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《学士課程基幹教育科目》
教科書

NO
講義名 先生名 区分 書　名 出版社

税込み
価格※

本体
価格

101 Communicative English 102
※国際英語学科を除く全学科対象

Dunne 教
Four Corners 1　(with Online Self-study)
【ご注文制：取り寄せとなります】

Cambridg
e
University
Press

3,300 3,000

102 Communicative English 102
※国際英語学科を除く全学科対象

担当者共通
※Dunne先
生を除く

教 CHALLENGER BOOK β1 ECC 2,970 2700
(割引なし)

103 Communicative English 202
※国際英語学科を除く全学科対象

担当者共通 教 Discoverer BOOK β1 ECC 2,970 2700
(割引なし)

104 Communicative English 302
※国際英語学科を除く全学科対象

Dunne 教
Four Corners 3(with Online Self-study)
【ご注文制：取り寄せとなります】

Cambridge
University
Press

3,300 3,000

105 Basic English 102
※国際英語学科を除く全学科対象

担当者共通 教 CHALLENGER BOOK α1 ECC 2,970 2700
(割引なし)

106 Basic English 202
※国際英語学科を除く全学科対象

担当者共通 教 CHALLENGER BOOK α2 ECC 2,970 2700
(割引なし)

107 Basic English 302
※国際英語学科を除く全学科対象

担当者共通
※Dunne先
生を除く

教 DISCOVERER BOOK α1 ECC 2,970 2700
(割引なし)

108 Conversation and Fluency B
※国際英語学科を除く全学科対象

担当者共通 教 Discoverer BOOK β2 ECC 2,970 2700
(割引なし)

109 Communicative English 102
※国際英語学科対象

Smith/Minotti 教 Trio Listening and Speaking Level 2 Oxford 3,289 2,990

109 Basic English 102
※国際英語学科対象

Smith/Minotti 教 Trio Listening and Speaking Level 2 Oxford 3,289 2,990

111 Conversation and Fluency B
※国際英語学科対象

Dunne 教
Interchange Student’s Book 2 (with with
Online Self-Study)

Cambridge
University
Press

3,520 3,200

112 スペイン語102 担当者共通 教 基礎からレッスン　はじめてのスペイン語 ナツメ社 1,408 1,280

113 中国語102 担当者共通 教
中国語Hop・Step・Jump～三段方式で学習
初級中国語

金星堂 2,750 2,500

114 中国語202 担当者共通 教 初級　中国語でおもてなし 金星堂 2,640 2,400

115 朝鮮語102 担当者共通 教 新装版できる韓国語　初級Ⅰ
アスク出
版 2,200 2,000

115 朝鮮語202 担当者共通 教 新装版できる韓国語　初級Ⅰ
アスク出
版 2,200 2,000

116 ドイツ語102 担当者共通 教 スタート！ドイツ語　A 1 白水社 2,420 2,200

117 フランス語102 担当者共通 教 新装カフェ・フランセ
朝日出版
社 2,640 2,400

118 ホスピタリティーの英語B 担当者共通 教 おもてなしの観光英語Hospitality English 三修社 1,980 1,800

119 留学の英語 担当者共通 教
Ready for Takeoff!English for Study Abroad
短期留学・語学研修で学ぶ英語コミュニケー
ション

金星堂 2,090 1,900

120 旅行の英語 担当者共通 教
You're Welcome! Communication with
Tourists Made Easy

Cengage
Learning 2,365 2,150

121 キャリア設計 担当者共通 教 キャリア設計
大阪樟蔭女子
出版部 1,001 910

122 暮らしとAI・データサイエンス 担当者共通 教
はじめの第一歩基礎からはじめるデータサ
イエンス

noa出版 2,200 2000
(割引なし)

123 ジェンダーを考える 竹内富久恵 参 ジェンダー学への道案内 北樹出版 2,310 2,100

124 資格の英語B 担当者共通 教 DAILY20日間 英検2級集中ゼミ 新試験対応 旺文社 1,595 1,450

125 情報処理基礎B 担当者共通 教 情報活用力 noa出版 1,760 1600
(割引なし)

126 情報と社会 担当者共通 教 文系学生がまなぶ情報学 コロナ社 2,420 2,200

127 情報と社会 担当者共通 参 情報のエコロジー 北樹出版 3,190 2,900

128 日本国憲法 坂本達也 教 福祉と法学・法教育 滋慶出版 1,886 1,715

※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）
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《学士課程基幹教育科目》
教科書

