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01近刊情報近刊のご案内　

　『幼児理解』　谷田貝公昭（編）大沢裕（編著）

　『アクティブラーニングで学ぶ特別支援教育』　藤田久美（編）

　『アクティブラーニングで学ぶ福祉科教育法』　藤田久美（編）

　『【図解】 コミュニティ・スクール入門』　貝ノ瀬滋（著）

　『初めての保育実践研究』　開仁志（著）

　『自治体経営の新展開』　岩﨑忠（著）

　『地方自治の基礎』　藤井浩司（編著）
　『政治学小事典』　加藤秀治郎（編）

　『行政学の基礎 [改訂版]』　風間規男・岡本三彦・中沼丈晃・上崎哉（著）

　『国際政治学入門』　永山博之・河原地英武 ほか（著）

　『台頭する中国を問う』　加茂具樹（編著）

http:/ /www.ichigeisha.co.jp/ にて最新情報を掲載しております。本冊子と合わせてご覧下さい。

お問い合わせはこちら【TEL：03-5312-8890】まで。

■ 保育・教育

■ 政治・行政

●保育者養成シリーズ
　『新版 社会福祉』　山﨑順子・和田上貴昭（編著）

●コンパクト版 保育者養成シリーズ
　『幼稚園教育実習』　谷田貝公昭・高橋弥生（編）
　『教育・保育課程論』　高橋弥生・大沢裕（編著）
　『保育内容総論』　大沢裕・高橋弥生（編著）

●「67」シリーズ
　『これだけは身につけたい 常識67 ～年中行事編～』　石橋哲成・長沢ヒロ子（編）

※書名は仮称を含む



02 保育・教育

『教育原理』

『保育内容総論』

『保育の心理学Ⅰ』

『保育の心理学Ⅱ』

『相談援助』

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

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／関連機関との協働／
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　

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／自己
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／保育上の問題と支援・援助

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

林邦雄・谷田貝公昭（監修）大沢裕（編著）五
十嵐淳子・伊藤潔志・井藤元・今井康晴・工藤
真由美・榊原志保・佐藤久恵・宍戸良子・柴田賢
一・杉山倫也・田口康明・林恵・船田鈴子・堀建
治・松木久子・和田信行（著）

林邦雄・谷田貝公昭（監修）大沢裕・高橋弥生（編
著）飯田このみ・小野順子・鎌田由紀子・金宰完・
齋藤正典・鈴木えり子・関口明子・高林穂津美・
富永由佳・西川京子・西川ひろ子・丹羽ヤエ子・
長谷範子（著）

林邦雄・谷田貝公昭（監修）谷口明子・西方毅（編
著）小原倫子・上長然・串崎幸代・国松清子・小
池はるか・高岡昌子・高橋美枝・照井裕子・花咲
宣子・久崎孝浩・堀田千絵・皆川順・山田理惠子・
山本有紀（著）

林邦雄・谷田貝公昭（監修）西方毅・谷口明子
（編著）小原倫子・加藤由美・佐藤倫子・関水
しのぶ・高岡昌子・高橋美枝・永田彰子・花咲
宣子・福田真奈・藤原善美・堀田千絵・皆川順・
山本有紀・百合草禎二（著）

林邦雄・谷田貝公昭（監修）髙玉和子・和田上
貴昭（編著）安藤みゆき・伊藤博・今井慶宗・
太田敬子・大野地平・笹志津・潮谷光人・白澤
宏明・武田英樹・谷口卓・中村卓治・日高洋子・
松井圭三・室井佑美・森合真一（著）

ISBN978-4-86359-034-2 C3037

定価：本体2,200円+税　208頁

ISBN978-4-86359-037-3 C3037

定価：本体2,200円+税　200頁

ISBN978-4-86359-038-0 C3037

定価：本体2,200円+税　216頁

ISBN978-4-86359-039-7 C3037

定価：本体2,200円+税　208頁

ISBN978-4-86359-035-9 C3037

定価：本体2,200円+税　208頁

　保育者養成シリーズ



03保育・教育各巻とも半期15回の授業を想定し、15章構成。

（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）

『保育相談支援』

『保育・教育課程論』

『障害児保育』

『保育実習』

『幼稚園教育実習』

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／保護者支援の記録と評価

保育課程・教育課程とは／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／児童福祉施設における計画の実際／保
育の計画と評価

「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／障害児保育の事例演習

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

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

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

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）

林邦雄・谷田貝公昭（監修）高橋弥生（編著）
安部孝・五十嵐淳子・岩崎桂子・岸優子・宍戸
良子・髙橋多恵子・高林穂津美・田中卓也・永
渕泰一郎・西本望・船田鈴子・三宅茂夫・柳生
崇志・吉田直哉・和田上貴昭（著）

林邦雄・谷田貝公昭（監修）青木豊（編著）海
老名悠希・荻原はるみ・橘川佳奈・今野正良・
榊原剛・関谷眞澄・千草篤麿・寺島明子・林恵・
原子はるみ・矢野正・吉川和幸（著）

林邦雄・谷田貝公昭（監修）高橋弥生・小野友
紀（編著）五十嵐淳子・井藤元・小口将典・金
元あゆみ・川﨑愛・岸優子・工藤真由美・宍戸
良子・鈴木えり子・田中卓也・富岡麻由子・原
子はるみ・船田鈴子・和田美香（著）

