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Ａ 研究論文集…保育士養成に関する研究論文集

Ａ－１ 保母養成研究年報 第１号（1983 年）

在庫なし

研究論文３篇、ブロック研究報告２篇、資料・全国保母養成協議会研究大会一覧を収載
Ａ－2･3 保母養成研究年報 第２・３合併号（1985 年）

在庫なし

研究論文８篇、ブロック研究報告７篇、資料・ブロック研究一覧（昭和 57 年度～昭和 59 年度）
を収載
Ａ－４ 保母養成研究年報 第４号（1986 年）

在庫なし

研究論文３篇、ブロック研究報告３篇、資料ノート１篇、書評（
『
「学生生活の指導」に関する
調査―集計報告―』昭和 61 年）４篇を収載
Ａ－５ 保母養成研究年報 第５号（1987 年）

在庫なし

研究論文９篇、ブロック研究報告５篇、書評（
『
「学生生活の実態」に関する調査―集計報告―』
昭和 62 年）６篇を収載
Ａ－６ 保母養成研究年報 第６号（1988 年）

在庫なし

研究論文３篇、ブロック研究報告論文４篇を収載
Ａ－７ 保母養成研究年報 第７号（1989 年）

在庫なし

研究論文 10 篇、ブロック研究報告３篇を収載
Ａ－８ 保母養成研究年報 第８号（1990 年）

在庫なし

研究論文４篇、ブロック研究報告３篇、書評（
『学生生活の実態と指導』平成２年 10 月）８篇
を収載
Ａ－９ 保母養成研究年報 第９号（1991 年）

頒価 1,200 円（内税 消費税 10％）

研究論文８篇、ブロック研究報告４篇、書評（
『保母養成資料集第４号―保母養成と保育実践
の連携に関する実態調査報告書』
）１篇を収載
Ａ－10 保母養成研究 第 10 号（1992 年）

在庫なし

研究論文９篇、調査報告２篇、ブロック研究報告６篇、書評（
『保母養成資料集第７号―保育
実習中の事故等への対応に関する調査報告書』
）５篇を収載
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Ａ－11 保母養成研究 第 11 号（1993 年）

頒価 1,700 円（内税 消費税 10％）

研究論文６篇、実践報告・調査報告４篇、ブロック研究報告３篇、書評（
『保母養成資料集第
８号―保母養成教科目概要』
）６篇を収載
Ａ－12 保母養成研究 第 12 号（1994 年）

在庫なし

研究論文４篇、研究ノート２篇、実践報告・調査報告４篇、書評（
『保母養成資料集第 12 号 保
母養成校卒業生の就業実態と養成の課題―卒業後の仕事に関するアンケート調査をもとに
―』
）５篇を収載
Ａ－13 保母養成研究 第 13 号（1995 年）

頒価 1,700 円（内税 消費税 10％）

研究論文３篇、研究ノート２篇、実践報告・調査報告５篇、書評（
『保母養成資料集』第 14 号
―基礎技能・保育実習に関する研究―）４篇を収載
Ａ－14 保母養成研究 第 14 号（1996 年）

頒価 1,700 円（内税 消費税 10％）

研究論文２篇、研究ノート５篇、実践報告・調査報告２篇、書評（
『保母養成資料集』第 16 号
－－児童福祉施設保母の職務と保母養成の課題に関する調査報告書）４篇を収載
Ａ－15 保母養成研究 第 15 号（1997 年）

頒価 1,700 円（内税 消費税 10％）

研究論文３篇、研究ノート３篇、実践報告３篇、調査報告３篇、翻訳１篇、書評（
「児童福祉
施設保母の職務と保母養成の課題に関する調査報告書（Ⅱ）―あらゆる『保母』に共通して求
められる『養護』の原理―」について）４篇を収載
Ａ－16 保母養成研究 第 16 号（1998 年）

頒価 1,700 円（内税 消費税 10％）

研究論文３篇、研究ノート３篇、調査報告２篇、翻訳紹介１篇、書評（
「保母養成校教職員の
研修に関する研究―全国保母養成セミナーを中心に―」について）４篇を収載
Ａ－17 保育士養成研究 第 17 号（1999 年）

頒価 1,700 円（内税 消費税 10％）

研究論文１篇、研究ノート４篇、調査報告２篇、書評（
「保育士への役割の再認識―養成課程
の見直し―」平成 11 年度全国保育士養成協議会課題研究報告）を読んで４篇を収載
Ａ－18 保育士養成研究 第 18 号（2000 年）

頒価 1,700 円（内税 消費税 10％）

研究論文１篇、研究ノート１篇、実践報告１篇、調査報告１篇、書評「保育士養成課程と関連
する専門職養成課程の比較研究」平成 12 年度全国保育士養成協議会専門委員会課題研究報告
（保育士養成資料集第 31 号）を読んで４篇を収載
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Ａ－19 保育士養成研究 第 19 号（2001 年）

頒価 1,700 円（内税 消費税 10％）

研究論文３篇、実践報告２篇、調査報告４篇、書評「保育士養成教職員の研修に関する研究Ⅱ」
平成 13 年度全国保育士養成協議会専門委員会課題研究報告（保育士養成資料集第 34 号）を読
んで３篇を収載
Ａ－20 保育士養成研究 第 20 号（2002 年）

頒価 2,000 円（内税 消費税 10％）

研究論文３篇、研究ノート３篇、実践報告１篇、調査報告３篇、その他１篇、書評（
「効果的
な保育実習のあり方に関する研究Ⅰ」平成 14 年度全国保育士養成協議会専門委員会課題研究
（保育士養成資料集第 36 号）を読んで）３篇を収載
Ａ－21 保育士養成研究 第 21 号（2003 年）

在庫なし

研究論文３篇、研究ノート３篇、実践報告２篇、調査報告３篇、書評（
「保育士資格の研究―
政令から法律資格へその本質を探る―」平成 15 年度全国保育士養成協議会専門委員会課題研
究（保育士養成資料集第 38 号）を読んで）３篇を収載
Ａ－22 保育士養成研究 第 22 号（2004 年）

頒価 1,500 円（内税 消費税 10％）

保育士養成に関する研究論文集、研究論文１篇、研究ノート１篇、実践報告３篇、調査報告２
篇、書評（
「効果的な保育実習のあり方に関する研究Ⅱ」平成 16 年度全国保育士養成協議会専
門委員会課題研究（保育士養成資料集第 40 号）を読んで）３篇を収載
Ａ－23 保育士養成研究 第 23 号（2005 年）

頒価 1,500 円（内税 消費税 10％）

研究論文１篇、研究ノート２篇、実践報告３篇、調査報告３篇、書評（
「効果的な保育実習の
あり方に関する研究Ⅲ」平成 17 年度全国保育士養成協議会専門委員会課題研究（保育士養成
資料集第 42 号）を読んで）２篇を収載
Ａ－24 保育士養成研究 第 24 号（2006 年）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

実践報告１篇、調査報告１篇、その他１篇、書評（
「保育士養成システムのパラダイム転換―
新たな専門職の視点から―」平成 18 年度全国保育士養成協議会専門委員会課題研究（保育士
養成資料集第 44 号）を読んで）３篇を収載
Ａ－25 保育士養成研究 第 25 号（2007 年）

在庫なし

実践報告２篇、調査報告１篇、書評（
「保育士養成システムのパラダイム転換Ⅱ―養成課程の
シークエンスの検討―」平成 18 年度全国保育士養成協議会専門委員会課題研究（保育士養成
資料集第 46 号）を読んで）３篇を収載
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Ａ－26 保育士養成研究 第 26 号（2008 年）

在庫なし

研究論文３篇、研究ノート２篇、実践報告３篇、調査報告２篇、書評（
「保育士養成システム
のパラダイム転換Ⅲ―成長するために養成校でおさえておきたいこと―」平成 19 年度全国保
育士養成協議会専門委員会課題研究（保育士養成資料集第 48 号）を読んで）１篇を収載
Ａ－27 保育士養成研究 第 27 号（2009 年）

在庫なし

研究論文２篇、研究ノート２篇、実践報告４篇、調査報告１篇、資料紹介１篇、書評（
「指定
保育士養成施設卒業生の卒後の動向及び業務の実態に関する調査報告書Ⅰ―調査結果の概要
―」平成 21 年度全国保育士養成協議会専門委員会課題研究（保育士養成資料集第 50 号）を読
んで）１篇を収載
Ａ－28 保育士養成研究 第 28 号（2010 年）

頒価 800 円（内税 消費税 10％）

研究論文２篇、研究ノート２篇、実践報告２篇、特集論文１篇、書評（
「指定保育士養成施設
卒業生の卒後の動向及び業務の実態に関する調査 報告書Ⅱ―調査結果からの展開―」平成 21
年度全国保育士養成協議会専門委員会課題研究報告（保育士養成資料集第 52 号）を読んで）
１篇を収載
Ａ－29 保育士養成研究 第 29 号（2011 年）

頒価 900 円（内税 消費税 10％）

研究論文３篇、実践報告２篇、調査報告４篇、特集論文２篇（研究ノート１篇、実践報告１篇）
、
書評（
「指定保育士養成施設教員の実態に関する調査」報告書Ⅰから保育の専門性を考える
平成 23 年度全国保育士養成協議会専門委員会課題研究報告（保育士養成資料集第 54 号）を読
んで）１篇を収載
Ａ－30 保育士養成研究 第 30 号（2012 年）

頒価 1,100 円（内税 消費税 10％）

研究論文１篇、研究ノート６篇、実践報告２篇、調査報告３篇、特集論文１篇、書評『
「指定
保育士養成施設教員の実態に関する調査」報告書Ⅱ―調査結果からの展開―』から保育士養成
教育の課題を考える』平成 24 年度全国保育士養成協議会専門委員会課題研究報告（保育士養
成資料集第 56 号）を読んで）１篇を収載
Ａ－31 保育士養成研究 第 31 号（2013 年）

頒価 1,300 円（内税 消費税 10％）

研究論文６篇、研究ノート２篇、実践報告５篇、調査報告３篇、書評『
「保育者の専門性につ
いての調査」への問い（－平成 24 年度全国保育士養成協議会専門委員会課題研究報告書－を
読んで）１篇を収載
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Ａ－32 保育士養成研究 第 32 号（2014 年）

