが高校生のストーリーを
つくる　ほか

Contents

技術教育研究会（編）平舘善明・鈴木隆司・
島田育弘・辰巳育男・長嶋秀幸・柴沼俊輔（著）

ISBN978-4-86359-193-6 C3037

定価：本体1,000円+税　A5判　並製　80頁

アクティブラーニングで学ぶ

アクティブラーニングで学ぶ

Contents



『ゼロからの生活科入門』

『授業が楽しくなる 生活科教育法』

　生活科については、通常の教
科とは違った疑問や期待があり、それに応
える新しいタイプの入門書。生活科授業の
エピソードをたっぷり掲載。現代っ子のリア
ルな姿がわかります！

Contents

鈴木隆司（編著）新谷祐貴・岩瀬由佳・小島
瑠理子・佐藤七津・高岡寛樹・高橋花梨・鶴
野香菜・名取美歩（著）

ISBN978-4-86359-182-0 C3037

定価：本体1,833円+税　A5判　並製　146頁

　生活科ができて学校がおもし
ろくなった／身のまわりの素材から教材をつ
くりだす／生活科の教育課程を考える　手
打ちうどん＋讃岐うどん＝手抜きうどん／
教材からつくる生活科の授業　ほか

Contents

鈴木隆司（著）

ISBN978-4-86359-168-4 C3037

定価：本体2,400円+税　A5判　並製　108頁

『生活と家族 －家政学からの学び』 第1部 生活を考える：生活と
は／生活の学としての家政学／さまざまな
生活論／第2部 家族と生活を考える：家族
のとらえ方／家族の起源と成立／家族の基
本的概念　ほか

Contents

佐藤真弓（著）

ISBN978-4-86359-115-8 C3037

定価：本体1,800円+税　A5判　並製　144頁

『総合的学習の指導法
　　　　－Making of 総合的学習』

『新たな道徳教育の創造』

　総合的学習が学校を楽しくす
る／Making of　総合的学習　最初の一歩
から／総合的学習の単元をつくりかえる／
総合的学習の授業　３つの転換１つの挑戦
／楽しい総合的学習の授業をつくり出そう

Contents

教育現場の研修や免許更新講
習に最適！「道徳教育の理論」「道徳教育の
方法」「道徳教育の実践」の3部構成で、子
どもとともに考え深め合う道徳教育につい
てまとめた。図表や参考文献も充実！

Contents

子どもの遊びと手の労働研究会（編）鈴木隆
司・新谷祐貴・内藤亮生・中山義人・西山裕
二・山本剛大・高岡寛樹・田中和成（著）

谷田貝公昭・大沢裕（監修）大沢裕・中島朋
紀（編著）浅香怜子・伊藤甲之介・大﨑利紀
子・杉山勇人・鈴木敦子・髙﨑みさと・中山
博夫・野川智子・藤澤文・細野美幸・望月重
信・谷田貝円（著）

ISBN978-4-86359-169-1 C3037

定価：本体1,400円+税　A5判　並製　112頁

ISBN978-4-86359-188-2 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　156頁

ともに考え深めよう！

25教育生活科・総合的学習・道徳



26 教育 アジア教育情報・海洋教育

『東アジア・大洋州  編』 テーマごとに各国の状況や
特徴が詳細に示され、フィールド調査での
知見を交えて執筆。【各章内容構成】①外
国語教育②道徳教育③大学・大学院の入学
者選抜と成績評価④日本語教育・日本語学
校

Contents

大塚豊（監修）日暮トモ子（編著）・石川裕之・
楊武勲・大和洋子・ルハグワ・アリウンジャ
ルガル・青木麻衣子・伊井義人（著）

ISBN978-4-86359-227-8 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　142頁

『東南アジア 編』 テーマごとに各国の状況や
特徴が詳細に示され、フィールド調査での
知見を交えて執筆。【各章内容構成】初等・
中等教育段階での、①外国語教育②道徳教
育③大学ないし高大接続④日本語教育

Contents

大塚豊（監修）牧貴愛（編著）・服部美奈・
アユ・アズハリヤ・鴨川明子・池田充裕・関
口洋平・市川誠・羽谷沙織・乾美紀・メイ・
トゥ・チョウ（著）

ISBN978-4-86359-228-5 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　164頁

『南・中央・西アジア  編』 　テーマごとに各国の状況や
特徴が詳細に示され、フィールド調査での
知見を交えて執筆。【各章内容構成】初等・
中等教育段階での、①外国語（英語）教育
②道徳教育③大学進学④日本語教育

大塚豊（監修）小原優貴（編著）根本和洋・
田中志歩・宮崎元裕・中嶋悠介・西條結人・
飛田麻也香（著）

ISBN978-4-86359-229-2 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　132頁

『日本の海洋教育の原点  （戦後）理科編』

『海洋リテラシーの理念 －日本からの発信』

　学習指導要領と教科書に着目
し、戦後の理科教育における海洋の扱いを
振り返ることで、現代の海洋教育が進むべ
き方向を検討する。文部省著作教科書「海
をどのように利用しているか」全文掲載！

