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フィンランド 安藤 節子 2007 フィンランドにおける保育と子育て支援 : 保育と家族政策を中心に 聖園学園短期大学研究紀要 37, 25-37, 2007-03 有

フィンランド 山本 理絵 2012
フィンランドにおける幼児教育・保育カリキュラム(1)ECECの理念と教育目
標を中心に

愛知県立大学児童教育学科論集 (46), 43-50, 2012 有

フィンランド 千島 亜美 ほか 2011
5059 異年齢グループ保育の活動実態を背景とした子どもの活動から見
る空間特性 : フィンランドの就学前保育施設「パイバコティ」に関する研究
その3(保育施設(3),建築計画I)

学術講演梗概集. E-1, 建築計画I, 各種建物・地域施設, 設計
方法, 構法計画, 人間工学, 計画基礎 2011, 151-152, 2011-
07-20

有

フィンランド 本杉 一磨 ほか 2011
5058 チーム保育の実践と保育者の見守りから見る空間特性 : フィンラン
ドの就学前保育施設「パイバコティ」に関する研究 その2(保育施設(3),建

学術講演梗概集. E-1, 建築計画I, 各種建物・地域施設, 設計
方法, 構法計画, 人間工学, 計画基礎 2011, 149-150, 2011-

有

フィンランド 山田 朝子 ほか 2011
5057 フィンランド幼保一体型保育施設の平面構成から見る空間特性 :
フィンランドの就学前保育施設[パイバコティ]に関する研究 その1(保育施

学術講演梗概集. E-1, 建築計画I, 各種建物・地域施設, 設計
方法, 構法計画, 人間工学, 計画基礎 2011, 147-148, 2011-

有

フィンランド 2011
山梨県 認定こども園 ドリームツリー 好奇心を伸ばすフィンランド式教
育。園内の公用語はEnglish! (ちまたで噂の 英才保育園を訪問)

プレジデント 49(22), 14-17, 2011-07-15

フィンランド 三井 真紀 2009 多文化保育におけるフィンランド乳幼児のアイデンティティの研究 紀要visio : research reports 39, 167-173, 2009-06-30 有

フィンランド 渡邊 あや 2009
フィンランドの放課後対策の現状と課題--日本への示唆 (特集 諸外国の
放課後対策--学力低下と学童保育問題へのアプローチ)

Business & economic review 19(6), 50-60, 2009-06

フィンランド 廣橋 容子 , 李 相済 2009 フィンランドにおける子どもと保護者への支援 国際研究論叢 : 大阪国際大学紀要 22(3), 55-66, 2009-03-31

フィンランド 土永 葉子 2009
フィンランドの子どもが育つ環境と保育者養成--フィンランド教育関係施
設視察報告(2008年8月17日〜24日)

帝京平成大学紀要 20(1), 179-192, 2009-03

フィンランド 三井 真紀 2008 フィンランドの保育環境に関する一考察(2) : 多文化保育プログラム 紀要visio : research reports 37, 81-88, 2008-07 有

フィンランド 三井 真紀 2007
保育所保育指針、幼稚園教育要領における保育者像 : 多文化共生社会
フィンランドの保育者像を通して

紀要visio : research reports 36, 81-86, 2007-07 有

フィンランド 三井 真紀 2007
フィンランドの保育環境に関する一考察 : (1)日本における待機児童およ
び子育て支援の課題

紀要visio : research reports 36, 75-80, 2007-07 有

フィンランド 安藤 節子 2007 フィンランドにおける保育と子育て支援 : 保育と家族政策を中心に 研究紀要 37, 25-37, 2007-03 有
フィンランド 伊藤 喬治 2007 現代のフィンランドにおける <保育> 制度と保育者養成 教育論叢 50, 25-33, 2007 有
スウェーデン 泉 千勢 2006 スウェーデンの保育の現状 (特集 世界の保育に学ぶ) -- (各国の状況か 保育の友 54(6), 19-21, 2006-06
スウェーデン 川島 由華 2007 就学前児童に対する保育サービスの国際比較--フランス,スウェーデンを 社学研論集 (9), 213-229, 2007

スウェーデン 大城 愛子 2007
スウェーデンの保育制度における親の参加--親協同組合幼稚園の現状
と課題 ([日本教育制度学会]第14回研究大会報告) -- (課題別セッション
初期教育制度--保育施設における親支援--その課題と可能性を探る)

