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Web受付期間：　 4月2日（土）PM13：00～4月15日（金）PM21：00

販売時には一部商品を除き、お値引しております。

税込定価 〇 № 科   目   名 担   当   者 書名 発行所

Yショップにて販売

550 NN5001 キャリア開発の基礎 樋口　貴子 キャリアデザインの基礎 株式会社キャリアデザイン

3080 NN5004 児童福祉臨床研究 井上　薫
「三つの家」を活用した子ども虐待のアセスメントとプランニン
グ

明石書店

3080 NN5004 家族心理学特論 井上　薫
「三つの家」を活用した子ども虐待のアセスメントとプランニン
グ

明石書店

1551 NN5012 仏教学講読 飯田　真宏
八宗綱要～仏教を真によく知るための本～(講談社学術文
庫)

講談社

2420 NN5014 セーフティニーズへの介護 田中　真佐恵 最新介護福祉士養成講座<6> 第2版 生活支援技術 中央法規出版

792 NN5018 比較文化論 平野　克典
常識として知っておきたい世界の三大宗教～キリスト教・イスラム教・仏教
の違いが手に取るようにわかる～ 新訂版(KAWADE夢文庫 K1167) 河出書房新社

2420 NN5020 人間の尊厳と自立 村上　逸人 最新介護福祉士養成講座<1> 第2版 人間の理解 中央法規出版

1980 NN5021 仏教と人権Ⅱ 新野　和暢 人権歴史年表 山川出版社

1100 NN5022 音楽ⅠA 疇地　希美
バイエルピアノ教則本（きょうそくほん）～Ｎｅｗ　Ｅｄｉ
ｔｉｏｎ「やさしい楽典」付～(標準版ピアノ楽譜)

音楽之友社

1100 NN5022 音楽ⅠB 疇地　希美
バイエルピアノ教則本（きょうそくほん）～Ｎｅｗ　Ｅｄｉ
ｔｉｏｎ「やさしい楽典」付～(標準版ピアノ楽譜)

音楽之友社

1100 NN5022 音楽ⅠI 疇地　希美
バイエルピアノ教則本（きょうそくほん）～Ｎｅｗ　Ｅｄｉ
ｔｉｏｎ「やさしい楽典」付～(標準版ピアノ楽譜)

音楽之友社

1100 NN5022 音楽ⅠJ 疇地　希美
バイエルピアノ教則本（きょうそくほん）～Ｎｅｗ　Ｅｄｉ
ｔｉｏｎ「やさしい楽典」付～(標準版ピアノ楽譜)

音楽之友社

2750 NN5025 中国語１Ｂ 森村　森鳳 恋する莎莎～アニメ中国語～ 朝日出版社

2750 NN5025 中国語１Ａ 森村　森鳳 恋する莎莎～アニメ中国語～ 朝日出版社

2420 NN5028 セーフティニーズへの介護 田中　真佐恵 最新介護福祉士養成講座<4> 第2版 介護の基本 中央法規出版

3630 NN5032 英語３
Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｌ
ｙｏｎｓ

American English File: Level 1:Student Book
With Online Practice, 3rd ed. '19

Oxford University
Press (ELT)