頒価 900 円（内税 消費税 10％）

研究論文３篇、研究ノート３篇、実践報告１篇、調査報告１篇、書評「
『保育者の専門性につ
いての調査』報告書第２報から保育者の専門性の育ちを考える」－養成課程から現場へとつな
がる保育者の専門性の育ちのプロセスと専門性向上のための取り組み－（平成 25 年度全国保
育士養成協議会専門委員会課題研究報告書）１篇を収載
Ａ－33 保育士養成研究 第 33 号（2015 年）

頒価 950 円（内税 消費税 10％）

研究論文２篇、研究ノート１篇、実践報告５篇、調査報告１篇、書評「学生の自己成長感を保
障する保育実習指導のあり方－保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを中心に」
（平成 26 年度全国保育士養
成協議会専門委員会課題研究報告書）２篇を収載

- 6 -

Ｂ 保育士養成研究所報告

Ｂ－１ 平成 29 年度 保育士養成研究所報告書（2018 年６月）

頒価 750 円（内税 消費税 10％）

巻頭言、平成 29 年度保育士養成研究所研修会報告、平成 29 年度指定保育士養成施設実態調査
＜調査の概要＞、平成 29 年度学術研究助成課題研究報告、平成 29 年度ブロック研究助成
ＣＤ付 平成 29 年度指定保育士養成施設実態調査報告
Ｂ－２ 平成 30 年度 保育士養成研究所報告書（2019 年６月）

頒価 950 円（内税 消費税 10％）

巻頭言、
平成 30 年度保育士養成研究所研修会報告、
平成 30 年度指定保育士養成施設実態調査、
平成 30 年度指定保育士養成施設実態調査＜調査の概要＞、平成 30 年度学術研究助成課題研究
報告、平成 30 度ブロック研究助成報告
ＣＤ付 平成 30 年度指定保育士養成施設実態調査結果
Ｂ－３ 2019 年度 保育士養成研究所報告書（2020 年８月）

頒価 1000 円（内税 消費税 10％）

巻頭言、2019 年度保育士養成研究所研修会報告、2019 年度保育士養成研究所活動報告、2019
年度指定保育士養成施設実態調査＜調査の概要＞、2019 年度学術研究助成課題研究報告、2019
度ブロック研究助成報告
ＣＤ付 2019 年度 指定保育士養成施設実態調査報告
Ｂ－４ 令和２年度 保育士養成研究所報告書（2021 年８月）

頒価 1100 円（内税 消費税 10％）

巻頭言、保育士養成研究所の活動について、令和２年度指定保育士養成施設実態調査＜調査の
概要＞、令和２年度学術研究助成課題研究報告、令和２年度ブロック研究助成報告、研究所・
保育士養成専門委員会・ワーキング部会構成員
ＣＤ付 令和２年度指定保育士養成施設実態調査報告
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Ｃ 保育士養成資料集

Ｃ－１ 保母養成資料集 第１号（1989 年６月）

在庫なし

保母養成教育課程の改定、保育所保育指針の改定
Ｃ－２ 保母養成資料集 第２号（1989 年 10 月）

在庫なし

保母養成学校（施設）の修業科目―履修方法、その歴史的変遷保母の資格制度案の動向―社会
福祉士と保育士の法案、社会福祉教育と保母養成
Ｃ－３ 保母養成資料集 第３号（1991 年９月）

在庫なし

「保母養成と保育実践の連携」に関する資料 Ⅰ実習に関する調査、Ⅱ保母養成の課題に関す
る調査、Ⅲ保母養成に関する学会発表等（発表論題一覧）
Ｃ－４ 保母養成資料集 第４号（1991 年９月）

頒価 500 円（内税 消費税 10％）

保母養成と保育実践の連携に関する実態調査報告書
Ｃ－５ 保母養成資料集 第５号（1991 年９月）

在庫なし

保母養成教科目の概要（例示）
Ｃ－６ 保母養成資料集 第６号（1992 年 10 月）

頒価 500 円（内税 消費税 10％）

「保母養成教育課程」の展開の実態に関する研究
Ｃ－７ 保母養成資料集 第７号（1992 年 10 月）

頒価 500 円（内税 消費税 10％）

保育実習中の事故等への対応に関する調査報告書
Ｃ－８ 保母養成資料集 第８号（1993 年 10 月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

保母養成教科目概要（告示科目、通知科目のシラバス（授業計画)、119 科目を 107 名によって
執筆）
Ｃ－９ 保母養成資料集 第９号（1993 年 10 月）

頒価 800 円（内税 消費税 10％）

保母養成校卒業生の就業調査－卒業後の仕事に関するアンケート（卒業後２年目・６年目の卒
業生を対象とした集計）報告書
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Ｃ－10 保母養成資料集 第 10 号（1994 年３月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

保母養成校卒業生の就業調査―卒業後の仕事に関するアンケート―報告書２)
養成校種別集計・就職後の動向別集計・現勤務園設置主体別集計
Ｃ－11 保母養成資料集 第 11 号（1994 年３月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

保母養成校卒業生の就業調査―卒業後の仕事に関するアンケート―報告書３)
１.後輩へのアドバイス、２.養成校に対する要望、３.現在の悩みや問題
Ｃ－12 保母養成資料集 第 12 号（1994 年 10 月）

頒価 500 円（内税 消費税 10％）

保母養成校卒業生の就業実態と養成の課題―卒業後の仕事に関するアンケート調査をもとに
―
Ｃ－13 保母養成資料集 第 13 号（1995 年３月）

頒価 1,200 円（内税 消費税 10％）

平成６年度全国保母養成セミナー資料 特別講演「働く女性の法律問題」保原喜志夫（北海道
大学教授）
、講演「これからの保育所制度と保母養成」柴田雅人（厚生省保育課長）
、シンポジ
ウム「制度変革期における保母養成」
、分科会討議内容など
Ｃ－14 保母養成資料集 第 14 号（1995 年 10 月）

在庫なし

基礎技能・保育実習に関する研究（基礎技能並びに保育実習についての問題提起、現状と課題
など）
Ｃ－15 保母養成資料集 第 15 号（1996 年３月）

在庫なし

平成７年度全国保母養成セミナー資料 特別講演「郷土玩具に見る日本の子育て」白橋宏一郎
（東北福祉大学教授・医博）
、講演「保育行政と保母養成―現状と課題―」福井和夫（厚生省
保育課長）
、シンポジウム「日本における保母養成―その現状と未来―」
、分科会討議内容など
Ｃ－16 保母養成資料集 第 16 号（1996 年９月）

在庫なし

児童福祉施設保母の職務と保母養成に関する調査報告書
Ｃ－17 保母養成資料集 第 17 号（1997 年３月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

平成８年度全国保母養成セミナー資料基調講演「学ぶということ」佐伯胖（東京大学大学院教
授）
、特別講演「ポリネシアの家族と子ども」馬場優子（大妻女子大学教授）
、講演「保育行政
と保母養成」鈴木岩雄（厚生省保育指導専門官）
、シンポジウム「保育ニーズの原点を問う：
誰がための『保育ニーズか』
」
、分科会討議内容など
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Ｃ－18 保母養成資料集 第 18 号（1997 年 10 月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

児童福祉施設保母の職務と保母養成に関する調査報告書（Ⅱ）―全ての「保母」に求められる
「養護」の原理―
Ｃ－19 保母養成資料集 第 19 号（1997 年 10 月）

在庫なし

保母養成教育課程シラバス
Ｃ－20 保母養成資料集 第 20 号（1998 年３月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

平成９年度全国保母養成セミナー資料 基調講演「児童福祉法の改正とこれからの保母養成の
課題」石井哲夫（白梅学園短期大学学長）
、講演「保育行政の展望」小林和弘（厚生省児童家
庭局保育課長）
、シンポジウム「21 世紀に向けた保母養成校像を問う」
、分科会討議内容、平成
９年度全国保母養成協議会課題研究・専門委員会報告など
Ｃ－21 保母養成資料集 第 21 号（1998 年５月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

全国保母養成協議会・トップセミナー資料 特別講演「日本の新しい進路」賀来龍三郎（キヤ
ノン株式会社名誉会長）パネルディスカッション「制度変革期における保母養成校のあり方」
など
Ｃ－22 保母養成資料集 第 22 号（1998 年９月）

在庫なし

保母養成校教職員の研修に関する研究
Ｃ－23 保母養成資料集 第 23 号（1999 年３月）

在庫なし

平成 10 年度全国保母養成セミナー資料 講演「児童福祉法の改正と保育行政の展望」小林和
弘（厚生省児童家庭局保育課長）
、特別講演「保母養成の岐路を思う―その過去と未来―」待
井和江（大阪社会事業大学）
、シンポジウム「児童福祉法改正にともなう児童福祉施設の変容
と保母養成の課題」
、分科会討議内容など
Ｃ－24 保母養成資料集 第 24 号（1999 年４月）

在庫なし

保母養成教科目シラバスの研究資料 保母養成教科目等英訳（例示）
、保母養成関係法令、保
母養成教育課程シラバス
Ｃ－25 保母養成資料集 第 25 号（1999 年５月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

第２回全国保母養成協議会研修会（トップセミナー）資料 特別講演「子どもたちの二十一世
紀―企業社会から見たひとつの私見―」櫻井 修（住友信託銀行株式会社 相談役）
、シンポ
ジウム「制度変革期における保母養成校のあり方―高校との連携に注目して―」など
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Ｃ－26 保母養成資料集 第 26 号（1999 年６月）

在庫なし（資料集 30 号に含まれる）

保母（保育士）養成課程カリキュラム（第二次案）
Ｃ－27 保育士養成資料集 第 27 号（1999 年９月）

在庫なし

保育士の役割の再認識－－保育士養成課程の見直し
Ｃ－28 保育士養成資料集 第 28 号（2000 年３月）

頒価 1,200 円（内税 消費税 10％）

平成 11 年度全国保育士養成セミナー資料 講演「保育施策の現状と課題」清水美智夫（厚生
省児童家庭局保育課長）
、特別講演「違いは財産」菅波茂（AMDA 代表理事）
、基調講演「福祉専
門職、ことに保育士に期待するもの」江草安彦（社会福祉法人旭川荘理事長）
、シンポジウム
「保育士養成への提言」
、分科会討議内容など
Ｃ－29 保育士養成資料集 第 29 号（2000 年５月）

在庫なし

第３回全国保育士養成協議会研修会資料 基調講演「社会的ニーズに応える保育士養成」石井
哲夫（白梅学園短期大学学長）
、特別講演「2002 年のワールドカップと日本」川淵三郎（Ｊリ
ーグチェアマン）
、パネルディスカッション「改訂保育指針と保育士養成」など
Ｃ－30 保育士養成資料集 第 30 号（2000 年６月）