Contents

　海洋教育を充実発展させてい
くために、海洋リテラシーという概念を提起
します。海洋リテラシーの歴史や、地域版
の海洋リテラシー構築の取り組みなどを紹
介しながら、海洋リテラシーに関する議論の
創出を試みます。

Contents

小国喜弘（編著）高橋沙希・柳準相・田口康
大（著）東京大学海洋ｱﾗｲｱﾝｽ海洋教育促進研
究ｾﾝﾀｰ・田中智志・田口康大・加藤大貴・梶
川萌（編集）

東京大学海洋教育センター・田中智志・田口
康大・梶川萌（編著）

ISBN978-4-86359-186-8 C3037

定価：本体2,400円+税　A5判　上製　242頁

ISBN978-4-86359-256-8 C3037

定価：本体2,700円+税　B5判　並製　100頁

アジア教育情報シリーズ1巻

アジア教育情報シリーズ2巻

アジア教育情報シリーズ3巻
Contents



　山梨学院大学小学校、中学
校、高等学校の校長を歴任、教育哲学者で
もある著者の式辞集。各方面から人気を博
した20篇を掲載。

Contents

ISBN978-4-86359-237-7 C3037

定価：本体1,750円+税　A5判　並製　130頁

『高校における学びと技法

田口哲男（著）

　現高校教員及び将来教員を目
指す学生を対象としたもので、内容は、
2018年3月に告示され2022年度の入学制
から段階的に実施される度新高等学校学習
指導要領について詳細に解説している。

Contents

ISBN978-4-86359-198-1 C3037

定価：本体1,800円+税　A5判　並製　176頁

『探究－理論と演習』
田口哲男（著）

読む力／汎用的な能力／教育
目標／探究（問題解決型学習、課題解決型
学習、PBL）／問を見いだし、課題を設定
する／情報収集／整理・分析／まとめ・表
現／探究Q&A 

Contents

ISBN978-4-86359-247-6 C3037

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　188頁

『探究プロジェクトの最前線

『UD授業から減災授業
   　  ～共生社会をめざす実践研究～』

『図説  ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ入門』

－国際バカロレア(PYP)の理論と実践』
山内紀幸（編著）大迫弘和・山内淳子・橘田絵理・
湯山陽子・孕石あや・米長幸子・田村優子・後藤
雅美・樫原伸介・志村美穂・長田直美・小林祐一・

鈴木崇・樋口悠・倉島徹生・瀬端淳一郎・堀川
英利（著）

冨田道子（編著）・石垣和恵・小谷教子・齋藤美
保子・石田晶子・植田幸子・鈴木裕子・若月温美
（著）

貝ノ瀨滋（著）

『ちょっと変わった校長式辞集
    ～教育哲学者からのメッセージ～』
山内紀幸（著）

　一条校で日本初の国際ﾊﾞｶﾛﾚｱ
(PYP)認定校になった、山梨学院幼稚園・
小学校での「探究型プロジェクト」を紹介。

Contents

ISBN978-4-86359-252-0 C3037

定価：本体2,200円+税　B5判　並製　186頁

　共生・人の多様性視点を育む
ことが期待できるUD授業と減災授業に取り
組む高等学校の学習展開を紹介する。実際
の授業を受けた生徒、授業を行った先生の
感想も掲載。

Contents

ISBN978-4-86359-225-4 C3037

定価：本体1,300円+税　A5判　並製　106頁

　日本を取り巻く状況／コミ
ュニティ・スクール（学校運営協議会）の
概要／三鷹市の「小・中一貫コミュニティ・
スクール」のつくり方／「チーム学校」と
コミュニティ・スクール　ほか

Contents

ISBN978-4-86359-124-0 C0037

定価：本体1,850円+税　A5判　並製　196頁

　　　　  ー探究で資質・能力を育てる』

27教育探究・UD授業・ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ・式辞集



『政治学入門』 　政治権力と政治的リーダーシ
ップ／政治思想と政治意識／自由主義と近
代政治思想／デモクラシー／議会政治／政
治制度／政党・政党制、および日本の議会
政治／選挙制度、投票行動、および政治資
金／利益集団と圧力団体　ほか

Contents

増田正・丹羽文生・半田英俊・島村直幸・吉
田龍太郎・加藤秀治郎（著）

ISBN978-4-86359-226-1 C3031

定価：本体2,400円+税　A5判　並製　174頁

＜新版＞『政治学の基礎』 政治権力／支配の正統性と
政治的リーダーシップ／イデオロギー／
政治意識／デモクラシー／デモクラシー
をめぐる諸問題／議会政治／政治制度／
政党／政党制／選挙制度　ほか

