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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

770
NN5002 キャリア開発の展開 樋口　貴子 就職スキル・コミュニケーションスキル 株式会社キャリアデザイン

10670 NN5007 浄土論註講読演習 黒田　浩明 真宗聖教全書一　三経七祖部 大八木興文堂

550 NN5009 宗教法規<学部> 千森　秀郎、谷　洋 真宗大谷派宗憲宗教法人法 東本願寺出版部

550 NN5009 宗教法規（別科） 谷　洋、千森　秀郎 真宗大谷派宗憲宗教法人法 東本願寺出版部

2860 NN5011 社会保障論Ⅰ 渡邊　幸良 入門社会保障 ミネルヴァ書房

1760 NN5013 乳児保育Ⅰ 神谷　良恵 講義で学ぶ乳児保育 わかば社

2420 NN5014 生活とケア 牛田　篤、村田　泰弘 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

2310 NN5017 社会的養護Ⅰ 藤林　清仁 社会的養護<1>(みらい×子どもの福祉ブックス) みらい

2970 NN5019
精神保健福祉の理論と
相談援助の展開Ⅰ

吉田　みゆき
新・精神保健福祉士養成講座<4> 第2版 精神保健福
祉の理論と相談援助の展開

中央法規出版

1100 NN5022 音楽ⅡＡ 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

1980 NN5030 乳児保育Ⅰ 神谷　良恵
0・1・2さい児の遊びとくらし～発達のサインが見えるともっと
楽しい～(ひろばブックス)

メイト

2200 NN5031
発達障害児総論（知
的障害者）

大橋　徹也
はじめての特別支援教育～教職を目指す大学生のために
～ 改訂版(有斐閣アルマ)

