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学年　　　　　　年 お名前(ひらがな)

組合員証　有　・　無　　　お支払方法　ＩＣﾌﾟﾘﾍﾟ　・　現金　・　図書カード

↓購入するものに〇

必選学年 授業科目 担当者 書名 出版社 CODE 本体 税込価格

共通 1年 日本語表現 吉永　尚 大学生のための日本語表現実践ノート　改訂版風間書房 2001 ¥1,000 ¥1,100

共通 1年 心理学 善明　宜夫
教養の心理学　４訂版

培風館 2005 ¥2,100 ¥2,310

共通 1年 フランス語（短大共通） 高岸　敦夫
パリのクール・ジャパン　

朝日出版社 2902 ¥2,500 ¥2,750

1年 ¥43,258

必修S 1年 図画工作 倉科　勇三
【割引無/税込】
画材セット『幼教』　税込￥3，770 101 ¥3,770

1年生２年コース必修+一括購入18冊合計 ¥35,898 ¥39,488

必修S 1年 子どもの保健Ａ 富本　隆江
保育者のためのわかりやすい子どもの保健

日本小児医事出版社 6107 ¥2,500 ¥2,750

必修S 1年 保育内容指導法　環境（１） 永井　毅
新・保育と環境

嵯峨野書院 8101 ¥2,400 ¥2,640

必修S 1年 保育原理Ａ 林　理恵 保育所保育指針　〈平成２９年告示〉　 フレーベル館 8110 ¥149 ¥164

必修S 1年 器楽(１)Ａ 中村　愛
カレッジピアノレパートリー

【直】全音楽譜出版社 8135 ¥3,000 ¥3,300

必修S 1年 器楽(１)Ａ 中村　愛
やさしく学べるピアノ１００

音楽之友社 8138 ¥1,900 ¥2,090

必修S 1年 声楽Ｉ 湯浅　契
”うたって　あそんで”童謡編 【直】園田学園女子大

学短期大学部 8141 ¥2,500 ¥2,750

必修S 1年 保育内容指導法　言葉（１）Ａ 向井　妙子
保育内容ことば　第３版

みらい 8161 ¥2,000 ¥2,200

必修S 1年 保育内容指導法　表現（A）Ａ 中村　愛
うたってあそんで（表現編）

【直】平河工業社 8201 ¥3,100 ¥3,410

選択 1年 子どもの健康と安全Ａ 富本　隆江
保育者のためのわかりやすい子どもの保健　

日本小児医事出版社6107 ¥2,500 ¥2,750

選択 1年 保育内容総論ＡＢＣ 服巻　真須美
子ども家庭支援の心理学

中央法規出版 8113 ¥0

選択 1年 保育内容総論ＡＢＣ 服巻　真須美
保育内容総論

中央法規出版 8114 ¥2,000 ¥2,200

選択 1年 乳児保育I／II 向井　妙子
見る・考える・創りだす乳児保育　１・２

萌文書林 8132 ¥1,900 ¥2,090

選択 1年 保育実習指導I 向井　妙子
３つのカベをのりこえる！保育実習リアルガ
イド

学研教育みらい 8144 ¥1,300 ¥1,430

選択 1年 保育実習指導I 向井　妙子
０～５歳児の発達と保育と環境がわかる本
改訂版

ひかりのくに 8147 ¥1,600 ¥1,760

選択 1年 保育の計画と評価ＡＢＣ 服巻　真須美
保育の計画と方法　第５版

同文書院 8167 ¥2,100 ¥2,310

選択 1年 発達心理学（２）Ａ 善明　宜夫
学校教育心理学　改訂版

福村出版 1565 ¥2,300 ¥2,530

選択 1年 社会福祉Ａ 川端　浩一
社会福祉　第２版

萌文書林 6101 ¥2,100 ¥2,310

選択 1年 子どもの食と栄養Ａ 小西　春江
最新子どもの食と栄養　第９版

学建書院 6216 ¥2,400 ¥2,640

選択 1年 保育者論A 久保田　智裕
幼稚園教育要領　平成２９年告示

フレーベル館 8204 ¥149 ¥164

2年

英語コミュニケーション１・2はクラス分け確定後、購入下さい

選択 2年 英語コミュニケーションＡ 廣内　裕子
スヌーピーと学ぶ英文法と表現・読解

朝日出版社 7143 ¥1,800 ¥1,980

選択 2年 英語コミュニケーションＢ 平崎　永里子
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ

松柏社 2703 ¥1,850 ¥2,035

選択 2年 子育て支援Ａ 小島　知子
子育て支援

萌文書林 8232 ¥1,800 ¥1,980

２年コース
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選択 2年 保育内容指導法　健康（１）Ａ（２） 中村　泰介
新・保育と健康

嵯峨野書院 8235 ¥2,200 ¥2,420

選択 2年 特別支援教育Ａ 野口　佳子
ライフステージを見通した障害児保育と特別
支援教育　新版

みらい 1527 ¥2,400 ¥2,640

選択 2年 幼稚園教育実習Ａ1、Ａ2 小野　郁子
幼稚園教育要領　平成２９年告示

フレーベル館 8204 ¥0

選択 2年 障害児保育Ａ 金川　朋子
実践に生かす障害児保育・特別支援教育

萌文書林 8207 ¥2,000 ¥2,200

選択 2年 社会的養護IIＡ 川端　浩一
児童の福祉を支える〈演習〉社会的養護　２

萌文書林 8266 ¥2,000 ¥2,200

選択 2年 教育課程構成論 久保田　智裕
幼児理解に基づいた評価　平成３１年３月

チャイルド本社 8210 ¥250 ¥275

選択 2年 教育課程構成論 久保田　智裕
指導と評価に生かす記録

チャイルド本社 8213 ¥200 ¥220

選択 2年 教育課程構成論 久保田　智裕
指導計画の作成と保育の展開

フレーベル館 8216 ¥250 ¥275

※　返品・返金はうけたまわれません。　お間違いの無いようご購入下さい。

※　【未刊】【未入荷】の書籍は生協の《入荷連絡》の掲示を確認して、忘れずにご購入下さい。

学年　　　　　　年 お名前(ひらがな)

園田学園女子大学生活協同組合