1980 NN5033 英語１E 井出　あかね Inside　Britain 文法中心で学ぶイギリス生活 南雲堂

1980 NN5033 英語１D 井出　あかね Inside　Britain 文法中心で学ぶイギリス生活 南雲堂

2420 NN5034 英語１I 仲田　恵子
Let's Read Aloud & Learn English: Going
Abroad 音読で学ぶ基礎英語《海外生活編》

成美堂

2420 NN5034 英語１G 仲田　恵子
Let's Read Aloud & Learn English: Going
Abroad 音読で学ぶ基礎英語《海外生活編》

成美堂

2420 NN5034 英語１H 仲田　恵子
Let's Read Aloud & Learn English: Going
Abroad 音読で学ぶ基礎英語《海外生活編》

成美堂

2750 NN5035 ハングル１Ｃ 金　恩貞 カナタKOREAN<初級1> 国書刊行会

2750 NN5035 ハングル１Ａ 金　恩貞 カナタKOREAN<初級1> 国書刊行会

2750 NN5035 ハングル１Ｂ 金　恩貞 カナタKOREAN<初級1> 国書刊行会

1980 NN5036 フランス語１Ａ
PERRIER IWATA
FLORENT

Salut, tout facile! やさしいサリュ 改訂版 駿河台出版社

1980 NN5036 フランス語１Ｂ
PERRIER IWATA
FLORENT

Salut, tout facile! やさしいサリュ 改訂版 駿河台出版社

2090 NN5037 英語１M 森川　信子
TARGET! pre-intermediate 総合英語のターゲット演
習<準中級>

金星堂

2090 NN5037 英語１N 森川　信子
TARGET! pre-intermediate 総合英語のターゲット演
習<準中級>

金星堂

2090 NN5038 英語３Ａ 飯野　利美
Ｔｉｍｅ　ｔｏ　Ｓｔａｒｔ－Ｌｅａｒｎ　ｆｒｏｍ
Ｙｏｕｒ　Ｅｒｒｏｒｓ!～より自然な英語習得のため

南雲堂

2090 NN5038 英語３Ｂ 飯野　利美
Ｔｉｍｅ　ｔｏ　Ｓｔａｒｔ－Ｌｅａｒｎ　ｆｒｏｍ
Ｙｏｕｒ　Ｅｒｒｏｒｓ!～より自然な英語習得のため

南雲堂

2398 NN5039 英語３Ｉ
ノース　ジェームズ　キャ
メロン

Way To Go! ESL Learning

2398 NN5039 英語５Ａ
ノース　ジェームズ　キャ
メロン

Way To Go! ESL Learning

2398 NN5039 英語３Ｊ
ノース　ジェームズ　キャ
メロン

Way To Go! ESL Learning

2640 NN5041 英語１J 飯野　利美
オリーブ・グリーン:ミステリードラマで学ぶ実用英語（ＣＥ
ＦＲ－Ａ１）

朝日出版社

2640 NN5043 中国語１Ｃ 渡邊　幸彦 キャンパス中国語読解コース 白帝社

2640 NN5043 中国語１Ｄ 渡邊　幸彦 キャンパス中国語読解コース 白帝社

2640 NN5044 ドイツ語１Ｂ 橋本　亜季 クラッセ! ノイ　初級ドイツ語総合読本 白水社

1980 NN5045 日本語文法 園田　博文 ここからはじまる日本語文法(ひつじ書房のテキスト) ひつじ書房

　同朋大学 1年

2022年度春学期講義 教科書一覧表



税込定価 〇 № 科   目   名 担   当   者 書名 発行所

1760 NN5046 音楽ⅠA 疇地　希美 こどものうた２００(保育実用書シリーズ) チャイルド本社

1760 NN5046 音楽ⅠB 疇地　希美 こどものうた２００(保育実用書シリーズ) チャイルド本社

1760 NN5046 音楽ⅠI 疇地　希美 こどものうた２００(保育実用書シリーズ) チャイルド本社

1760 NN5046 音楽ⅠJ 疇地　希美 こどものうた２００(保育実用書シリーズ) チャイルド本社

2640 NN5048 スポーツ健康科学 山口　章夫 これからの健康とスポーツの科学 第5版 講談社

3080 NN5049 ソーシャルワーク論Ⅰ 羅　佳
ソーシャルワークの基盤と専門職(新・MINERVA社会福祉
士養成テキストブック　4)

ミネルヴァ書房

535 NN5052
宗教と人間（釈尊と現
代）F 岩瀬　真寿美

ブッダいのちの言葉～人生の真理が心をゆさぶる!～(ナガオ
カ文庫)