有斐閣

2530 NN5040 道徳教育研究 岩瀬　真寿美 イチからはじめる道徳教育 ナカニシヤ出版

2530 NN5040 道徳の理論及び指導法 岩瀬　真寿美 イチからはじめる道徳教育 ナカニシヤ出版

1980 NN5047 音楽ⅡＡ 疇地　希美 こどものうた２００<続>(保育実用書シリーズ) チャイルド本社

3080 NN5050
ソーシャルワーク演習Ⅰ
Ａ

大橋　徹也 はじめてのソーシャルワーク演習 ミネルヴァ書房

3080 NN5050
ソーシャルワーク演習Ⅰ
Ｄ

汲田　千賀子 はじめてのソーシャルワーク演習 ミネルヴァ書房

3080 NN5050
ソーシャルワーク演習Ⅰ
Ｃ

羅　佳 はじめてのソーシャルワーク演習 ミネルヴァ書房

3080 NN5050
ソーシャルワーク演習Ⅰ
Ｆ

宮地　菜穂子 はじめてのソーシャルワーク演習 ミネルヴァ書房

3080 NN5050
ソーシャルワーク演習Ⅰ
Ｈ

吉田　みゆき はじめてのソーシャルワーク演習 ミネルヴァ書房

3080 NN5050
ソーシャルワーク演習Ⅰ
Ｉ

川乗　賀也 はじめてのソーシャルワーク演習 ミネルヴァ書房

3080 NN5051
人文学講読演習Ⅰ１
１－２

山脇　雅夫 倫理学の道具箱 共立出版

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

2420 NN5057
子ども学演習ⅡＥ（再
履修クラス） 藤林　清仁

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

3190 NN5065
人文学講読演習Ⅰ４
－３

園田　博文 漢字(日本語ライブラリー) 朝倉書店

2970 NN5067 教育原理 岩瀬　真寿美 教育原理を組みなおす～変革の時代をこえて～ 名古屋大学出版会

880 NN5068
人文学講読演習Ⅰ１
０－１

山﨑　健太 源氏物語～付現代語訳～<第１巻>(角川ソフィア文庫) 角川書店

3300 NN5070 精神保健学Ⅰ 川乗　賀也
現代の精神保健の課題と支援(最新 精神保健福祉士養
成講座　2)

中央法規出版

2420 NN5077 介護福祉実習Ⅰ－１
下山　久之、牛田
篤、村上　逸人、伊藤

最新介護福祉士養成講座<10> 第2版 介護総合演
習・介護実習

中央法規出版

2420 NN5077 介護福祉実習Ⅰ－２
下山　久之、牛田
篤、村上　逸人、伊藤

最新介護福祉士養成講座<10> 第2版 介護総合演
習・介護実習

中央法規出版

2420 NN5078 生活とケア 牛田　篤、村田　泰弘 最新介護福祉士養成講座<14> 第2版 障害の理解 中央法規出版

2750 NN5079 児童・家庭福祉の方法 宮地　菜穂子 最新社会福祉士養成講座<3> 児童・家庭福祉 中央法規出版

2750 NN5080
低所得者に対する支援
と生活保護制度

鶴田　禎人 最新社会福祉士養成講座<4> 貧困に対する支援 中央法規出版

　同朋大学 2年

重複して購入しないようにご注意下さい。（ご自分の購入間違いによる教科書返品は出来ません。）

4月2日（土）PM13：00～4月15日（金）PM21：00

2022年度春学期講義 教科書一覧表

1年生のときに購入済みの教科書もリストに掲載されています。

Web受付期間　：　



税込定価 〇 № 科   目   名 担   当   者 書名 発行所

2750 NN5081 保健医療制度 林　祐介 最新社会福祉士養成講座<5> 保健医療と福祉 中央法規出版

2750 NN5081 保健医療と福祉 林　祐介 最新社会福祉士養成講座<5> 保健医療と福祉 中央法規出版

3190 NN5082
ソーシャルワークの方法
Ⅰ

大橋　徹也
最新社会福祉士養成講座<6> ソーシャルワークの理論と
方法

中央法規出版

3190 NN5082
ソーシャルワークの方法
Ⅲ

大橋　徹也
最新社会福祉士養成講座<6> ソーシャルワークの理論と
方法

中央法規出版

3190 NN5082
ソーシャルワークの理論と
方法Ⅰ 大橋　徹也

最新社会福祉士養成講座<6> ソーシャルワークの理論と
方法 中央法規出版

3190 NN5082
ソーシャルワークの理論と
方法Ⅲ 大橋　徹也

最新社会福祉士養成講座<6> ソーシャルワークの理論と
方法 中央法規出版

3190 NN5083
ソーシャルワークの方法
Ⅰ

大橋　徹也
最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座
<12> ソーシャルワークの理論と方法

中央法規出版

3190 NN5083
ソーシャルワークの方法
Ⅲ

大橋　徹也
最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座
<12> ソーシャルワークの理論と方法

中央法規出版

3190 NN5083
ソーシャルワークの理論と
方法Ⅰ 大橋　徹也

最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座
<12> ソーシャルワークの理論と方法 中央法規出版

3190 NN5083
ソーシャルワークの理論と
方法Ⅲ 大橋　徹也

最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座
<12> ソーシャルワークの理論と方法 中央法規出版

3190 NN5084 社会福祉総論Ⅰ 工藤　隆治
最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座
<4> 社会福祉の原理と政策

中央法規出版

3190 NN5084
社会福祉の原理と政策
Ⅰ

工藤　隆治
最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座
<4> 社会福祉の原理と政策

中央法規出版

2750 NN5085
障害者に対する支援と
障害者自立支援制度

大橋　徹也
最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座
<8> 障害者福祉

中央法規出版

2970 NN5086
精神保健福祉に関する
制度とサービスⅠ

川乗　賀也
最新精神保健福祉士養成講座<4> 精神保健福祉制
度論

中央法規出版

2970 NN5086 精神保健福祉制度論 吉田　みゆき
最新精神保健福祉士養成講座<4> 精神保健福祉制
度論

中央法規出版

3300 NN5087 精神保健福祉の原理Ⅱ 川乗　賀也
最新精神保健福祉士養成講座<5> 精神保健福祉の原
理

中央法規出版

2200 NN5089 幼児と人間関係Ａ 勝野　愛子 保育実践を学ぶ保育内容「人間関係」 第2版 みらい

2200 NN5089 幼児と人間関係Ｂ 勝野　愛子 保育実践を学ぶ保育内容「人間関係」 第2版 みらい

2640 NN5090
児童・家庭福祉総論Ｂ
<09ｶﾘ>

井上　薫 子どもと家庭の福祉を学ぶ 改訂版 ななみ書房

1980 NN5094
幼児教育実習指導２
（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

1980 NN5094 幼児教育実習Ⅰ
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

1672 NN5096
人文学講読演習Ⅰ３
－１

山﨑　健太 糸建礼門院右京大夫集(講談社学術文庫) 講談社

2640 NN5097
肢体不自由児総論
（肢体不自由者）

山口　章夫 肢体不自由児の教育 新訂(放送大学教材) 放送大学教育振興会

374 NN5101
人文学講読演習Ⅰ７
－３

三川　智央 斜陽　改版(新潮文庫) 新潮社

2420 NN5102 子どもの健康と安全 新井　千香
授業で現場で役に立つ!子どもの健康と安全演習ノート 改
訂第2版

診断と治療社

2310 NN5105
障害児の発達と教育１
（肢体不自由者）

薮　一之 教師になるための特別支援教育～パワーポイントで学ぶ～ 培風館

148 NN5106 幼児と環境Ａ 北島　信子 小学校学習指導要領<平成29年告示>解説<生活編> 東洋館出版社

148 NN5106 幼児と環境Ｂ 北島　信子 小学校学習指導要領<平成29年告示>解説<生活編> 東洋館出版社

2200 NN5108 真宗学概論Ⅰ 鶴見　晃 浄土の真宗～真宗概要～ 東本願寺出版部

3300 Yショップ12
冊在庫あり

NN5114 浄土論註講読演習 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 基礎演習Ⅲ 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
教行信証講読演習Ⅰ
１－４

