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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

990 NN5003 キャリア開発の実践Ａ 樋口　貴子 就職スキル・ビジネスマナー 株式会社キャリアデザイン

Yショップにて販売

990 NN5003 キャリア開発の実践Ｂ 樋口　貴子 就職スキル・ビジネスマナー 株式会社キャリアデザイン

924 NN5005 社会福祉演習ⅠＴ 岩瀬　真寿美 「利他」とは何か(集英社新書　1058) 集英社

先生にご確認く
ださい

NN5006 社会福祉演習ⅠＢ 井上　薫 『社会的養護研究』Vol.1 創英社

先生にご確認く
ださい

NN5006 総合演習ⅠＡ 井上　薫 『社会的養護研究』Vol.1 創英社

2420 NN5008 経済政策Ⅱ 渡邊　幸良
レクチャー&エクササイズ金融論(ライブラリ経済学レクチャー&
エクササイズ 5)

新世社

2860 NN5010 地域福祉の理論と方法Ⅱ 牧村　順一
地域福祉の理論と方法～新・社会福祉士養成課程対応
～ 第2版

みらい

2420 NN5014 家政と被服 今井　素惠 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

1320 NN5015 総合演習ⅠＩ 藤林　清仁
子どもたちに幸せな日々を～子どもと保護者の発達を保障
するために～

全国障害者問題研究会
出版部

1540 NN5016 保育実習指導Ⅲ 藤林　清仁 施設実習パーフェクトガイド～全施設掲載～ わかば社

2310 NN5023 子育て支援論 藤林　清仁 保育と子ども家庭支援論(シリーズ保育と現代社会) みらい

2200 NN5024 幼児特別支援論Ａ 藤林　清仁 保育者のためのテキスト障害児保育 改訂版
全国障害者問題研究会
出版部

2200 NN5024 幼児特別支援論Ｂ 藤林　清仁 保育者のためのテキスト障害児保育 改訂版
全国障害者問題研究会
出版部

1650 NN5026 社会福祉演習ⅠＰ 渡邊　幸良
名古屋市・一宮市・岡崎市・春日井市の第1類・大卒程度
～愛知県の公務員試験(教養試験)～<'23年度版>(公

協同出版

1650 NN5027 社会福祉演習ⅠＰ 渡邊　幸良
名古屋市・一宮市・岡崎市・春日井市の短大卒程度/第2
類・高卒程度～愛知県の公務員試験(教養試験)～

協同出版

2310 NN5029 保育実習指導Ⅲ 藤林　清仁 社会的養護<2>(みらい×子どもの福祉ブックス) みらい

1320 NN5042 人文学演習ⅠＧ 山脇　雅夫 人間～シンボルを操るもの～(岩波文庫　青673-5） 岩波書店

539 NN5055 人文学演習ⅠＢ 三川　智央 みずうみ 改版(新潮文庫 か-1-13) 新潮社

2860 NN5058 教師論 岩瀬　真寿美
よくわかる教育課程　第2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

2750 NN5059 総合演習ⅠＧ 疇地　希美
よくわかる卒論の書き方　第2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

販売中止 NN5060  社会福祉演習ⅠＯ  吉田　みゆき  リカバリーへの道～ビレッジから学ぶ～  金剛出版

1540 NN5064 介護等体験 村上　逸人 新フィリア～介護等体験ガイドブック～ ジアース教育新社

858 NN5066 社会福祉演習ⅠＢ 井上　薫
虐待死～なぜ起きるのか、どう防ぐか～(岩波新書 新赤版
1784)

岩波書店

858 NN5066 総合演習ⅠＡ 井上　薫
虐待死～なぜ起きるのか、どう防ぐか～(岩波新書 新赤版
1784)

岩波書店

834 NN5073
社会科・地理歴史科教育
法Ⅰ

小島　俊樹 高等学校学習指導要領<平成30年告示> 東山書房

1100 NN5074 社会科・公民科教育法Ⅰ 木見尻　哲生
高等学校学習指導要領<平成30年告示>解説<公民
編>

東京書籍

638 NN5075 国語科教育法Ⅰ 三川　智央
高等学校学習指導要領<平成30年告示>解説<国語
編>

東洋館出版社

1210 NN5076 福祉科教育法Ⅰ 村上　逸人
高等学校学習指導要領解説<福祉編>　（平成30年
告示）

海文堂出版

968 NN5088 宗教科教育法Ⅰ 岩瀬　真寿美
最澄と空海～日本仏教思想の誕生～(角川ソフィア文庫
H122-1)

KADOKAWA

2420 NN5091 幼児と言葉Ａ 吉田　とき枝 子どもの姿からはじめる領域・言葉(シリーズ知のゆりかご) みらい

2420 NN5091 幼児と言葉Ｂ 吉田　とき枝 子どもの姿からはじめる領域・言葉(シリーズ知のゆりかご) みらい

2640 NN5092 子どもの食と栄養Ａ 岡田　恵利
子どもの食と栄養～保育現場で活かせる食の基本～ 第2
版

羊土社

2640 NN5092 子どもの食と栄養Ｂ 岡田　恵利
子どもの食と栄養～保育現場で活かせる食の基本～ 第2
版

羊土社

　同朋大学 3年

4月2日（土）PM13：00～4月15日（金）PM21：00

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。）

2022年度春学期講義 教科書一覧表

2年生まで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

3080 NN5093 社会福祉演習ⅠＹ 千賀　則史
子ども虐待事例から学ぶ統合的アプローチ　ホロニカル・アプ
ローチによる心理社会的支援

明石書店

1980 NN5094
幼児教育実習指導３
（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

1540 NN5095 保育実習Ⅰ－２ 井上　薫、藤林　清仁 施設実習パーフェクトガイド～全施設掲載～ わかば社

1540 NN5095 保育実習指導Ⅰ－２ 井上　薫、藤林　清仁 施設実習パーフェクトガイド～全施設掲載～ わかば社

2750 NN5098 社会福祉演習ⅠＰ 渡邊　幸良 資料で読み解く社会福祉 有斐閣

770 NN5099 社会福祉演習ⅠＷ 羅　佳 勝つための論文の書き方(文春新書) 文芸春秋