教育制度学研究 (14), 106-109, 2007

スウェーデン 藤井 伸生 2007 スウェーデンの保育 華頂社会福祉学 (3), 18-25, 2007-03

スウェーデン 佐藤 由美 2007
幼稚園・保育園 森の保育で幼児から環境教育を--スウェーデンの「森の
ムッレ教室」と野外保育園

食農教育 (56), 154-159, 2007-07

スウェーデン 橋本 義郎 2007
スウェーデンの児童保育教育サービス(burn omsorge): エスキルステュナ
=コミューンのサービス案内冊子(Valkommen till barnomsorge)の紹介

国際研究論叢 : 大阪国際大学紀要 21(1), 183-195, 2007-10-
31

スウェーデン 林 悠子 2007 保育施設での学びとの出会い : 雰囲気、子ども観、学び観の間の相互作 社會問題研究 57(1), 199-223, 2007-12 有
スウェーデ
ン
フランス

2007
諸外国の家族政策の動向について(スウェーデン・フランス・ドイツ) (「子
どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議「基本戦略分科会」--子
育て支援充実に、1.5〜2.4兆円必要) -- (第6回(2007.10.15)資料)

保育情報 (373), 17-20, 2007-12

スウェーデン 秋朝 礼恵 2009
福祉サービスにおける選択自由に関する一考察--スウェーデンの保育
所を事例として

社学研論集 (14), 110-125, 2009 有

スウェーデン 宍戸 健夫 2009
図書紹介 白石淑江著『スウェーデン 保育から幼児教育へ--就学前学校
の実践と新しい保育制度』

幼児教育史研究 4, 90-92, 2009

スウェーデン 秋朝 礼恵 2009
スウェーデンの福祉サービスにおける選択の自由に関する一考察--保
育サービスを事例として

北ヨーロッパ研究 6, 1-10, 2009

スウェーデン 泉 千勢 2009
スウェーデン--ゆったりとのびやかに--成熟社会スウェーデンの保育の
現状 (世界の保育と子どもの最善の利益) -- (世界の保育現場でいま起

子どもの文化 41(8), 40-45, 2009-07
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スウェーデン 鵜飼 明香 2009
スウェーデンのプリスクールの歴史的変遷とプリスクール・カリキュラム
(特集 保育新時代の課題と指針改定)

季刊保育問題研究 (238), 65-80, 2009-08

スウェーデン 矢島 毅昌 2010
バルバーラ・マルティン=コルピ著, 太田美幸訳『政治のなかの保育 : ス
ウェーデンの保育制度はこうしてつくられた』

立教大学教育学科研究年報 54, 72, 2010

スウェーデン 秋朝 礼恵 2010
スウェーデンの児童ケアサービス拡充期における財源調達に関する一考
察--1975年政府案の背景と思想 (特集 諸外国の就学前教育・保育サー
ビス--子どもの「育ち」を保障する社会のしくみ)

海外社会保障研究 (173), 28-40, 2010

スウェーデン 大野 歩 2010
書評 バルバーラ・マーティン=コルピ著 太田美幸訳『政治のなかの保育
スウェーデンの保育制度はこうしてつくられた』

北ヨーロッパ研究 7, 25-27, 2010

スウェーデ
ン

石井 正子 2010
スウェーデン,デンマークにおける特別なニーズのある子どもの保育:統合
保育所及び保育者養成校視察報告

學苑 836, 2010-06-01 有

スウェーデン
渡部 かなえ , 渡辺 敏
明

2010
スウェーデンと日本の就学前教育・保育機関における子どもの健康と安
全への対応

信州大学教育学部研究論集 (3), 141-149, 2010-07 有

スウェーデン 大野 歩 2011
スウェーデンにおける2011年学校改革に関する研究 : 就学前保育・教育
領域への影響を中心に

北ヨーロッパ研究 8, 13-22, 2011

スウェーデン 清水 民子 2011
保育における乳幼児の<意見表明権> : スウェーデンの実践研究から
INFLUENCE論をとらえる

平安女学院大学研究年報 11, 1-8, 2011-06

スウェーデ
ン

大野 歩 , 七木田 敦 2011
スウェーデンの就学前クラスに関する研究 : 「学校化」問題と生涯学習ア
プローチの観点から(自由論文)

