
　そのほか 県立図書館にある自己学習に役立つ本の一部を紹介しています。

書　名 著　者 出版社 出版年 請求記号 資料番号

保育の現場ですぐに役立つ発達保育の基本スキル
ケースで身に付く発達保育まるわかり!

橋本 圭介／著 秀和システム 2019.1 376.1/ﾊｼ19/ 0014807093

保育の現場ですぐに役立つ保育記録の書き方  ケー
スで身に付く保育記録まるわかり!

橋本 圭介／著 秀和システム 2019.9 376.14/ﾊｼ19/ 0015042203

イラストでわかる!3.4.5歳児担任のおしごとまるわ
かり!  新保育所保育指針対応!

汐見 稔幸／編著 学陽書房 2018.4 376.1/ｼｵ18/ 0014538698

忙しい保育者のための仕事術・時間術38の鉄則
こんぺいとぷらねっ
と／編著

黎明書房 2017.9 376.14/ｺﾝ18/ 0014210694

保育者の働き方Q&A  すぐに役立つノウハウ満載 柴田 豊幸／企画監修 チャイルド社 2019.10 376.14/ｼﾊ20/ 0015190416

誰にも聞けなかった!保育者のいろいろお悩み相談
親の離婚・再婚、外国籍家庭など対応力が上がる46のQ&A

水野 智美／著 中央法規出版 2021.4 376.1/ﾐｽ21/ 0015785520

保育現場における困りごと相談ハンドブック  保育
士・保育教諭のお悩み解決のために

木元 有香／著 新日本法規出版 2019.10 376.14/ｷﾓ20/ 0015230972

子どもの育ちを支える「気づく力」  保育者の自己
成長を促す90のポイント

鈴木 八朗／著 中央法規出版 2021.9 376.1/ｽｽ21/ 0015912173

気になる子の「できる!」を引き出すクラスづくり
実行機能を活かして育ち合うための保育のコツ

福岡 寿／著 中央法規出版 2021.6 378.8/ﾌｸ21/ 0015834591

仮説・実践・検証思考する保育実践例15  子どもが
育つ!保育者も育つ!

増田 修治／著 チャイルド社 2020.10 376.1/ﾏｽ20/ 0015631724

子どもの「じんけん」まるわかり 汐見 稔幸／著 ぎょうせい 2021.10 376.1/ｼｵ21/ 0015945942

保育者のための外国人保護者支援の本 咲間 まり子／監修 かもがわ出版 2020.2 376.14/ｻｸ20/ 0015170251

2022.4　岡山県立図書館

すぐに
図書館HPから
検索できるよ！

県立図書館では、学校等における教育活動に役立つ資料・情報などを提供する「教育活動支援
サービス」を展開しています。ここでは県立図書館にある『初任者・若手教師』向け、幼稚園での
教育活動に関わる本の一部を紹介しています。

その他、絵本、紙芝居、パネルシアターなどもたくさん所蔵しています。ぜひご活用ください。

子どものへの声かけ、毎日の遊び、保護
者対応など、発達に合わせた保育の基本
的な知識やポイントをわかりやすく紹介
しています。先輩たちからのアドバイス
や実践例も写真とともに掲載されている
ので、現場での疑問や悩みの解決にも役
立ちます。

新人担任が知っておきたい!
3・4・5歳児保育のキホンまるわかりブック

感染症の基礎知識から感染対策、園で流
行しやすい感染症について情報がまとめ
られています。感染症対策に園全体で取
り組むために役立つ内容です。お便りや
園内掲示にコピーしてすぐに使えるフォ
ーマットも付いています。

感染症最新マニュアル 保育現場で役立つ

三石 知左子／総監修 チャイルド本社
発行年：2021.11 請求記号：376.14/ﾐﾂ22/
資料番号：0015993413

こいのぼり、七夕などの行事だけでなく
季節や自然をモチーフにした作例が１２
０案紹介されています。子どもが主体的
に楽しめる製作アイディアが詰まってい
ます。年間の見通しを持って製作あそび
の計画を立てることができます。

子どもが主体的に楽しむ季節と行事の製作
３．４．５歳児せいさくあそび１２０

学研教育みらい／編著 学研教育みらい
発行年：2022.2 請求記号：376.156/ｶﾂ22/
資料番号：0016025454

子どもたちの遊びの世界を広げるアイ
ディア満載の一冊です。絵本の読み聞
かせや運動などの活動例がジャンル別
に紹介されているだけでなく、０歳～
５歳までの指導計画例もあり、すぐに
保育現場で役立つような内容です。

遊びが広がる保育内容のアイディア

西海 聡子／編著 萌文書林
発行年：2021.1 請求記号：376.157/ﾆｼ21/
資料番号：0015698962

今井 和子／著 学研プラス
発行年：2018.3 請求記号：376.1/ｲﾏ18/
資料番号：0014256002
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書      名 著　者 出版社 出版年 請求記号 資料番号