NO
講義名 先生名 区分 書　名 出版社

税込み
価格※

本体
価格

129 生活と法 渡邉みのぶ 教 今日から役立つ民法 ナツメ社 1,540 1,400

130 生活と法 渡邉みのぶ 参 マンガで分かる民法入門 ナツメ社 1,540 1,400

131 生活と法 渡邉みのぶ 参 学生のためのワークルール入門 旬報社 770 700

132 日本国憲法 渡邉みのぶ 教 図録　日本国憲法 弘文堂 2,530 2,300

133 日本国憲法 渡邉みのぶ 参 檻の中のライオン
かもがわ
出版 1,430 1,300

134 日本語学 大河内瞳 教
日本語教育への道しるべ第2巻
ことばのしくみを知る

凡人社 1,980 1,800

135 日常生活と法 越智砂織 教 プレステップ法学 弘文堂 1,980 1,800

136 English Proficiency D 西村尚人 教
SUCCESSFUL KEYS TO THE TOEIC(R)
LISTENING AND READING TEST 2

桐原書店 1,980 1,800

《国文学科》
教科書

NO
講義名 先生名 区分 書　名 出版社

税込み
価格※

本体
価格

201 日本文学研究（近代・現代）A 木村有美子 教 舞姫 集英社 345 314

202 仮名書法B 八巻敏幸 教 日本名筆選19「関戸本古今集」 二玄社 3,740 3,400

203 仮名書法B 八巻敏幸 教
書道テキスト第9巻　かな
【重版待ち・入荷未定】

二玄社 2,200 2,000

204 仮名書法C 八巻敏幸 教 日本名筆選12「寸松庵色紙」 二玄社 2,860 2,600

203 仮名書法C 八巻敏幸 参
書道テキスト第9巻　かな
【重版待ち・入荷未定】

二玄社 2,200 2,000

203 発展ゼミB 八巻敏幸 教
書道テキスト第9巻　かな
【重版待ち・入荷未定】

二玄社 2,200 2,000

205 発展ゼミB 八巻敏幸 教 書の古典と理論　改訂版 光村図書 2,200 2,000

206 発展ゼミB 八巻敏幸 参 書道テキスト第8巻　行草書 二玄社 3,520 3,200

205 発展ゼミD 八巻敏幸 教 書の古典と理論　改訂版 光村図書 2,200 2,000

205 研究入門ゼミB 八巻敏幸 教 書の古典と理論　改訂版 光村図書 2,200 2,000

207 研究入門ゼミB 八巻敏幸 教 書道テキスト第７巻　楷書 二玄社 1,870 1,700

206 研究入門ゼミB 八巻敏幸 参 書道テキスト第8巻　行草書 二玄社 3,520 3,200

208 書道科教科教育法B 八巻敏幸 教 高等学校学習指導要領解説　芸術編 教育図書 544 495
(割引なし)

205 書論 美濃幸男 教 書の古典と理論　改訂版 光村図書 2,200 2,000

209 漢字書法B 東野敏夫 教 中国書法選15 蘭亭叙〈五種〉 二玄社 2,310 2,100

210 文学作品講読(上代・中古)B 桑原一歌 教 仮名手引 和泉書院 605 550

211 創作演習（詩歌） 重松恵美 教 しびれる短歌 筑摩書房 924 840

212 創作演習（詩歌） 重松恵美 教 元気が出る俳句 幻冬舎 880 800

213 創作演習（詩歌） 重松恵美 参
俳句はかく解しかく味わう
【ご注文制：取り寄せとなります】

KADOKA
WA 565 514

214 創作理論と実践B 重松恵美 教 金子兜太の俳句入門
KADOKA
WA 691 629

215 創作理論と実践B 重松恵美 教
教科書で読む名作　一つのメルヘンほか
詩

筑摩書房 814 740

216 創作理論と実践B 重松恵美 参
日本名詩選３
【ご注文制：取り寄せとなります】

笠間書院 1,760 1,600

※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）

※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）
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《国際英語学科》
教科書