林邦雄・谷田貝公昭（監修）大沢裕・高橋弥生
（編著）五十嵐敦子・井藤元・岡部佳子・神戸
洋子・岸優子・宍戸良子・柴田千賀子・田中卓
也・豊田和子・野末晃秀・宮野周・谷田貝円・
吉田美恵子（著）

ISBN978-4-86359-036-6 C3037

定価：本体2,200円+税　208頁

ISBN978-4-86359-044-1 C3037

定価：本体2,200円+税　216頁

ISBN978-4-86359-045-8 C3037

定価：本体2,200円+税　208頁

ISBN978-4-86359-046-5 C3037

定価：本体2,200円+税　208頁

ISBN978-4-86359-047-2 C3037

定価：本体2,200円+税　208頁



04 保育・教育

『新版 保育者論』

『子どもの食と栄養』

『社会福祉』

『家庭支援論』

『社会的養護』

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

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

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

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／社会的養護の専門職の理解／社会的養
護施設の運営管理

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庭支援の必
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／子育て
の負担・不安を抱えた保護者への支援／発達が気に
なる子どもと保護者への支援　ほか

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

林邦雄・谷田貝公昭（監修）谷田貝公昭・高橋
弥生（編著）井藤元・今井康晴・大西慶一・岸
優子・工藤真由美・宍戸良子・西川ひろ子・日
比野直子・開仁志・寳來敬章・三宅茂夫・森元
眞紀子・米谷光弘（著）

林邦雄・谷田貝公昭（監修）林俊郎（編著）緒
方智宏・沖嶋直子・香川実恵子・喜多野宣子・
濟渡久美・佐藤典子・宅間真佐代・田中卓也・
築山依果・直井美津子・藤原智子・細川裕子・
矢野正（著）

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・三ツ石行宏・宮沢和志・村上満・矢
野正・山田昇・山田亮一・吉田仁美（著）

林邦雄・谷田貝公昭（監修） 中野由美子（編著） 
飯塚美穂子・伊藤博美・内田知宏・大河内修・
木下孝一・佐藤純子・千葉千恵美・水流寛二・
寅屋壽廣・永田彰子・新川朋子・根本治代・原
子はるみ・星野智子・増田啓子・森合真一（著）

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）

ISBN978-4-86359-051-9 C3037

定価：本体2,200円+税　208頁

ISBN978-4-86359-052-6 C3037

定価：本体2,200円+税　216頁

ISBN978-4-86359-053-3 C3037

定価：本体2,200円+税　224頁

ISBN978-4-86359-061-8 C3037

定価：本体2,200円+税　200頁

ISBN978-4-86359-071-7 C3037

定価：本体2,200円+税　216頁

　保育者養成シリーズ



05保育・教育各巻とも半期15回の授業を想定し、15章構成。

（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）

『社会的養護内容』

『子どもの保健Ⅰ』

『保育原理』

『乳児保育』

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／地域との連携を考える

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／子どもの健康・安全を守る組織的取り組み／
母子保健対策と保育

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／日本の保育：現状と課題

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／家庭における乳児の保育／保育所
における乳児の保育／地域型保育事業における乳
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

Contents

Contents

Contents

Contents

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）

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）

林邦雄・谷田貝公昭（監修）谷田貝公昭・中野
由美子（編）上村裕樹・大鐘啓伸・岡田耕一・
小野順子・工藤真由美・齊藤崇・嶌田貞子・鈴
木えり子・中野由美子・中村恵・西川ひろ子・
原子はるみ・福田典子・福田真奈・山本一成（著）

林邦雄・谷田貝公昭（監修）中野由美子・高橋
弥生（編著）赤塚徳子・池内昌美・大倉眞壽美・
岡本弘子・髙橋美保・谷川友美・田村美由紀・
富山大士・永渕泰一郎・西川晶子・西川ひろ子・
廣部朋美・松本佳子（著）

ISBN978-4-86359-070-0 C3037

定価：本体2,200円+税　216頁

ISBN978-4-86359-069-4 C3037

定価：本体2,200円+税　216頁

ISBN978-4-86359-097-7 C3037

定価：本体2,200円+税　212頁

ISBN978-4-86359-093-9 C3037

定価：本体2,200円+税　212頁

『子どもの保健Ⅱ』 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／乳児への
適切な対応／感染症の予防と支援／個別的配慮を必
要とする子どもへの対応／障害のある子どもへの適
切な対応／事故防止と健康安全管理の組織的取り組
み／救急処置と救急蘇生法／災害への備えと危機管
理／心の健康問題／地球保健活動

Contents

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）

ISBN978-4-86359-095-3 C3037

定価：本体2,200円+税　208頁



06 保育・教育

『教育原理』 コンパクト版 保育者養成シリーズ

『保育原理』 コンパクト版 保育者養成シリーズ

『保育者論』 コンパクト版 保育者養成シリーズ

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／生涯
教育と生涯学習／教育と現代の課題

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／
保育者の協働／保育者と専門機関との連携／保育
者と法令

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／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／西洋
の保育：思想と歴史／日本の保育：現状と課題

Contents

Contents

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・寶來敬章・松元健治・宮本浩
紀・吉田直哉・李霞（著）

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・高橋
弥生・武田紘一・谷口卓・馬場結子・濱﨑久美
（著）

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・高橋弥生・
東城大輔・二宮祐子・馬場結子・寶來敬章・持
田京子（著）