Contents

加藤秀治郎・林法隆・古田雅雄・檜山雅人・
水戸克典（著）

ISBN978-4-901253-24-6 C3031

定価：本体2,200円+税　四六判　並製　280頁

＜改訂版＞『政治学への扉』 政治・権力・権威・国家／望
ましい政治のあり方／国家の歴史と民主制
の拡大／民主制の体制比較／執政部／選挙
／政党／議会／官僚制／利益集団／メディ
ア／地方政治／国際政治の仕組み　ほか

Contents

永山博之・富崎隆・青木一益・真下英二（著）

ISBN978-4-86359-179-0 C3031

定価：本体2,400円+税　A5判　並製　256頁

『国際政治学への扉』 　国際政治とは何か／国際政治
の歴史／国際政治学の理論／国内政治と外
交政策決定／国際制度／国家と非国家主体
／安全保障Ⅰ（伝統的安全保障）／安全保
障Ⅱ（新しい安全保障）　ほか

永山博之・河原地英武・井口正彦・早川有香
（著）

ISBN978-4-86359-134-9 C3031

定価：本体2,600円+税　A5判　並製　288頁

『政治社会学 [第5版]』 　第1部 政治社会学の基礎：
政治と社会／政治過程／政治権力／政党
と圧力団体／選挙・投票行動／政治の心理
／世論とメディア／統計と調査／第2部 
リーディングス：権力の二面性　ほか

Contents

加藤秀治郎・岩渕美克（編）佐治孝夫・石上
泰州・富崎隆・水戸克典（著）白鳥浩・檜山
雅人・雨倉敏廣・荒邦啓介（訳）

ISBN978-4-86359-050-2 C3031

定価：本体2,600円+税　A5判　並製　318頁

Contents

28 政治 政治



29政治・行政政治・憲法・行政

『新・西欧比較政治』

『憲法入門講義』

　第1部 西欧各国とEUの政治
／第2部 西欧政治の基礎知識■好評を博
した『西欧比較政治』（2002年）に最新
の情報を盛り込んで再構成した、現代欧州
理解のための決定版。

Contents

　憲法を学ぶ前に／立憲主義の
成立と展開／明治憲法から日本国憲法へ／
日本国憲法の基本原理／天皇と国民主権／
平和主義／幸福追求権／法の下の平等／人
身の自由／精神的自由権／経済的自由権／
参政権／社会権／国務請求権　ほか

Contents

池谷知明・河崎健・加藤秀治郎（編著）富崎
隆・増田正・加藤伸吾・西脇靖洋・正躰朝香・
白鳥浩・吉武信彦・坂井一成・古田雅雄・藤
井浩司・Ernst・Lokowandt（著）

東裕（編著）樋口雄人・荒邦啓介・村松伸治・
高乗智之・團上智也・北村貴・越水一雄・鈴
木崇之・林紀行・小堀裕子・杉山幸一・鈴木
陽子・田上雄大（著）

ISBN978-4-86359-102-8 C3031

定価：本体2,400円+税　A5判　並製　256頁

ISBN978-4-86359-235-3 C3032

定価：本体2,455円+税　A5判　並製　336頁

治孝夫・佐藤公俊・進邦徹夫・高杉忠明・田中
康夫・爲我井慎之介・富崎隆・永田尚三・中村
昭雄・永山博之・半田英俊・福澤真一・前田壽
一・真下英二・増田正・水戸克典・渡邊啓貴（著）

『民主政の赤字
ー議会・選挙制度の課題を探る』

各執筆者が、今日の議会制度
や選挙制度の見直しに向けた議論に、新た
な視点から一石を投じたいとの思いで書き
下ろされた渾身の一書である。

Contents

眞鍋貞樹・岡田陽介（編著）浅井直哉・横山智
哉・細井優子・福井英次郎・梅田皓士（著）

ISBN978-4-86359-213-1 C3031

定価：本体2,400円+税　A5判　並製　278頁

『政治学・行政学の基礎知識[改訂第4版]』

『現代行政学の基礎知識』

　政治学の基礎概念／政治思想
／政治制度／デモクラシーの理論　ほか

Contents

行政学で学ぶべき90数カ目
を見開き2ページずつ簡潔に解説。内容的
に高度であっても、基礎的な事項を平易に
説明した最適の入門書。

Contents

堀江湛・加藤秀治郎（編者）加藤秀治郎・青
木一益・青柳卓弥・荒木義修・有賀誠・井田
正道・岩井奉信・石上泰州・岩渕美克・梅村
光久・大木啓介・大沢秀介・小川恒夫・笠原
英彦・門松秀樹・川口英俊・桐谷仁・桑原英
明・神崎勝一郎・小島和貴・佐々木孝夫・佐

堀江湛（編者）桑原英明（編著）青木一益・
石上泰州・笠原英彦・加藤秀治郎・門松秀樹・
神崎勝一郎・小島和貴・佐藤公俊・進邦徹夫・
永田尚三・半田英俊・福澤真一・真下英二・
増田正・松浦淳介・水戸克典（著）