NO
講義名 先生名 区分 書　名 出版社

税込み
価格※

本体
価格

301 Academic Writing B Hasian 教
Real Writing: From structured paragraph to
complete essay

南雲堂 2,420 2,200

302 Speaking/Listening 1B Hasian 教
Hear Me Out 1
【ご注文制：取り寄せとなります】

Cengage
Learning 2,420 2,200

303 Business Communication Smith 教 Business Encounters 南雲堂 2,310 2,100

304 Business Writing B Hasian 教 Writing from Within (Student's Book 2)
Cambridge
University
Press

3,080 2,800

305 Writing 1C Minotti 教 Writers at Work: The Paragraph
Cambridg
e 3,300 3,000

305 Writing 1D Hasian 教 Writers at Work: The Paragraph
Cambridg
e 3,300 3,000

306 ビジネス講読B Dunne 教 Reading Pass (Book 1) 南雲堂 2,530 2,300

118 観光英語B 高橋悟 教 おもてなしの観光英語Hospitality English 三修社 1,980 1,800

307 国際英語学演習II 杉浦隆 教 英語を学ぶ楽しみ
くろしお出
版 1,540 1,400

308 English Fundamentals B 杉浦隆 教
大学生のための英語の新マナビー
vol.1 単語ナビ
【ご注文制：取り寄せとなります】

海鳴社 1,540 1,400

309 English Fundamentals B 杉浦隆 教
大学生のための英語の新マナビー
vol.3 文法ナビ
【ご注文制：取り寄せとなります】

海鳴社 1,540 1,400

308 English Fundamentals B 小森道彦 教
大学生のための英語の新マナビー
vol.1 単語ナビ
【ご注文制：取り寄せとなります】

海鳴社 1,540 1,400

309 English Fundamentals B 小森道彦 教
大学生のための英語の新マナビー
vol.3 文法ナビ
【ご注文制：取り寄せとなります】

海鳴社 1,540 1,400

310 英語学概論A 小森道彦 教 はじめての英語学 研究社 2,750 2,500

311 English Workshop B 水口陽子 教
Successful Keys to the TOEIC(R) Listening
and Reading Test 1

桐原書店 1,980 1,800

312 English Workshop D 水口陽子 教
Successful Keys to the TOEIC(R) Listening
and Reading Test 3

桐原書店 1,980 1,800

313 英米文学概論A 水口陽子 教 アメリカ文学から英語を学ぼう 英宝社 1,980 1,800

314 専門書購読B 水口陽子 教 WISH 研究社 2,090 1,900

315 World News 堂村由香里 教 AFP World News Report 5 成美堂 2,750 2,500

316 英語で学ぶ日本文化 堂村由香里 教 Discovering Cool Japan 成美堂 2,750 2,500

317 第二言語習得論 大河内瞳 教
日本語を教えるための第二言語習得論入
門

くろしお出
版 1,980 1,800

《心理学科》
教科書

NO
講義名 先生名 区分 書　名 出版社

税込み
価格※

本体
価格

128 権利擁護と成年後見制度 坂本達也 教 福祉と法学・法教育 滋慶出版 1,886 1,715

401 児童家庭福祉論 山本由紀子 教 子ども家庭福祉論
ミネルヴァ
書房 2,860 2,600

402 社会・集団・家族心理学 向井有理子 教 読んでわかる社会心理学
サイエンス
社 2,640 2,400

403 社会福祉の原理と政策Ⅱ 山本由紀子 教 社会福祉の原理と政策
中央法規
出版 3,190 2,900

404 人体の構造と機能及び疾病 大久保明紘 教 医学概論
中央法規
出版 2,750 2,500

※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）

※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）
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《心理学科》
教科書