保育学研究 49(2), 135-145, 2011-12-25 有

ノルウェー 西村 重稀 2009 ノルウェーの保育事情 仁愛大学研究紀要. 人間生活学部篇 1, 71-82, 2009-12-30 有
ノルウェー 伊藤 喬治 2010 ノルウェーの保育/幼児教育(特集 ノルウェーの教育と文化) 子どもの遊びと手の労働 (437), 12-15, 2010-01 有
デンマーク 内本 充統 2007 デンマークの児童養護 平安女学院大学研究年報 7, 55-63, 2007-03-30 有
デンマーク 平本 福子 2008 デンマークの保育所給食--2010年給食制度施行に向けて 生活環境科学研究所研究報告 41, 21-28, 2008

デンマーク
石渡 香織 , 月田 みづ
え

2008
デンマークの保育・教育サービスと家庭で育む子どもの自立と連帯 : 社
会参加と責任のわかち合い

學苑 808, 97-108, 2008-02 有

デンマーク 吉岡 洋子 , 藤井 薫 2009
デンマークの保育/幼児教育について--現地の就学前保育施設からの
実践報告をもとに

頌栄短期大学研究紀要 38, 11-22, 2009

デンマーク 相川 徳孝 2009 デンマークの保育制度 聖学院大学論叢 21(3), 123-131, 2009-03-31 有

デンマーク
齋藤 正典 , トート・ガー
ボル

2010 デンマークにおける乳幼児期のインクルーシブ教育・保育 相模女子大学紀要. A, 人文系 74, 59-70, 2010 有

デンマーク 齋藤 正典 2010 デンマークにおける保育者(Paedagog:ペタゴー)養成プログム 子ども教育研究 (2), 27-40, 2010-03
デンマーク 齋藤 修 2010 家庭的保育制度について : デンマークと日本 盛岡大学短期大学部紀要 20, 13-21, 2010-06 有

デンマーク 石井 正子 2010
スウェーデン,デンマークにおける特別なニーズのある子どもの保育:統合
保育所及び保育者養成校視察報告

學苑 836, 2010-06-01 有

デンマーク 林 陽子 , 白幡 久美子 2011 デンマークの家庭的保育(Dagpleje)に関する研究
中部学院大学・中部学院大学短期大学部研究紀要 (12), 1-8,
2011-03

デンマーク 古屋 喜美代 2012 デンマークの保育・教育からの学び : 保育・教育システムと森の幼稚園 神奈川大学心理・教育研究論集 (31), 5-15, 2012

デンマーク 佐藤 桃子 2012
デンマークにおける「利用者委員会」の役割に関する研究 : オーデンセ市
の保育所と保護者委員会の事例からの考察

地域福祉研究 (40), 68-77, 2012

デンマーク 小谷 正登 2012
デンマークの保育者ペダゴーの専門性に関する一考察 : リレベルト大学
社会教育学部における養成課程と実践をもとに

臨床教育学論集 (5), 27-40, 2012-02

オランダ 松浦 真理 2009
オランダの就学前教育・保育の実態--親の教育権を政府が保証する (世
界の保育と子どもの最善の利益) -- (世界の保育現場でいま起きている

子どもの文化 41(8), 55-59, 2009-07-00

オランダ 松浦 真理 2011 オランダの幼児教育・保育におけるプレイグループの役割
研究紀要 = Bulletin of Kyoto Kacho University and Kacho
College (56), 111-121, 2011-00-00

ベルギー 小野 順子 2009 幼保一元化に関する考察(1)ベルギーの保育事情を通して 中国学園紀要 (8), 117-125, 2009-06 有
ベルギー 小野 順子 2010 幼保一元化に関する考察（Ⅱ）　～ ベルギーの保育事情を通して ～ 中国学園紀要 9, 81-91, 2010-06-16 有
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ベルギー 泉 千勢 , 三ッ石 行宏 2007
世界の保育カリキュラム(1)経験による教育(ベルギー) : ウェルビーイング
と介入を通した効果的な学習 テ・ファリキ(ニュージーランド) : 万人が拠り
どころとする織敷物(OECD『5つの保育カリキュラムの概要』2004より)

社會問題研究 57(1), 157-178, 2007-12 有

ベルギー 三ツ石 行宏 2007

経験による教育(ベルギー)--ウェルビーイングと介入を通した効果的な
学習 (翻訳 世界の保育カリキュラム(1)経験による教育(ベルギー)--ウェ
ルビーイングと介入を通した効果的な学習 テ・ファリキ(ニュージーラン
ド)--万人が拠りどころとする織敷物(OECD『5つの保育カリキュラムの概

