
保育者養成シリーズ
林 邦雄・谷田貝公昭［監修］

A5判　並製　定価：本体2,200円 +税

“幼児の心のわかる保育者を養成する”この課題に応えるべく編纂され
たテキスト。各巻とも半期15回の授業を想定し、15章構成とした。
　新カリキュラムに対応（内容構成は厚生労働省発布「指定保育士養
成施設の指定及び運営の基準について」2010年7月改正に準拠）。

『教育原理』
教育の意味／教育の理念／人間の発達／子ども理解／世界の教育思想／

日本の教育思想／世界の教育制度／日本の教育制度／教育行財政／教育内容／教育方法
／さまざまな教育実践／地域に支えられた教育のあり方／生涯学習と生涯教育／教育と
現代の課題

『保育内容総論』
保育内容とは何か／保育内容の構造／保育内容の歴史／個性化と社会化

を目指す保育の内容／養護・教育と保育内容／遊びと保育内容／環境と保育内容／保育
者の観察と記録／一日の流れと保育内容／乳児・低年齢児の保育内容／ 3歳児の保育内
容／ 4歳児の保育内容／ 5歳児の保育内容／ 地域と保育内容の関連／現代の課題と保育
内容

『保育の心理学Ⅱ』
発達と子どもを取り巻く環境／発達の個人差／身体・運動と情緒の発達

／人的環境をめぐる問題／子ども相互の関わり方の発達／自意識の発達／子ども集団の
特性と社会性の発達／子どもの生活・学びと地域社会／遊びを通しての学びと発達／生
涯発達と生きる力の養成／基本的生活習慣の獲得／主体性、自主性の形成／発達課題の
達成をめぐる問題／発達の連続性をめぐる問題／発達の連続性をめぐる問題　ほか

大沢 裕［編著］ 　208頁
ISBN978-4-86359-034-2 C3037（2012年）

大沢 裕・高橋弥生［編著］　200頁
ISBN978-4-86359-037-3 C3037（2012年）

西方 毅・谷口明子［編著］　208頁
ISBN978-4-86359-039-7 C3037（2012年）

Contents

Contents

『保育の心理学Ⅰ』
保育心理学とは／生涯にわたる発達の道筋／身体と運動の発達／知覚と

認知の発達／言葉の発達／感情の発達と自我の芽生え／母子関係とアタッチメント／遊び
と仲間関係／道徳性の発達／学びのメカニズムと支援／ 動機づけ／子ども集団の理解と
支援／子ども援助とコミュニケーション／保育の評価／地域の中での子ども支援

谷口明子・西方 毅［編著］　216頁
ISBN978-4-86359-038-0 C3037（2012年）

Contents

Contents

『相談援助』
相談援助の理論／相談援助の意義と機能／相談援助とソーシャルワーク／

保育とソーシャルワーク／相談援助の対象／相談援助の技術・アプローチ／相談援助の過程
／相談援助の計画立案と実施／相談援助の記録と評価／関係機関との協働／児童虐待への
対応の事例分析／多様な専門職との連携／障害のある子どもとその保護者への支援／社会
資源の活用・調整・開発／ロールプレイ、フィールドワーク等による事例分析　ほか

髙玉和子・和田上貴昭［編著］　208頁
ISBN978-4-86359-035-9 C3037 （2012年）

Contents



保育者養成シリーズ
林 邦雄・谷田貝公昭［監修］

A5判　並製　定価：本体2,200円 +税

『保育相談支援』
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／保護者のエンパワメント／信頼関係を基本とした関わり／社会資源の活用と
関係機関／要保護児童の家庭に対する支援／保護者に伝わる保育指導／保護者支援の方
法と技術／保護者支援の内容／保護者支援の計画立案と実施　ほか

髙玉和子・和田上貴昭［編著］　208頁
ISBN978-4-86359-036-6 C3037 （2012年）

Contents

『新版 保育者論』
保育者とは／保育者の社会的位置づけ／保育者の哲学／保育者の資質／

保育者の専門性／保育者の養成／保育の展開と再構成／保育者の業務／保育者間の協働
／保育者の実践的能力／保護者に対する理解と支援／専門機関との連携／現代の望まし
い保育者像／保育者の成長／これからの保育者に求められるもの