ISBN978-4-86359-243-8 C3031

定価：本体2,600円+税　A5判　並製　392頁

ISBN978-4-86359-234-6 C3031

定価：本体2,500円+税　A5判　並製　204頁



＜新版＞『行政学の基礎』 「行政」とは何か／行政国家
化現象／ﾄﾞｲﾂ官房学・ｼｭﾀｲﾝ行政学／現代
行政学の誕生／正統派行政学／機能的行
政学／組織の理論／官僚制の理論／政策
過程の理論　ほか

Contents

風間規男（編著）・岡本三彦・中沼丈晃・上
﨑哉（著）

ISBN978-4-86359-177-6 C3031

定価：本体2,400円+税　A5判　並製　224頁

『自治体経営の新展開』 第1章 組織経営の新たな展
開／第2章 自治体政策の新たな展開／第3
章 政策法務の新たな展開　■地方自治の
現場を知り尽くした気鋭の行政学者によ
る、画期的な自治体論。

Contents

岩﨑忠（著）

ISBN978-4-86359-120-2 C3031

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　192頁

『地方自治の基礎』 　地方自治の理念／戦前戦後
の地方自治／地方分権改革／都道府県と
市区町村／地方議会と選挙／自治体の首
長と執行機関／自治体の行政組織／地方
公務員制度／自治体の財政　ほか

Contents

藤井浩司・中村祐司（編著）眞鍋貞樹・増田
正・西東克介・堀田学・木下淑恵・橋本将志
（著）

ISBN978-4-86359-126-4 C3031

定価：本体2,400円+税　A5判　並製　228頁

『地域づくり新戦略』 　「地方政府」と地域づくり新
戦略／まちの活性化と地域ブランド／メ
ディアの地域貢献をどう進めるか／地方
自治体における ICTとウェブアクセシビリ
ティについて　ほか

片木淳・藤井浩司・森治郎（編著）河村守信・
木村俊昭・黒澤武邦・林秀一・細川甚孝・本
間奈々・松田弘行（著）

ISBN978-4-901253-96-3 C3031

定価：本体1,900円+税　A5判　並製　264頁

Contents

30 政治・行政 行政・自治体・国際政治

『＜教養＞としての 国際問題入門』 　気鋭の国際政治学者が書き下
ろした、現状の分析と将来の展望。世界と
日本、それぞれの変化と継続を見極めるた
めの「教養」の集大成。トランプ政権とオ
バマ政権の内政と外交 ／安倍政権と菅政権
の内政と外交／ｱｼﾞｱをめぐる国際問題 ほか

Contents

島村直幸（著）

ISBN978-4-86359-236-0 C3031

定価：本体2,900円+税　A5判　並製　300頁



31政治・国際国際政治・経済

『十年後の中国 －不安全感のなかの大国』 　「黄金発展期」の社会と政治
／北京五輪を迎える自信と困惑／「大国」
意識が萌芽する中国／「不安全感」に苦悩
を深める中国／十年後の中国を考える視座
―不安全感の克服・政治的制度化の模索・
制度性話語権の強化

Contents

加茂具樹（著）

ISBN978-4-86359-244-5 C3031

定価：本体3,500円+税　A5判　並製　430頁

『「日中問題」という「国内問題」
  　  －戦後日本外交と中国・台湾』

　本論の視角／池田外交と日
中台関係／佐藤外交における中台バラン
スの模索／椎名特使派遣における日台間
の駆け引き／田中訪中と日中国交正常化
　ほか　■元防衛大臣・森本敏氏推薦

Contents

丹羽文生（著）

ISBN978-4-86359-162-2 C3031

定価：本体7,500円+税　A5判　上製　304頁

『ベトナムの経済読本 －発展の光と陰』

『レーガン ゴルバチョフ ブッシュ
     ー冷戦を終結させた指導者たち』

　ベトナム社会経済とビジネス
環境を考える：現地調査と経験から／日本
とベトナムの相互補完な関係／ベトナム経
済を考える：経済データから／新興市場経
済国「ベトナム」　ほか

Contents

第1章 冷戦とは何か―その
定義と米ソ対立の起源：なぜソ連は崩壊し
たのか／冷戦とその定義／冷戦からみた
第二次世界大戦／米ソ冷戦の起源／第2章 
レーガン対ゴルバチョフ　ほか

Contents

菊池正（著）

和田修一（著）

ISBN978-4-86359-192-9 C3033

定価：本体2,300円+税　A5判　並製　152頁

ISBN978-4-86359-089-2 C3031

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　288頁

『「大国」としての中国
－どのように台頭し、どこにゆくのか』

第1部 リプセット仮説を乗
り越えたのか―中国共産党一党支配の持
続力／第2部 経済はどのように発展して
きたのか―高度成長の原動力／第3部 ツ
キジデスの罠を克服できるのか　ほか