社会問題研究 57(1), 162-168, 2007-12

ベルギー 泉 千勢 2007

テ・ファリキ(ニュージーランド)--万人が拠りどころとする織敷物 (翻訳 世
界の保育カリキュラム(1)経験による教育(ベルギー)--ウェルビーイングと
介入を通した効果的な学習 テ・ファリキ(ニュージーランド)--万人が拠り
どころとする織敷物(OECD『5つの保育カリキュラムの概要』2004より))

社会問題研究 57(1), 169-178, 2007-12

イタリア 坂井 旭 2009
創造性を大切にした世界の保育実践から学ぶもの--イタリア,レッジョ・エ
ミリアの保育実践を通して

愛知江南短期大学 紀要 (38), 73-83, 2009-03

イタリア 森 眞理 2009

イタリア--響きあう市民生活の展開--創造性と協同性を重んじるレッ
ジョ・エミリア市に学ぶ (世界の保育と子どもの最善の利益) -- (世界の保
育現場でいま起きていること)

子どもの文化 41(8), 78-86, 2009-07

フランス 大庭 三枝 2007 フランスにおける就学前児童の保育状況 福山市立女子短期大学研究教育公開センター年報 4, 91-94, 有
フランス 木下 裕美子 2007 フランスの親保育所(学校法人京都外国語大学創立60周年記念号) Cosmica 37, 219-230, 2007 有
フランス 川島 由華 2007 就学前児童に対する保育サービスの国際比較--フランス,スウェーデンを 社学研論集 (9), 213-229, 2007

フランス 大庭 三枝 2008
フランスにおける保育学校(L'ecole maternelle)の果たす役割 : 小学校へ
の接続教育と子育て支援

福山市立女子短期大学研究教育公開センター年報 5, 109-
114, 2008

有

フランス 木下 裕美子 2008
フランスの親保育所にみられる連帯とは何か--今後の日本との事例比
較研究にむけて

家族社会学研究 20(1), 81-88, 2008 有

フランス 川島 由華 2008
フランス家族手当による保育サービスへの影響に関する研究--1990年
代以降の仕事と家庭の両立支援に対する課題

社学研論集 (11), 85-100, 2008

フランス 藤井 穂高 2008 フランスにおける保育学校の就学保障規定 : 制定意図の分析(第2部自 保育学研究 46(2), 289-298, 2008-12-25 有
フランス 藤田 浩美 2009 フランスの低年齢児教育 : 保育学校が社会で果たす役割 愛知県立大学大学院国際文化研究科論集 10, 27-51, 2009 有
フランス 鈴木 美幸 2009 action network フランスの保育と子育て事情--保育体験研修に参加して 子どもの文化 41(5), 33-37, 2009-05

フランス 赤星 まゆみ 2009
フランスにおける幼児教育・保育 (世界の保育と子どもの最善の利益) --
(世界の保育現場でいま起きていること)

子どもの文化 41(8), 60-67, 2009-07

フランス 神尾 真知子 2009 海外法律情報 フランス--新しいタイプの保育ママ ジュリスト (1388), 53, 2009-11-01

フランス 大庭 三枝 2010
フランスの保育学校課程における身体表現教育に関する研究 : 身体で
語り表現する力を育てる

福山市立女子短期大学研究教育公開センター年報 7, 69-74,
2010

有

フランス 大庭 三枝 2010
フランスの保育学校・小学校における平和教育実践 : 紙芝居を活用した
異文化理解教育の可能性

福山市立女子短期大学紀要 37, 59-65, 2010 有

フランス
レイナ シルヴィ , 星 三
和子

2010
講演 フランスの乳幼児の発達支援と子育て支援 : 就学前政策と実践の
現在 (2010年度シンポジウム 変わる0歳から就学までの保育・教育)

日仏教育学会年報 -(17), 6-33, 2010

フランス 松村 祥子 2010 海外の動向 フランスの保育と子育て支援 社会福祉研究 (107), 114-118, 2010-04

フランス 大庭 三枝 2011
フランスにおける紙芝居を活用した平和学習の試み : 保育学校・小学校
の子どもたちが感じたこととその表現方法

福山市立女子短期大学研究教育公開センター年報 8, 41-48,
2011

有

フランス 赤星 まゆみ 2011
翻訳 フランス国民教育大臣への答申 言語的社会的不平等の最前線に
ある保育学校 : 2007年12月 保育学校に関するベントリラ・レポート(1)

