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学術認証フェデレーションと連携

No.2018-568

風鳴舎
これからの保育シリーズ
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（1）

絵本から広がる遊びの世界
―読みあう絵本―（4）

保育業界で話題の“保育ソーシャ
ルワーク"の手法を用い、保護者
相談支援の方法をゼロから図解
でわかりやすく解説。

絵本を通して培われる大人と子ども
との相互作用・活動が、子どもの成
長にどのように作用するのかを、わ
くわく楽しい保育の実践を通して伝
える本。絵本の年間計画表(<年齢
別>0,1,2,3,4,5歳)付。

好奇心が育む学びの世界

認定こども園がわかる本 （2）

―発見!実験!遊びの中のサイエンス―（5）

質の高い幼児期の教育とは?子ど
も・子育て新制度で子どもはどう
育つ?“地域コミュニティで育てる”
とは?子育てで地方創生とは。

気になる子の本当の発達支援 新版（3）

発見！実験！遊びの中のサイエン
ス。幼児教育において育みたい3つ
の資質・能力、深い学びのほんとの
ところがわかるヒント満載。アクティ
ブラーニング実践記録。【新三法令
対応（2018年4月施行）】

“体験”が感性を育む造形あそび （6）

対応が難しいとされてきた子ども
へのサポートの仕方を長年研究・
実践してきた著者がようやくその
原理を公開した待望の本。

書名

著編者

青山こどもの城で20年間保育士と
して「造形」に関わってきた著者に
よる素材を体験することで感性を
育む造形あそびの本。こども達と
の造形活動の実践具体例を写真
で全頁収録。

発行年

冊子版ISBN

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

商品コード

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（1）

永野 典詞

2016

9784907537005

¥6,160

¥13,530

1028515410

認定こども園がわかる本 （2）

中山 昌樹

2015

9784880245140

¥6,490

¥14,300

1028515411

気になる子の本当の発達支援 新版（3）

市川 奈緒子

2017

9784907537111

¥6,160

¥13,530

1028515412

絵本から広がる遊びの世界 ―読みあう絵本―（4）

樋口 正春

2017

9784907537050

¥7,260

¥15,950

1028515413

好奇心が育む学びの世界 ―発見!実験!遊びの中のサイエンス
利根川 彰博
―（5）

2017

9784907537067

¥7,260

¥15,950

1028515414

“体験”が感性を育む造形あそび （6）

2018

9784907537074

¥6,820

¥14,960

1028515415

● 表示価格は税抜きです。

深谷 ベルタ

2018年11月
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【首都圏】

〒105-0022 東京都港区海岸1-9-18 国際浜松町ビル

TEL: 03-6367-6080 FAX: 03-6367-6185

神奈川静岡営業部

〒244-0805 横浜市戸塚区川上町87-4 東戸塚N&Fビル1 2階

TEL: 045-827-2571 FAX: 045-827-2579

筑波営業部

〒305-0005 つくば市天久保4-6-4

TEL: 029-851-6000 FAX: 029-851-4310

首都圏営業部

〒190-0011 立川市高松町3-1-5 新立川ビル5階

TEL: 042-512-8511 FAX: 042-512-9630

札幌営業部

〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60

TEL: 011-884-8222 FAX: 011-884-8250

仙台営業部

〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階

TEL: 022-222-1133 FAX: 022-265-7516

盛岡営業所

〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14 JT本町ビル2階

TEL: 019-654-1051 FAX: 019-654-1359

【関東甲信越】

【北海道・東北】

【東海・北陸】
名古屋営業部

〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15 JPR名古屋伏見ビル5階

TEL: 052-209-2602 FAX: 052-209-2614

金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3 コンフィデンス金沢5階

TEL: 076-231-3155 FAX: 076-231-3299

大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

TEL: 06-6251-2622 FAX: 06-6251-2588

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10 大日本印刷（株）京都工場内

TEL: 075-863-5321 FAX: 075-863-5352

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36 岩屋ビル

TEL: 078-389-5311 FAX: 078-389-5312

岡山営業部

〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50

TEL: 086-231-2262 FAX: 086-231-4370

松山営業所

〒790-0806 松山市緑町2-10-10 FURUMOTOビル1階

TEL: 089-941-5279 FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23 住生平和大通り第2ビル6階

TEL: 082-247-2252 FAX: 082-247-1576

福岡営業部

〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11

TEL: 092-561-1831 FAX: 092-561-1854

長崎営業所

〒852-8102 長崎市坂本1-8-33

TEL: 095-843-0355 FAX: 095-843-0333

熊本営業所

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23 桜ビル辛島町3F

TEL: 096-312-0533 FAX: 096-241-8801

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7 不動産会館ビル6階

TEL: 098-861-4837 FAX: 098-863-0090

【関西】
久太郎町恒和ビル4階

【中四国】

【九州】

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。
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