ISBN978-4-86359-109-7 C3037

定価：本体2,000円+税　160頁

ISBN978-4-86359-110-3 C3037

定価：本体2,000円+税　160頁

ISBN978-4-86359-111-0 C3037

定価：本体2,000円+税　160頁

　保育者養成シリーズ

■コンパクト版 保育者養成シリーズ
本シリーズは、厚生労働省から提示されている保育者養成の講義内容に準拠した構成に則し、わかり
やすく解説。1章の内容を1コマの時間で学べるように、必要不可欠な事項について簡潔明瞭な説明を
旨としている。

『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

Contents

林邦雄・谷田貝公昭（監修）山﨑順子・髙玉和
子・和田上貴昭（編著）秋山展子・大西次郎・
川北典子・川端奈津子・厨子健一・千葉千恵美・
常田美穂・坪井真・新沼英明・藤岡良幸・宮武
正明・森合真一（著）

ISBN978-4-86359-094-6 C3037

定価：本体2,200円+税　208頁



07保育・教育新・保育内容シリーズ [全6巻 ]

第１巻『健康』

第2巻『人間関係』

第3巻『環境』

第4巻『言葉』

第5巻『音楽表現』

第6巻『造形表現』

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／幼少期の
病気と留意点　ほか

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／異年
齢児、地域社会、自然とのかかわり　ほか

幼児と環境のかかわり／保育の基本
と領域「環境」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／栽培植物と
のかかわりと保育／自然とのかかわりと保育　ほか

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／メデ
ィアと言葉／書き言葉と文字の獲得

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／音楽
的活動の計画と評価／いろいろな幼児音楽指導／保
育者に必要な音楽的能力／声楽の基礎　ほか

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／障害のある子ども
の表現／感性豊かな保育者育成のために

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

谷田貝公昭 （監修）高橋弥生・嶋﨑博嗣（編著）今泉利・
奥田援史・近藤剛・時安和行・西方毅・服部伸一・廣
陽子・本間玖美子・牧野共明・目黒敬章・目黒麻衣子・
山城眞紀子・大和晴行（著）

谷田貝公昭 （監修）塚本美知子・大沢裕（編著）桶田
ゆかり・小櫃智子・鈴木智子・近内愛子・都築圭子・
富永由佳・永井妙子・野末晃秀・村田カズ・矢萩泰子・
吉澤孝子（著）

谷田貝公昭（監修）嶋﨑博嗣・小櫃智子・照屋健太（編
著）亀山秀郎・倉田新・腰山豊・小林保子・圓谷秀雄・
寺島明子・西方毅・野末晃秀（著）

谷田貝公昭 （監修）中野由美子・神戸洋子（編著）浅
木尚実・石井光恵・梅澤実・草信和世・近藤慶子・佐々
木晃・中津愛子・仲本美央・矢田美樹子（著）

谷田貝公昭 （監修）三森桂子（編著）浅倉恵子・今村
方子・大沢裕・栗原泰子・三小田美稲子・庄司洋江・
仲野悦子・宮脇長谷子・森薫・山本陽子・渡辺厚美（著）

谷田貝公昭 （監修）おかもとみわこ・大沢裕（編著）
相澤久徳・生駒恭子・石田敏和・北角きよ子・小島香
苗・鈴木美樹・平雅夫・堀田和子・本間玖美子・牧野
由理・山村達夫・渡邊晃一（著）

ISBN978-4-86359-014-4 C3037

定価：本体2,000円+税　248頁

ISBN978-4-86359-015-1 C3037

定価：本体2,000円+税　240頁

ISBN978-4-86359-016-8 C3037

定価：本体2,000円+税　232頁

ISBN978-4-86359-017-5 C3037

定価：本体2,000円+税　248頁

ISBN978-4-86359-018-2 C3037

定価：本体2,000円+税　256頁

ISBN978-4-86359-019-9 C3037

定価：本体2,000円+税　232頁



08 保育・教育 　実践 保育内容シリーズ [全6巻 ]

第１巻『健康』

第2巻『人間関係』

第3巻『環境』

第4巻『言葉』

第5巻『音楽表現』

第6巻『造形表現』

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／健康指導の計画・
評価／就学前に育むこと

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

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
児の発達を促す環境遊び１：春・夏の遊び／ 2：秋・
冬の遊び／ 3：年間を通した遊び／ 3～ 6歳の発達
を促す環境遊び１：春・夏の遊び／ 2：秋・冬の遊
び／ 3：年間を通した遊び／障害がある子どもの指
導における環境上の工夫・配慮　ほか

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／言葉を豊か
にする言葉遊び／言葉に関連する障害　ほか

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／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／リズムと拍子／ソルフェー
ジュ音程と和音／いろいろな伴奏法／楽譜編

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／障害のある子どもの表現／
豊かな感性を持つ保育者養成のために

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

谷田貝公昭 （監修）谷田貝公昭・高橋弥生（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・高橋弥生・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）

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）

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・佐藤英文・佐藤
有香・島川武治・西川ひろ子（著）

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）

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）

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）

ISBN978-4-86359-072-4 C3037

定価：本体2,000円+税　184頁

ISBN978-4-86359-073-1 C3037

定価：本体2,000円+税　160頁

ISBN978-4-86359-074-8 C3037

定価：本体2,000円+税　176頁

ISBN978-4-86359-075-5 C3037

定価：本体2,000円+税　176頁

ISBN978-4-86359-076-2 C3037

定価：本体2,000円+税　176頁

ISBN978-4-86359-077-9 C3037

定価：本体2,000円+税　184頁



09保育・教育子ども学講座 [全5巻 ]　