谷田貝公昭・高橋弥生［編著］　208頁
ISBN978-4-86359-051-9 C3037 （2013年）

Contents

『保育・教育課程論』
保育課程・教育過程とは／保育所における保育課程／幼稚園における教

育課程／指導計画の基本と作成／指導計画と記録／ 0歳児の指導計画の実際／ 1・2歳児
の指導計画の実際／幼児の指導計画の実際（保育所）／幼児の指導計画の実際（幼稚園）
／異年齢保育の指導計画の実際／さまざまな保育形態における指導計画の実際／行事を
生かす保育の実際／環境の違いによる指導計画の実際　ほか

 高橋弥生［編著］　216頁
ISBN978-4-86359-044-1 C3037（2012年）

Contents

『障害児保育』
「障害」の理解／障害児保育の理念と形態／障害児保育の現状と課題／

わが国の障害児保育の歴史／肢体不自由児、視覚・聴覚障害児の理解と援助／知的障害
児の理解と援助／言語障害児の理解と援助／発達障害児の理解と援助／「気になる子ど
も」の理解と援助／集団活動・生活習慣の援助／保育計画の作成と協働／保護者・家庭
への支援／関連機関との連携／障害児保育に関わる施策上の課題　ほか

青木 豊［編著］　208頁
ISBN978-4-86359-045-8 C3037（2012年）

Contents

『保育実習』
保育士の専門性と職業倫理／保育所実習の意義／保育所の理解／保育所の

機能／保育所実習の内容／施設実習の意義／保育所以外の児童福祉施設の理解／施設実習
の内容／日誌・記録の意義と記入の実際／指導案の作成と実践／実習生としての姿勢／実習
に必要な実技の習得／実習中の子どもとの関わり／実習後の振り返り／認定こども園での実習

高橋弥生・小野友紀［編著］　208頁
ISBN978-4-86359-046-5 C3037（2012年）

Contents

『幼稚園教育実習』
幼稚園とは／幼稚園実習の意義／さまざまな教育方針の幼稚園／幼稚園

の一日／実習の内容／実習に際しての留意点／日誌・記録の意義／指導案を作成する／
実習に向けての事前準備／実習生としての姿勢／子どもとの関わり／幼稚園教諭から学ぶ
／実習の実践と反省／実習後の振り返り／認定こども園での実習

大沢 裕・高橋弥生［編著］　208頁
ISBN978-4-86359-047-2 C3037（2012年）

Contents



保育者養成シリーズ
林 邦雄・谷田貝公昭［監修］

A5判　並製　定価：本体2,200円 +税

『子どもの食と栄養』
子どもの健康と食／食品成分の消化・吸収・代謝に関する基礎知識／食

物成分／献立・調理の基礎知識／調理演習／成長と発達／出生前期の成長・発達／乳幼
児期の成長・発達／学童期・思春期の成長と発達／食生活の形成と定着／食べ方の基本
／心を育む行事食／保育所・幼稚園の給食／食育／食の安全・安心と配慮を要する子ど
もへの対応

 林 俊郎［編著］　216頁
ISBN978-4-86359-052-6 C3037（2013年）

Contents

『子どもの保健Ⅰ』
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／健康状態の評価と子どもによく見られる症状／子どもによく見ら
れる病気の対処と予防／子どもの心の健康と課題／子どもを取り巻く生活環境とその影
響／保育の安全対策と危機管理／保育の衛生管理　ほか

 加部一彦［編著］　216頁
ISBN978-4-86359-069-4 C3037（2013年）

Contents

『家庭支援論』
子どもが育つ場としての家庭・家族／子育て環境の変化と家庭支援の必要

性／現代家族の人間関係と子育て／地域社会の変容と家族支援の必要性／男女が共同で働き
子育てする社会／保育の場における家庭支援／家庭との緊密な連携・パートナーシップ／保
育所・幼稚園における支援方法の実際／子育て支援制度の概要／子育て支援における関係機
関や人との連携／在宅子育て家庭への支援　ほか

中野由美子［編著］　200頁
ISBN978-4-86359-061-8 C3037（2013年）

Contents

『社会的養護』
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／施設養護を利用する子ども／要保護児童と児童相談所の支援／施設養護の基
本的支援／子どもの成長と小規模グループケア／施設養護のソーシャルワーク／子ども
と家族の支援／施設養護と専門機関や地域資源との連携　ほか