西九州大学子ども学部紀要 -(3), 67-77, 2011

フランス 星 三和子 2011 フランス教育事情 ヨーロッパの最近の乳幼児保育・教育政策の動向 日仏教育学会年報 (18) (40), 139-144, 2011
フランス 宮本 悟 2011 フランス認定保育ママ制度の沿革と現況(佐藤清教授古稀記念論文集) 經濟學論纂 51(1/2), 297-307, 2011-03
フランス 原田 康美 2011 フランスの認証保育ママ制度の発展とその専門職化 東日本国際大学福祉環境学部研究紀要 7(1), 35-55, 2011-03

フランス 大津 尚志 2011
フランスの保育課程改革と保育の質の向上の追究 (特集 諸外国の保育
--保育の質向上の取り組みと実際)

保育の友 59(10), 14-17, 2011-08
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フランス 星 三和子 2012
EUの保育改革とフランスの動向 (保育の歩み(その2)) -- (保育フォーラ
ム 保育制度の改革に保育学はどうかかわるか)

保育学研究 50(3), 362-365, 2012

フランス 赤星 まゆみ 2012 フランスの保育学校をめぐる最近の論争点 : 早期就学の効果 保育学研究 50(2), 218-230, 2012
フランス 赤星 まゆみ 2012 フランスの幼児教育・保育と子育て支援 日本福祉大学子ども発達学論集 (4), 47-66, 2012-01-31 有

イギリス 椨 瑞希子 2007
イギリスの「家庭的保育」(チャイルドマインディング)調査(1) ─制度的位
置づけの変化と職業生活の実際─

聖徳大学研究紀要. 短期大学部 40, 9-16, 2007-00-00

イギリス 中村 勝美 2007
イギリスにおけるチャイルドケアの動向--オックスフォード州チルドレン・
センターを中心に

永原学園佐賀短期大学紀要 38, 141-150, 2007-00-00

イギリス 池谷 江理子 2007 イギリスにおける母親の就業と保育の実態 高知工業高等専門学校学術紀要 (52), 17-31, 2007-03-00

イギリス 埋橋 玲子 2007
イギリスにおける保育サービスの商品化--保育従事者の能力育成と資
格階梯にみる

神戸女子大学文学部紀要 40, 65-81, 2007-03-00

イギリス
Crosse Kay , 椨 瑞希子
訳

2007
イギリスの保育拡充戦略の現在--チャイルド・マインダー(保育ママ)の保
育専門職化

聖徳大学児童学研究 (9), 141-145, 2007-03-00

イギリス 中村 勝美 2007
イギリスにおける保育制度の過去と現在 : 歴史的多様性をふまえた統合
的保育サービスの構築

永原学園西九州大学・佐賀短期大学紀要 37, 103-120, 2007-
03-01

有

イギリス 椨 瑞希子 2008
イギリスの「家庭的保育」(チャイルドマインディング)調査 (2) ─第三者評
価機関 Ofstedと保育の質の保証─

研究紀要. 短期大学部 41, 17-24, 2008-00-00

イギリス 埋橋 玲子 2008
イギリスにおける子どもの生育環境整備の政策的展開について--子ど
も・学校・家族省(DCSF)の設置とその経緯にみる

保育の研究 (22), 67-78, 2008-03-00 有

イギリス 椨 瑞希子 2009
イギリスの「家庭的保育」(チャイルドマインディング)調査(3) ─養成と専
門性発達─

聖徳大学 研究紀要. 児童学部 人文学部 音楽学部 20, 9-16,
2009-00-00

イギリス 須貝 優子 2009 イギリスにおける子育て支援政策--保育サービスの現状 社学研論集 (14), 317-325, 2009-00-00

イギリス 埋橋 玲子 2009
イギリスの保育最前線--EYFS・査察・子どものアセスメント・自己評価
(世界の保育と子どもの最善の利益) -- (世界の保育現場でいま起きてい

子どもの文化 41(8), 46-54, 2009-07-00

イギリス 椨 瑞希子 2010
イギリスの「家庭的保育」(チャイルドマインディング)調査(4) ─保育職資
格の再構築を通してみた旧労働党政権の保育拡充策─

研究紀要. 児童学部 人文学部 音楽学部 21, 47-54, 2010-00-
00

イギリス 埋橋 玲子 2011 労働党政権下(1997-2010)におけるイギリスの幼児教育・保育政策の展 同志社女子大学学術研究年報 (62), 83-92, 2011-00-00 有
イギリス 上村 晶 2011 イギリスのチャイルドケアに見る保育観に関する一考察 高田短期大学育児文化研究 (6), 1-8, 2011-03-00
イギリス 加藤 美帆 2011 異文化多文化 イギリス幼児教育--異質なものの出会いによる摩擦と創 季刊保育問題研究 (249), 88-92, 2011-06-00