Contents

加茂具樹（編著）鄭浩瀾・Macikenaite 

Vida・渡邉真理子・増田雅之・飯田将史・福
田円・神保謙（著）

ISBN978-4-86359-125-7 C3031

定価：本体2,400円+税　A5判　並製　168頁



『赤いバラは散らない 
－英国労働党の興亡』

第1部 前進と挫折1945～
1976：アトリー政権の前進と五〇年代前
半の内紛／やまぬ対立、負け続ける選挙／
ウィルソンの光と陰 ／［労働党人物史Ⅰ］
／第2部 脱落と混迷1976～ 1994　ほか

Contents

谷藤悦史（著）

ISBN978-4-86359-113-4 C1031

定価：本体2,000円+税　四六判　並製　248頁

『ドイツ・パワーの逆説』 欧米で広く反響を呼び、世
界五ヵ国語で次々と出版された話題の書。
経済力を武器に政治目標を実現するドイ
ツ。果たして今後の欧州と世界を再び不安
定化さえるのか。

Contents

ハンス・クンドナニ（著）中村登志哉（訳者）

ISBN978-4-86359-196-7 C3031

定価：本体2,700円+税　A5判　並製　236頁

『戦後70年を越えて
ドイツの選択・日本の関与』

　第1部 総論：戦後70年に思
うこと／国際社会の対独観と海外派兵に
揺れる国民意識／第2部 日本の国際関与：
福田ドクトリンとASEAN重視政策   ほか

Contents

中村登志哉（編著）渡邉昭夫・井原伸浩・加
藤博章・德地秀士・NickBisley・小金丸貴志・
FooChooWei・NguyenCamTuyen（著）中村
ゆかり（訳） ISBN978-4-86359-114-1 C3031

定価：本体2,800円+税　A5判　上製　168頁

『ドイツの安全保障政策
　 　－平和主義と武力行使』

　ドイツの安全保障政策の変
容／冷戦期の安全保障政策と基本法／冷
戦の終焉とドイツ統一／域外派兵と改憲
論争／「同盟国」としての責任／「国際社
会の一員」としての責任　ほか

中村登志哉（著）

ISBN978-4-901253-77-2 C3031

定価：本体2,400円+税　A5判　上製　212頁

『クラウゼヴィッツ語録
　　　ー[戦争論]のエッセンス』

戦争とは何か／絶対戦争と
現実の戦争／戦争と政治／戦争の本質／
戦争の理論の意義と限界／戦史検証の意
義／指導者の条件／指導者の精神力／勝
敗を分かつもの／国民戦争の出現　ほか

Contents

加藤秀治郎（編訳）

ISBN978-4-86359-131-8 C0031

定価：本体1,500円+税　四六判　並製　212頁

＜地経学＞時代の欧州統合

Contents

32 政治・国際 国際政治



33国制・外交国制史・外交史

『明治国制史－明治憲法下における人事調停法への帰結』 西欧近代民法の継受と教育勅
語の制定／「温情道義」に基づく調停制度
構想の出現／「裁判所と合体」せる調停制
度の出現／人事調停法の制定

Contents

雨倉敏広（著）

ISBN978-4-86359-242-1 C3032

定価：本体2,600円+税　A5判　並製　260頁

『明治外債史の研究』 明治時代に日本が発行したす
べての「外債」（外国で発行した債券）につ
いて、時代ごとの政治状況、関連人物の動
向等を踏まえつつ、詳細に分析する。

Contents

半田英俊（著）

ISBN978-4-86359-253-7 C3021

定価：本体3,200円+税　A5判　並製　200頁

『大学生のための日本外交史講義』 日本外交史研究の前提／大久
保利通と征韓論／井上馨と条約改正／陸奥
宗光と日清戦争／小村寿太郎と日露戦争／
後藤新平と植民地経営／加藤高明と第一次
世界大戦／牧野伸顕とパリ講和会議／幣原
外交と田中外交／石原莞爾と満州事変 ほか

Contents

浜口裕子（著）

ISBN978-4-86359-258-2 C3031

定価：本体2,700円+税　A5判　並製　292頁

【memo】



『メディアの地域貢献 「新たな公共性」の自覚が進
める地域貢献／全国紙も大きな役割が果た
せる／地方紙・地域紙の思想と行動　ほか

Contents

早稲田大学メディア文化研究所（編）森治郎・
野口美都（編著）中田彰生・佐藤和文・高比
良美穂・久保まり子・玉城朋彦・高橋敏志・
杉田英明・山路熟・本間奈々・清水真・田畑
恒平・丸山達也・林秀一・米倉律（著）

ISBN978-4-86359-025-0 C3031

定価：本体1,900円+税　A5判　並製　272頁

『メディアの将来像を探る』 ネット社会におけるメディア
と民主主義／ネット時代の情報読解力と表
現の自由／新たな時代のメディアの公共性
／ネット時代のフリーペーパーの役割   ほか