第1巻『子どもと生活』

第2巻『子どもと文化』

第3巻『子どもと環境』

第4巻『子どもと福祉』

第5巻『子どもと教育』

子どもの生活／子どもの心─心の原
理／子どもの心─心の発達／子どものからだ─発
育・発達／子どもの動き─運動の発達／子どもの
しつけ／子どもの生活リズム／子どもの遊び／子
どもの問題行動／子どもの健康／子どもの家庭生
活／子どもの学校生活／子どもの社会生活

子どもと絵本／子どもと読み物／子
どもと漫画／子どもと玩具／子どもと音楽／子ど
もと表現活動／子どもと言葉／子どもと遊び／子
どもと運動／子どもとメディア／子どもと文化財／
子どもと児童・少年教育施設／子どもと文化活動

子どもを取り巻く環境／子どもと遊
び環境／子どもと食環境／子どもと睡眠環境／子
どもとメディア環境／子どもと家庭環境／子どもと
保育環境／子どもと学校環境／子どもと地域・社
会環境／子どもと安全環境／子どもの環境と病気
／子どもと地球環境／世界の子どもの環境

生涯発達と幼児・家庭教育／家庭の
教育力／家庭教育と幼稚園教育／学校教育の目的
／学校教育の歴史／学校教育の内容／学校教育の
方法／学校経営／学級経営／教育制度行政／教職
の意義／現代の学校の諸問題／社会教育

子どもの権利／子どもに関わる法律
／児童福祉行政と諸制度／児童福祉施設／少子化
対策／子どもと家庭／子どもと保育／子どもの健
全育成／障がいのある子ども／保護を要する子ど
も／母子保健／ひとり親家庭／諸外国における子
どもの福祉

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

林邦雄・谷田貝公昭（監修）西方毅・本間玖美
子（編著）雪吹誠・荻野佳代子・小野寺敦子・
佐藤倫子・関水しのぶ・田辺稔・福田真奈・藤
原善美・谷田貝公昭・米倉康江・渡邉雅俊（著）

林邦雄・谷田貝公昭（監修）村越晃・今井田道
子・小菅知三（編著）雪吹誠・宇田川光雄・お
かもとみわこ・斎藤哲瑯・重城哲・多田孝志・
長沢ヒロ子・西本望・花輪充・松田哲・三森桂
子・矢吹正徳（著）

林邦雄・谷田貝公昭（監修）前林清和・嶋﨑博
嗣（編著）浅野壽夫・足立正・岩田英樹・小川
内哲生・金芳外城雄・西方毅・林俊郎・舩木伸
江・水上由紀・吉永宏（著）

林邦雄・谷田貝公昭（監修）髙玉和子・高橋弥
生（編著）阿久津摂・井口祥子・井下原百合子・
岡本美智子・小櫃智子・岸優子・佐久間美智雄・
千葉茂明・那須野三津子・林邦雄・原裕視・藤
田久美・矢田美樹子（著）

林邦雄・谷田貝公昭（監修）中野由美子・大沢
裕（編著）青木秀雄・今尾佳生・近藤眞弓・杉
山倫也・田口康明・田中正浩・永井理恵子・中
山博夫・廣嶋龍太郎・宮川八岐・八木浩雄（著）

ISBN978-4-86359-007-6 C3037

定価：本体1,800円+税　224頁

ISBN978-4-86359-008-3 C3037

定価：本体1,800円+税　224頁

ISBN978-4-86359-009-0 C3037

定価：本体1,800円+税　208頁

ISBN978-4-86359-010-6 C3037

定価：本体1,800円+税　224頁

ISBN978-4-86359-011-3 C3037

定価：本体1,800円+税　224頁



10 保育・教育

01『国語科教育』

02『社会科教育』

03『算数・数学科教育』

04『理科教育』

05『音楽科教育』

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　ほか

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　ほか

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：算数・数学
科教育の目的と歴史／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 授業研
究のいっそうの質の向上を目指して

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／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　ほか

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：「粒子」概念学習の本質
と教材開発のポイント／物質学習の基礎を学ぶ
／力・運動・エネルギーと理科学習／電磁気の
視点から考える物理学習／第3部 自然界の成り
立ちと多様性を学ぶ：生物学習の本質と教材開
発のポイント／地域と日本・地球　ほか

Contents

Contents

Contents

Contents

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）

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）

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・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）

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

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）

ISBN978-4-86359-079-3 C3037

定価：本体2,200円+税　216頁

ISBN978-4-86359-080-9 C3037

定価：本体2,200円+税　248頁

ISBN978-4-86359-081-6 C3037

定価：本体2,200円+税　256頁

ISBN978-4-86359-082-3 C3037

定価：本体2,200円+税　260頁

ISBN978-4-86359-083-0 C3037

定価：本体2,200円+税　224頁

　教科教育学シリーズ [全10巻 ]



11保育・教育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。

06『体育科教育』

07『家庭科教育』

08『図工・美術科教育』

09『英語科教育』

10『技術科教育』

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／陸上運動・陸上競
技の授業を考える／ボールゲームの授業を考える
／武道（柔道）の授業を考える／ダンスの授業を
考える／学校運動部の今後のあり方を考える／保
健の授業を考える／終章 体育授業づくりの今後へ
向けて

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／教材の違いで学びが違う
ことを体験してみよう／科学的視点を育む実験教
材を考える／第3部 学びあいを保証する授業づく
り：多様な価値観をぶつけ合う参加型の授業をどう
つくるか／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　ほか

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／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　ほか

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　ほか

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／中学校の授
業モデル／高等学校の授業モデル／小学校の授
業モデル／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   ほか