ドイツ
芦田 宏 , 秋田 喜代美 ,
鈴木 正敏 , 門田 理世 ,
野口 隆子 , 小田 豊

2007
多声的エスノグラフィー法を用いた日独保育者の保育観の比較検討 : 語
頻度に注目した実践知の明示化を通して

教育方法学研究 : 日本教育方法学会紀要 32, 107-117, 2007-
03-31

有

ドイツ 伊藤 真 2008
ドイツの昼間保育施設における音楽教育改善に関する考察--保育士を
対象とした音楽の現職教育講習を事例として

就実論叢 (38), 167-182, 2008-00-00

ドイツ 伊藤 亜希子 2009
保育者と移民家庭との異文化間の関係づくりをめざす試み--ドイツの保
育施設における事例から

異文化間教育 (30), 78-90, 2009-00-00

ドイツ 豊田 和子 2009 統一後のドイツにおける保育・就学前教育事情(その1)家族支援と保育制 桜花学園大学保育学部研究紀要 (7), 33-49, 2009-03-00
ドイツ 福田 博子 2009 ドイツの幼児教育施設についての考察 八洲学園大学紀要 (5), 1-13, 2009-03-00

ドイツ 高橋 節子 , 元岡 展久 2009
9061 子どものための建築空間 : ウィーンのモンテッソーリ保育園の場合
(西洋近代:ドイツ/オーストリア,建築歴史・意匠)

学術講演梗概集. F-2, 建築歴史・意匠 2009, 121-122, 2009-
07-20

有

ドイツ 豊田 和子 2010
統一後のドイツにおける保育・就学前教育事情(その2)幼稚園における
「教育の質」をめぐる研究

桜花学園大学保育学部研究紀要 (8), 29-42, 2010-03-00

ドイツ 中西 さやか 2010
ドイツにおける幼児教育の制度的位置づけ : 「青少年援助」としての幼児
教育に着目して(【一般A-8】就学前教育・保育(2),一般研究発表【A】,発表

日本教育学会大會研究発表要項 69, 376-377, 2010-08-13 有

ドイツ 中西 さやか 2011 ドイツの保育システムに関する研究 : システムの位置づけに着目して
広島大学大学院教育学研究科紀要. 第三部, 教育人間科学関
連領域 (60), 267-273, 2011-00-00

有

ドイツ 中西 さやか 2011
ドイツの保育システムに関する一考察 : 社会的教育学としての位置づけ
に着目して (幼児教育)

教育学研究紀要 57(2), 581-585, 2011-00-00
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ドイツ 松宮 徹郎 2011
ドイツにおける保育政策・制度の現状--子どもの権利を前面に立てた保
育制度改革の内容

保育情報 (410), 2-8, 2011-01-00

ドイツ 齋藤 純子 2011 ドイツの保育制度--拡充の歩みと展望 (小特集 諸外国の社会保障) レファレンス 61(2), 29-62, 2011-02-00

ドイツ 中西 さやか 2011
保育における教育とケアの関係性に関する一考察 : ドイツの保育アプ
ローチに着目して(【一般A-10】就学前教育・保育,一般研究発表【A】,発表

日本教育学会大會研究発表要項 70, 250-251, 2011-08-22 有

ドイツ 豊田 和子 2011
ドイツの幼稚園における「教育の質」をめぐる議論と成果 : Tietzeら(ベル
リン自由大学研究グループ)を中心に(第1部<特集論文>基準・条件と保