NO
講義名 先生名 区分 書　名 出版社

税込み
価格※

本体
価格

405 心理学実験 辻弘美 教 Data-Based thinking ベネッセ 2,530 2,300

412 発達心理学 辻弘美 参 発達と教育の心理学 創元社 2,420 2,200

408 精神疾患とその治療Ⅱ 山室和彦 教 精神医学と精神医療
中央法規
出版 3,300 3,000

409 精神保健の課題と支援 金文美 教 現代の精神保健の課題と支援
中央法規
出版 3,300 3,000

410 ソーシャルワークの基盤と専門職 長谷川章子 教 ソーシャルワークの基盤と専門職
中央法規
出版 3,190 2,900

411 ソーシャルワーク演習 長谷川/西 教 ソーシャルワーク演習［共通科目］
中央法規
出版 2,750 2,500

413 臨床心理学概論 高橋裕子 教 経験と理論をつなぐ心理学 八千代出版 2,640 2,400

414 臨床心理学概論 根本眞弓 教 青年期女性の内的世界
岩崎学術
出版社 4,950 4,500

415 家族とコミュニティの臨床心理学 久野節子 教
家族心理学　家族システムの発達と臨床的
援助

有斐閣ブックス 2,750 2,500

416 家族心理学特論 早樫一男 参
親があっても子が育つ【ご注文制：取り寄せ
となります】

福村出版 2,750 2,500

417 家族心理学特論 早樫一男 参
対人援助職のための家族理解入門【ご注文
制：取り寄せとなります】

中央法規出版 1,760 1,600

418 家族心理学特論 早樫一男 参
対人援助職のためのジェノグラム入門【ご注
文制：取り寄せとなります】

中央法規
出版 1,760 1,600

419 家族心理学特論 早樫一男 参
ジェノグラムを活用した相談面接入門【ご注
文制：取り寄せとなります】

中央法規出版 2,200 2,000

420 産業・組織心理学 永野光朗 教 よくわかる産業・組織心理学
ミネル
ヴァ書房 2,860 2,600

421 消費と広告の心理学 永野光朗 教 新・消費者理解のための心理学 福村出版 2,860 2,600

422 低所得者に対する支援と生活保護 大坪勇 教 『社会福祉学習双書』貧困に対する支援
全国社会福祉
協議会 2,750 2,500

423 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ 西友子 教
新・精神保健福祉士養成講座　第５巻
精神保健福祉の理論と相談援助の展開II

中央法規
出版 2,970 2,700

《ライフプランニング学科》
教科書

NO
講義名 先生名 区分 書　名 出版社

税込み
価格※

本体
価格

501 基礎演習Ｂ 兒島/遠藤/二橋 教 食べる経済学 大和書房 1,870 1,700

502 簿記 越智砂織 教 合格テキスト日商簿記3級 TAA出版 2,200 2,000

503 金融システム論 神田恵未 教 テキストブック　金融入門
東洋経済
新報社 2,200 2,000

504 生活経済学 神田恵未 教 生活経済学
放送大学教育
振興会 3,520 3,200

505 ビジネス・コミュニケーションA 兒島尚子 教 秘書技能検定実問題集　２級
早稲田教
育出版 1,540 1,400

506 ビジネス・コミュニケーションA 兒島尚子 教 新ビジネスとオフィスワーク 樹村房 2,090 1,900

507 ビジネス・サービス論 兒島尚子 教 サービス接遇検定　実問題集1・2級
早稲田教
育出版 1,650 1,500

506 ビジネス・サービス論 兒島尚子 教 新ビジネスとオフィスワーク 樹村房 2,090 1,900

508 フードコーディネート研究 中出真理子 教
新・フードコーディネーター教本2022
３級資格認定試験対応テキスト

柴田書店 3,300 3,000

509 ファイナンシャル・プランニング特論 泉裕章 教
うかる！FP2級・AFP王道テキスト2022-2023
年版

日経BP 1,980 1,800

※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）

※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）
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《化粧ファッション学科》 ※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）

教科書
NO

講義名 先生名 区分 書　名 出版社
税込み
価格※

本体
価格

601 ファッションの歴史B 水野夏子 教 ファッションの歴史―西洋服飾史― 朝倉書店 3,080 2,800

602 ファッション企画 大村邦年 参
ファッションビジネスの進化
【ご注文制：取り寄せとなります】

晃洋書房 3,740 3,400

603 ファッション製品消費科学 春元隆 教 衣生活のための消費科学
日本衣料
管理協会 1,980 1700

(割引なし)

604 ファッション製品消費科学 春元隆 参 繊維製品の基礎知識シリーズ
日本衣料
管理協会 5,610 5100

(割引なし)