Contents

Contents

Contents

Contents

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）

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）

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）

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）

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）

ISBN978-4-86359-084-7 C3037

定価：本体2,200円+税　208頁

ISBN978-4-86359-085-4 C3037

定価：本体2,200円+税　232頁

ISBN978-4-86359-086-1 C3037

定価：本体2,200円+税　240頁

ISBN978-4-86359-087-8 C3037

定価：本体2,200円+税　228頁

ISBN978-4-86359-088-5 C3037

定価：本体2,200円+税　216頁



12 保育・教育

『教職概論』

『教育の理念・歴史』

『教育の経営・制度』

『教育心理学』

『教育課程論』

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／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―子どもの未来を開くアトリエ　ほか

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①前近代の
状況／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前近代の状況／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　ほか

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／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／学校経営の現代的課題
と学校組織の特徴　ほか

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／教育評価
の実際／パフォーマンス評価／学校マネジメントと
学校評価／教育課程の課題

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／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

Contents

Contents

Contents

Contents

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）

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）

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）

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）

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）

ISBN978-4-86359-065-6 C3037

定価：本体2,200円+税　216頁

ISBN978-4-86359-057-1 C3037

定価：本体2,200円+税　216頁

ISBN978-4-86359-067-0 C3037

定価：本体2,200円+税　212頁

ISBN978-4-86359-060-1 C3037

定価：本体2,200円+税　212頁

ISBN978-4-86359-058-8 C3037

定価：本体2,200円+税　224頁

　新・教職課程シリーズ



13保育・教育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。半期15回授業を想定した15章構成となっている。

『道徳教育論』

『特別活動論』

『教育方法論』

『生徒指導・進路指導』

『教育相談』

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／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
―小学校編／「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／学校全体で行う道徳教育／道徳教育と市民教
育／これからの道徳教育を構想する

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
／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　ほか

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／デジタル社会の情報リテラシー
とＩＣＴの利活用／学びのビオトープー総合的な学
習の時間／グローバル社会で求められる能力と教
育方法／ 21世紀の学びのスタイル／未来への祈り
としての教育

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／教育相
談活動の実際①不登校／②いじめ／③発達障害／
④児童虐待／⑤学業不振／保護者との連携、支援
のあり方／グループ体験の基礎知識／教育相談を
教育活動に生かす

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、不登校などと生徒指導／校則、
懲戒、体罰と生徒指導／小学校のキャリア教育ー
進路指導／中学校のキャリア教育ー進路指導  ほか

Contents

Contents

Contents

Contents

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）

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）

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）

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）

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）

ISBN978-4-86359-066-3 C3037

定価：本体2,200円+税　236頁

ISBN978-4-86359-056-4 C3037

定価：本体2,200円+税　208頁

ISBN978-4-86359-064-9 C3037

定価：本体2,200円+税　220頁

ISBN978-4-86359-059-5 C3037

定価：本体2,200円+税　208頁

ISBN978-4-86359-068-7 C3037

定価：本体2,200円+税　200頁



14 保育・教育 　実践に役立つ 「67」シリーズ

『実習日誌の書き方』

『保育指導案大百科事典』

『これだけは身につけたい 新・保育者の常識67』

『これだけは身につけたい 保育者の常識67』

『これだけは身につけたい 小学校教員の常識67』

『これだけは身につけたい 小学生の常識67』

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／保育所（3歳以
上児）の実習日誌の書き方と実際／幼稚園の実習
日誌の書き方と実際／施設の実習日誌の書き方と
実際

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・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

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：幼児発達の理解、
保育内容、保育技術、表現する力／ Step4 生活技
術：箸をきちんと持って使う、ひもの結び方、整理
整頓／ Step5 子ども・保護者との関わり：子ども
との関わり方、クレームの対応　ほか

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、お茶の入れ方・出し方／ Step4 保育者
の基本：保育の基礎をしっかり学ぶ、保育者として
の適正／ Step5 豊かな人になるために：気づき・
気配り、ニュースに関心を持つ　ほか 

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、良い授業とは／ Step4 学校で：先輩との
付き合い方、来客の対応、生き物の世話をする／
Step5 子どもと：名前を覚える、学力をつける、
優しさと厳しさ、正しい日本語を使う　ほか

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、自転車に乗る／ Step3 公
共のマナー：トイレを使う、電車・バスに乗る、携
帯電話／ Step4 お付き合いのマナー：あいさつを
する、約束をする、友だちの家で　ほか

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

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）

開仁志（編著）

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）

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）

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）

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・藤野淳子・水地

智実・村越晃・室矢真弓・谷田貝円（著）

ISBN978-4-86359-042-7 C3037

定価：本体2,200円+税　216頁

ISBN978-4-86359-041-0 C3037

定価：本体2,200円+税　244頁

ISBN978-4-86359-104-2 C2037

定価：本体1, 400円+税　144頁

ISBN978-4-901253-81-9 C2037

定価：本体1, 400円+税　144頁

ISBN978-4-86359-103-5 C2037

定価：本体1, 400円+税　144頁

ISBN978-4-901253-94-9 C2037

定価：本体1, 400円+税　144頁



15保育・教育

『新版 保育用語辞典』

『図解 子ども事典 [普及版]』

『子ども心理辞典』

『しつけ事典 －乳幼児期から青年期まで』

『教職用語辞典』

■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。■保育に必須の専門用語
はもとより、心理学や医学など、保育を取り巻く幅
広い分野の用語も収録。■各用語の意味・定義を
まず冒頭に掲げたうえで、その用語について分かり
やすく簡潔に解説。■各専門分野の第一線で活躍
する１００余人が執筆。■探している用語が引きや
すい充実した索引。