保育学研究 49(3), 269-280, 2011-12-25 有

ドイツ 豊田 和子 2012
統一後のドイツにおける保育・就学前教育事情(その3)ベルリンの教育プ
ログラムにみる就学前教育改革

桜花学園大学保育学部研究紀要 -(10), 43-63, 2012-03-00

ドイツ ランブレヒト マティアス 2012 保幼小連携における移行期の理論と実践モデル : 統一後ドイツの動向を 東京家政大学研究紀要. 1, 人文社会科学 53, 13-21, 2013-
北欧 渡部 かなえ 2011 小さな命と健康を守る : 北欧と日本の森の幼稚園 (子ども : 保育の理念 青山学院女子短期大学総合文化研究所年報 -(19), 33-45, 有
欧州 小崎 恭弘 2007 保育における労働者としての男性欧州連合保育ネットワーク討議資料よ 神戸常盤短期大学紀要 28, 37-44, 2007-03-01 有
欧州 小崎 恭弘 2007 保育における労働者としての男性欧州連合保育ネットワーク討議資料よ 神戸常盤短期大学紀要 29, 85-101, 2007 有
欧州 星 三和子 2011 フランス教育事情 ヨーロッパの最近の乳幼児保育・教育政策の動向 日仏教育学会年報 (18) (40), 139-144, 2011
欧州 星 三和子 2012 ヨーロッパの最近の保育政策と日本の「子ども・子育て新システム」 保育情報 -(424), 16-19, 2012-03
アメリカ 松山 有美 2007 アメリカにおける「保育士」--役割と地位をめぐって 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部紀要 (1), 19-30, 2007-03-

アメリカ 市来 恵子 2007
アメリカに於ける幼児教育--アメリカの就学前幼児はどのようにして学ん
でいるのか

下関短期大学紀要 (25), 57-77, 2007-03-31 有

アメリカ 鶴 宏史 2007
アメリカの保育者の倫理綱領および責任声明 : 全米乳幼児教育協会
(NAEYC)の公式声明(2005年改訂版)

社會問題研究 57(1), 179-197, 2007-12-00 有

アメリカ
イタリア
スウェーデ
ン

鶴 宏史 2008

スウェーデンのカリキュラム--現在の就学前保育システムの目標 (翻訳
世界の保育カリキュラム(2)High/Scopeカリキュラム(アメリカ)--key
experiencesを通したActive learning レッジョ・エミリア・アプローチ(イタリ
ア)--子どもたちに真に耳を傾ける スウェーデンのカリキュラム(スウェー
デン)--現在の就学前保育制度の目標(OECD『5つの保育カリキュラムの

社会問題研究 57(2), 179-187, 2008-03

アメリカ
イタリア
スウェーデ
ン

泉 千勢 , 三ッ石 行宏 ,
林 悠子 , 鶴 宏史

2008

世界の保育カリキュラム(2)High/Scopeカリキュラム(アメリカ) : key
experiencesを通したActive learning レッジョ・エミリア・アプローチ(イタリ
ア) : 子どもたちに真に耳を傾ける スウェーデンのカリキュラム(スウェー
デン) : 現代の就学前保育システムの目標(OECD『5つの保育カリキュラ

社會問題研究 57(2), 159-187, 2008-03 有

アメリカ
イタリア
スウェーデ
ン

三ッ石 行宏 2008

High/Scopeカリキュラム--key experiencesを通したActive learning (翻訳
世界の保育カリキュラム(2)High/Scopeカリキュラム(アメリカ)--key
experiencesを通したActive learning レッジョ・エミリア・アプローチ(イタリ
ア)--子どもたちに真に耳を傾ける スウェーデンのカリキュラム(スウェー
デン)--現在の就学前保育制度の目標(OECD『5つの保育カリキュラムの

社会問題研究 57(2), 162-169, 2008-03

アメリカ
イタリア
スウェーデ
ン

林 悠子 2008

レッジョ・エミリア・アプローチ--子どもたちに真に耳を傾ける (翻訳 世界
の保育カリキュラム(2)High/Scopeカリキュラム(アメリカ)--key
experiencesを通したActive learning レッジョ・エミリア・アプローチ(イタリ
ア)--子どもたちに真に耳を傾ける スウェーデンのカリキュラム(スウェー
デン)--現在の就学前保育制度の目標(OECD『5つの保育カリキュラムの

社会問題研究 57(2), 170-178, 2008-03

アメリカ 深堀 聰子 2008
自助主義にもとづく子育て支援のあり方に関する研究--アメリカの保育
事業の特徴と課題に着目して

比較教育学研究 (36), 45-65[含 英語文要旨], 2008-00-00

アメリカ 井上 聖子 2008 日本とアメリカにおける就学前教育・保育について 帝京学園短期大学研究紀要 15, 59-64, 2008-02-00
アメリカ 甲斐 仁子 2008 アメリカにおける教師(保育者)養成に関する研究 : NAEYCの認可システ 藤女子大学紀要. 第II部 45, 39-50, 2008-03-31 有

アメリカ 北野 幸子 2009
アメリカの保育専門組織による保育改革 : 全米乳幼児教育協会(NAEYC)
の動向を中心に (30周年記念特別号)