605 ファッション生理衛生学 小林政司 教 衣環境の科学 建帛社 2,420 2,200

606 被服材料学Ａ 小林政司 教 衣服材料の科学 建帛社 2,750 2,500

606 被服材料学実験 小林政司 参 衣服材料の科学 建帛社 2,750 2,500

607 被服整理学 小林政司 教 被服管理学 朝倉書店 2,750 2,500

《健康栄養学科》
教科書

NO
講義名 先生名 区分 書　名 出版社

税込み
価格※

本体
価格

701 基礎調理実習 松田美久子 教
栄養士管理栄養士をめざす人の調理・献立
作成の基礎

化学同人 1,650 1,500

702 基礎調理実習 松田美久子 教 見て納得おいしい料理のサイエンス 化学同人 2,420 2,200

703 基礎調理実習 松田美久子 教 食品成分表2022
女子栄養大学
出版部 1,760 1,600

704 基礎調理実習 松田美久子 参 NEW 調理と理論 同文書院 3,080 2,800

705 給食経営管理論B 赤尾正 教 給食経営管理実習ワークブック みらい 2,090 1,900

706 公衆衛生学 津川尚子 教 社会・環境と健康公衆衛生学
医歯薬出
版 2,860 2,600

707 社会・環境と健康A 津川尚子 教 管理栄養士講座　公衆衛生学 建帛社 4,180 3,800

708 公衆栄養学 木村明美 教 栄養科学シリーズNEXT公衆栄養学 講談社 3,080 2,800

709 フードコーディネート論 千賀靖子 教 三訂フードコーディネート論 建帛社 2,090 1,900

710 フードスペシャリスト論 千賀靖子 教 四訂フードスペシャリスト論 建帛社 2,200 2,000

711 運動栄養学 角谷雄哉 教 エッセンシャル　スポーツ栄養学 市村出版 3,080 2,800

712 栄養マネジメント論 角谷雄哉 教 第4巻　栄養管理の基本
医歯薬出版株
式会社 2,640 2,400

713 栄養マネジメント論 角谷雄哉 教 日本人の食事摂取基準（2020年版） 第一出版 3,080 2,800

712 応用栄養学A 角谷雄哉 教 第4巻　栄養管理の基本
医歯薬出版株
式会社 2,640 2,400

714 応用栄養学A 角谷雄哉 教 ライフステージ栄養学 建帛社 3,300 3,000

713 応用栄養学A 角谷雄哉 教 日本人の食事摂取基準（2020年版） 第一出版 3,080 2,800

714 応用栄養学B 角谷雄哉 教 ライフステージ栄養学 建帛社 3,300 3,000

715 解剖生理学 開道貴信 教 管理栄養士のためのイラスト解剖生理学 講談社 4,180 3,800

716 解剖生理学 開道貴信 教 スリーステップ解剖生理学(10月刊行) 南江堂 3,520 3,200

715 解剖生理学A 開道貴信 教 管理栄養士のためのイラスト解剖生理学 講談社 4,180 3,800

716 解剖生理学A 開道貴信 教 スリーステップ解剖生理学(10月刊行) 南江堂 3,520 3,200

717 解剖生理学実験A 開道貴信 教 新組織学 (Qシリーズ）
日本医事新報
社 3,850 3,500

※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）
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《健康栄養学科》
教科書

NO
講義名 先生名 区分 書　名 出版社

税込み
価格※

本体
価格

716 解剖生理学実験A 開道貴信 教 スリーステップ解剖生理学(10月刊行) 南江堂 3,520 3,200

718 実践栄養管理研究 三輪孝士 教 栄養管理プロセス 第一出版 3,850 3,500

719 食品の官能評価・鑑別論 千賀靖子 教 三訂食品の官能評価・鑑別演習 建帛社 2,420 2,200

720 食品プロセス学 稲垣秀一郎 教 五訂　食品加工学 建帛社 3,080 2,700

721 食品衛生学 一條知昭 教 食品衛生学　第４版 化学同人 2,970 2,700

722 臨床病態学 三善陽子 教
人 体の構造と機能および疾病の成り立ち
疾病の成因・病態・診断・治療 第2版

医歯薬出
版株式会
社

3,850 3,500

723 臨床病態学 三善陽子 参
疾病のなりたちと回復の促進〈1〉 病理学
【ご注文制：取り寄せとなります】

医学書院 2,640 2,400

722 臨床病態学総論 三善陽子 教
人 体の構造と機能および疾病の成り立ち
疾病の成因・病態・診断・治療 第2版

医歯薬出
版株式会
社

3,850 3,500

723 臨床病態学総論 三善陽子 参
疾病のなりたちと回復の促進〈1〉 病理学
【ご注文制：取り寄せとなります】

医学書院 2,640 2,400

《児童教育学科》
教科書

NO
講義名 先生名 区分 書　名 出版社

税込み
価格※

本体
価格

801 Active English B 田中真由美 教
Expanding Horizons 世界を巡る映像で学ぶ
総合英語＜基礎＞

南雲堂 2,750 2,500

802 English Presentation B 田中真由美 教 Message Delivered <Lower Intermediate> 南雲堂 2,420 2,200

803 英語コミュニケーションD TonyMinotti 教 Interchange 1
Cambridg
e 3,520 3,200

804 英語学講読 幸田美沙 教
Sociolinguistics: An Introduction to
Language and Society 4th edition

Penguin
Books 2,904 2,640

805 比較文化論B 幸田美沙 教
Culture and Conflict─Changing the World
for the Better/文化と衝突─多文化共生の
ために