３・４・５歳児の指導計画　幼稚園編 神長 美津子／監修 小学館 2019.10
376.158/
ｻﾝ20/1

0014652523

保育の質が高まる！３歳児の指導計画
※０～５歳まであります。

阿部 和子／編著
山王堂 惠偉子／編著

中央法規出版 2022.2 376.15/ｱﾍ21/ 0016032492

子どもの姿ベースの新しい指導計画の考え方　新要
領・指針対応

無藤 隆／編著 フレーベル館 2019.2 376.15/ﾑﾄ19/ 0014848303

まるわかり保育の記録
大竹 節子／著
岩城 眞佐子／著

ひかりのくに 2018.11 376.14/ｵｵ18/ 0014762447

子どもの心に届く言葉かけ  保育の内容とその方法 柘植 誠子／著 ミネルヴァ書房 2018.2 376.1/ﾂｹ18/ 0014246235

保育で使える言葉がけ  シーン別実例250 木梨 美奈子／監修 つちや書店 2021.3 376.1/ｷﾅ21/ 0015745037

保育の現場で使える文章と言葉かけ  連絡帳 指導計画
おたより 子どもへの言葉かけ 保護者への言葉かけ

横山 洋子／監修 池田書店 2022.1 376.14/ﾖｺ22/ 0016004517

幼稚園・保育園のためのおたより文例&イラスト集
すぐに使えてかんたん!かわいい!

押田 可奈子／著 技術評論社 2021.2 L376.14/ｵｼ21/ 0015430200

輝く保育者のコミュニケーションスキル34 松原 美里／著 黎明書房 2019.7 376.14/ﾏﾂ21/ 0015407489

3～5歳児育ちをとらえる!あそびと10の姿 阿部 恵／著 学研教育みらい 2021.3 376.156/ｱﾍ21/ 0015763147

0～5歳児保育の手あそび  季節・行事・生活・あや
し歌

阿部 直美／編著 ひかりのくに 2021.2 376.156/ｱﾍ21/ 0015735996

3・4・5歳児ふだんあそびから発表会 村中 弘美／著 学研教育みらい 2019.9 376.157/ﾑﾗ19/ 0015133705

たのしい楽器あそびと合奏の本  3歳児以上 赤羽 美希／著
ヤマハミュー
ジックエンタテ
インメントホー

2017.10 376.157/ｱｶ17/ 0014200034

0～5歳児ごっこあそびアイディアBOOK 小倉 和人／著 ひかりのくに 2017.9 376.157/ｵｸ17/ 0014200067

発達を支える「遊び」づくり 宮田 まり子／著 ぎょうせい 2021.12 376.156/ﾐﾔ22/ 0015999642

0～5歳子どもを育てる「読み聞かせ」実践ガイド
よくわかる!絵本の選び方・読み方

児玉 ひろ美／著 小学館 2016.4 376.159/ｺﾀ16/ 0013497094

すぐにできる!保育者のための紙芝居活用ガイドブッ
ク  子どもの育ちを支える!月齢別指導計画付き

浅井 拓久也／編著 明治図書出版 2018.11 376.159/ｱｻ19/ 0014585913

たっぷり!年中行事シアター  毎月の誕生会・季節の
行事に☆

ひかりのくに編集部
／編

ひかりのくに 2018.12 376.157/ﾋｶ18/ 0014778849

スケッチブックでつくるかんたんシアター  すぐに
つくれる!めくって楽しい!

浅野 ななみ／著 ナツメ社 2019.4 376.157/ｱｻ19/ 0014822969

心を育てる保育環境　思いと環境をつなぐ保育の空
間デザイン

佐藤将之／著 小学館 2020.8 376.14/ｻﾄ20/ 0015379910

0～5歳児春夏秋冬環境づくりすぐに使える378の
アイディア

瀧川 光治／著 ひかりのくに 2021.1 376.1/ﾀｷ21/ 0015430176

いきいき壁面&室内飾り12か月  子どもの作品がひ
かる

ポット編集部／編 チャイルド本社 2021.2 376.156/ﾁﾔ21/ 0015439805

かわいい壁面&部屋飾り  子どもと作る アイディア
無限大

内本 久美／監修・
執筆

ひかりのくに 2019.11 376.156/ｳﾁ20/ 0015180599

健康管理Q&A  すぐに役立つノウハウ満載 柴田 豊幸／企画監修 チャイルド社 2019.10 376.14/ｼﾊ20/ 0015190440

0～5歳児ケガと病気の予防・救急まるわかり安心
BOOK  保育者が知っておきたい

高見 剛／監修 ナツメ社 2021.8 376.14/ﾀｶ21/ 0015456098

事例でみる園の防災・危機管理 脇 貴志／著 フレーベル館 2016.2 376.16/ﾜｷ16/ 0013458831

保育者のための防災ハンドブック 国崎 信江／著 ひかりのくに 2019.8 376.14/ｸﾆ19/ 0014639793

ご不明な点及びご相談は、社会科学カウンターまでお気軽にお尋ね下さいＴｅｌ : 086-224-1317（社会科学班）
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