Contents

早稲田大学メディア文化研究所（編）中田彰
生・森治郎（編著）片木淳・加藤孔昭・稲垣
太郎・山﨑敬子・井坂公明・石渡正人・鈴木
祐司・林秀一（著）

ISBN978-4-86359-063-2 C3031

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　224頁

『「ニュース」は生き残るか 激変するニュース環境／瓦解
するビジネスモデル／ニュースメディアの
経営論／ニュースメディアの課題／メディ
アビジネスの未来

Contents

早稲田大学メディア文化研究所（編）稲垣太
郎・松井正・瀬川至朗（編著）井坂公明・高
橋直純・田中幹人・中野一男・根本正一・服
部桂・林秀一・藤井建人・水野泰志・吉田則
明（著）

ISBN978-4-86359-175-2 C3031

定価：本体2,000円+税　A5判　並製　184頁

          －「公共性」の実現に向けて』

       メディアビジネスの未来を探る』

34 メディア メディア

『現代メディアと政治
        －劇場社会のｼ ｬ゙ｰﾅﾘｽ ﾑ゙と政治』

マス・メディアと市民社会
／マス・メディアと政治／マス・メディア
と世論／コラム：メディア時評　■現代ジ
ャーナリズムと政治の共振作用と螺旋課
程を解き明かす。

Contents

谷藤悦史（著）

ISBN978-4-901253-61-1 C1031

定価：本体1,800円+税　四六判　並製　246頁

◆自費出版◆

―ヒノデ紡機創立100年に際して―』

　祖父が設立した
ヒノデ紡機製作所100周年に
あたる2020年、本誌作成を
思い立つ。同社の歩みは史料・
資料に基づき序章にまとめ、
他章は、著者の計48年間の
教育・研究職において実践し
てきた事柄を整理して掲載。

Contents

長谷川雅康（著）

ISBN978-4-86359-254-4 C3037

定価：本体5,000円+税　B5判　並製　370頁

『技術と教育、文化の探究



お客様（著者）が制作経費をご負担になり、本を制作する出版形態です。
専門書・実用書・学会誌・自分史・エッセイなど、目的に合わせて本を制作することが可能で、
一般書店やオンラインショップ (amazon等）に流通させてることもできます。
出来得る限り、ご要望にお応えした低コストでの出版をご案内させて頂きます。

◆自費出版のご案内　専門書・作品集・学会誌 他◆

出版までの流れ

ご執筆を検討、または何かご質問がございましたら、詳細をお伝えいたしますので、
TEL：03-5312-8890 または info@ichigeisha.co.jp に、ご一報頂ければ幸いです。

ご相談は、電話またはメールで承ります。
どんな本をつくりたいのか、ご希望をお聞かせください。
来社されての面談（要予約）も可能です。
お客様のご希望・ご質問にお答えし、出版に向けてサポートいたします。

①まずは
ご相談

完成した本は、ご指定の場所にお届けいたします。
また、書店やオンラインショップに流通させ、国会図書館にも納品します。
（ご契約内容に合わせての対応となります）

⑤完成
納品

ご相談後に、どんな本を、何部おつくりになりたいかが決まりましたら、
「見積書」を作成させていただきます。②お見積り

お見積りにご納得いただけましたら、出版契約書を交わします。
出版制作に関する契約書で、販売や制作費に関する事項もあります。
制作費のお支払はご契約後となります。③ご契約

原稿を担当編集者がお預かりし、入稿する(印刷所に原稿を渡す)ために
必要な原稿整理やレイアウトなどの作業をおこないます。
印刷所に入稿後、校了(編集作業が終了し印刷できる状態)するまでに数回、
校正刷り(ゲラ)をご確認いただけます。細かい修正はこの段階で行うこと
が可能です。また、この作業と並行してカバーデザイン等の作業も進めて
いきます。

④制作作業



36 辞典・事典 辞典・事典（教育・保育）

『図解 子ども事典   [普及版]』

『図説 子ども事典 』

　第1章 生活：発達、生活時間、
生活習慣、親子・きょうだい関係、社会生
活／第2章 文化：玩具・映像、読書、メ
ディア、児童文化財、児童文化施設、遊び
／第3章 境環　ほか

Contents

林邦雄（監修）谷田貝公昭（責任編集）林邦
雄・谷田貝公昭・岡本美智子・西方毅・本間
玖美子・多田孝志・張燕・大澤裕・金宰完・
今野裕之（編集委員）ほか

ISBN978-4-901253-60-4 C3037

定価：本体4,800円+税　A5判　並製　404頁

　「子ども」に関するあらゆるデ
ータと図表を、新たな視点から「見る」事典。
生活・文化・環境・福祉・教育の各分野の
専門家が書き下ろしたやさしい解説ととも
に、全500項目を掲載している。保育教育
研究の一助となる一冊。