2420 NN5100 国語科教育法Ⅰ 三川　智央
実践国語科教育法～「楽しく、力のつく」授業の創造～ 第
3版

学文社

2310 NN5105 特別支援教育臨床 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

未定 NN5109 社会福祉演習ⅠＵ 小沢　日美子 心の発達と教育　[改訂版] 第二版 三恵社

2420 NN5112 高齢者の介護過程展開 村上　逸人 最新介護福祉士養成講座<9> 第2版 介護過程 中央法規出版

2420 NN5112 障害者の介護過程展開 下山　久之 最新介護福祉士養成講座<9> 第2版 介護過程 中央法規出版

2970 NN5113
精神保健福祉の理論と相
談援助の展開Ⅳ

吉田　みゆき
新・精神保健福祉士養成講座<5> 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

3300
Yショップ
12冊在庫
あり

NN5114 教化学特講Ⅰ 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Ⅰ 鶴見　晃 真宗聖典〔小判〕 東本願寺出版部

未定 NN5117 特別支援教育の理解 小沢　日美子 心の発達と教育　[改訂版] 第二版 三恵社

2200 NN5120 社会的養護ⅡＡ 宮地　菜穂子 社会的養護<2>(図解で学ぶ保育) 萌文書林

2200 NN5120 社会的養護ⅡＢ 宮地　菜穂子 社会的養護<2>(図解で学ぶ保育) 萌文書林

2200 NN5123 社会福祉演習ⅠＸ 宮地　菜穂子 児童養護施設の子どもたち 高文研

275 NN5124 真宗学演習Ⅰ 鶴見　晃 歎異抄 東本願寺出版部

359 NN5126
社会科・地理歴史科教育
法Ⅰ

小島　俊樹 中学校学習指導要領<平成29年告示> 東山書房

318 NN5127 国語科教育法Ⅰ 三川　智央 中学校学習指導要領<平成29年告示>解説<国語編> 東洋館出版社

208 NN5128 社会科・公民科教育法Ⅰ 木見尻　哲生 中学校学習指導要領<平成29年告示>解説<社会編> 東洋館出版社

2970 NN5131
特別支援教育方法論
（重複・ＬＤ等領域）

山口　章夫 特別支援教育の基礎・基本<2020> ジアース教育新社

2090 NN5132 学習心理学Ⅰ 塚本　恵信 発達・学習の心理学～教職ベーシック～ 新版 北樹出版

2090 NN5132 学習・言語心理学 塚本　恵信 発達・学習の心理学～教職ベーシック～ 新版 北樹出版

2860 NN5135 福祉心理学 塚本　恵信 福祉心理学(公認心理師の基礎と実践　17) 遠見書房

販売中止 NN5136  宗教科教育法Ⅰ  岩瀬　真寿美  仏教入門(岩波新書)  岩波書店

2750 NN5139 幼児と音楽表現A 疇地　希美 保育者をめざす楽しい音楽表現 圭文社

2750 NN5139 幼児と音楽表現Ｂ 疇地　希美 保育者をめざす楽しい音楽表現 圭文社

164 NN5141 比較教育制度論 北島　信子 保育所保育指針<平成29年告示> フレーベル館

164 NN5141 幼児教育制度論 北島　信子 保育所保育指針<平成29年告示> フレーベル館

352 NN5142 比較教育制度論 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 幼児教育制度論 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

2200 NN5145 総合演習ⅠＪ 北島　信子 実践を創造する幼児教育の方法 みらい

539 NN5147 人文学演習ⅠＢ 三川　智央 眠れる美女　改版(新潮文庫) 新潮社

164 NN5149 比較教育制度論 北島　信子 幼稚園教育要領<平成29年告示> フレーベル館

164 NN5149 幼児教育制度論 北島　信子 幼稚園教育要領<平成29年告示> フレーベル館

264 NN5150 比較教育制度論 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
幼児教育実習指導３
（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
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264 NN5150 幼児教育制度論 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 比較教育制度論 北島　信子
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

164 NN5151 幼児教育制度論 北島　信子
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 比較教育制度論 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
幼児教育実習指導３
（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 幼児教育制度論 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

1100 NN5163 社会福祉演習ⅠＧ 下山　久之
アカデミック・スキルズ～大学生のための知的技法入門～
第3版 慶應義塾大学出版会

1925 NN5166
社会福祉演習ⅠＵ

小沢　日美子 心理学論文の書き方 河出書房新社

2640 NN5172 健康・医療心理学 菅　吉基
よくわかる健康心理学(やわらかアカデミズム・<わかる>シ
リーズ)

ミネルヴァ書房

3080 NN5173 関係行政論 中村　秀郷 公認心理師の基礎と実践<23> 第2版 関係行政論 遠見書房

2310 NN5178 子ども家庭支援の心理学 井上　薫 子ども家庭支援の心理学(シリーズ知のゆりかご) みらい

946 社会福祉演習ⅠＯ 吉田　みゆき 感じるオープンダイアローグ 講談社

追加
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

丸善雄松堂株式会社　名古屋支店

名古屋営業部