頒価 1,500 円（内税 消費税 10％）

平成 11 年度期プロジェクトチーム報告
１.保育士養成所教育課程（案）
、２.養成校と高等学校との連携についての研究
３.保育士養成と介護福祉士養成との連携に関する研究
Ｃ－31 保育士養成資料集 第 31 号（2000 年 10 月）

在庫なし

保育士養成課程と関連する専門職養成課題の比較研究
Ｃ－32 保育士養成資料集 第 32 号（2001 年３月）

頒価 1,700 円（内税 消費税 10％）

平成 12 年度全国保育士養成セミナー資料 講演「保育行政の展望と保育士養成について」小
西哲郎（厚生省児童家庭局保育課保育指導専門官）
、特別講演「遺伝子から生命を考える」関
口睦夫（福岡歯科大学教授・九州大学名誉教授）
、シンポジウムⅠ「保育士養成校を問い直す
―新時代への新たな展開を求めて―」
、シンポジウムⅡ－Ａ「多様な保育ニーズと保育者の役
割―保育士養成の視点から―」シンポジウムⅡ－Ｂ「養成課程における教職員の意識の共通化
―保育実習を中心に―」
、分科会討議内容など
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Ｃ－33 保育士養成資料集 第 33 号（2001 年５月）

在庫なし

第４回全国保育士養成協議会研修会資料 特別講演「少子化を考える」岩男壽美子（武蔵工業
大学環境情報学部教授）
、基調講演「保育行政の課題と展望」高井康行（厚生労働省雇用均等
児童家庭局保育課課長）
、シンポジウム「保育士養成校の近未来像を求めて―変革・発展・個
性―」など
Ｃ－34 保育士養成資料集 第 34 号（2001 年９月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

保育士養成教職員の研修に関する研究Ⅱ―全国保育士養成セミナーの実践を通して―
Ｃ－35 保育士養成資料集 第 35 号（2002 年２月）

在庫なし

平成 13 年度全国保育士養成セミナー資料 講演「保育行政の課題と展望」髙井康行（厚生労
働省家庭局保育課長）
、特別講演「夜の鶴」正富宏之（専修大学北海道短期大学）
、シンポジウ
ム「新保育士養成カリキュラムの求めるもの」
、分科会討議内容など
Ｃ－36 保育士養成資料集 第 36 号（2002 年９月）

在庫なし

効果的な保育実習のあり方に関する研究Ⅰ―保育実習の実態調査から―
Ｃ－37 保育士養成資料集 第 37 号（2003 年１月）

頒価 1,700 円（内税 消費税 10％）

平成 14 年度全国保育士養成セミナー資料 講演「保育行政の課題と展望」高井康行（厚生労
働省雇用均等・家庭局保育課長）
、特別講演「保育における女性原理の復権」梶田叡一（京都
ノートルダム女子大学学長）
、セミナー問題提起（全国保育士養成協議会専門委員会）
、シンポ
ジウム「子ども文化変容期における保育士養成」分科会討議内容など
Ｃ－38 保育士養成資料集 第 38 号（2003 年９月）

在庫なし

保育士資格の研究―政令資格から法律資格へ その本質を探る―
Ｃ－39 保育士養成資料集 第 39 号（2004 年２月）

頒価 1,700 円（内税 消費税 10％）

平成 15 年度全国保育士養成セミナー資料 講演「保育行政の課題と展望」角田雄三（厚生労
働省雇用均等・児童家庭局保育課保育指導専門官）
、基調講演「エレン・ケイの夢“新しい世
紀を児童の世紀”に」荒井洌（白鴎大学女子短期大学部）
、カレント・トピックス、イブニン
グ・レクチャー、シンポジウム、分科会討議内容など収載
Ｃ－40 保育士養成資料集 第 40 号（2004 年 10 月）

在庫なし

効果的な保育実習のあり方に関する研究Ⅱ―保育実習指導のミニマムスタンダード確立に向
けて―
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Ｃ－41 保育士養成資料集 第 41 号（2005 年２月）

在庫なし

平成 16 年度全国保育士養成セミナー資料 講演「少子社会と保育」角田雄三（厚生労働省雇
用均等・児童家庭局保育課保育指導専門官）
、基調講演「子育て支援体制づくりを」清水司（東
京家政大学理事長）
、セミナー問題提起（全国保育士養成協議会専門委員会）
、シンポジウム、
分科会討議内容など
Ｃ－42 保育士養成資料集 第 42 号（2005 年９月）

在庫なし

効果的な保育実習のあり方に関する研究Ⅲ―保育実習指導のミニマムスタンダード―
Ｃ－42 第 2 部 （資料集 第 42 号 抜刷）
（2005 年９月）

在庫なし

保育士養成資料集第 42 号の中から第Ⅱ部「保育実習指導のミニマムスタンダード」を抜粋
したもの（策定に至る経緯や関連資料は資料集を参照）
Ｃ－43 保育士養成資料集 第 43 号（2006 年２月）

在庫なし

平成 17 年度全国保育士養成セミナー資料 講演「保育の動向と課題」為石摩利夫（厚生労働
省雇用均等・児童家庭局保育課課長補佐）
、基調講演「いのちを支える」柏木哲夫（金城学院
大学学長）
、特別講演「優しさとしての文化」―大阪の笑いの底にあるもの―木津川計（立命
館大学産業社会学部産業社会学科教授）
、セミナー問題提起（全国保育士養成協議会専門委員
会）
、シンポジウム、分科会討議内容など
Ｃ－44 保育士養成資料集 第 44 号（2006 年５月）

在庫なし

保育士養成システムのパラダイム転換―新たな専門職像の視点から―
Ｃ－45 保育士養成資料集 第 45 号（2007 年３月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

平成 18 年度全国保育士養成セミナー資料 講演「保育の現状と課題」為石摩利夫（厚生労働
省雇用均等・児童家庭局保育課課長補佐）
、基調講演「激動期の保育から将来を展望する」無
藤隆（白梅学園大学・白梅学園短期大学学長）
、セミナー問題提起（全国保育士養成協議会専
門委員会）
、シンポジウム、分科会討議内容など
Ｃ－46 保育士養成資料集 第 46 号（2007 年５月）

在庫なし

保育士養成システムのパラダイム転換Ⅱ―養成課程のシークエンスの検討―
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Ｃ－47 保育士養成資料集 第 47 号（2008 年３月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

平成 19 年度全国保育士養成セミナー資料 講演「保育行政の動向と課題」原田真紀子（厚生
労働省雇用均等・児童家庭局保育課課長補佐）
、基調講演「保育現場から保育士養成に望むこ
と」藤岡佐規子（全国保育士会元会長・光沢寺第二保育園園長）
、セミナー問題提起（全国保
育士養成協議会専門委員会）
、シンポジウム、分科会討議内容など
Ｃ－48 保育士養成資料集 第 48 号（2008 年５月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

保育士養成システムのパラダイム転換Ⅲ―成長し続けるために養成校でおさえておきたいこ
と―
Ｃ－49 保育士養成資料集 第 49 号（2009 年３月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

平成 20 年度全国保育士養成セミナー資料 講演「保育行政の動向と課題」－保育所保育指針
の改定を中心に－天野珠路（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課保育指導専門官）
、特別
講演Ⅰ「漂泊者啄木と北海道」桜井健治（日本近代文学会会員、財団法人北海道文学館評議員）
、
特別講演Ⅱ「我が追分人生」＝天空の遥かかなたにある追分の真髄を求めて＝青坂満（江差追
分会副会長、江差追分上席師匠等）
、セミナー問題提起（全国保育士養成協議会専門委員会）
、
シンポジウム、分科会討議内容など
Ｃ－50 保育士養成資料集 第 50 号（2009 年９月）ＣＤ付・別冊（集計資料編）

在庫なし

指定保育士養成施設卒業生の卒後の動向及び業務の実態に関する報告書Ⅰ
―調査結果の概要―
Ｃ－51 保育士養成資料集 第 51 号（2010 年３月）

在庫なし

平成 21 年度全国保育士養成セミナー資料 講演「保育行政の動向と課題」今里讓（厚生労働
省雇用均等・児童家庭局保育課長）
、基調講演「これからの保育者の専門的資質とその育成」
秋田喜代美（東京大学大学院教授）
、特別講演「子どもの脳を育む」川島隆太（東北大学加齢
医学研究所教授）
、セミナー問題提起（全国保育士養成協議会専門委員会）
、シンポジウム、分
科会討議内容など
Ｃ－52 保育士養成資料集 第 52 号（2010 年５月）
・ＣＤ（資料：Ｑ５自由記述編）付 在庫なし
「指定保育士養成施設卒業生の卒後の動向及び業務の実態に関する調査」報告書Ⅱ
― 調査結果からの展開 ―
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Ｃ－53 保育士養成資料集 第 53 号（2011 年３月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

平成 22 年度全国保育士養成セミナー資料 講演「保育行政の動向と課題」今里讓（厚生労働
省雇用均等・児童家庭局保育課長）
、特別講演Ⅰ「保育士の｢自分育ての自己評価｣を考える―
保育士養成に関わって―」石井哲夫（日本保育協会理事長）
、特別講演Ⅱ「人間ってなんだろ
う」中沢新一（多摩美術大学芸術人類学研究所所長､多摩美術大学美術学部芸術学科教授）
、セ
ミナー問題提起（全国保育士養成協議会専門委員会）
、シンポジウム、分科会討議内容など
Ｃ－54 保育士養成資料集 第 54 号（2011 年８月）

頒価 850 円（内税 消費税 10％）

「指定保育士養成施設教員の実態に関する調査」報告書Ⅰ ― 調査結果の概要 ―
Ｃ－55 保育士養成資料集 第 55 号（2012 年３月）

頒価 1,200 円（内税 消費税 10％）

平成 23 年度全国保育士養成セミナー資料 講演「保育行政の動向と課題」鈴木義弘（厚生労
働省雇用均等・児童家庭局保育課課長補佐）
、基調講演Ⅰ「子ども・子育て新システム時代の
保育者養成｣汐見稔幸（白梅学園大学・白梅学園短期大学学長）
、記念講演「あったか地域の大
家族－富山型デイサービスの 18 年－」惣万佳代子（NPO 法人デイサービスこのゆびとーまれ理
事長）
、専門委員会報告（全国保育士養成協議会専門委員会課題研究報告）
、シンポジウム、分
科会討議内容など
Ｃ－56 保育士養成資料集 第 56 号（2012 年５月）