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：子ど
もと人口、保育、地域活動、社会教育、社会問
題／第4章 福祉：制度、子どもの福祉、家庭の
福祉、児童相談所、保育所、福祉施設、健全育成、
児童養護／第5章 教育：教育制度、教科・授業、
不登校・いじめ・暴力、幼稚園、学校文化、校
外生活、教育行政 

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。本辞典では、心理学研究者だ
けではなく、現場に携わっている教育研究者も
多数執筆しているので、より実践に即した実際
的知識を身につけることができる。また、充実
した索引および参考文献を活用すれば、さらに
深い子ども理解の知識を得ることができる。

■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。■教
職の現職者、教員採用試験受験者、教職課程の学
生等の学習・実践・研究の手引きとして最適。■
50音順の配列と充実した索引で、使いやすいハン
ディタイプ。■採用試験合格のための必修用語
1300項目。

第Ⅰ部 幼児期のしつけ：幼児期を
育む親の姿勢（叱り方・褒め方、一貫性のある
しつけ）／子どもの生活に沿ったしつけ（内向
的な子、外向的な子）／社会性を育むしつけ（行
動、遊び、言葉）／基本的生活習慣を身につけ
るしつけ（食事、睡眠、排泄、着脱衣、清潔）／
家庭生活に必要なしつけ（生活技術、家族との
関わり）／園生活に必要なしつけ（保育者との
関わり、子どもどうしの関わり）／公共の場で
必要なしつけ（生活地域でのマナー）　ほか

Contents

Contents

Contents

Contents

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

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

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

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

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

ISBN978-4-86359-106-6 C3537

定価：本体2,300円+税　464頁

ISBN978-4-901253-60-4 C3037

定価：本体4,800円+税　404頁

ISBN978-4-86359-030-4 C3537

定価：本体2,800円+税　480頁

ISBN978-4-86359-055-7 C3537

定価：本体8,800円+税　706頁

ISBN978-4-901253-14-7 C3037

定価：本体2,500円+税　512頁

辞典・事典　



『現代教育の争点・論点』

『教育学の基礎』

第Ⅰ部 公教育を問い直す─学校の
あり方をめぐる争点・論点：誰のための・何の
ための公教育か／教育格差と能力主義／公教育
における特別支援教育に関する論点と課題／「幼
保一元化」が目指すもの／教育における評価の
逆説性／学校に「参加」する主体は誰か／第Ⅱ
部 いま求められる学力・能力とは─学力問題を
めぐる争点・論点：学習指導要領の過去・現在・
未来／学力調査の結果をどのように利用すべき
か／「読書力」を育成する　ほか

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：学校教育におけ
る「知」の形－知恵・知識・情報／思考の訓練の
ための知識教育－精神の形式としての知／事物の
写しとしての知－世界観と知識／人間とは何か－ヒ
ューマニズムと知識教育／第3章 教育システム－
社会の中の教育：教育と機能的分化／教育と所得
格差／教育とグローバル化　ほか

Contents

Contents

松浦良充（編著）上原秀一・岡部美香・五島敦
子・小林大祐・佐藤隆之・千賀愛・藤井佳世・
藤本和久・藤本夕衣・松下良平・山内紀幸・山
梨あや（著）

原聡介（監修）田中智志（編著）高橋勝・森田
伸子・松浦良充（著）

ISBN978-4-86359-091-5 C3037

定価：本体1,400円+税　216頁

ISBN978-4-86359-027-4 C3037

定価：本体2,200円+税　240頁

16 保育・教育

『生活と家族 ー家政学からの学び』

『【第3版】データでみる 幼児の基本的生活習慣
　　  －基本的生活習慣の発達基準に関する研究』

『幼稚園の教育経営』

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／日本社会における
家族の変遷／さまざまな生活の要素と家族の関わ
り

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
／本調査のまとめ：①～⑤／山下調査との比較
①～⑤／付録：基本的生活習慣の自立の標準年
齢／記載された全グラフ（図1～図80）の元と
なる数値

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（クラスづくり）／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

Contents

Contents

佐藤真弓（著）

谷田貝公昭・高橋弥生（著）

谷田貝公昭・高橋弥生（編著）・市原純・細野
一郎・新山裕之・塚本美知子・梨本加菜・服部
義文・青山佳代・田澤里喜・小櫃智子・小林建
一・市川雅美（著）

ISBN978-4-86359-115-8 C3037

定価：本体1,800円+税　144頁

ISBN978-4-86359-105-9 C3037

定価：本体2,300円+税　152頁

ISBN978-4-86359-096-0 C3037

定価：本体2,000円+税　176頁

　教育学・教育一般



17保育・教育

『不器用っ子が増えている －手と指は[第2の脳]』

『受難の子ども －いじめ・体罰・虐待』

『保育のためのカウンセリング入門』

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／
雑巾がしぼれない／生卵を割れない／かた結びが
できない／花結び（蝶結び・リボン結び）ができ
ない／ボタンをとめられない／ハサミが使えない
／針に糸が通せない／顔を洗えない／食器を並べ
られない／ライター、マッチが使えない／包丁を使
えない／缶切を使えない　ほか