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
浄土三部経講読演習
Ⅱ１－３

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 真宗学概論Ⅰ 鶴見　晃 真宗聖典〔小判〕 東本願寺出版部

未定 NN5117 発達心理学 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 発達心理学演習ⅠＡ 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

3300 NN5118 教育制度論 岩瀬　真寿美
図解・表解教育法規～“確かにわかる”法規・制度の総合
テキスト～ 新訂第4版

教育開発研究所

2200 NN5119
人文学講読演習Ⅰ１
４－１

園田　博文 図説日本語の歴史(ふくろうの本) 河出書房新社

440 NN5121 基礎演習Ⅲ 市野　智行 正信偈 東本願寺出版部
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2200 NN5122 幼児と言葉Ａ 村田　康常 保育内容ことば 第3版(新時代の保育双書) みらい

2200 NN5122 幼児と言葉Ｂ 村田　康常 保育内容ことば 第3版(新時代の保育双書) みらい

2200 NN5133
病弱児総論（病弱
者）（１）

山口　章夫 標準「病弱児の教育」テキスト ジアース教育新社

539 NN5134
人文学講読演習Ⅰ２
－４

三川　智央 浮雲　改版(新潮文庫) 新潮社

2090 NN5137 幼児教育課程論 吉田　とき枝 保育カリキュラム論～計画と評価～ 建帛社

164 NN5141 幼児教育課程論 吉田　とき枝 保育所保育指針<平成29年告示> フレーベル館

352 NN5142 幼児と環境Ａ 北島　信子 保育所保育指針解説<平成30年3月> フレーベル館

352 NN5142 幼児と環境Ｂ 北島　信子 保育所保育指針解説<平成30年3月> フレーベル館

3630 NN5146 民法Ⅰ 高木　健太郎 民法講義<1>　第7版　民法総則 成文堂

1540 NN5148
保育実習指導Ⅰ－１
（２年次用）Ａ

山田　美恵子、神谷
良恵、勝野　愛子

幼稚園・保育所・認定こども園実習パーフェクトガイド～図
解明解～

わかば社

削除
1540

NN5148
 保育実習指導Ⅰ－１
 （３年次用）Ｂ

 山田　美恵子、神谷
 良恵、勝野　愛子

 幼稚園・保育所・認定こども園実習パーフェクトガイド～図
 解明解～

 わかば社

1540 NN5148
保育実習指導Ⅰ－１
Ａ（再履修クラス）

山田　美恵子、神谷
良恵、勝野　愛子

幼稚園・保育所・認定こども園実習パーフェクトガイド～図
解明解～

わかば社

164 NN5149 幼児教育課程論 吉田　とき枝 幼稚園教育要領<平成29年告示> フレーベル館

264 NN5150
幼児教育実習指導２
（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

264 NN5150 幼児教育実習Ⅰ
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

264 NN5150 幼児と環境Ａ 北島　信子 幼稚園教育要領解説<平成30年3月> フレーベル館

264 NN5150 幼児と環境Ｂ 北島　信子 幼稚園教育要領解説<平成30年3月> フレーベル館

164 NN5151 幼児教育課程論 吉田　とき枝
幼保連携型認定こども園教育・保育要領<平成29年告
示>

フレーベル館

385 NN5152
幼児教育実習指導２
（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

385 NN5152 幼児教育実習Ⅰ
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

385 NN5152 幼児と環境Ａ 北島　信子
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

385 NN5152 幼児と環境Ｂ 北島　信子
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

2310 NN5153 心理的アセスメント 石牧　良浩 臨床心理アセスメントの基礎 第2版 ナカニシヤ出版

3630 NN5154 行政法 陳　暁菊 行政法 第6版 弘文堂

1980 NN5160
保育実習指導Ⅰ－１
Ｃ、Ｄ

山田　美恵子、神谷
良恵、勝野　愛子

これからの時代の保育者養成・実習ガイド～学生・養成
校・実習園がともに学ぶ～ 中央法規出版

2420 NN5161 認知症の理解1 下山　久之 最新介護福祉士養成講座<13> 第2版 認知症の理解 中央法規出版

2420 NN5165
障害に応じた支援１

下山　久之
最新介護福祉士養成講座<8> 第2版 生活支援技術
Ⅲ

中央法規出版

2420 NN5168
発達と老化の理解

伊藤　明代
最新　介護福祉士養成講座　１２　発達と老化の理解
第２版

中央法規出版

2860 NN5169
こころとからだのしくみ２

伊藤　明代
最新　介護福祉士養成講座　１１　こころとからだのしくみ
第２版

中央法規出版

2860 NN5170
医療的ケア１

伊藤　明代 最新　介護福祉士養成講座　１５　医療的ケア　第２版 中央法規出版
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