Contents

谷田貝公昭（責任編集）髙橋弥生・本間玖美
子・福田真奈・村越晃・おかもとみわこ・渡
辺厚美・谷田貝円・西方毅・杉山倫也・野末
晃秀・髙玉和子・藤田久美・千葉弘明・大沢
裕・中野由美子・中島朋紀（編著） ISBN978-4-86359-195-0 C3537

定価：本体8,900円+税　B5判　並製　608頁

『新版 保育用語辞典』 ■伝統的な用語から法令・制
度の改正を踏まえた新しい用語まで、保育
者のための基本用語1183項目を収録。■各
専門分野の第一線で活躍する１００余人が
執筆。

Contents

谷田貝公昭（編集代表）青木豊・石橋哲成・
髙玉和子・高橋弥生・中野由美子・廣澤満之・
山田一夫（編集委員）ほか

ISBN978-4-86359-106-6 C3537

定価：本体2,300円+税　四六判　並製　464頁

『改訂新版 保育用語辞典』 　新たに告示された「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」や関連する様々
な法令・制度の改正を踏まえた新しい用語
まで1191項目たっぷり収録。

Contents

谷田貝公昭（編集代表）糸井志津乃・大﨑利
紀子・大沢裕・髙玉和子・髙橋弥生・瀧口綾・
中島朋紀・福田真奈（編集委員）ほか

ISBN978-4-86359-189-9 C3537

定価：本体2,400円+税　四六判　並製　472頁

『子ども心理辞典』 乳幼児および児童は、自分
を取り巻く人々や出来事に対しどのよう
に感じ、何を考えているのか。それを的確
に把握し、子どもの「こころ」を理解する
ための基礎知識・用語1186項目を収録。

Contents

谷田貝公昭・原裕視（編集代表）井下原百合
子・大沢裕・髙橋弥生・林邦雄・原裕視・谷
田貝公昭（編集委員）ほか

ISBN978-4-86359-030-4 C3537

定価：本体2,800円+税　四六判　並製　480頁



37辞典・事典辞典・事典（教育・政治）

『教職用語辞典』 　■最近の一連の「教育改革」
の動きを的確に捉えた類書のない最新の用
語辞典。■採用試験合格のための必修用語
1300項目。

Contents

原聡介（編集代表）陣内靖彦・高橋勝・橋本
美保・浜田博文・原聡介・水内宏・谷田貝公
昭（編集委員）ほか

ISBN978-4-901253-14-7 C3037

定価：本体2,500円+税　四六判　並製　512頁

『改訂版  教職用語辞典』 好評を頂いた『教職用語辞
典』の改訂版！初版時の項目内容を検討・
整理して、必要な改訂や、新しい項目の追
加を行いました。

Contents

橋本美保（編集代表）浜田博文・日暮トモ子・
遠座知恵・谷田貝公昭・髙橋弥生・大沢裕（編
者）ほか

ISBN978-4-86359-185-1 C3537

定価：本体2,600円+税　四六判　並製　528頁

『政治学小辞典』 　政治の役割と行政への信頼
が問われるいま、原点に立ち返って考える
ための良き伴侶が本書。政治学で理解すべ
き主要な論点や概念と、行政学で学習すべ
き基本項目とをコンパクトにまとめ、一冊
とした。

Contents

堀江湛（編者）加藤秀治郎（編著）ほか

ISBN978-4-86359-199-8 C3531

定価：本体2,700円+税　四六判　並製　302頁

『しつけ事典  －乳幼児期から青年期まで』
谷田貝公昭・村越晃（監修）高橋弥生（編集
代表）大沢裕・髙玉和子・西方毅・林邦雄・
布施尚志・本間玖美子・室矢真弓（編集委員）
ほか

ISBN978-4-86359-055-7 C3537

定価：本体8,800円+税　A5判　上製　706頁

『しつけ事典  韓国語版』 上記の『しつけ事典』を一部分
抜粋し、翻訳した、韓国語版のしつけ事典。
※お求めの際は、お電話にてご連絡下さ
い。（一藝社電話番号：03-5312-8890）

Contents

谷田貝公昭・村越晃（監修）高橋弥生（編集
代表）大沢裕・髙玉和子・西方毅・林邦雄・
布施尚志・本間玖美子・室矢真弓（編集委員）
ほか

ISBN979-11-6050-295-4　※韓国のISBNコード
175×250　並製　640頁

　第Ⅰ部 幼児期のしつけ／第Ⅱ
部 児童期のしつけ／第Ⅲ部 青年期のしつけ
／第Ⅳ部 しつけの基礎理論　■他書にない
ボリュームで、しつけに関する事項を網羅（全
427項目）

Contents
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『星へのプレリュード [新世紀版]』 「チコちゃんに叱られる!」な
どメディアに連続出演！人間と宇宙のかかわ
り、《星のカケラ》である私たちが生きる意
味を語り続ける、感性豊かな科学者の原点
が本書。逸話も追加、再編集した決定版。