千葉茂明［編著］　216頁
ISBN978-4-86359-071-7 C3037（2014年）

Contents

『社会福祉』
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／社会福祉と相談援助／社会福祉の専門職／社会福祉と低所得者／
社会福祉と高齢者／社会福祉と障害者／社会福祉と子ども／社会福祉と地域生活／諸外
国における社会福祉

山﨑順子・和田上貴昭［編著］　224頁
ISBN978-4-86359-053-3 C3037（2013年）

Contents

『社会的養護内容』
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／個別支援計画を理解する／施設の日常生活支援を理解する／
学校教育支援と地域の関係／治療的支援を理解する／子どもと親との関係強化に関する
支援／家族再統合の支援／自立支援とアフターケアの支援　ほか

千葉茂明［編著］　216頁
ISBN978-4-86359-070-0 C3037（2014年）

Contents



保育者養成シリーズ
林 邦雄・谷田貝公昭［監修］

A5判　並製　定価：本体2,200円 +税　　

『保育原理』
保育の理念／保育所保育と家庭的保育／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／保護者との緊密な連携／保育者の専門
性の向上／保育のねらいと内容／生きる力の基礎を培う保育／生活と遊びを通しての保
育／保育における個と集団／保育の計画と評価／日本の保育：思想と歴史／世界の保育：
思想と歴史、現状と課題／日本の保育：現状と課題

谷田貝公昭・中野由美子［編］212頁
ISBN978-4-86359-097-7 C3037（2015年）

Contents

『乳児保育』
乳児保育とは／乳児保育の基礎／ 0歳児の発達と保育／ 1歳児の発達と

保育／ 2歳児の発達と保育／乳児期の遊びと環境／乳児期の基本的生活習慣について／
家庭における乳児の保育／保育所における乳児の保育／小規模・家庭的保育所における
乳児の保育／乳児院における乳児の保育／保護者の抱える問題／地域子育て支援の役割
／乳児保育の現状と課題／乳児保育の質を高めるために

中野由美子・高橋弥生［編著］212頁
ISBN978-4-86359-093-9 C3037（2015年）

Contents

『新版 児童家庭福祉論』
現代社会における児童家庭福祉／児童家庭福祉の歴史的変遷／子どもの権

利擁護／児童家庭福祉の法体系／児童家庭福祉の実施体系／少子化対策と子育て家庭への
支援／母子保健と健全育成／子育てと保育サービス／子どもと暴力／保護が必要な子どもと
支援／障害のある子どもと支援／少年非行と支援／子どもと貧困／多職種間の連携による支
援／諸外国の児童家庭福祉

 山﨑順子・髙玉和子・和田上貴昭［編著］208頁
ISBN978-4-86359-094-6 C3037（2015年）

Contents

『子どもの保健Ⅱ』
子どもの生活習慣と心身の健康／子どもの健康増進と保育の環境／体調不

良や傷害への対応／感染症の予防と対策／慢性疾患・アレルギー性疾患等への対応／事故防
止及び健康安全管理に関する取り組み／保育における看護と応急処置／子どもの養育環境と
心の健康問題／心と体の健康と地域保健活動／保健計画の作成と活用／子どもの発達援助と
保健活動

 加部一彦［編著］
ISBN978-4-86359-095-3 C3037（2016年刊行予定）

Contents

教育経営の意義／幼稚園経営の基本／幼稚園の組織と役割／保育内容の充実／専門職と
しての幼稚園教諭／園長の役割／幼稚園教諭の役割／担任の職務／クラス運営の基礎／幼稚園のクラス運
営（クラス作り）／表簿の作成と管理／保育評価の活用／物的環境の管理と安全／園児と教員の健康管理
／家庭・地域との関わりと今後の課題

Contents

幼稚園の教育経営
谷田貝公昭・高橋弥生［編著］
A5判　並製　176頁　定価：本体2,000円 +税

教員免許状の取得に必要な「教育に関する社会的、
制度的又は経営的事項」に関する科目には適切なテ
キストが少ない現状に鑑み、保育者養成校の学生向
けに編んだコンパクトで分かりやすい書。ISBN978-4-86359-096-0 

C3037（2015年）



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）実習日誌の書き方と実際
／保育所（3歳以上児）実習日誌の書き方と実際／幼稚園実習日誌の書き方と実際／
施設実習日誌の書き方と実際