序章 時代と子ども－「問題行動」
と正しく向き合うために／第1部 子どもといじ
め：なぜ、いじめは起きてしまうのか／わが子
がいじめにあったとき－親の視点から／「いじ
め」をとおして、学び、つながる／第2部 子ど
もと体罰：子どものいたずらと罰－罰なき時代
の暴力というアイロニー／「暴力のない教育」へ
の法制度改革－ドイツの事例を中心に／体罰の
思想史－教師の体罰はなぜ許されないのか／第3
部 子どもと虐待：子どもの虐待と母親支援  ほか

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／特に配慮が必要な子の事例／第2
部 保護者の姿をどう受け止め、どうかかわるか：
いろいろな保護者の姿／個性理解の枠組みとカ
ウンセリング／人間中心カウンセリングの理論
／保育カウンセリング／保育カウンセリングの
進め方　ほか

Contents

Contents

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）

宮寺晃夫（編著）苫野一徳・石井正子・片岡洋
子・山名淳・荒川麻里・上原秀一・庄司一子・
日暮トモ子・田中理絵・仲野由佳理・樊秀麗（著）

福島脩美（著）

ISBN978-4-86359-108-0 C0037

定価：本体1,400円+税　136頁

ISBN978-4-86359-092-2 C3037

定価：本体1,800円+税　228頁

ISBN978-4-86359-101-1 C1037

定価：本体1,800円+税　256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』

『子どもが絵を描くとき』

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／第2章 学級集団の
中で：子どもの心を豊かにする／学ぶ力を高め
る／遊びの中でそれぞれの学びを広げる／誰で
も上手にできるようになるために／第3章 教科
の中で：「子どもと向き合いたい！」に応えるも
のづくり／国語科ー子どもの意欲を育む学び／
算数科ー実物を扱う実感のある学び　ほか

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／子どもの絵
をどう読み取るか／子どもの育ちを歪める大人の
言動／「描くこと」を通して「共に生きる子どもた
ち」／子どもの絵は大人社会へ何を語るのか 

Contents

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）

磯部錦司（著）

ISBN978-4-86359-112-7 C3037

定価：本体900円+税　80頁

ISBN978-4-901253-69-7 C3037

定価：本体1,800円+税　158頁

教育学・教育一般　



18 政治・行政

『政治学・行政学の基礎知識 [第3版]』

『新版 政治学の基礎』

『政治社会学 [第5版]』

『新・西欧比較政治』

第1部 政治学：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／国家
／議会／政党と政党制／圧力団体・住民運動／選
挙制度／投票行動／政治意識／政治過程と政策過
程／現代社会の政治／政治的コミュニケーション
／国際政治／安全保障／政治学の発展／比較政治
学の理論／第2部 行政学：行政国家と官僚制／行
政学の形成と発展／行政理論　ほか

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／
投票行動および政治資金／圧力団体／圧力団体
と政治過程／現代の行政国家／官僚制／大衆社
会の政治／政治的コミュニケーション／国家／
政治体制の理論／日本の議会政治と政党／日本
の政治過程／国際政治／国際社会と安全保障／
政治思想と政治学の発展／現代政治学の理論

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 (P.バクラック、M.S.バラッツ )／クリヴ
ィジ構造、政党制、有権者の連携関係 (S.M.リプ
セット、S.ロッカン )／選挙制度の作用ー「デュ
ヴェルジェの法則」再検討 (G.サルトーリ )／民
主制の理論について (K.ポパー ) 

第1部 西欧各国とEUの政治：イギ
リス／フランス／ドイツ／オーストリア／スイ
ス／イタリア／スペイン／ポルトガル／オラン
ダ／ベルギー／スウェーデン／ノルウェー／フ
ィンランド／デンマーク／ギリシャ／ＥＵ／第2
部 西欧政治の基礎知識：右と左／ネオ・コーポ
ラティズム／ナショナリズム、エスニシティ／
クリーヴィッジ理論／多数決型民主主義と合意
形成型民主主義／福祉国家／政党／選挙制度と
政党制／クライエンテリズム／宗教と政治   ほか

Contents

Contents

Contents

Contents

堀江湛（編）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・加藤秀治郎・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・佐治孝夫・佐藤公俊・進邦徹夫・高杉忠

明・田中康夫・富崎隆・永田尚三・中村昭雄・永山博之・

半田英俊・福沢真一・本田雅俊・前田壽一・真下英二・増

田正・水戸克典・渡邊啓貴（著）

加藤秀治郎・林法隆・古田雅雄・檜山雅人・水
戸克典（著）

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）

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）

ISBN978-4-86359-090-8 C3031

定価：本体2,500円+税　362頁

ISBN978-4-901253-24-6 C3031

定価：本体2,200円+税　280頁

ISBN978-4-86359-050-2 C3031

定価：本体2,600円+税　318頁

ISBN978-4-86359-102-8 C3031

定価：本体2,400円+税　256頁

　政治学・行政学

『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／対外政策と国内政治／グローバル化と国
際政治の課題

Contents

永山博之・富崎隆・青木一益・真下英二（著）

ISBN978-4-86359-107-3 C3031

定価：本体2,400円+税　256頁



19政治・行政

『赤いバラは散らない －英国労働党の興亡』

『戦後70年を越えて ドイツの選択・日本の関与』

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：たちはだかるサッチャーの壁／キ
ノックの挑戦と失速／［労働党人物史Ⅱ］／第3
部 復活と改革1994～ 2010：ブレアがめざした
こと／ブレアからブラウンへ／［労働党人物史
Ⅲ］／第4部 選択と希望2010～：揺らぐアイデ
ンティティ　ほか