Contents

佐治晴夫（著）

ISBN978-4-86359-194-3 C0040

定価：本体1,800円+税　四六判　並製　224頁

『コロナ恐怖に翻弄される 　本書は、世界各国のコロナ感
染状況の解析を通じて、日本が今後とるべ
きコロナ対策を提起するととにコロナ禍から
一刻も早い脱却に向けて、過去に起きたス
ペイン風邪や黒死病等などを参考に、コロ
ナの本質理解を目的として刊行。

Contents

林俊郎（著）

ISBN978-4-86359-231-5 C0036

定価：本体1,100円+税　A5判　並製　106頁

『「エゴ・レジリエンス」で 　第1章 人はなぜメゲるのか：
メゲたり落ち込んだりする心のメカニズ
ム／メゲ続けると、どうなってしまうの
か？／第2章 エゴレジリエンス（エゴレジ）
とはなに？　ほか

Contents

小野寺敦子（著）

ISBN978-4-86359-100-4 C0011

定価：本体1,400円+税　四六判　並製　212頁

『こんな子育ていいな！ 　本書に収めた教育に関する
随想は、著者がこれまで先人たちの書物で
学んだことやその時々の社会的出来事や
個人的出来事とも関連させながら執筆し
たものである。

Contents

石橋哲成（著）

ISBN978-4-86359-197-4 C1037

定価：本体1,600円+税　四六判　並製　190頁

『おじいちゃん・おばちゃん 　第1章 子どもを取り巻く環境
の変化と子どもの変化／第2章 じじ・ばば
の生き方／第3章 子どもが育つということ
／第4章 じじ・ばばの出番／第5章 孫との
関わり方／第6章 質問にお答えして　

Contents

村越晃（著）

ISBN978-4-86359-233-9 C0037

定価：本体2,200円+税　A5判　並製　158頁

メゲない自分をつくる本』

緊急提言！！

　　  世界・日本の戦略』

ー先人の思想と日常の実践例に学ぶ』

　　　　  孫育て読本』
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『人生と社会を変える  根っこ力 　第1章 志を生きる方程式／
第2章 志を生きるロールモデル／第3章 
すべての人は志を生きられる／第4章 「根
っこ力」の育み方　■「ふるさと納税」も
一新塾の議論の中での思いから始まった。

Contents

NPO法人一新塾・森嶋伸夫（編著）ほか

ISBN978-4-86359-130-1 C0030

定価：本体1,667円+税　A5判　並製　272頁

『書いて簡単！ 韓国語』 　STEP1 ハングルを書いてみ
よう：基本の文字を覚えましょう／文字はこ
れで全部です／パッチムと発音の変化／
STEP2 韓国語を書いてみよう：ホテルで名
前を聞かれました　ほか

Contents

溝口甲順（著）

ISBN978-4-901253-80-2 C0087

定価：本体1,400円+税　B5判　並製　120頁

『わが音楽巡礼』 　音楽プロデューサーの目で見
た名曲・名演を多数紹介。録音風景からは
偉大な演奏家の意外な一面も垣間見ること
ができる。クラシックファンならずとも、入
門者から楽しめる著者渾身のエッセイ集。

Contents

皆川弘至（著）

ISBN978-4-901253-65-9 C1073

定価：本体1,400円+税　新書　上製　268頁

ー政策提言・社会起業・市民活動ー』

ーサラリーマンから市民への転身』

入門ドリル

『第二の人生は志を生きる 　「誰でも、いつでも、どこでも
人生をギアチェンジできる」脱サラして起
業家や政治家へジャンプアップするための
“生きた事例”が満載！

Contents

NPO法人一新塾・森嶋伸夫（編著）

ISBN978-4-86359-248-3 C0030

定価：本体1,600円+税　A5判　並製　202頁

『どうして日本人は英会話が出来ないの？』 　日本人はなぜ英会話ができな
いか？またなぜ下手なのか？《10の鍵でそ
の謎を徹底解明≫　するとともに《単語会
話》で”目からうろこ”！！文法など無視して、
知ってる単語を並べてみよう・・・相手に通
じる英会話が成立！！！

Contents

西方毅（著）

ISBN978-4-86359-238-4 C0082

定価：本体1,900円+税　A5判　並製　172頁

英語の喋れない日本人から英語の喋れる日本人へ
～オンライン英会話スクール～



先生の研究分野に合ったテーマに合わせ、想定できる読者ターゲットに対し、「こういった
内容なら書ける！」「こんな人たちにこんな情報を発信したい！」といった、ご意見ご要望が
ございましたらご連絡ください。
出来得る限り、ご要望にお応えした低コストでの出版をご案内させて頂きます。

◆研究テーマをまとめてみませんか◆

例えば“分担執筆”
文部科学省教職課程の枠組み変更により、研究業績を活字で残したい方必見です！

ご執筆を検討、または何かご質問がございましたら、詳細をお伝えしたいと思いますので、
下記の連絡先にご一報頂ければ幸いです。ご連絡おまちしております。








