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1 ケース別 気になる子の保育サポート実例集 酒井 幸子、中野 圭子 ナツメ社 2014

2 自閉症・発達障害児のためのトイレットトレーニング
マリア・ウィラー
谷 晋二 (翻訳)

二瓶社 2005

3
発達障害の子のコミュニケーション・トレーニング
会話力をつけて友達といい関係をつくろう

有光 興記(監） 講談社 2013

4 図解　よくわかる大人の発達障害 中山 和彦、小野 和哉 ナツメ社 2011

5 図解　よくわかる　発達障害の子どもたち 榊原 洋一 ナツメ社 2011

6
発達障害の子の脳を育てる運動遊び 柳沢運動プログラ
ムを活用して

柳澤 弘樹（監） 講談社 2015

7
発達障害の子の脳を育てる忍者遊び 柳沢運動プログラ
ムを活用して

柳澤 弘樹（監） 講談社 2016

8 発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ shizu、平岩 幹男(監) 講談社 2015

9 貧困と保育
秋田喜代美、小西祐
馬、菅原ますみ

かもがわ出版 2016

10
0・1・2歳児の手作りおもちゃ―アイデアいっぱい!85プ
ラン

今井 和子(監) 世界文化社 2015

11 絵本から広がる遊びの世界　読み合う本 読み合う活動研究会 風鳴舎 2017

12
ちょっとした言葉かけで変わる
保護者支援の新ルール　10の原則

大豆生田 啓友 メイト出版 2017

13
保育士・幼稚園教諭のための保護者支援
～保育ソーシャルワークで学ぶ相談支援【新版】

永野 典詞・岸本 元気 風鳴舎 2016

14 保育を変える記録の書き方　評価のしかた 今井 和子 ひとなる書房 2009

15
0・1・2歳児の担任になったら読む本
育ちの理解と指導計画

今井 和子 小学館 2014

16 10の姿プラス5・実践解説書 無藤 隆 ひかりのくに 2018

17
学びを支える保育環境づくり
幼稚園・保育園・認定こども園の環境構成

高山 静子 小学館 2017

18 幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿 無藤 隆 東洋館出版 2018

19 育てたい子どもの姿とこれからの保育 無藤 隆 ぎょうせい出版 2018

20
発達や学びをつなぐスタートカリキュラム
スタートカリキュラム導入・実践の手引き

文部科学省
国立教育政策研究所教
育課程研究センター

学事出版 2018

21
PriPri特別編集 発達支援 「困った! 」を抱える子の保
育

世界文化社 2018

22 発達障害のある子が楽しめる あんしんあそび
木村 常雄
佐々木 正美(監)

すばる舎 2011

23 知的障害のある子への「文字・数」前の指導と教材 大高 正樹 明治図書 2010

24 知的障害のある子への「日常生活」の指導と教材 大高 正樹 明治図書 2010

25
親の“不安”を軽くする子育てアドバイス実践ノート
事例から学ぶ話の聴き方・応え方

日本子育てアドバイ
ザー協会

ぎょうせい出版 2012

26 保育で大活躍！もっと楽しい！手袋シアター amico ナツメ社 2017

27
私たちは子どもに何ができるのか
―非認知能力を育み、格差に挑む―

ポール・タフ
高山 真由美(翻訳)

英治出版 2017

28
子どもがすくすく育つ幼稚園・保育園
～教育・環境・安全の見方、付き合い方まで～

猪熊 弘子・寺町 東子 内外出版社 2018

29 子どものための精神医学 滝川 一廣 医学書院 2017

30
発達相談と新版K式発達検査
―子ども、家族支援に役立つ知恵と工夫―

大島 剛・川畑 隆・伏
見真理子

明石書店 2013

新着図書リスト（一般書・専門書関係）
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31
日本版WISK-Ⅳによる発達障害のアセスメント
―代表的な指標パターンの解釈と事例紹介―

上野 一彦・松田 修・
小林 玄・木下 智子

日本文化科学者 2015

32
新版　保育とおもちゃ
発達の道すじにそったおもちゃの選び方

瀧 薫 エイデル研究所 2018

33
「対話」から生まれる乳幼児の学びの物語
：子ども主体の保育の実践と環境

大豆生田 啓友 学研教育みらい 2016

34 園内研修に生かせる実践・記録・共有アイディア
秋田 喜代美、
神長 美津子

学研プラス 2016

35 増補改訂新版　認定こども園の時代
無藤隆、北野 幸子、
矢藤 誠慈郎

ひかりのくに 2015

36 0-5歳児の毎日できる!楽しい運動あそび大集合 鈴木 康弘 学研プラス 2017

37
0.1.2歳児　発達をおさえた運動あそび
－経験してほしい粗大運動・微細運動

山本 秀人 学研教育みらい 2018

38 子どもの貧困ハンドブック
松本 伊智朗、湯澤 直
美、平湯 真人　他

かもがわ出版 2016

39 写真で紹介 園の避難訓練ガイド 天野 珠路 かもがわ出版 2017

40 実践！園防災まるわかりBOOK 国崎 信子 メイト出版 2014

41 手がるに園内研修メイキング みんなでつくる保育の力
那須 信樹・矢藤 誠慈
郎、野中 千都　他

わかば社 2016

42
映像で見る主体的な遊びで育つ子ども
あそんでぼくらは人間になる

大豆生田 啓友
中坪 史典

エイデル研究所 2016

43 汐見稔幸 こども・保育・人間
汐見 稔幸
新田 新一朗（編）

学研教育みらい 2018

44
0.1.2歳児保育 「あたりまえ」を見直したら
保育はもっとよくなる!

足立区教育委員会就学
前教育推進担当 (監)、
伊藤 玲奈(著)

学研教育みらい 2001

45 保育者のためのパソコン講座　Windows10/8.1/7対応版
阿部 正平、阿部 和
子、二宮 祐子

萌文書林 2018