松伯社 2,090 1,900

806 英米文学講読B 藤澤良行 教 文学で学ぶ英語リーディング 研究社 2,090 1,900

807 現代英文法特講 幸田美沙 教
ファンダメンタル英文法
【ご注文制：取り寄せとなります】

ひつじ書
房 1,760 1,600

808 音楽表現（器楽）Ⅰ 豊島久美子 教 標準バイエルピアノ教則本
zen-on piano
library 990 900

809 音楽表現（器楽）Ⅰ 豊島久美子 教 実践　楽譜が読める！大人のためのワークテキスト
ヤマハミュウー
ジックメディア 1,210 1,100

810 音楽表現（器楽）Ⅰ 豊島久美子 教 たのしく遊べるこどものうた 鈴木出版 2,530 2,300

811 家庭 西田順子 教 わたしたちの家庭科５・６ 開隆堂 396 360
(割引なし)

812 家庭 西田順子 教
小学校学習指導要領 （平成29年告示）解説
家庭編

東洋館出
版社 104 95

(割引なし)

811 初等教科教育法(家庭) 二橋拓哉 教 わたしたちの家庭科５・６ 開隆堂 396 360
(割引なし)

812 初等教科教育法(家庭) 二橋拓哉 教
小学校学習指導要領 （平成29年告示）解説
家庭編

東洋館出版社 104 95
(割引なし)

838 初等教科教育法(家庭) 二橋拓哉 教
小学校家庭科の授業をつくる：理論・実践の
基礎知識

学術図書
出版社 2,750 2,500

813 子育て支援 西井典子 教 子ども家庭支援・子育て支援入門
ミネル
ヴァ書房 2,640 2,400

814 初等教科教育法(算数) 田村壽 教
小学校学習指導要領（平成29年告示）解説
算数編

日本文教出版 246 224
(割引なし)

814 算数 一柳康人 教
小学校学習指導要領（平成29年告示）解説
算数編

日本文教
出版 246 224

(割引なし)

※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）

※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）
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《児童教育学科》
教科書

NO
講義名 先生名 区分 書　名 出版社

税込み
価格※

本体
価格

815 身体表現（体育）A 佐橋由美 教
乳幼児のための保育内容　表現 （身体・音
楽・造形）

ナカニシヤ出版 2,310 2,100

816 生活 山本幸夫 教 小学校学習指導要領解説　生活編
東洋館出
版社 147 134

(割引なし)

817 保育学 梅田純子 教 新保育学 南山堂 2,090 1,900

818 保育指導法　健康 小寺玲音 教 子どもの姿から始める領域「健康」 みらい 2,530 2,300

819 保育指導法　健康 小寺玲音 参
幼稚園教育要領保育所保育指針幼保連携
型認定こども園教育・保育要領

チャイルド社 550 500

820 保育指導法（人間関係） 下道省三 教 事例で学ぶ保育内容　領域人間関係 萌文書林 2,200 2,000

821 保育指導法（表現・身体表現） 布施仁 教 新・保育と健康
嵯峨野書
院 2,420 2,200

822 幼児教育課程論 長谷秀揮 教 幼稚園教育要領解説 フレーベル 264 240
(割引なし)

823 幼児教育課程論 長谷秀揮 教 保育のこれからを考える保育・教育課程論 情報教育出版 2,619 2,381

819 幼児教育課程論 長谷秀揮 参
幼稚園教育要領　保育所保育指針　幼保連
携型認定こども園教育・保育要領

チャイルド出版 550 500

825 幼児教育課程論 長谷秀揮 参 マネジメントする保育・教育カリキュラム 情報教育出版 2,497 2,270

826 理科 田辺久信 教 小学校で理科を教えるための理科ミニマム
愛知教育大学
出版会 990 900

827 理科 田辺久信 参 小学校学習指導要領解説　理科編
東洋館出
版社 122 111

(割引なし)

828 子どもの発達と援助 北村瑞穂 教 史上最強図解よくわかる発達心理学 ナツメ社 1,540 1,400

829 子どもの保健 黒瀬久美子 教 子どものつぶやきから始まる親子性教育 明治図書 2,090 1,900

830 子どもの保健 黒瀬久美子 教 子どもの保健と安全
教育情報
出版 2,497 2,270

831 子ども家庭支援の心理学 鍛治谷静 教 子ども家庭支援の心理学 北樹出版 2,310 2,100

832 社会 上杉敏行 教
小学校学習指導要領（平成29年告示）解説
社会編

日本文教
出版 156 142

(割引なし)