頒価 900 円（内税 消費税 10％）

「指定保育士養成施設教員の実態に関する調査」報告書Ⅱ ― 調査結果からの展開―
Ｃ－57 保育士養成資料集 第 57 号（2013 年３月）

頒価 1,500 円（内税 消費税 10％）

平成 24 年度全国保育士養成セミナー資料 講演「行政説明」今井健治（厚生労働省雇用均等・
児童家庭局保育課在宅保育係長）
、基調講演「異文化コミュニケーションを保育に活かす｣ジェ
フ バーグランド（京都外国語大学教授）
、特別講演「生きることの大切さ」千玄室（裏千家
大宗匠）
、専門委員会報告（全国保育士養成協議会専門委員会課題研究報告）
、シンポジウム、
分科会討議内容など
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Ｄ 専門委員会課題研究報告書

Ｄ－１ 専門委員会課題研究報告書 平成 24 年度（2013 年８月）

在庫なし

「保育者の専門性についての調査」 ―養成課程から現場へとつながる保育者の専門性の育ち
のプロセスと専門性向上のための取り組み―
Ｄ－２ 専門委員会課題研究報告書 平成 25 年度（2014 年６月）

頒価 850 円（内税 消費税 10％）

「保育者の専門性についての調査」 ―養成課程から現場へとつながる保育者の専門性の育ち
のプロセスと専門性向上のための取り組み―（第２報）
Ｄ－３ 専門委員会課題研究報告書 平成 26 年度（2015 年９月）

頒価 800 円（内税 消費税 10％）

学生の自己成長感を保障する保育実習指導のあり方 ―保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを中心に―
Ｄ－４ 専門委員会課題研究報告書 平成 27 年度（2016 年６月）

頒価 800 円（内税 消費税 10％）

学生の自己成長感を保障する保育実習指導のあり方Ⅱ ―ヒアリング調査からの検討―
Ｄ－５ 専門委員会課題研究報告書 平成 28 年度（2017 年６月）
保育実習指導科目のシラバスからみえる指導の実際と課題
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頒価 850 円（内税 消費税 10％）

Ｅ 全国保育士養成セミナー報告書

Ｅ－１ 全国保育士養成セミナー報告書 平成 25 年度（2014 年３月） 在庫なし
講演「行政説明」南新平（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課幼保連携推進室長）
、基調
講演「新システムのもとでの保育者養成｣小川博久（東京学芸大学名誉教授）
、特別講演「奉仕・
接待・布施」樫原禅澄 猊下（総本山善通寺 第 57 世法主 真言宗善通寺派管長）
、専門委員
会報告（全国保育士養成協議会専門委員会課題研究報告）
、シンポジウム、分科会討議内容な
ど
Ｅ－２ 全国保育士養成セミナー報告書 平成 26 年度
（2015 年３月） 頒価 1,500 円（内税 消費税 10％）
講演「行政説明」南新平（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課幼保連携推進室長）
、基調
講演「未来社会への参画｣渡部達也（NPO 法人 ゆめ・まち・ねっと代表）
、専門委員会報告（全
国保育士養成協議会専門委員会課題研究報告）
、シンポジウム、分科会討議内容など
Ｅ－３ 全国保育士養成セミナー報告書 平成 27 年度
（2016 年３月） 頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）
講演「行政説明」楠目聖（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課企画官）
、基調講演「保育
への新たなアプローチ 進化保育学｣小泉英明(株式会社日立製作所役員(フェロー)公益社団
法人日本工学アカデミー副会長)、専門委員会報告（全国保育士養成協議会専門委員会課題研
究報告）
、シンポジウム、分科会、研究大会中央情勢報告など
Ｅ－４ 全国保育士養成セミナー報告書 平成 28 年度
（2017 年３月） 頒価 1,500 円（内税 消費税 10％）
講演「行政説明」鎭目健太（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課保育指導専門官）
、基調
講演「保育環境のアフォーダンス～空気、地面、壁、散らばる物、そして出来事～｣佐々木正
人(東京大学大学院教育学研究科教授)、特別講演「教育に「エビデンス」を」中室牧子（慶應
義塾大学准教授）
、専門委員会報告（全国保育士養成協議会専門委員会課題研究報告）
、シンポ
ジウム、分科会、研究大会中央情勢報告など
Ｅ－５ 全国保育士養成セミナー報告書 平成 29 年度
（2018 年３月） 頒価 1,700 円（内税 消費税 10％）
講演「行政説明」鎭目健太（厚生労働省 子ども家庭局保育課 保育指導専門官）
、基調講演「遊
びを中心とした保育」再考～遊びをどう理解し、援助するか～河邉貴子（聖心女子大学教授）
、
ゆ

け

、報告・学習会Ⅰ「どのような
特別講演「幼児に学ぶいのちの 遊戯 」玄侑宗久（福聚寺住職）
質、内容の実践が求められているのか～保育所保育指針の改定について～」汐見稔幸（白梅学
園大学学長）
、シンポジウム、分科会、報告・学習会Ⅱ「ブロック助成研究報告、保育士養成
研究所報告」
、中央情勢報告「保育士養成を取り巻く現状と課題」など
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Ｅ－６ 全国保育士養成セミナー報告書 平成 30 年度（2019 年３月）

在庫なし

講演「行政説明」鎭目健太（厚生労働省子ども家庭局保育課 保育指導専門官）
、基調講演「保
育保健面でこれからの保育士に期待すること」五十嵐隆（国立成育医療研究センター 理事長）
、
特別講演「想像するちから－チンパンジーが教えてくれた人間の心－」松沢哲郎（京都大学高
等研究院 特別教授）
、中央研究報告「保育実習の効果的な実施方法に関する調査研究」等に
ついて、中央情勢報告、シンポジウム、分科会、ブロック研究助成報告、学術研究助成の成果
報告、中部ブロック企画ワークショップ
Ｅ－７ 全国保育士養成セミナー報告 CD-ROM 版 令和元年度（2020 年３月）

頒価 500 円
（内税 消費税 10％）

講演「行政説明」高辻千恵（厚生労働省子ども家庭局保育課 保育指導専門官）
、基調講演「が
んになっても笑顔で育つ」楠木重範（チャイルド・ケモ・クリニック 院長）
、シンポジウム、
中央研究報告「保育士試験合格者の就職状況等に関する調査研究」等について、中央情勢報告、
特別講演「人生における『笑い』
」桂米團治（落語家上方落語協会 副会長）
、ブロック研究助
成報告、学術研究助成報告、分科会
Ｅ－８ 全国保育士養成セミナー報告 CD-ROM 版 令和２年度（2021 年３月）

在庫なし

講演「行政説明」鎭目健太（厚生労働省子ども家庭局保育課保育指導専門官）
、基調講演『新保
育の心もち：育ち合う保育者を支えるために』秋田喜代美（東京大学大学院教育学研究科長・
教育学部長）
、特別講演「人に寄り添う革新的『サイバニクス』最前線」山海嘉之（筑波大学
教授・CYBERDYNE 株式会社代表取締役社長/CEO）
、対談 山海嘉之（筑波大学教授・CYBERDYNE
株式会社代表取締役社長/CEO）
、汐見稔幸（東京大学名誉教授・全国保育士養成協議会会長）
、
鼎談「保育士のキャリア支援と子どもの最善の利益」大豆生田啓友（玉川大学教授）
、門田理
世（西南学院大学教授）
、伊藤唯道（順正寺こども園園長）
、小川清美（大妻女子大学教授・全
国保育士養成協議会副会長）
、分科会、ブロック研究助成報告・学術研究助成報告、中央研究
報告・中央情勢報告
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Ｆ 研究大会発表論文集・要旨集

Ｆ－30 第 30 回研究大会発表論文集（平成３年９月 15 日）

在庫なし

保育者養成、基礎理論、保育内容、保育実習、乳児保育・障害児保育、現代保育の諸問題の分
野にわたる 47 研究の発表要旨を収載
Ｆ－31 第 31 回研究大会発表論文集（平成４年 10 月９日）

在庫なし

保育者養成、基礎理論、保育内容、保育実習、現代保育問題の分野にわたる 36 研究の発表要
旨を収載
Ｆ－32 第 32 回研究大会発表要旨集（平成５年 10 月 10 日）

在庫なし

保育者養成、基礎理論、保育内容、保育実習、現代保育問題の分野にわたる 67 研究の発表要
旨を収載
Ｆ－33 第 33 回研究大会発表要旨集（平成６年 10 月 21 日）

在庫なし

保育者養成、基礎理論、保育内容、保育実習、現代保育問題の分野にわたる 66 研究の発表要
旨を収載
Ｆ－34 第 34 回研究大会発表要旨集（平成７年 10 月 22 日）

在庫なし

保育者養成、基礎理論、保育内容、保育実習、現代保育問題の分野にわたる 62 研究の発表要
旨を収載
Ｆ－35 第 35 回研究大会発表論文集（平成８年９月 23 日）

在庫なし

保育者養成、基礎理論、保育内容、保育実習、障害児保育、現代保育問題の分野にわたる 43
研究の発表論文（発表要旨）を収載
Ｆ－36 第 36 回研究大会発表論文集（平成９年 10 月 25 日）

在庫なし

保育者養成、保育内容、保育実習、現代保育問題の分野にわたる 41 研究の発表論文（発表要
旨）を収載
Ｆ－37 第 37 回研究大会発表論文集（平成 10 年９月 26 日）

在庫なし

保母養成、乳幼児の理解および発達、保育内容、保育実習、基礎技能、保育をめぐる今日的課
題の分野にわたる 52 研究の発表論文を収載
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Ｆ－38 第 38 回研究大会発表論文集（平成 11 年９月 22 日）

在庫なし

保育士養成、乳幼児の理解及び発達、保育内容・方法、保育実習、保育をめぐる今日的課題の
分野にわたる 54 研究の発表論文を収載
Ｆ－39 第 39 回研究大会発表論文集（平成 12 年 10 月 20 日）

在庫なし

保育士養成、授業研究、保育内容・方法、保育実習、保育をめぐる今日的課題の分野にわたる
51 研究の発表論文を収載
Ｆ－40 第 40 回研究大会発表論文集（平成 13 年９月 28 日）