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・ごっこ
遊びの指導案／ものづくりの指導案／自然素材を使った遊びの指導案／体を動かす
遊びの指導案／アスレチック・サーキット・迷路遊びの指導案／施設実習における指
導案

Contents

ISBN978-4-86359-041-0 
C3037（2012年）

保育実習生が一番苦労する「指導案」の作成には、
見本が必要である。本書は「月案」「週案」はも
とより、「日案」「部分担任指導案」「施設実習」も
加え、全43例を紹介。保育実習生のテキストとし
て、実りある実習ができるようきめ細かく対応して
いる。実習生待望の書！

ISBN 978-4-86359-042-7
C3037（2012年）

保育に関する実習関係の本はたくさんあるが、「実
習日誌の書き方」に絞って作成された本は多くは
ない。本書は実習日誌の書き方に特化し、現場と
養成校、また個々の保育実習生が抱えている課題
に応えるべく、実習の中でとらえたものを文章にす
るまでのプロセスを具体的に、分かりやすく解説
している。

幼稚園・保育所・施設実習完全対応

実習日誌の書き方
開 仁志［編著］

B5判　並製　216頁　定価：本体2,200円 +税

保育指導案 大百科事典
開 仁志［編著］

B5判　並製　244頁　定価：本体2,200円 +税

Contents



本シリーズは、保育の基礎理論と実践について分かりやすく解説した保育者
養成テキスト。現行の領域区分にのっとり、「健康」「人間関係」「環境」「言
葉」および「表現」は「音楽表現」と「造形表現」とに分けて、全6巻とした。
また、各巻とも半期15回の授業を想定し、15章構成となっている。

新・保育内容シリーズ〈全６巻〉

谷田貝公昭［監修］
A5判　並製　定価：本体2,000円 +税

第１巻『健康』
子どもと健康／子どもの健康問題の時代推移と課題／心身の健康に関す

る領域「健康」／子どもの身体にかかわる発達／子どもの認知機能の発達／子どもの情緒・
社会性にかかわる発達／子どもの基本的生活習慣の獲得過程／基本的生活習慣にかかわ
る指導の展開／運動遊びの展開／食育の展開／幼少期のけがと応急処置　ほか

高橋弥生・嶋﨑博嗣［編著］　248頁
ISBN978-4-86359-014-4 C3037 （2010年）

第2巻『人間関係』
保育の基本と領域「人間関係」／領域「人間関係」のねらいおよび内容

／乳幼児の人間関係と環境／ 0歳児から2歳児の園生活／ 3歳児から5歳児の園生活／愛
着形成の理論と実際／自我の芽生え／自己主張と自己抑制／コミュニケーション能力の育
成／道徳性の芽生え／共同する体験／人とのかかわりが難しい子どもへの援助　ほか

第3巻『環境』
幼児と環境のかかわり／保育の基本と領域「環境」との位置づけ／領域「環

境」における指導の観点／好奇心・探究心のはぐくみ／科学的認識力のはぐくみ／人的環
境としての仲間・保育者とのかかわり／物的環境としての室内環境／物的環境としての屋
外環境／子どもの安全環境／子どもと情報環境／飼育動物とのかかわりと保育　ほか

第4巻『言葉』
幼稚園教育要領・保育所保育指針における「言葉」／言葉の機能／保育

の中の言葉／前言語期のコミュニケーションの発達／幼児期の言葉の発達／言葉の遅れ
／伝承遊びと遊び歌／ごっこ遊びと劇遊び／昔話とストーリーテリング／絵本と幼年文学
／紙芝居を演じる／ペープサート、パネルシアター／行事にまつわる言葉の指導　ほか

第5巻『音楽表現』
幼児教育における音楽／幼児の成長と音楽的発達／幼児を取り巻く音楽環

境／幼児の音楽的活動とその援助のあり方／音楽的活動と他領域との関係／歌う表現活動
の展開例／楽器を弾く表現活動の展開例／聞く活動の展開例／身体を動かす表現活動の展
開例／即興表現する活動の展開例／資料編（楽譜・音楽理論）　ほか

第6巻『造形表現』
保育の基本と領域[表現」／表現とは／子どもの絵の発達段階／子どもの

想像力／指導計画の作成／造形表現と保育環境／年間行事における幼児の表現活動／触
覚を通しての表現活動／自然環境にかかわる造形表現／保育環境にかかわる手作り教材／
子どもの遊びと表現／表現活動の指導法／子どもの絵の見方と評価　ほか