833 社会 上杉敏行 教 楽しく学ぶ小学生の地図帳 帝国書院 990 900

834 社会福祉学 渡邊慶一 教
最新・はじめて学ぶ社会福祉④　社会福祉
－原理と政策－

ミネル
ヴァ書房 2,640 2,400

820 保育指導法（人間関係） 下温湯まゆみ 教
新訂　事例で学ぶ保育内容　領域　人間関
係

萌文書林 2,200 2,000

836 幼児理解 下温湯まゆみ 教
子ども理解 個と集団の育ちを支える理論と
方法

萌文書林 1,980 1,800

837 書写 美濃幸男 教
小学校学習指導要領（平成29年度告示）解
説　国語編

東洋館出
版社 178 162

(割引なし)

839 保育指導法（表現・音楽とリズム）B渕田陽子 教
一人一人を大切にするユニバーサルデザイ
ンの音楽表現

萌文書林 2,750 2,500

《大学院　臨床心理学専攻》
1001 精神医学特論 山室和彦 教

新・精神保健福祉士養成講座第１巻　精神
疾患とその治療

中央法規
出版 2,970 2,700

1002 精神医学特論 山室和彦 参
精神看護学Ⅰ精神看護の基礎
【ご注文制：取り寄せとなります】

医学書院 2,530 2,300

※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）

※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）
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《教職科目》
教科書

NO
講義名 先生名 区分 書　名 出版社

税込み
価格※

本体
価格

412 教育心理学 辻弘美 教 発達と教育の心理学 創元社 2,420 2,200

901 教育方法論 今田晃一 教
情報社会を支える教師になるための教育の
方法と技術

三省堂 2,200 2,000

902 小児保健学実習 黒瀬久美子 教 心とからだを育む子どもの保健Ⅱ（演習）
教育情報
出版 2,095 1,905

829 小児保健学実習 黒瀬久美子 参 子どものつぶやきから始まる親子性教育 明治図書 2,090 1,900

903 生徒・進路指導論 福田敦志 教 新しい時代の生活指導 有斐閣 1,980 1,800

《学芸員科目》
教科書

NO
講義名 先生名 区分 書　名 出版社

税込み
価格※

本体
価格

2001 博物館教育論 小出治都子 参 博物館学Ⅱ 学文社 2,530 2,300

《司書・司書教諭科目》
教科書

NO
講義名 先生名 区分 書　名 出版社

税込み
価格※

本体
価格

3001 学校図書館サービス論 坂下直子 教 学校図書館サービス論 青弓社 1,980 1,800

3002 情報サービス演習A 稲葉洋子 教 情報サービス論及び演習 学文社 1,980 1,800

3003 図書館制度・経営論 坂下直子 教
図書館制度・経営論　ベーシック司書講座・
図書館の基礎と展望5

学文社 1,980 1,800

3004 情報資源組織演習B 岩本憲子 教 情報資源組織演習
日本図書
館協会 2,090 1,900

3005 情報資源組織演習B 岩本憲子 参 情報資源組織演習
ミネル
ヴァ書房 3,850 3,500

3006 児童サービス論 神村朋佳 教 改訂　児童サービス論 樹村房 2,090 1,900

《日本語教育科目》
教科書

NO
講義名 先生名 区分 書　名 出版社

税込み
価格※

本体
価格

4001 日本語教育学演習Ｂ 樋口尊子 教
日本語教育への道しるべ第1巻
ことばのまなび手を知る

凡人社 1,980 1,800

※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）

※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）

※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）

※生協組合員の方は記載の税込み価格より5％割引になります（一部除外品あり）
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教科書
NO

講義名 先生名 区分 書　名 出版社

203 仮名書法B 八巻敏幸 教
書道テキスト第9巻　かな
【重版待ち・入荷未定】

二玄社

203 仮名書法C 八巻敏幸 参
書道テキスト第9巻　かな
【重版待ち・入荷未定】

二玄社

203 発展ゼミB 八巻敏幸 教
書道テキスト第9巻　かな
【重版待ち・入荷未定】

二玄社

602 ファッション企画 大村邦年 参 ファッションビジネスの進化 晃洋書房

■入荷日は目安です。前後しますのでご了承ください■
入荷が教科書販売所営業終了日までよりも遅れたものは10月20日程まで生協購買（芳情館1階）で販売いたします。

ご注文制へ変更

《品切れ・追加による　入荷予定》
入荷予定

重版待ち・未定

重版待ち・未定

重版待ち・未定

（11）
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128 日本国憲法 坂本達也 教 福祉と法学・法教育 滋慶出版