国際幼児教育研究 : 国際早期教育研究 (17), 55-60, 2009-00-
00

アメリカ 塩崎 美穂 2009
お茶の水女子大学「幼・保・大」連携保育研究の試み(26) : アメリカ合衆
国の保育事情・保育思想(1) : ミネソタ大学内にある保育の場

幼児の教育 108(2), 56-63, 2009-02-01 有

アメリカ 林 ゆう子 2009 アメリカにおける保育の「質」の数量的評価方法発展の文脈 社会問題研究 58 (137), 135-154, 2009-03-00
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アメリカ 林 ゆう子 2009
アメリカにおける保育の「質」の数量的評価方法による研究と実践への貢
献と評価の課題

社会問題研究 58 (137), 155-170, 2009-03-00 有

アメリカ 塩崎 美穂 2009
お茶の水女子大学「幼・保・大」連携保育研究の試み(27) : アメリカ合衆
国の保育事情・保育思想(2) : 進歩主義教育思想の流れをくむ保育の思

幼児の教育 108(3), 58-63, 2009-03-01 有

アメリカ 尾崎 博美 2009
大学における「保育」の意義と課題 : アメリカ・カナダの大学内保育施設
訪問調査を通して(【テーマB-12】大学における次世代育成支援,テーマ型
研究発表I,発表要旨)

日本教育学会大會研究発表要項 68, 404-405, 2009-08-12 有

アメリカ 塩路 晶子 2010
アメリカ進歩主義教育における保育内容に関する一考察 : ハワイ・キャッ
スル幼稚園,ナーサリー・スクールに着目して

鳴門教育大学研究紀要 25, 51-64, 2010-00-00 有

アメリカ 中島 千惠 2010 アメリカ合衆国における保幼小連携を推進する多機関コラボレーション 京都文教短期大学研究紀要 49, 85-95, 2010-00-00 有

アメリカ 尾崎 博美 2010
「大学」における「保育(施設)」の可能性を問う : アメリカ・カナダにおける
大学内保育施設が示唆すること

東京文化短期大学紀要 = Tokyo Bunka Junior College bulletin
27, 40-49, 2010-00-00

アメリカ 松山 有美 2010 「自助努力社会」における保育政策と保育選択 - アメリカを事例として - 名古屋学芸大学研究紀要. 教養・学際編 6, 59-72, 2010-02-
アメリカ 池村 進 2010 ノースカロライナ州立Walter Bickett幼稚園での教育実習 高田短期大学紀要 28, 123-132, 2010-03-00 有

アメリカ 伊藤 嘉子 2010
自らあそぶ子どもたちをみつめて--アメリカの保育所・幼稚園等における
子どもたちの姿から

兵庫大学短期大学部研究集録 (44), 25-31, 2010-03-00

アメリカ 米村 佳樹 2010 アメリカ合衆国におけるプレ幼稚園プログラムの展開--ジョージア州を事 保育の研究 (23), 55-65, 2010-06-00

アメリカ 常森 裕介 2011
「諸外国の就学前教育・保育サービス--子どもの『育ち』を保障する社会
のしくみ」に関する投稿論文 アメリカにおける保育の質と児童の利益--
行政規制をめぐる判例を手がかりとして

海外社会保障研究 (175), 83-92, 2011-00-00

アメリカ
木間 英子 , 松本 淳 ,
駒谷 真美 , 爾 寛明 ,
押谷 由夫

2011
〔資 料〕アメリカ初等教育演習(春季ボストン教育研修)の紹介とポートフォ
リオ調査による分析

學苑 848, 91-113, 2011-06-01 有

アメリカ 安梅 勅江 2011
アメリカNICHD研究からみる「保育の質」 (特集 諸外国の保育--保育の
質向上の取り組みと実際)

保育の友 59(10), 20-23, 2011-08-00

アメリカ 吉田 穂波 2012
アメリカでの生活で実感した医療・保育の問題と働き方のちがい (特集
2012年 社会福祉を考える)

福祉のひろば 142, 16-18, 2012-01-00

カナダ 伊志嶺 美津子 2009
カナダの子育てと子どもの最善の利益 (世界の保育と子どもの最善の利
益) -- (世界の保育現場でいま起きていること)

子どもの文化 41(8), 68-73, 2009-07-00

カナダ
中島 修 , 乾 りか , 大塚
健樹

2012 カナダの就学前教育について : 多文化主義の視点から 盛岡大学短期大学部紀要 22, 9-19, 2012-06-00