塚本美知子・大沢 裕［編著］　240頁
ISBN978-4-86359-015-1 C3037 （2010年）

嶋﨑博嗣・小櫃智子・照屋建太［編著］　232頁
ISBN978-4-86359-016-8 C3037（2010年）

中野由美子・神戸洋子［編著］　248頁
ISBN978-4-86359-017-5 C3037（2010年）

三森桂子［編著］　256頁
ISBN978-4-86359-018-2 C3037（2010年）

おかもとみわこ・大沢 裕［編著］　232頁
ISBN978-4-86359-019-9 C3037（2010年）

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents



本シリーズは、保育5領域の「ねらい」と「内容」の必要不可欠な要素をコ
ンパクトにまとめた新シリーズ。各領域の諸側面を具体例に即して分かりや
すく解説。各巻とも半期15回の授業を想定し、全15章の使いやすい構成と
した。保育者養成のテキストとして最適！

実践 保育内容シリーズ〈全６巻〉

谷田貝公昭［監修］
A5判　並製　定価：本体2,000円 +税

第１巻『健康』
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／ 0～ 2歳の発育を促す運動遊び／ 3～ 6歳の発育を促す運動遊び／食育と
子どもの健康／子どもの病気／子どものけが／安全に対する意識　ほか

谷田貝公昭・高橋弥生［編］　184頁
ISBN978-4-86359-072-4 C3037 （2014年）

第2巻『人間関係』
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／自我の発達／道徳性の芽生え／思いやりと社会性の発達
／家族との関わり／保育者との関わり／遊びの中での関わりの育ち／友達との関わり／関
わりが「気になる子」／関わりの育ちを支える／領域「人間関係」の新しい課題

第3巻『環境』
子どもにとって環境とは／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歳の発達を促す身近な環境
遊び／ 3～ 6歳の発達を促す身近な環境遊び／障害がある子どもの指導における環境上の
工夫・配慮／環境を通した指導の計画・評価　ほか

第4巻『言葉』
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「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／養育者との関わりから育つ言葉／子どもどうしの関わり
から育つ言葉／子どもにとっての児童文化とは／さまざまな児童文化財　ほか

第5巻『音楽表現』
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

ける音楽教育の変遷／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／音楽を聞く活動の展開例／身体を動かす活動の展開例／他の領域との関係／
音楽的活動の指導計画の立て方／ソルフェージュ 楽譜と音楽記号　ほか

第6巻『造形表現』
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／触覚を通しての表現活動／実践から学ぶ（造形表現）／
実践から学ぶ（絵画表現）／表現活動（造形）の指導方法　ほか

小櫃智子・谷口明子［編著］　160頁
ISBN978-4-86359-073-1 C3037 （2014年）

 大澤 力［編著］　176頁
ISBN978-4-86359-074-8 C3037（2015年）

谷田貝公昭・廣澤満之［編］　176頁
ISBN978-4-86359-075-5 C3037（2014年）

三森桂子・小畠エマ［編著］　176頁
ISBN978-4-86359-076-2 C3037（2014年）

おかもとみわこ・石田敏和［編著］　184頁
ISBN978-4-86359-077-9 C3037（2014年）

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents



『教育の経営・制度』
現代の教職と学校経営／戦後における学校教育の整備と発展（戦後～ 1970年代）／現代

社会における学校教育の課題状況（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／中央における教育行政の組織と運営／地方における教育行政の組織と運営／教
育課程行政とカリキュラム開発／学校の組織と経営／学校経営の理論的展開／学校における指導組織と学
級経営／現代学校経営の構造と学校改善過程／地域コミュニティの中の学校経営／教員の専門性と学校の
自律性

浜田博文［編著］　216頁
ISBN978-4-86359-067-0 C3037（2014年）

Contents

『教育心理学』
教育心理学とは何か／発達の理論／各時期の発達の諸相／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／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／問題行動と教育相談／障害児の心理と教育／教育実践の記述／教育実践と教育心理学

遠藤 司［編著］　212頁
ISBN978-4-86359-060-1 C3037（2014年）

Contents

「教職課程」の新シリーズ。本シリーズは、学生の学力
が多様化する中で、教職課程を履修している大学・短大
生向けに、分かりやすい表現で理解しやすく編纂された
格好の教材。また、新カリキュラムに対応しており、半
期15回授業を想定した15章構成となっている。