128 権利擁護と成年後見制度 坂本達也 教 福祉と法学・法教育 滋慶出版

134 日本語学 大河内瞳 教
日本語教育への道しるべ第2巻
ことばのしくみを知る

凡人社

317 第二言語習得論 大河内瞳 教
日本語を教えるための第二言語習得論入
門

くろしお出
版

3006 児童サービス論 神村朋佳 教 改訂　児童サービス論 樹村房

408 精神疾患とその治療Ⅱ 山室和彦 教 精神医学と精神医療
中央法規
出版

211 創作演習（詩歌） 重松恵美 教 しびれる短歌 筑摩書房

827 理科 田辺久信 参 小学校学習指導要領解説　理科編
東洋館出
版社

136 English Proficiency D 西村尚人 教
SUCCESSFUL KEYS TO THE TOEIC(R)
LISTENING AND READING TEST 2

桐原書店

826 理科 田辺久信 教 小学校で理科を教えるための理科ミニマム
愛知教育
大学出版
会

839 保育指導法（表現・音楽とリズム）B 渕田陽子 教
一人一人を大切にするユニバーサルデザイ
ンの音楽表現

萌文書林

402 社会・集団・家族心理学 向井有理子 教 読んでわかる社会心理学
サイエン
ス社

105 Basic English 102
※国際英語学科を除く全学科対象

担当者共通 教 CHALLENGER BOOK α1 ECC

124 資格の英語B 担当者共通 教 DAILY20日間 英検2級集中ゼミ 新試験対応 旺文社

901 教育方法論 今田晃一 教
情報社会を支える教師になるための教育の
方法と技術

三省堂

828 子どもの発達と援助 北村瑞穂 教 史上最強図解よくわかる発達心理学 ナツメ社

509 ファイナンシャル・プランニング特論 泉裕章 教
うかる！FP2級・AFP王道テキスト2022-2023
年版

日経BP

716 解剖生理学 開道貴信 教 スリーステップ解剖生理学(10月刊行) 南江堂

716 解剖生理学A 開道貴信 教 スリーステップ解剖生理学(10月刊行) 南江堂

716 解剖生理学実験A 開道貴信 教 スリーステップ解剖生理学(10月刊行) 南江堂

808 音楽表現（器楽）Ⅰ 豊島久美子 教 標準バイエルピアノ教則本
zen-on
piano
library

815 身体表現（体育）A 佐橋由美 教
乳幼児のための保育内容　表現 （身体・音
楽・造形）

ナカニシ
ヤ出版

206 発展ゼミB 八巻敏幸 参 書道テキスト第8巻　行草書 二玄社

206 研究入門ゼミB 八巻敏幸 参 書道テキスト第8巻　行草書 二玄社

119 留学の英語 担当者共通 教
Ready for Takeoff!English for Study Abroad
短期留学・語学研修で学ぶ英語コミュニケー
ション

金星堂

117 フランス語102 担当者共通 教 新装カフェ・フランセ
朝日出版
社

214 創作理論と実践B 重松恵美 教 金子兜太の俳句入門
KADOKA
WA

215 創作理論と実践B 重松恵美 教
教科書で読む名作　一つのメルヘンほか
詩

筑摩書房

120 旅行の英語 担当者共通 教
You're Welcome! Communication with
Tourists Made Easy

Cengage
Learning

118 ホスピタリティーの英語B 担当者共通 教 おもてなしの観光英語Hospitality English 三修社

118 観光英語B 高橋悟 教 おもてなしの観光英語Hospitality English 三修社

212 創作演習（詩歌） 重松恵美 教 元気が出る俳句 幻冬舎

入荷済み　教科書・参考書　一覧

10/3(月)入荷

10/13(木)入荷

入荷が教科書販売所営業終了日までよりも遅れたものは10月20日程まで生協購買（芳情館1階）で販売いたします。

10/11(火)入荷

10/11(火)入荷

10/11(火)入荷

10/4(火)入荷

10/6(木)入荷

10/7(金)入荷

10/11(火)入荷

10/11(火)入荷

10/11(火)入荷

10/11(火)入荷

10/13(木)入荷

10/13(木)入荷

9/30(金)入荷 

9/30(金)入荷 

9/30(金)入荷 

10/13(木)入荷

10/11(火)入荷

10/11(火)入荷

10/7(金)入荷

9/30(金)入荷 

9/30(金)入荷 

9/30(金)入荷 

9/30(金)入荷 

10/13(木)入荷

9/30(金)入荷 

10/4(火)入荷

10/4(火)入荷

10/7(金)入荷

10/17(月)入荷

10/3(月)入荷

（12）