在庫なし

保育士養成、保育実習、授業方法論、乳幼児の理解及び発達、保育内容・方法 保育をめぐる
今日的課題の分野にわたる 49 研究の発表論文を収載
Ｆ－41 第 41 回研究大会発表論文集（平成 14 年９月 20 日）

在庫なし

保育士養成、授業研究、保育実習、保育内容、保育をめぐる今日的課題の分野にわたる 37 研
究の発表論文を収載
Ｆ－42 第 42 回研究大会発表論文集（平成 15 年９月 26 日）

在庫なし

保育士養成論、保育内容研究、保育実習、授業研究、保育一般、保育所等第三者評価の分野に
わたる 43 研究の発表論文を収載
Ｆ－43 第 43 回研究大会発表論文集（平成 16 年 10 月 22 日）

在庫なし

保育士養成論、保育内容研究、保育実習、授業研究、ＦＤ問題、事務局職員が支える保育士養
成の部門にわたる 52 研究の発表論文を収載
Ｆ－44 第 44 回研究大会発表論文集（平成 17 年９月 30 日）

在庫なし

情報メディア、地域子育て支援、フィールドワーク、授業研究、保育士の専門性の部門にわた
る 79 研究の発表論文を収載
Ｆ－45 第 45 回研究大会発表論文集（平成 18 年９月 10 日）

在庫なし

情報メディア、地域子育て支援、保育実習、保育内容と方法、授業研究、多様な保育制度、保
育の専門性の部門にわたる 92 研究の発表論文を収載
Ｆ－46 第 46 回研究大会発表論文集（平成 19 年９月 14 日）

在庫なし

保育士の専門性、保育内容と方法、保育実習、授業研究、保育をめぐる今日的課題、地域子育
て支援（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸを含む）の部門にわたる 115 研究の発表論文を収載
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Ｆ－47 第 47 回研究大会発表論文集（平成 20 年９月 26 日）

頒価 1,500 円（内税 消費税 10％）

保育士の専門性、保育内容と方法、保育実習、授業研究、保育をめぐる今日的課題、地域子育
て支援（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸを含む）の部門にわたる 128 研究の発表論文を収載
Ｆ－48 第 48 回研究大会発表論文集（平成 21 年９月 11 日）

在庫なし

保育士の専門性、保育内容と方法、保育実習、授業研究、保育をめぐる今日的課題、地域子育
て支援（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸを含む）の部門にわたる 140 研究の発表論文を収載
Ｆ－49 第 49 回研究大会発表論文集（平成 22 年９月 17 日）

頒価 1,500 円（内税 消費税 10％）

保育士の専門性、保育内容と方法、保育実習、授業研究、保育をめぐる今日的課題、地域子育
て支援（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸを含む）の部門にわたる 142 研究の発表論文を収載
Ｆ－50 第 50 回研究大会発表論文集（平成 23 年９月９日）

在庫なし

保育士の専門性、保育内容と方法、保育実習、授業研究、保育をめぐる今日的課題、地域子育
て支援（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸを含む）の部門にわたる 222 研究の発表論文を収載
Ｆ－51 第 51 回研究大会発表論文集（平成 24 年９月７日）

頒価 1,500 円（内税 消費税 10％）

保育士の専門性、保育内容と方法、保育実習、授業研究、保育をめぐる今日的課題、地域子育
て支援（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸを含む）の部門にわたる 253 研究の発表論文を収載
Ｆ－52 第 52 回研究大会発表論文集（平成 25 年９月６日）

頒価 1,500 円（内税 消費税 10％）

保育士の専門性、保育内容と方法、保育実習、授業研究、保育をめぐる今日的課題、地域子育
て支援（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸを含む）の部門にわたる 275 研究の発表論文を収載
Ｆ－53 第 53 回研究大会発表論文集（平成 26 年９月 19 日）

頒価 1,500 円（内税 消費税 10％）

保育士の専門性、保育内容と方法、保育実習、授業研究、保育をめぐる今日的課題、地域子育
て支援（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸを含む）の部門にわたる 257 研究の発表論文を収載
Ｆ－54 第 54 回研究大会発表論文集（平成 27 年９月 23 日）

頒価 1,500 円（内税 消費税 10％）

保育士の専門性、保育内容と方法、保育実習、授業研究、保育をめぐる今日的課題、地域子育
て支援の部門にわたる 303 研究の発表論文を収載
Ｆ－55 第 55 回研究大会発表論文集（平成 28 年８月 26 日）

頒価 1,500 円（内税 消費税 10％）

保育士の専門性、保育内容と方法、保育実習、授業研究、保育をめぐる今日的課題、地域子育
て支援（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸを含む）の部門にわたる 307 研究の発表論文を収載

- 21 -

Ｇ 会報 保育士養成

Ｇ－Ｈ２－10 会報 保母養成（平成２年 10 月）

在庫なし

（№１） 新会長あいさつ（黒田瑛）
、会長を退任して（深山幹夫）
、保育行政の課題（厚生省母子
福祉課小島比登志課長）
、保母養成をめぐる諸問題（厚生省杤尾勲専門官）
、児童福祉の
歩みと全国保母養成協議会の歴史 1)―会の発足をめぐって―（田中未来）などを収載
Ｇ－Ｈ２－12 会報 保母養成（平成２年 12 月・臨）

在庫なし

（№２） 平成２年度全国保母養成セミナー基調講演―90 年代の保育者養成を考える―を収載
Ｇ－Ｈ３－４ 会報 保母養成（平成３年４月）

頒価 350 円（内税 消費税 10％）

（№３） 保母養成教育課程改正の審議〔中央児童福祉審議会〕に参加して（会長）
、今後の保母養
成のあり方について（意見具申）中央児童福祉審議会、児童福祉の歩みと全国保母養成
協議会の歴史 2)（田中未来）など収載
Ｇ－Ｈ３－５ 会報 保母養成（平成３年５月・臨）

在庫なし

保母養成教育課程の改正についての説明会プログラム
Ｇ－Ｈ３－６ 会報 保母養成（平成３年６月・臨１）

在庫なし

（№４） 保母養成教育課程の改正について厚生省説明（平成３年度全国保母養成所長会議）
Ｇ－Ｈ３－10 会報 保母養成（平成３年 10 月）

在庫なし

（№５） 保母養成の課題（会長）
、児童福祉の歩みと全国保母養成協議会の歴史 3)（田中未来）
保母養成ジャーナル（他誌に掲載された保母養成に関する論稿の再録）など収載
Ｇ－Ｈ４－３ 会報 保母養成（平成４年３月）

在庫なし

（№６） 平成３年度全国保母養成セミナー報告書、全国保母養成協議会第 30 回研究大会報告書
児童福祉の歩みと全国保母養成協議会の歴史４)（田中未来）など収載
Ｇ－Ｈ４－８ 会報 保母養成（平成４年８月・総会特集号）

在庫なし

（№７） 平成４年度総会報告、保育行政の課題（厚生省母子福祉課長冨岡悟）
、保母養成の現状と
今後について（保育指導専門官杤尾勲）
、平成４年度全国保母養成所長会議資料など収載
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Ｇ－Ｈ４－12 会報 保母養成（平成４年 12 月）

在庫なし

（№８） 保育実習中の事故にかかる保険並びに保育実習にかかる実習施設と養成校との間に交わ
す文書についての説明会開催のご案内、児童福祉の歩みと全国保母養成協議会の歴史 5)
（田中未来）など収載
Ｇ－Ｈ５－３ 会報 保母養成（平成５年３月）

在庫なし

（№９） 平成４年度全国保母養成セミナー・全国保母養成協議会第 31 回研究大会報告書、全国保
母養成協議会総合補償制度について、保育実習にかかる実習施設と養成校との間に交わ
す文書など収載
Ｇ－Ｈ５－(3) 会報 保母養成（平成５年３月・別冊）

在庫なし

（№10） 保母養成ジャーナル（他誌に掲載された保母養成に関する論稿の再録、平成３年・４年
分）
Ｇ－Ｈ５－８ 会報 保母養成（平成５年８月・総会特集号）

在庫なし

（№11） 平成５年度総会報告、保育行政の課題（冨岡悟母子福祉課長）
、保母養成の現状について
（杤尾勲）
、平成５年度全国保母養成所長会議資料など収載
Ｇ－Ｈ５－12 会報 保母養成（平成５年 12 月）

頒価 600 円（内税 消費税 10％）

（№12） 平成５年度全国保母養成セミナー・全国保母養成協議会第 32 回研究大会報告書参考 全
国保母養成セミナー・全国保母養成協議会資料、全国保母養成協議会実習総合補償制度
（平成６年度）など収載
Ｇ－Ｈ６－３ 会報 保母養成（平成６年３月）

在庫なし

（№13） 全国保母養成協議会実習総合補償制度の報告、平成５年度全国保母養成協議会会長表彰
一覧 寄贈本リスト（平成２年４月～平成６年３月）など収載
Ｇ－Ｈ６－８ 会報 保母養成（平成６年８月・総会特集号）

頒価 600 円（内税 消費税 10％）

（№14） 平成６年度総会報告（黒田瑛） 平成６年度総会報告 会長就任の挨拶（清水司） 老
いたるドンキホーテの夢（名誉会員 井上肇） 平成６年度全国保母養成所長会議
Ｇ－Ｈ６－12 会報 保母養成（平成６年 12 月）

在庫なし

（№15） 平成６年度のセミナー・研究大会を終えて（会長 清水司）
、平成６年度全国保母養成セ
ミナー・全国保母養成協議会第 33 回研究大会報告、平成７年度全国保母養成セミナー・
全国保母養成協議会第 34 回研究大会ご案内 、老いたるドンキホーテの夢 2)（名誉会員
井上肇）
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Ｇ－Ｈ７－３ 会報 保母養成（平成７年３月）

在庫なし

（№16） 保母養成をエンゼルプランの目玉に（副会長 鹿島田榮一）
、老いたるドンキホーテの夢
3)（名誉会員 井上肇）
、阪神大震災関連資料、平成６年度全国保母養成協議会会長表彰
者一覧、寄贈資料リスト、保母資格付与のための科目等履修生制度の取扱い並びに学則
等変更の際の申請・届出について―関係資料―
Ｇ－Ｈ７－８ 会報 保母養成（平成７年８月・総会特集号）

在庫なし

（№17） 平成７年度総会報告、平成７年度全国保母養成所長会議、家庭に関する学科卒業生の入
学者選抜についての要望書等関係資料、老いたるドンキホーテの夢 4)（名誉会員 井上
肇）
Ｇ－Ｈ７－12 会報 保母養成（平成７年 12 月）

