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実習場面と添削例から学ぶ!保育・教育実習日誌の
書き方 小泉裕子編著 中央法規出版 2016.9 100123055 376.1||Ko

実習の日誌と指導案完全サポート : 0～5歳児年齢
別 : 初めてでも大丈夫! : 年齢別おすすめ絵本&紙
芝居リストつき (しんせい保育の本) 古林ゆり監修・執筆 新星出版社 2017.6 100123028 376.1||Hu

今すぐできる0〜5才児の手あそび歌あそび (保育
実践シリーズ) 阿部直美著 ひかりのくに 1984.12 100105166 376.157||Ho

手あそび大作戦! (プリプリbooks) ケロポンズ, 藤本ともひこ著 世界文化社 2011.3 100119824 376.157||Te

手あそびうたブック : DVDとイラストでよくわか
る! 永岡書店編集部編 永岡書店 2006.1 100115234 376.157||Te||DVD付

手あそび百科 : 「いつ」「どのように」使えるか
がわかる!! : ピアノ伴奏つき : 場面・年齢に応じて
遊べる充実122曲 植田光子編著 ひかりのくに 2006.3 100123153 376.157||Te

指あそび手あそび100 (child保育実用書シリーズ) 阿部直美編著 チャイルド本社 1979.3 100105585 376.157||Ch

0〜5歳児の水あそびプールあそび : 水慣れから泳
ぎにつながるあそびがいっぱい 3版 (保育実践シ
リーズ)

やまもとかつひこと関西あそび工房
著/小田豊監修 ひかりのくに 2003.6 100105567 376.157||Ho

0～5歳児のふれあい運動会種目集 : 保育参観など
にも生かせる親子のあそび満載! 田村忠夫著 ひかりのくに 2001.6 100105573 376.157||Ta

3つのカベをのりこえる!保育実習リアルガイド :

不安 日誌 指導案 (Gakken保育books) 保育実習研究部会編著
学研教育みらい/学研プラス
(発売) [2017.5] 100123058 376.1||Ki

0・1・2歳児が夢中になる実践!造形あそび : 子ど
もたちの“やりたい"を伸ばすアイデアが満載! : 一
年間、園に密着取材! (ナツメ社保育シリーズ) 平田智久監修 ナツメ社 2015.10 100121957 376.156||Ze

0〜5歳児楽しく身につく生活習慣アイデアBOOK

(ナツメ社保育シリーズ) ナツメ社 2012.3 100119768 376.14||Na

0・1・2歳児の指導計画 (教育技術. 新幼児と保育
MOOK) 今井和子監修 小学館 2013.2 100120451 376.15||Ze
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0歳児の発達にあったあそびアイデアBOOK : 手作
りおもちゃ、生活ケア、室内あそびなど (ナツメ
社保育シリーズ) ナツメ社 2011.4 100119750 376.157||Na||0

0・1・2歳あそびの宝箱ベスト100 : 発達に合わせ
て楽しめる (Gakken保育books) 東正樹, 東敬子著

学研教育出版/学研マーケ
ティング(発売) 2010.5 100121380 376.157||Hi

0～1歳児の保育資料12か月 : いろんな遊び歌遊び
がいっぱい! 改訂新版 (年齢別保育資料:1) 鈴木みゆき編著 ひかりのくに 2000.10 100108675 376.15||Ne||1

保育者と学生・親のための乳児の絵本・保育課題
絵本ガイド 福岡貞子, 礒沢淳子編著 ミネルヴァ書房 2009.8 100116477 376.15||Ho

0〜3歳のカンタンたのしい劇あそび : CD&シナリ
オ付き (ナツメ社保育シリーズ) 犬飼聖二著 ナツメ社 2012.10 100119757 376.157||Na||CD付

阿部直美の初めてでも弾ける保育ソング101 秋冬
編 (プリプリbooks) 阿部直美著 世界文化社 2006.2 100121765 763.2||Ab

阿部直美のふれあい手あそび歌あそび101 (Pripri

ブックス) 阿部直美著 世界文化社 2008.3- 100115233 376.157||Ab

どろんこ遊び・水遊び・プール遊び・180 : 0〜5

歳児 (保カリbooks:11) 竹井史著 ひかりのくに 2011.5 100118901 376.157||Ta

保育所児童保育要録の書き方&文例集 : 子どもの育
ちを伝える (ナツメ社保育シリーズ) 御園愛子著 ナツメ社 2011.3 100119794 376.14||Na

指導計画の書き方がよくわかる本 : 0～5歳児 (保
カリbooks:22)

佐藤暁子, 川原佐公, 月刊保育とカリ
キュラム編集委員編著 ひかりのくに 2013.1 100121729 376.15||Sh

これで安心!保育指導案の書き方 : 実習生・初任者
からベテランまで 開仁志編著 北大路書房 2008.9 100121836 376.1||Hi

記入に役立つ保育がわかる実習の記録と指導案 : 0

〜5歳児年齢別・実習完全サポート : 部分実習指導
案と連動した遊びつき (From・to保育者books:6) 山本淳子編著 ひかりのくに 2011.8 100119695 376.107||Ki

0・1・2歳児の指導計画12か月 : 毎日の保育に役
立つ計画事例&保育のアイディア : CD-ROMブッ
ク (Gakken保育books) 渡邊暢子監修

[学研教育出版]/[学研マーケ
ティング (発売)] [2011.4] 100121337 376.15||Wa
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阿部直美の初めてでも弾ける保育ソング101 春夏
編 (プリプリbooks) 阿部直美著 世界文化社 2006.2 100121764 763.2||Ab

0～5歳児の劇あそび脚本ベストセレクション : 導
入あそびから衣装作りまで劇あそびのすべてがわ
かる (ナツメ社保育シリーズ) 劇あそび・保育研究所著 ナツメ社 2011.8 100119758 376.157||Na||CD付

2～3歳児の保育資料12か月 : いろんな遊び・歌遊
びがいっぱい! 改訂新版 (年齢別保育資料:3) 鈴木みゆき編著 ひかりのくに 2000.10 100108677 376.15||Ne||3

1～2歳児の保育資料12か月 : いろんな遊び・歌遊
びがいっぱい! 改訂新版 (年齢別保育資料:2) 鈴木みゆき編著 ひかりのくに 2000.10 100108676 376.15||Ne||2

2歳児の発達にあったあそびアイデアbook : 12か
月のあそび、造形あそび、園行事のあそびなど
(ナツメ社保育シリーズ) ナツメ社 2010.3 100119752 376.157||Na||2

1歳児の発達にあったあそびアイデアbook : 室
内・屋外あそび、造形あそび、シアターあそびな
ど (ナツメ社保育シリーズ) ナツメ社 2010.3 100119751 376.157||Na||1
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