永岡書店

1870 NN5053 国語学概論Ⅰ 園田　博文 ベーシック現代の日本語学 ひつじ書房

2090 NN5054 法学 高木　健太郎 ポケット六法<令和4年版> 有斐閣

2090 NN5054 法学Ⅰ 高木　健太郎 ポケット六法<令和4年版> 有斐閣

2420 NN5056 ドイツ語１Ａ 山脇　雅夫 ミニマムドイツ語・ノイ 朝日出版社

2420 NN5057 子ども学総論Ａ 神谷　良恵
よくわかる学びの技法　第3版(やわらかアカデミズム・〈わか
る〉シリーズ)

ミネルヴァ書房

3850 NN5061 臨床心理査定演習Ⅰ 石牧　良浩 ロールシャッハ法解説～名古屋大学式技法～ 金子書房

3850 NN5061
心理的アセスメントに関
する理論と実践（臨床 石牧　良浩 ロールシャッハ法解説～名古屋大学式技法～ 金子書房

1320 NN5062 社会統計学入門 佐部利　真吾 ワークブックで学ぶ統計学入門 現代数学社

1320 NN5062 社会統計学入門A,B 佐部利　真吾 ワークブックで学ぶ統計学入門 現代数学社

2090 NN5063 保育原理 勝野　愛子 保育原理～子どもの保育の基本理論の理解～ 萌文書林

2750 NN5069 博物館概論 古川　桂 現代博物館学入門 ミネルヴァ書房

2420 NN5071 心理学概論 石牧　良浩 現代心理学の基礎と応用～人間理解と対人援助～ 改訂 樹村房

2970 NN5072 国語法 園田　博文 語と語彙(日本語ライブラリー） 朝倉書店

1980 NN5094
幼児教育実習指導１
（事前事後指導）

吉田　とき枝、北島
信子、疇地　希美

指導計画の考え方・立て方～幼稚園・保育所実習～ 第2
版

萌文書林

330 NN5103 教化学演習Ａ 鶴見　晃 宗祖親鸞聖人 東本願寺出版部

330 NN5103 教化学演習Ｂ 安藤　弥 宗祖親鸞聖人 東本願寺出版部

2090 NN5104 労働法 水野　勝康 労働法　第3版(有斐閣ストゥディア) 有斐閣

880 NN5107 人文情報学 箕浦　尚美
大学生のためのレポート・論文術　最新版(講談社現代新
書　2498)

講談社

860 NN5110 基礎演習ⅠＤ 三川　智央 現代文学名作選～新　読む力・考える力を高める～ 明治書院

2860 NN5111 高齢者福祉論 汲田　千賀子
新・MINERVA社会福祉士養成テキストブック<10> 高齢
者福祉

ミネルヴァ書房

3300 Yショップ12
冊在庫あり

NN5114 真宗学講読Ⅰ 安藤　義浩 真宗聖典〔小判〕 東本願寺出版部

3300 Yショップ12
冊在庫あり

NN5114 真宗学講読Ⅱ 黒田　浩明 真宗聖典〔小判〕 東本願寺出版部

3300 Yショップ12
冊在庫あり

NN5114 真宗学講読Ⅲ 鶴見　晃 真宗聖典〔小判〕 東本願寺出版部

3300 Yショップ12
冊在庫あり

NN5114 真宗学演習Ｂ 市野　智行 真宗聖典〔小判〕 東本願寺出版部

3300 Yショップ12
冊在庫あり

NN5114 真宗学演習Ａ 松山　大 真宗聖典〔小判〕 東本願寺出版部

3300 Yショップ12
冊在庫あり

NN5114 教化学講義 市野　智行 真宗聖典〔小判〕 東本願寺出版部

3300 Yショップ12
冊在庫あり

NN5114 教化学演習Ａ 鶴見　晃 真宗聖典〔小判〕 東本願寺出版部

3300 Yショップ12
冊在庫あり

NN5114 教化学演習Ｂ 安藤　弥 真宗聖典〔小判〕 東本願寺出版部

3300 Yショップ12
冊在庫あり

NN5114 基礎演習Ⅰ 安藤　弥 真宗聖典〔小判〕 東本願寺出版部

880 NN5116 基礎演習Ⅰ 安藤　弥 親鸞生涯と教え 東本願寺出版部

未定 NN5117 教育心理学Ａ 小沢　日美子 人の心的機能の発達と他者理解における臨床的課題 三恵社

未定 NN5117 心理学Ａ 小沢　日美子 人の心的機能の発達と他者理解における臨床的課題 三恵社

275 NN5124 真宗学演習Ｂ 市野　智行 歎異抄 東本願寺出版部

275 NN5124 真宗学演習Ａ 松山　大 歎異抄 東本願寺出版部
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1980 NN5125
社会福祉基礎演習Ⅰ
Ｇ 渡邊　幸良 知へのステップ～大学生からのスタディ・スキルズ～ 第5版 くろしお出版