新・教職課程シリーズ〈全10巻〉

田中智志・橋本美保［監修］
A5判　並製　定価：本体2,200円 +税

『教職概論』
教師という仕事が拓く世界／子どもが「学ぶ」・「育つ」とは何か／「教えること」がめざ

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／知の専門職としての教師（限定型）―欧米型／人間形成する教師（包括型）―東南
アジア型／知の世界を伝える教師／子ども理解を深める教師／教職の独自性と専門性／省察的実践者とし
ての教師／教室という作業コミュニティ―子どもの未来を拓くアトリエ／教師のライフコースと成長／自己
成長する教師のために

高橋 勝［編著］　216頁
ISBN978-4-86359-065-6 C3037（2014年）

Contents

『教育の理念・歴史』
教育とは何か―制度と思想の間で／教育の理念と目的―教育の思想／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１：前近代の情況／２：教育的関心の誕生／３：近代公教育の形成／４：新教育の展開／日本の教育思
想と学校の歴史１：前近代の情況／２：近代公教育の形成／３：大正新教育運動の展開／４：国家主義教育
と戦後の教育改革／現代日本の教育課題―グローバル化と機能的分化／教育の基礎―制度を超える思想

田中智志・橋本美保［編著］　216頁
ISBN978-4-86359-057-1 C3037（2013年）

Contents



『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／学力の評価／教育評価の実際／パフォーマンス評価／学校マネージメントと学校評価／教育課程
の課題

山内紀幸［編著］　224頁
ISBN978-4-86359-058-8 C3037（2013年）

Contents

『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（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（各教科･道徳･総合との関連など）／特別活動と生徒指導（進
路指導を含む）／特別活動と人間関係形成能力の育成／特別活動の評価／子どもたちに委ねる学級活動／
子どもたちに委ねるホームルーム活動／子どもたちに委ねる児童会活動／子どもたちに委ねる生徒会活動
／子どもたちに委ねるクラブ活動／子どもたちに委ねる学校行事／子どもたちに委ねるボランティア活動／
特別活動における教師の大事な出番とは

犬塚文雄［編著］　208頁
ISBN978-4-86359-056-4 C3037（2013年）

Contents

『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／生徒指導の資料と生徒指導体制／生徒指導の年間指導計画と指導要録／問題行動
の早期発見と効果的な指導／暴力行為、いじめ、不登校等と生徒指導／校則、懲戒、体罰と生徒指導／小
学校のキャリア教育（進路指導）／中学校のキャリア教育（進路指導）／高等学校のキャリア教育（進路指
導）／まとめ

林 尚示［編著］　208頁
ISBN978-4-86359-059-5 C3037（2014年）

Contents

『道徳教育論』
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―戦前篇／学校における道

徳教育の歴史―戦後篇／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／グローバル化の中の道徳教育／「道徳の時間」で何ができるか―小学校篇／「道
徳の時間」で何ができるか―中学校編／教科教育と道徳教育／特別活動と道徳教育／学校全体でなされる
道徳教育／道徳教育と市民教育／これからの道徳教育

松下良平［編著］　236頁
ISBN978-4-86359-066-3 C3037（2014年）

Contents

『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／様々な学力調査と

学習指導要領の改訂／教育方法1：授業のデザイン／ 2：授業のスタイル／ 3：授業のタクト／ 4：学習意欲
を創る／ 5：教育評価／ 6：授業研究／デジタル社会のリテラシーとＩＣＴの利活用／学びのビオトープ（総
合的な学習の時間）／グローバル社会で求められる能力と教育方法／未来への祈りとしての教育

広石英記［編著］　220頁
ISBN978-4-86359-064-9 C3037（2014年）

Contents

『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／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／
学校における問題に対する教育相談活動の実際①～⑤／保護者との連携、支援の在り方／グループ体験の
基礎知識／教育相談を生かした学級経営、学習指導、生活指導

羽田紘一［編著］　200頁
ISBN978-4-86359-068-7 C3037（2014年）

Contents



教科ごとの特色を出しながら、その指導法はもちろんのこ
と、教科に密接にかかわる諸科学の最新の成果・知見を
盛り込んだ内容で、学生たちの興味関心を高めるように
工夫されている。
　授業を担当する教員にとって必備の教科別教科書シリ
ーズ。