在庫なし

（№18） 平成７年度のセミナー・研究大会を終えて（会長 清水司）
、平成７年度全国保母養成セ
ミナー・全国保母養成協議会第 34 回研究大会開会報告、平成８年度全国保母養成セミナ
ー・全国保母養成協議会第 35 回研究大会ご案内 老いたるドンキホーテの夢 5)（名誉
会員 井上肇）
Ｇ－Ｈ８－３ 会報 保母養成（平成８年３月）

在庫なし

（№19） 専修学校の立場から見た保母養成（副会長 西野寛）
、小田原女子短期大学海外研修旅行
（荒木美那子他）
、老いたるドンキホーテの夢 6)（名誉会員井上肇）
、平成８年度全国保
母養成協議会会長表彰一覧、平成５・６年度ブロック研究「研究成果報告書」
Ｇ－Ｈ８－８ 会報 保母養成（平成８年８月・総会特集号）

在庫なし

（№20） 平成８年度総会報告、平成８年度全国保母養成所長会議資料、Ｏ－157 関連資料、伝承
玩具と保育（高橋系吾）
Ｇ－Ｈ８－12 会報 保母養成（平成８年 12 月）

在庫なし

（№21） 平成８年度セミナー・研究大会を終えて（会長 清水司）
、平成８年度保母養成セミナー・
全国保母養成協議会第 35 回研究大会開会報告、平成９年度全国保母養成セミナー・全国
保母養成協議会第 36 回研究大会ご案内、保母養成の課題とその可能性（箙光夫）
Ｇ－Ｈ９－３ 会報 保母養成（平成９年３月）

在庫なし

（№22） 専門委員のひとり言（専門委員会委員長 佐藤牧人）
、平成８年度全国保母養成協議会会
長表彰一覧、平成７年度ブロック研究「研究成果報告書」寄贈本リスト（平成８年４月
～平成９年３月）など収載

- 24 -

Ｇ－Ｈ９－(3) 会報 保母養成（平成９年３月・別冊）

在庫なし

（№23） 保母養成ジャーナル 2)（児童福祉法改正についての厚生省関係資料を収載）
Ｇ－Ｈ９－８ 会報 保母養成（平成９年８月・総会特集号）

在庫なし

（№24） 平成９年度総会報告、平成９年度全国保母養成所長会議資料、保母養成のためのネット
ワークをつくろう（甲斐彰）など収載
Ｇ－Ｈ９－12 会報 保母養成（平成９年 12 月）

在庫なし

（№25） 平成９年度セミナー・研究大会を終えて（会長 清水司）
、平成９年度保母養成セミナー・
全国保母養成協議会第 36 回研究大会開会報告、平成 10 年度全国保母養成セミナー・全
国保母養成協議会第 37 回研究大会ご案内、
平成９年度セミナー・研究大会を開催して
（小
西由利子）
、新入会校プロフィールなど収載
Ｇ－Ｈ10－３ 会報 保母養成（平成 10 年３月）

在庫なし

（№26） 平成９年度全国保母養成協議会教職員表彰一覧、会長表彰一覧、教職員表彰・会長表彰
を受けて、平成８年度ブロック研究「研究成果報告書」
、寄贈本リスト（平成９年４月～
平成 10 年３月）
Ｇ－Ｈ10－(3) 会報 保母養成（平成 10 年３月別冊）

在庫なし

（№27） 保母養成ジャーナル 3)（児童福祉法改正についての厚生省関係資料を収載）
Ｇ－Ｈ10－(3Ⅱ) 会報 保母養成（平成 10 年３月別冊Ⅱ）

在庫なし

（№28） 保母養成ジャーナル 4)（高等教育のあり方等に関する資料を収載）
Ｇ－Ｈ10－８ 会報 保母養成（平成 10 年８月・総会特集号）

在庫なし

（№29） 平成 10 年度総会報告、平成 10 年度全国保母養成所長会議資料、功労者表彰を受けて、
老いたるドン・キホーテの夢 7)（名誉会員 井上肇）
Ｇ－Ｈ10－12 会報 保母養成（平成 10 年 12 月・セミナー・研究大会特集号）

在庫なし

（№30） 平成 10 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 西垣二一）
、平成 10 年度全国保
母養成セミナー・全国保母養成協議会第 37 回研究大会報告、保育所保育指針改訂につい
てのヒヤリング（常任理事 小舘静枝）
、平成９年度ブロック研究成果報告、新入会校プ
ロフィールなど収載
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Ｇ－Ｈ11－３ 会報 保母養成（平成 11 年３月）

在庫なし

（№31） 平成 10 年度全国保母養成協議会教職員表彰一覧、会長表彰一覧、教職員表彰会長表彰を
受けて、平成 10 年度ブロック活動報告、寄贈本リスト（平成 10 年４月～平成 11 年３月）
私の保母養成今昔物語（名誉会員 斎藤 謙）など収載
Ｇ－Ｈ11－８ 会報 保母養成（平成 11 年８月・総会特集号）

在庫なし

（№32） 平成 11 年度総会報告、平成 11 年度全国保育士養成所長会議資料、功労者表彰を受けて、
新入会校プロフィールなど収載
Ｇ－Ｈ11－12 会報 保育士養成（平成 11 年 12 月・セミナー・研究大会特集号）

在庫なし

（№33） 平成 11 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 中谷和子）
、平成 11 年度セミナ
ー・全国保育士養成協議会第 38 回研究大会報告、田中未来先生を偲んで（名誉会員・
斎藤謙）
、平成 10 年度ブロック研究成果報告、新入会校プロフィール、会員校だよりな
ど収載
Ｇ－Ｈ12－３ 会報 保育士養成（平成 12 年３月）

在庫なし

（№34） 平成 11 年度全国保育士養成協議会教職員表彰一覧、会長表彰一覧、教職員表彰・会長表
彰を受けて、第３回全国保育士養成協議会研修会を終えて（実行委員長 小舘静枝）
、会
員校だより、平成 11 年度ブロック活動報告、寄贈本リスト（平成 11 年４月～平成 12
年３月）など収載
Ｇ－Ｈ12－８ 会報 保育士養成（平成 12 年８月・総会特集号）

在庫なし

（№35） 平成 12 年度総会報告、平成 12 年度全国保育士養成所長会議資料、事務局長を退任いた
しました（民秋言）
、事務局長就任にあたって（事務局長 大嶋恭二）
、功労者表彰を受
けて、新入会校プロフィールなど収載
Ｇ－Ｈ12－12 会報 保育士養成（平成 12 年 12 月・セミナー・研究大会特集号）

在庫なし

（№36） 平成 12 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 宇城照燿）
、平成 12 年度全国保
育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 39 回研究大会報告、平成 12 年度セミナー・
研究大会に参加して、平成 11 年度ブロック研究成果報告、会員校だよりなど収載
Ｇ－Ｈ13－３ 会報 保育士養成（平成 13 年３月）

在庫なし

（№37） 平成 12 年度全国保育士養成協議会教職員表彰者一覧、会長表彰者一覧、教職員表彰、会
長表彰を受けて、第４回全国保育士養成協議会研修会を終えて（事務局長 大嶋恭二）
、
平成 12 年度ブロック研究一覧、平成 12 年度ブロック活動報告、寄贈本リスト（平成 12
年４月～平成 13 年３月）など収載
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Ｇ－Ｈ13－８ 会報 保育士養成（平成 13 年８月・総会特集号）

在庫なし

（№38） 平成 13 年度総会報告、講演「保育士養成課程の改正に伴う学則変更手続き等について」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 保育指導専門官 小峰弘明）
、功労者表彰を
受けて、新入会員校プロフィールなど収載
Ｇ－Ｈ13－12 会報 保育士養成（平成 13 年 12 月・セミナー・研究大会特集号）

在庫なし

（№39） 平成 13 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 南部ユンクイアンしず子）
、平
成 13 年度全国保育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 40 回研究大会報告、平成
13 年度セミナー・研究大会に参加して、平成 12 年度ブロック研究成果報告、会員校だ
より、関係資料（児童福祉法の改正について（案）など収載
Ｇ－Ｈ14－３ 会報 保育士養成（平成 14 年３月）

在庫なし

（№40） 平成 13 年度全国保育士養成協議会教職員表彰者一覧、会長表彰者一覧、教職員表彰、会
長表彰を受けて、平成 13 年度ブロック研究一覧、平成 13 年度ブロック活動報告、会員
校だより、寄贈本リスト（平成 13 年４月～平成 14 年３月）など収載
Ｇ－Ｈ14－８ 会報 保育士養成（平成 14 年８月・総会特集号）

在庫なし

（№41） 平成 14 年度総会報告 講演「保育行政の今日的課題」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭
局保育課保育指導専門官 小峰弘明） 功労者表彰を受けて 新入会員校プロフィール
など収載
Ｇ－Ｈ14－12 会報 保育士養成（平成 14 年 12 月・セミナー・研究大会特集号）

在庫なし

（№42） 平成 14 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 辻昭子）
、平成 14 年度全国保育
士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 41 回研究大会報告、平成 14 年度セミナー・
研究大会に参加して、平成 13 年度ブロック研究成果報告、会員校だより，関係資料（保
育士の登録事務）など収載
Ｇ－Ｈ15－３ 会報 保育士養成（平成 15 年３月）

在庫なし

（№43） 巻頭言「新たな保養協の事業展開に望む」副会長 石井哲夫、平成 14 年度全国保育士養
成協議会教職員表彰者一覧、会長表彰者一覧、教職員表彰、会長表彰を受けて、平成 14
年度ブロック研究一覧、平成 14 年度ブロック活動報告、会員校だより、関係資料（保育
士養成関係）など収載
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Ｇ－Ｈ15－８ 会報 保育士養成（平成 15 年８月・総会特集号）

在庫なし

（№44） 平成 15 年度総会報告、講演「保育行政の今日的課題」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭
局保育課保育指導専門官 角田雄三）
、講演「保育士登録の事務手続きについて」
（登録
事務処理センター登録管理部長 羽深英男）
、新入会員プロフィールなど収載
Ｇ－Ｈ15－12 会報 保育士養成（平成 15 年 12 月・セミナー・研究大会特集号）

在庫なし

（№45） 平成 15 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 小舘静枝）
、平成 15 年度全国保
育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 42 回研究大会報告、平成 15 年度セミナー・
研究大会に参加して、平成 14 年度ブロック研究成果報告など収載
Ｇ－Ｈ16－３ 会報 保育士養成（平成 16 年３月）