1980 NN5125
社会福祉基礎演習Ⅰ
Ｉ 羅　佳 知へのステップ～大学生からのスタディ・スキルズ～ 第5版 くろしお出版

1980 NN5125
社会福祉基礎演習Ⅰ
Ａ 大橋　徹也 知へのステップ～大学生からのスタディ・スキルズ～ 第5版 くろしお出版

1980 NN5125
社会福祉基礎演習Ⅰ
Ｋ 山口　章夫 知へのステップ～大学生からのスタディ・スキルズ～ 第5版 くろしお出版

1980 NN5125 社会福祉基礎演習ⅠF
伊藤　明代、村上　逸
人

知へのステップ～大学生からのスタディ・スキルズ～ 第5版 くろしお出版

1980 NN5125
社会福祉基礎演習Ⅰ
Ｊ 宮地　菜穂子 知へのステップ～大学生からのスタディ・スキルズ～ 第5版 くろしお出版

2310 NN5129 中国語１Ｅ 前田　光子 中国語ポイント４２～ＣＤ付～ 白水社

2310 NN5129 中国語１Ｆ 前田　光子 中国語ポイント４２～ＣＤ付～ 白水社

2420 NN5130 文化人類学 李　恩郷 東アジアで学ぶ文化人類学 昭和堂

2420 NN5130 文化人類学通論 未入力 東アジアで学ぶ文化人類学 昭和堂

1650 NN5138 子どもと生活 神谷　良恵 保育園・幼稚園の環境教育 明治図書出版

2420 NN5140
保育者論A（2021入
学生以降） 吉田　とき枝 保育者論(新しい保育講座 2) ミネルヴァ書房

1980 NN5144 法学 高木　健太郎 法学入門～はじめて学ぶ法学～ 第2版 成文堂

1980 NN5144 法学Ⅰ 未入力 法学入門～はじめて学ぶ法学～ 第2版 成文堂

264 NN5150
幼児教育実習指導１
（事前事後指導）

吉田　とき枝、北島
信子、疇地　希美

幼稚園教育要領解説<平成30年3月> フレーベル館

385 NN5152
幼児教育実習指導１
（事前事後指導）

吉田　とき枝、北島
信子、疇地　希美

幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説<平成30
年3月>

フレーベル館

1870 NN5156 英語１Ａ 伊藤　正栄
Messages from the 20th Century 20世紀からのメッ
セージ 成美堂

1870 NN5156 英語１B 伊藤　正栄
Messages from the 20th Century 20世紀からのメッ
セージ 成美堂

1870 NN5156 英語１Ｃ 伊藤　正栄
Messages from the 20th Century 20世紀からのメッ
セージ 成美堂

1760 NN5157 英語１Ａ 伊藤　正栄 Our Precious Earth 人間と地球 成美堂

1760 NN5157 英語１B 伊藤　正栄 Our Precious Earth 人間と地球 成美堂

1760 NN5157 英語１Ｃ 伊藤　正栄 Our Precious Earth 人間と地球 成美堂

3201 NN5158 英語３Ｈ Estelle　Matthew　B.C.English Firsthand Level 1 Student Book 5th ed. Pearson (ELT)

3201 NN5158 英語３Ｌ Estelle　Matthew　B.C.English Firsthand Level 1 Student Book 5th ed. Pearson (ELT)

3201 NN5158 英語３Ｍ Estelle　Matthew　B.C.English Firsthand Level 1 Student Book 5th ed. Pearson (ELT)

2420 NN5159 中国語１Ｇ 中塚　亮 はじめよう楽々中国語 白水社

2420 NN5159 中国語１Ｈ 中塚　亮 はじめよう楽々中国語 白水社

2090 NN5162 社会学 下山　久之 基礎社会学 新訂第5版 世界思想社

1265 NN5164 仏教学概論Ⅰ 福田　琢 ちくま新書　教養としての仏教思想史 筑摩書房

3080 NN5171 精神保健福祉研究 吉田　みゆき
私の体験的グループワーク論～現場ですぐに役立つ実践技
法を伝えます～

金剛出版

1520 NN5174 哲学史（東洋） 平野　克典 ガンジー自伝　改版(中公文庫) 中央公論新社

524 NN5175 哲学史（東洋） 平野　克典 マザー・テレサ愛と祈りのことば(ＰＨＰ文庫) ＰＨＰ研究所

880 NN5176 哲学史（東洋） 平野　克典 わたしを離さないで(ハヤカワepi文庫) 早川書房

660 NN5177 哲学史（東洋） 平野　克典 死を見つめる心～ガンとたたかった十年間～(講談社文庫) 講談社

丸善雄松堂株式会社　名古屋支店

名古屋営業部