教科教育学シリーズ〈全10巻〉

橋本美保・田中智志［監修］
A5判　並製　定価：本体2,200円 +税　平均220頁

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／第2部 中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／第3部 「今」の時代と国語科の授業：読書指導と学校図書館活用／ニ
ューメディアと国語科の授業／校種のつながりを意識した学習指導／終章 国語をなぜ学ぶのか／付録 学習
指導要領（小・中学校）

千田洋幸・中村和弘［編著］
ISBN978-4-86359-079-3 C3037（2015年9月刊行予定） 

Contents

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／第2部 小学校社会科の授業づくりと評価：社会科の目標と内容／学習指導案の作成／ 3年生の実践事
例／ 5年生の実践事例／ 6年生の実践事例／学習指導と評価の充実／第3部 中学校社会科の授業づくりと
評価：社会科の目標と内容／学習指導案の作成／地理的分野の実践事例／歴史的分野の実践事例／公民的
分野の実践事例／学習指導と評価の充実／終章 基礎的知識を生きて働く知恵に転換する授業研究

大澤克美［編著］248頁
ISBN978-4-86359-080-9 C3037（2015年既刊）

Contents

03『算数・数学科教育』
序章／第1部 算数・数学科教育の基礎：算数・数学教育史と目標／学習指導法と評価／教

育機器の利用／授業研究／第2部 算数科教育の理論と実際：数と計算／量と測定／図形／関数／第3部 数
学科教育の理論と実際：数学的活動と課題学習／数と式／図形／関数／資料の活用／終章

 藤井斉亮［編著］
ISBN978-4-86359-081-6 C3037（2015年9月刊行予定） 

Contents

04『理科教育』
Contents 　理科教育の役割と目標から、授業内容、授業計画や授業に役立つ教材作成について概説す
る中で、理科教育の人間形成に果たす役割を考え、また科学的な知識や技能を身につけ、思考力・表現力等
を育成し、学習意欲を向上させる指導と評価について考える。

三石初雄［編著］
ISBN978-4-86359-082-3 C3037（2016年3月刊行予定） 
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06『体育科教育』
序章／第1部 理論編：体育分野の目標／体育分野の内容／体育分野の方法／体育分野の評

価／第2部 実践編：「体つくり運動」の授業づくり／「器械運動」の授業づくり／「陸上運動・陸上競技」
の授業づくり／「水泳」の授業づくり／「ボール運動・球技」の授業づくり／「力だめし運動・武道」の授
業づくり／「表現運動・ダンス」の授業づくり／「体育理論」の授業づくり／「保健」の授業づくり／終章

松田恵示・鈴木秀人［編著］
ISBN978-4-86359-084-7 C3037（2015年12月刊行予定）  

Contents

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／年間授業計画を作ってみよう／第2部 教材を作る：わかりやすく伝える
教材づくり／教材の違いで学びが違うことを体験してみよう／科学的視点を育む教材を考える／第3部 学び
あいを保証する授業作り：多様な価値をぶつけ合う参加型の授業をどう作るか／複数の領域をつなげた授業
展開／交流を通して視点を広げる授業づくり／第4部 子どもたちの実態を踏まえた授業作り：ユニバーサル
な授業作り／貧困を乗り越える授業作り／第5部 学習を評価する：学習を評価し、子どもや家庭に伝える／
評価を授業改善に結びつける／コラム 日韓の家庭科教育の類似性と相違

大竹美登利［編著］
ISBN978-4-86359-085-4 C3037（2015年7月刊行予定）

Contents

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／戦後の美術教育の歴史／美術教育と人間形成／造形表現と子
どもの成長／表現活動としての図工・美術／美術鑑賞の理念と方策／第2部 小学校図画工作科の基礎基本
と応用活用：小学校低学年の題材と指導事例／小学校中学年の題材と指導事例／小学校高学年の題材と指
導事例／第3部 中学校美術科の基礎基本と応用活用：中学校１学年の題材と指導事例／中学校２学年の題材
と指導事例／中学校3学年の題材と指導事例／終章 美術科教育の過去と現在