在庫なし

（№46） 平成 15 年度全国保育士養成協議会教職員表彰者一覧、会長表彰者一覧、表彰を受けて、
平成 15 年度ブロック研究一覧、平成 15 年度ブロック活動報告、関係資料（保育士養成
関係）など収載
Ｇ－Ｈ16－８ 会報 保育士養成（平成 16 年８月・総会特集号）

在庫なし

（№47） 平成 16 年度総会報告、会長退任にあたり（清水司）
、会長就任挨拶（石井哲夫）
、講演「保
育の動向と課題」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課保育指導専門官 角田雄三）
新入会員プロフィールなど収載
Ｇ－Ｈ16－12 会報 保育士養成（平成 16 年 12 月・セミナー・研究大会特集号）

在庫なし

（№48） 平成 16 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 中垣洋一）
、平成 16 年度全国保
育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 43 回研究大会報告、平成 15 年度ブロック
研究成果報告、新入会員プロフィールなど収載
Ｇ－Ｈ17－３ 会報 保育士養成（平成 17 年３月）

在庫なし

（№49） 平成 16 年度全国保育士養成協議会教職員表彰者一覧、会長表彰者一覧、表彰を受けて、
平成 16 年度ブロック研究一覧、平成 16 年度ブロック活動報告、関係資料（保育士養成
関係）など収載
Ｇ－Ｈ17－８ 会報 保育士養成（平成 17 年８月・総会特集号）

在庫なし

（№50） 平成 17 年度総会報告、講演「保育の動向と課題」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保
育課保育指導専門官 永瀬哲朗）
、新入会員プロフィールなど収載
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Ｇ－Ｈ17－12 会報 保育士養成（平成 17 年 12 月・セミナー・研究大会特集号）

在庫なし

（№51） 平成 17 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 倉戸直実）
、平成 17 年度全国保
育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 44 回研究大会報告、臨時総会の報告、平成
17 年度役員一覧・専門委員一覧、平成 16 年度ブロック研究成果報告、新入会員プロフ
ィールなど収載
Ｇ－Ｈ18－３ 会報 保育士養成（平成 18 年３月）

在庫なし

（№52） 平成 17 年度全国保育士養成協議会教職員表彰者一覧、会長表彰者一覧、表彰を受けて、
平成 17 年度ブロック研究一覧 平成 17 年度ブロック活動報告 関係資料など収載
Ｇ－Ｈ18－８ 会報 保育士養成（平成 18 年８月・総会特集号）

在庫なし

（№53） 平成 18 年度総会報告、講演「保育行政の今日的課題」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭
局保育課保育指導専門官 永瀬哲朗）
、功労者表彰を受けて、新入会員プロフィールなど
収載
Ｇ－Ｈ18－12 会報 保育士養成（平成 18 年 12 月・セミナー・研究大会特集号）

在庫なし

（№54） 平成 18 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 吉野昌昭）
、平成 18 年度全国保
育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 45 回研究大会報告、平成 19 年度全国保育
士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 46 回研究大会ご案内、平成 17 年度ブロック
研究成果報告、新入会員プロフィールなど収載
Ｇ－Ｈ19－３ 会報 保育士養成（平成 19 年３月）

在庫なし

（№55） 平成 18 年度全国保育士養成協議会教職員表彰者一覧、会長表彰者一覧、表彰を受けて、
平成 18 年度ブロック研究一覧、平成 18 年度ブロック活動報告、関係資料など収載
Ｇ－Ｈ19－８ 会報 保育士養成（平成 19 年８月・総会特集号）

在庫なし

（№56） 平成 19 年度総会報告、講演「保育行政の動向と課題」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭
局保育課保育指導専門官 天野珠路）
、功労者表彰を受けて、新入会員プロフィールなど
収載
Ｇ－Ｈ19－12 会報 保育士養成（平成 19 年 12 月・セミナー・研究大会特集号）

在庫なし

（№57） 平成 19 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 石田忠彦）
、平成 19 年度全国保
育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 46 回研究大会報告、平成 20 年度全国保育
士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 47 回研究大会ご案内、平成 18 年度ブロック
研究成果報告、新入会員プロフィールなど収載
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Ｇ－Ｈ20－３ 会報 保育士養成（平成 20 年３月）

頒価 1,700 円（内税 消費税 10％）

（№58） 平成 19 年度全国保育士養成協議会教職員表彰者一覧、会長表彰者一覧、表彰を受けて、
平成 19 年度ブロック研究一覧、平成 1９年度ブロック活動報告、関係資料など収載
Ｇ－Ｈ20－８ 会報 保育士養成（平成 20 年８月・総会特集号）

在庫なし

（№59） 平成 20 年度総会報告、講演「保育行政の動向と課題」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭
局保育課課長補佐 伊藤経人）
、功労者表彰を受けて、新入会員プロフィールなど収載
Ｇ－Ｈ20－８別 会報 保育士養成（平成 20 年８月・別冊）

【非売品】

（№59 別冊） 改定保育所保育指針（指針・解説書・研修会テキスト・Q&A50）
Ｇ－Ｈ20－12 会報 保育士養成（平成 20 年 12 月・セミナー・研究大会特集号）

在庫なし

（№60） 平成 20 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 水落敏博）
、平成 20 年度全国保
育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 47 回研究大会報告、平成 21 年度全国保育
士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 48 回研究大会ご案内、平成 19 年度ブロック
研究成果報告、新入会員プロフィールなど収載
Ｇ－Ｈ21－３ 会報 保育士養成（平成 21 年３月）
（№61）

在庫なし

平成 20 年度全国保育士養成協議会教職員表彰者一覧、会長表彰者一覧、表彰を受けて、
平成 20 年度ブロック研究一覧、平成 20 年度ブロック活動報告、関係資料など収載

Ｇ－Ｈ21－８ 会報 保育士養成（平成 21 年８月・総会特集号）

在庫なし

（№62） 平成 21 年度総会報告、講演「保育行政の動向と課題」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭
局保育課長 今里讓）
、功労者表彰を受けて、新入会員プロフィールなど収載
Ｇ－Ｈ21－12 会報 保育士養成（平成 21 年 12 月・セミナー・研究大会特集号）

在庫なし

（№63） 平成 21 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 渡辺信英）
、平成 21 年度全国保
育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 48 回研究大会報告、平成 22 年度全国保育
士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 49 回研究大会ご案内、平成 20 年度ブロック
研究成果報告、新入会員プロフィールなど収載
Ｇ－Ｈ22－３ 会報 保育士養成（平成 22 年３月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

（№64） 平成 21 年度全国保育士養成協議会教職員表彰者一覧、会長表彰者一覧、表彰を受けて、
平成 21 年度ブロック研究一覧、平成 21 年度ブロック活動報告、関係資料など収載
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Ｇ－Ｈ22－８ 会報 保育士養成（平成 22 年８月）

頒価 800 円（内税 消費税 10％）

（№65） 平成 22 年度総会報告、講演「保育行政の動向と課題」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭
局保育課長 今里讓）
、功労者表彰を受けて、新入会員プロフィールなど収載
Ｇ－Ｈ22－12 会報 保育士養成（平成 22 年 12 月・セミナー・研究大会特集号） 頒価 500 円
（内税 消費税 10％）

（№66） 平成 22 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 三神敬子）
、平成 22 年度全国保
育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 49 回研究大会報告、平成 23 年度全国保育
士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 50 回研究大会ご案内、平成 21 年度ブロック
研究成果報告など収載
Ｇ－Ｈ23－３ 会報 保育士養成（平成 23 年３月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

（№67） 平成 22 年度全国保育士養成協議会教職員表彰者一覧、会長表彰者一覧、表彰を受けて、
平成 22 年度ブロック研究一覧、平成 22 年度ブロック活動報告、関係資料など収載
Ｇ－Ｈ23－８ 会報 保育士養成（平成 23 年８月）

頒価 1,000 円（内税 消費税 10％）

（№68） 平成 23 年度総会報告、講演「保育行政の動向と課題」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭
局保育課長 今里讓） 功労者表彰を受けて 新入会員プロフィールなど収載
Ｇ－Ｈ23－12 会報 保育士養成（平成 23 年 12 月・セミナー・研究大会特集号） 頒価 1,000 円
（内税 消費税 10％）
（№69） 平成 23 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 小芝隆）
、平成 23 年度全国保育
士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 50 回研究大会報告、平成 24 年度全国保育士
養成セミナー・全国保育士養成協議会第 51 回研究大会ご案内、平成 22 年度ブロック研
究成果報告など収載
Ｇ－Ｈ24－３ 会報 保育士養成（平成 24 年３月）

頒価 1,300 円（内税 消費税 10％）

（№70） 平成 23 年度全国保育士養成協議会教職員表彰者一覧、会長表彰者一覧、表彰を受けて、
平成 23 年度ブロック研究一覧、平成 23 年度ブロック活動報告、関係資料など収載
Ｇ－Ｈ24－８ 会報 保育士養成（平成 24 年８月）

頒価 700 円（内税 消費税 10％）

（№71） 平成 24 年度総会報告、講演「保育行政の動向と課題」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭
局保育課長 橋本泰宏）
、功労者表彰を受けて、新入会校プロフィールなど収載

- 31 -

Ｇ－Ｈ24－12 会報 保育士養成（平成 24 年 12 月・セミナー・研究大会特集号）

頒価 700 円
（内税 消費税 10％）

（№72） 平成 24 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 伏見強）
、平成 24 年度全国保育
士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 51 回研究大会報告、平成 25 年度全国保育士
養成セミナー・全国保育士養成協議会第 52 回研究大会ご案内、平成 23 年度ブロック研
究成果報告、新会員校プロフィールなど収載
Ｇ－Ｈ25－４ 会報 保育士養成（平成 25 年４月）

頒価 800 円（内税 消費税 10％）

（№73） 平成 24 年度全国保育士養成協議会教職員表彰者一覧、会長表彰者一覧、表彰を受けて、
平成 24 年度ブロック研究一覧、平成 24 年度ブロック活動報告、関係資料など収載
Ｇ－Ｈ25－８ 会報 保育士養成（平成 25 年８月）

頒価 900 円（内税 消費税 10％）

（№74） 平成 25 年度総会報告、講演「行政説明資料」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
長 橋本泰宏）
、功労者表彰を受けて、新入会校プロフィールなど収載
Ｇ－Ｈ25－12 会報 保育士養成（平成 25 年 12 月・セミナー・研究大会特集号）