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―望ましく有用な日本人のイメ
ージを形成するために／非軍事手段による人的
支援の模索と戦後日本外交―国際緊急援助隊を
中心に／東アジアの安全保障における日本の役
割／第3部 国際社会の対日観：不安要因から特
別な戦略的パートナーへ―オーストラリアの対
日認識の変容　ほか

Contents

谷藤悦史（著）

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）

ISBN978-4-86359-113-4 C1031

定価：本体2,000円+税　248頁

ISBN978-4-86359-114-1 C3031

定価：本体2,800円+税　168頁

政治・国際問題・メディア　

『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ー』

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：レーガンの“力の外交”／ゴルバチョフと
新思考外交／ジュネーヴ会談とレイキャヴィク
での決裂／関係の修復とベルリンの壁演説／レ
ーガン外交の完成／第3章 ゴルバチョフ対ブッ
シュ：対ソ外交の停滞／ベルリンの壁崩壊とマ
ルタ会談／ドイツ再統一と湾岸危機　ほか

Contents

Contents

和田修一（著）

ISBN978-4-86359-089-2 C3031

定価：本体2,200円+税　288頁

『メディアの将来像を探る』

『メディアの地域貢献 －「公共性」の実現に向けて』

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／「ヤフー・ニュース」成功の要
因と今後の課題／ポストモダンが導く大衆メディア
「テレビ」の将来像／生活者は映像メディアとどう
向き合ってきたのか？／メディアへの意識が変わる
時代の構造／メディアと社会はどう動いてきたか
1995年～ 2013年激変の軌跡 年表 

「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／新聞社系「ミニコミ」これ
からの役割／フリーペーパーと地域貢献／地域に
おけるフリーペーパーの機能と役割／戦後沖縄メ
ディアと地域貢献／ケーブルテレビの地域貢献視
点と手法／「小さな放送局」の「大きな使命」を
果たすために／地域で広がり深まるICTの活用／
新聞社とインターネット展開／インターネットが開
いた村の産業育成の道　ほか

Contents

Contents

早稲田大学メディア文化研究所（編）中田彰生・
森治郎（代表編者）

早稲田大学メディア文化研究所（編）森治郎・
野口美都（代表編者）

ISBN978-4-86359-063-2 C3031

定価：本体2,000円+税　224頁

ISBN978-4-86359-025-0 C3031

定価：本体1,900円+税　272頁



20 一般

『対訳 動物農園』

『「エゴ・レジリエンス」でメゲない自分をつくる本』

『大江戸探見  人と町の なるほど史』

『入門ドリル 書いて簡単！ 韓国語』

オーウェルの名作の新訳。農園の
自立した動物たちが目指した理想郷の崩壊を描
くことで、旧ソ連のスターリニズムを皮肉った、
おとぎばなし的物語。平明で「口語体の模範的
文章」と言われているので、大学入試にもしば
しば採用されている。原文とともに、洗練され
た新訳および訳注を見開きページに見やすく配
列し、挿し絵も随所に入れた、類書に例を見な
い工夫の編集。大学での英語教材、高校での副
読本としても最適。

“江戸歩き”にうってつけの一書！都
心に多く残る“江戸の町と人”を、著者の軽妙な
筆により生き生きと蘇らせた。「江戸実測復元地図」
に現代の鉄道を重ねて作製した本邦初の新地図に
より、江戸の町と東京が時空を超えて融合。“ちょ
いと電車に乗って、江戸の町にタイムスリップ”。
カラー図版、写真満載。

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／フロン
トに時間をたずねました／街で場所をたずねました
地下鉄に乗りました／メニュー選びに迷いました／
市場で買物をしました／待ってくださいと言われま
した／ミニテスト／ STEP3 出発！2泊3日の韓国
旅行：ホテル／街中／レストラン／茶房／市場／
買い物／エステ／劇場／復習テスト　ほか

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？：メゲた
自分を元気にさせてくれる力／ストレスを、柔
軟に調整するスイッチ／「エゴレジリエンス」と
「レジリエンス」はどこが違うのか？／第3章 エ
ゴレジをアップさせる14の方法／相手に対して
思いやりの気持ちをもとう／きれいさっぱり忘
れよう！　ほか

Contents

Contents

Contents

Contents

ジョージ・オーウェル（著）
大石健太郎（訳）

小野寺敦子（著）

森治郎（著）

溝口甲順（著）

ISBN978-4-86359-023-6 C0099

定価：本体1,900円+税　258頁

ISBN978-4-86359-100-4 C0011

定価：本体1,400円+税　212頁

ISBN978-4-86359-024-3 C0025

定価：本体2,200円+税　224頁

ISBN978-4-901253-80-2 C0087

定価：本体1,400円+税　120頁

　語学・一般

『ランベルト男爵は二度生きる
  　　　　 ～サン・ジュリオ島の奇想天外な物語～』

《あらすじ》オルタ湖に浮かぶサン・
ジュリオ島に、大金持ちで病気持ち、93歳のラ
ンベルト男爵が執事としずかに暮らしている。あ
る冬、エジプトの別荘に出かけた2人は、なぜか、
あわててイタリアに引き返す。そのときから、屋
敷に、異変が！男爵の雇い入れた6人の男女が屋
根裏部屋で、「ランベルト、ランベルト、ランベ
ルト……」と、男爵の名前を休みなく繰り返し
唱える。するとそのうち、男爵のつるつる頭に
なんと一本の髪の毛が……。

Contents

ジャンニ・ロダーリ（作）
原田和夫（訳）

ISBN978-4-86359-049-6 C0097

定価：本体1,500円+税　196頁