 増田金吾［編著］240頁
ISBN978-4-86359-086-1 C3037（2015年既刊） 

Contents

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／障害者の技術教育／第2部 技術科の授業：図面・製図に関する授業／材
料と加工の技術に関する授業／エネルギーの技術に関する授業／ネットワークと制御の技術に関する授業／
3次元ディジタル生産の技術に関する授業／食料生産の技術に関する授業／ロボットコンテスト・知財に関
する授業／終章 希望をつむぐ21世紀の技術科教育

坂口謙一［編著］　216頁
ISBN978-4-86359-088-5 C3037（2014年既刊）

Contents

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─学校が広げる音楽

生活／音楽科と学力─学校で育む音楽の学力／音楽科と学校行事─学校と音楽科をつなぐ／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／音
楽科授業と教師／第3部 音楽科教育の実践：音楽科の目標・指導内容・指導計画・評価／これからの歌唱・
合唱の指導／これからの器楽指導／これからの音楽づくり・創作の指導／これからの鑑賞指導／社会とつな
げたこれからの音楽科の指導／終章 これからの学校教育と音楽

加藤富美子［編著］224頁
ISBN978-4-86359-083-0 C3037（2015年既刊）

Contents

09『英語科教育』
序章／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：授業モデルと指導案
　中学校／授業モデルと指導案　高等学校／授業モデルと指導案　小学校／英語教育におけるICT／テス
トと評価／第3部 語彙・文法・4技能の指導：語彙の学習と指導／文法の学習と指導／リスニング・スピー
キングの学習と指導／リーディングの学習と指導／ライティングの学習と指導／終章

馬場哲生［編著］
ISBN978-4-86359-087-8 C3037（2015年12月刊行予定） 

Contents



1章　保育者の基本のマナーと常識（清潔感のある人／化粧／爪を伸ばさない／上司・同
僚への接し方　ほか）　2章　園内でのマナーと常識（返事ができる／協調性がある／気働きができる　ほ
か）　3章　保育者の基本（笑顔／幼児発達の理解／観察力／子どもの目線に立つ　ほか）　4章　生活技
術（ひもの結び方／整理整頓／雑巾を絞る　ほか）　5章　子ども・保護者との関わり（子どもの声に耳を
傾ける／保護者との面談・懇談会／クレームの対応　ほか）　6章　一般的なマナーと常識（敬語が使える
／ガマンができる／電話の応対ができる　ほか）　7章　豊かな保護者になるために（豊かな感性／動植物
を育てる／保育哲学を持つ　ほか）　8章　保育者としてのステップアップするために（豊かな人間性／柔
軟な考え方／共感する心　ほか）

Contents

新・保育用語辞典
谷田貝公昭［責任編集］

四六判　並製　約450頁　予価：本体2,500円 +税

日常的な常識から、「危機管理」「臨機応変の行動がとれる」など、災
害などの現代の問題にも対応し、イラストを多用して分かりやすく紹介。
大好評の『保育者の常識67』に続く第2弾。

これだけは身につけたい　続 保育者の常識67
谷田貝公昭［編］

A5判　並製　約140頁　予価：本体1,400円 +税

〈マナー〉〈教養〉〈専門性〉〈学校で〉〈子どもと〉〈保護者・地域と〉
の6章に分け、現代に即した小学校教員としての常識を、イラストを
多用して分かりやすく紹介。

小学校教員の常識67
村越 晃［編］

A5判　並製　約140頁　予価：本体1,400円 +税
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9月刊
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予定

伝統的な用語から最新の用語まで約1200語を厳選。社会の変化や法律の改
正等に伴い、旧版の内容を全面改定。新用語も充実させ、簡潔・明快に解説。
保育士試験対策としても最適な一冊。

身だしなみ／挨拶／言葉づかい／敬語を使う／時間を守る／携帯電話／鉛筆を正しく持
って使える／箸を正しく持って使える／専門書以外の本を読む／特技・趣味を持つ／手紙を書く／教員以
外の人と付き合う／プロ意識を持つ／授業研究会の参加の仕方／教材研究の仕方／教師としての自覚／危
機管理意識／公私のけじめ／上司との付き合い方／同僚との付き合い方／職員との付き合い方／来客の対
応／電話の対応／整理整頓／報・連・相／自己表現ができる／生き物を世話する／子どもの名前を覚える
／えこひいきしない／約束を守る／子どもと一緒に遊べる／目立たない子への配慮／臨機応変の行動力／
保護者とのつきあい方／保護者と直接話す機会を持つ／保護者とのトラブルの対応の仕方　ほか

Contents