頒価 700 円
（内税 消費税 10％）

（№75） 平成 25 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 玉置忠徳）
、平成 25 年度全国保
育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 52 回研究大会報告、平成 24 年度ブロック
研究成果報告など収載
Ｇ－Ｈ26－５ 会報 保育士養成（平成 26 年５月）

頒価 1,300 円（内税 消費税 10％）

（№76） 平成 25 年度全国保育士養成協議会教職員表彰者一覧、会長表彰者一覧、表彰を受けて、
平成 25 年度ブロック研究一覧、平成 25 年度ブロック活動報告、花だより、平成 26 年度
全国保育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 53 回研究大会開催案内、関係資料な
ど収載
Ｇ－Ｈ26－８ 会報 保育士養成（平成 26 年８月）

頒価 1,500 円（内税 消費税 10％）

（№77） 平成 26 年度総会報告、講演「行政説明資料」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭局 保育
課長 橋本泰宏）
、功労者表彰を受けて、新会員校プロフィール、現代保育研究所第１回
研修会報告、石井哲夫先生を偲んで、花だより、関係資料など収載
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Ｇ－Ｈ26－12 会報 保育士養成（平成 26 年 12 月・セミナー・研究大会特集号） 頒価 1,300 円
（内税 消費税 10％）

（№78） 平成 26 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 大元千種）
、平成 26 年度全国保
育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 53 回研究大会報告、平成 25 年度ブロック
研究成果報告、平成 26 年度ブロック研究助成対象一覧、現代保育研究所第２回研修会報
告など収載
Ｇ－Ｈ27－５ 会報 保育士養成（平成 27 年５月）

頒価 1,200 円（内税 消費税 10％）

（№79） 平成 26 年度全国保育士養成協議会「教職員表彰受賞者」一覧、
「会長表彰受賞者」一覧
表彰を受けて、平成 26 年度現代保育研究所第３回研修会報告、平成 27 年度全国保育士
養成セミナー・全国保育士養成協議会第 54 回研究大会開催案内、花だより、参考資料な
ど収載
Ｇ－Ｈ27－８ 会報 保育士養成（平成 27 年８月）

頒価 550 円（内税 消費税 10％）

（№80） 平成 27 年度総会報告、講演「行政説明資料」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭局 保育
課）
、現代保育研究所第１回研修会報告、花だよりなど収載
Ｇ－Ｈ27－12 会報 保育士養成（平成 27 年 12 月・セミナー・研究大会報告）

頒価 1,700 円
（内税 消費税 10％）

（№81） 平成 27 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 武井昭也）
、平成 27 年度全国保
育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 54 回研究大会報告、平成 26 年度ブロック
研究成果報告、平成 27 年度ブロック研究助成対象一覧、新会員校プロフィール、現代保
育研究所第２回研修会報告、花だより、参考資料など収載
Ｇ－Ｈ28－５ 会報 保育士養成（平成 28 年５月）

頒価 900 円（内税 消費税 10％）

（№82） 平成 27 年度全国保育士養成協議会「教職員表彰受賞者」一覧、
「会長表彰受賞者」一覧
表彰を受けて、平成 27 年度現代保育研究所第３回研修会報告、平成 28 年度全国保育士
養成セミナー・全国保育士養成協議会第 55 回研究大会開催案内、花だより、参考資料な
ど収載
Ｇ－Ｈ28－８ 会報 保育士養成（平成 28 年８月）

頒価 900 円（内税 消費税 10％）

（№83） 平成 28 年度総会報告、功労者表彰を受けて、新会員校プロフィール、平成 28 年度現代
保育研究所第１回研修会報告、花だより、講演資料「行政説明」
（厚生労働省雇用均等・
児童家庭局保育課）
、参考資料など収載
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Ｇ－Ｈ28－12 会報 保育士養成（平成 28 年 12 月・セミナー・研究大会報告）

頒価 950 円
（内税 消費税 10％）

（№84） 平成 28 年度セミナー・研究大会を終えて（実行委員長 千葉正）
、平成 28 年度全国保育
士養成セミナー・全国保育士養成協議会第 55 回研究大会報告、平成 27 年度ブロック研
究成果報告、
平成 28 年度ブロック研究助成対象一覧、
現代保育研究所第２回研修会報告、
花だより、参考資料など収載
Ｇ－Ｈ29－５ 会報 保育士養成（平成 29 年５月）

頒価 700 円（内税 消費税 10％）

（№85） 平成 28 年度全国保育士養成協議会「教職員表彰受賞者」一覧、
「会長表彰受賞者」一覧
表彰を受けて、平成 28 年度現代保育研究所第３回研修会報告、花だより、参考資料など
収載
Ｇ－Ｈ29－８ 会報 保育士養成（平成 29 年８月）

頒価 700 円（内税 消費税 10％）

（№86） 功労者表彰を受けて、新会員校プロフィール、保育士養成研究所第１回研修会報告、花
だより、資料など収載
Ｇ－Ｈ29－12 会報 保育士養成（平成 29 年 12 月）

頒価 950 円（内税 消費税 10％）

（№87） 平成 29 年度セミナーを終えて（実行委員長 阿部和子）
、平成 29 年度全国保育士養成セ
ミナー報告、平成 28 年度ブロック研究成果報告、平成 29 年度ブロック研究助成対象一
覧、平成 29 年度保育士養成研究所第 2 回研修会報告、花だより、参考資料など収載
Ｇ－Ｈ30－５ 会報 保育士養成（平成 30 年５月）

頒価 350 円（内税 消費税 10％）

（№88） 巻頭言（副会長 小川清美）
、平成 29 年度全国保育士養成協議会「教職員表彰受賞者」
一覧、
「教職員表彰を受けて」
、平成 29 年度全国保育士養成協議会「会長表彰受賞者」一
覧、
「会長表彰を受けて」
、花だよりなど収載
Ｇ－Ｈ30－８ 会報 保育士養成（平成 30 年８月）
（№89）

頒価 400 円（内税 消費税 10％）

新会長あいさつ（会長 汐見稔幸）
、功労者表彰を受けて、新会員校プロフィール、花
だより、資料など収載

Ｇ－Ｈ30－12 会報 保育士養成（平成 30 年 12 月）
（№90）

頒価 300 円（内税 消費税 10％）

平成 30 年度全国保育士養成セミナーを終えて（実行委員長 田中亨胤）
、平成 30 年度
全国保育士養成セミナー報告 等、平成 29 年度ブロック研究成果報告、平成 30 年度ブロ
ック研究助成対象一覧、花だよりなど収載
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Ｇ－Ｒ１－５ 会報 保育士養成（令和元年５月）
（№91）

頒価 400 円（内税 消費税 10％）

巻頭言（常務理事 矢藤誠慈郎）
、平成 30 年度全国保育士養成協議会「教職員表彰受賞
者」一覧、
「教職員表彰を受けて」
、平成 30 年度全国保育士養成協議会「会長表彰受賞
者」一覧、
「会長表彰を受けて」
、花だより、資料など収載

Ｇ－Ｒ1－８ 会報 保育士養成（令和元年８月）
（№92）

頒価 300 円（内税 消費税 10％）

特別功労者表彰を受けて、新会員校プロフィール、花だより、資料など収載

Ｇ－Ｒ１－12 会報 保育士養成（令和元年 12 月）

頒価 600 円（内税 消費税 10％）

（№93） 2019 年度全国保育士養成セミナー報告 等、2019 年度全国保育士養成中央研究報告・中
央情勢報告資料、2019 年度学術研究助成 2019 年度ブロック研究助成対象一覧、花だよ
り、参考資料など収載
Ｇ－Ｒ２－５ 会報 保育士養成（令和２年５月）

頒価 750 円（内税 消費税 10％）

（№94） 巻頭言（副会長 小川清美）
、令和元年度全国保育士養成協議会「教職員表彰受賞者」一
覧、
「教職員表彰を受けて」
、令和元年度全国保育士養成協議会「会長表彰受賞者」一覧、
「会長表彰を受けて」
、花だより、資料、参考資料など収載
Ｇ－Ｒ２－８ 会報 保育士養成（令和２年８月）

頒価 450 円（内税 消費税 10％）

（№95） 巻頭言（会長 汐見稔幸）
、令和２年度総会報告、特別功労者表彰を受けて、功労者表彰
を受けて、新会員校プロフィール、花だより、参考資料など収載
Ｇ－Ｒ２－12 会報 保育士養成（令和２年 12 月）

頒価 450 円（内税 消費税 10％）

（№96） 巻頭言（実行委員長 橋本勇人）
、令和２年度全国保育士養成セミナー報告 等、令和２
年度全国保育士養成セミナー（オンラインセミナー：中・四国ブロック）参加者アンケ
ート、令和３年度全国保育士養成セミナー開催予告、令和２年度ブロック研究助成対象
者一覧、令和２年度学術研究助成対象者一覧、花だより、参考資料など収載
Ｇ－Ｒ３－５ 会報 保育士養成（令和３年５月）

頒価 450 円（内税 消費税 10％）

（№97） 巻頭言（常務理事 矢藤誠慈郎）
、令和２年度全国保育士養成協議会「教職員表彰受賞
者」一覧、
「教職員表彰を受けて」
、令和２年度全国保育士養成協議会「会長表彰受賞
者」一覧、
「会長表彰を受けて」
、花だより、資料など収載
Ｇ－Ｒ３－８ 会報 保育士養成（令和３年８月）

在庫なし

（№98） 巻頭言（会長 汐見稔幸）
、令和３年度総会報告、特別功労者表彰を受けて、新会員校プ
ロフィール、花だより、保育士養成倫理綱領ハンドブック、参考資料など収載
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Ｈ 資史料 他

Ｈ－Ｈ11－９（Ⅰ） 保養協資史料１（平成 11 年９月）

在庫なし

児童福祉の歩みと全国保母養成協議会の歴史（名誉会員 田中未来）
Ｈ－Ｈ11－９（Ⅱ） 保養協資史料２（平成 11 年９月）

在庫なし

老いたるドンキホーテの夢（名誉会員 井上肇）
―＜のび小＞から保育士養成へのメッセージ―
Ｈ－Ｈ11－11

幼稚園教育要領 現行・改訂対照 保育所保育指針 現行・改訂対照付
関係資料（平成 11 年 11 月）

Ｈ－Ｈ29－５

在庫なし

保育実習指導のミニマムスタンダード 2017 年版
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在庫なし

