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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

1年

必修 1年 図画工作 大野木　位行
【割引無/税込】
画材セット４点『児教』　税込￥3，358 104 ¥3,053 ¥3,358

1年生一括購入５冊合計 6610 ¥3,850 ¥4,235

必修 1年 日本語表現I／II
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

必修 1年 日本語表現I
実力チェック！漢検準２級実戦模試

高橋書店 2004 ¥750 ¥825

必修 1年 日本語表現II
日本語検定公式練習問題集　３級　３訂版

東京書籍 2007 ¥900 ¥990

必修 1年 日本語表現I／II
［ﾌﾟﾘﾝﾄ］_３つのパターンから学ぶ日本語表現
トレーニング

園田学園女子大学 2000 ¥0 ¥0

必修 1年 初年次演習 山本　起世子 大学生学びのハンドブック　４訂版 世界思想社 2602 ¥1,200 ¥1,320

共通 1年 心理学 善明　宜夫
教養の心理学　４訂版

培風館 2005 ¥2,500 ¥2,750

共通 1年 中国語（１）（２） 談　謙
使って学ぶ！中国語コミュニケーション

朝日出版社 2906 ¥2,300 ¥2,530

必修 1年 英語コミュニケ―ションＩ／ＩＩＡ 平崎　永里子

必修 1年 英語コミュニケ―ションＩ／ＩＩＢ 衣笠　知子

必修 1年 英語コミュニケ―ションＩ／ＩＩＣ 柳瀬　学

必修 1年 英語コミュニケ―ションＩ／ＩＩＤ 井上　稔浩

選択 1年 社会福祉（児教） 原田　旬哉
社会福祉　第２版

萌文書林 6101 ¥2,100 ¥2,310

選択 1年 社会福祉（児教） 原田　旬哉
保育福祉小六法　２０２０年版

みらい 6104 ¥1,700 ¥1,870

選択 1年 子ども英語 衣笠　知子
園児の英語えほんｈｅｌｌｏ　Ｅｎｇｌｉｓｈ

ひかりのくに 6110 ¥1,800 ¥1,980

選択 1年 音楽（児教） 中野　圭子
ジュニアクラスの楽典問題集

ドレミ楽譜出版社 6113 ¥1,000 ¥1,100

選択 1年 声楽Ｉ（児教） 中野　圭子
こどものうた２００

チャイルド本社 6116 ¥1,600 ¥1,760

選択 1年 保育原理 上野　恭裕
現場の視点で学ぶ保育原理

教育出版 6119 ¥2,500 ¥2,750

選択 1年 保育者論 上野　恭裕
プロとしての保育者論 【直】教育情報出版_保

育出版社 6122 ¥2,381 ¥2,619

選択 1年 英語表現法I／II 平崎　永里子
日本語に惑わされない英語表現 南雲堂

6142 ¥1,800 ¥1,980

選択 1年 幼児体育 岡　みゆき
元気な子どもを育てる幼児体育 【直】教育情報出版_保

育出版社 6145 ¥2,270 ¥2,497

選択 1年 器楽Ｉ（児教） 中野　圭子
大学ピアノ教本

教育芸術社 6148 ¥729 ¥802

選択 1年 器楽Ｉ（児教） 中野　圭子
こどもの歌ベストテン　改訂新版

ドレミ楽譜出版社 6151 ¥1,200 ¥1,320

選択 1年 子ども家庭福祉 鮎澤　知子
子ども家庭福祉　３月改訂新版

【直】青山社 6163 ¥2,500 ¥2,750

選択 1年 幼児音楽 中野　圭子
幼児のための音楽教育　改訂

教育芸術社 6166 ¥2,000 ¥2,200

選択 1年 保育内容総論 上野　恭裕
保育内容・保育方法総論の理論と活用 【直】教育情報出版_保

育出版社

選択 1年 保育方法論（児教） 上野　恭裕
保育内容・保育方法総論の理論と活用 【直】教育情報出版_保

育出版社

2年

共通 2年 つながりプロジェクト 岩田さやか
【取寄品】ランディ・バンクロフト氏が答える
Q&A ドメスティック・バイオレンスの真実

【直】レジリエンス 2605 ¥630 ¥693

¥2,381 ¥2,619

６ 児童教育学科 教科書一覧表

6169

川上/川口/吉
永

Speak Easy:From Basic Conversation to
Simplified Debate
会話からディベートまでスピーキング
基本演習

金星堂 2706 ¥1,800 ¥1,980



選択 2年 子どもの保健I 伊藤　敦子
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 2年 社会的養護I 原田　旬哉
社会的養護　１

萌文書林 6201 ¥2,000 ¥2,200

選択 2年 保育の計画と評価 黒木　晶
教育課程・保育の計画と評価

萌文書林

選択 2年 教育課程構成論 田窪　玲子
教育課程・保育の計画と評価

萌文書林

選択 2年 保育内容指導法　言葉１ 辻　弘美
子どもの育ちと「ことば」 【直】教育情報出版

保育出版社 6207 ¥2,381 ¥2,619

選択 2年 保育内容指導法　人間関係II 黒木・田窪
ワークで学ぶ保育内容「人間関係」

みらい

選択 2年 保育内容指導法　人間関係I 田窪　玲子
ワークで学ぶ保育内容「人間関係」

みらい

選択 2年 保育内容指導法　人間関係I/ＩＩ 黒木・田窪
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　平成２
９年

チャイルド本社 6213 ¥500 ¥550

必修 2年 子どもの食と栄養 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

必修 2年 生活 川渕　博祥
小学校学習指導要領解説　生活編　平成２９
年７月

東洋館出版社 6219 ¥134 ¥147

必修 2年 算数 荊木　聡
小学校学習指導要領解説　算数編　平成２９
年７月

日本文教出版（大阪） 6222 ¥224 ¥246

選択 2年 保育内容指導法　環境I／II 田窪　玲子
領域「環境」　第２版

萌文書林 6241 ¥2,000 ¥2,200

選択 2年 保育実習指導I（児教） 黒木・原田
幼稚園・保育所・認定こども園実習パーフェク
トガイド

わかば社 6250 ¥1,400 ¥1,540

選択 2年 保育実習指導I（児教） 黒木・原田
施設実習パーフェクトガイド

わかば社 6253 ¥1,400 ¥1,540

選択 2年 障害児保育 辻井　善弘
ソーシャルインクルージョンのための障害児
保育

ミネルヴァ書房 6256 ¥2,500 ¥2,750

選択 2年 保育内容指導法　表現ＡI／II 中野　圭子
音楽表現

一藝社 6259 ¥2,000 ¥2,200

選択 2年 社会 廣岡　正昭
小学校学習指導要領解説　社会編　平成２９
年７月

日本文教出版（大阪） 6263 ¥142 ¥156

選択 2年 小学校英語/旧:児童英語教育法 衣笠　知子
小学校英語内容論入門

研究社 6273 ¥2,100 ¥2,310

選択 2年 道徳理論指導法 荊木　聡
中学校学習指導要領解説　特別の教科道徳
編　平成２９年７月

教育出版 6275 ¥156 ¥172

選択 2年 生徒・進路指導論 荊木　聡
生徒指導提要

教育図書 6278 ¥337 ¥371

選択 2年 保育内容指導法　健康II 松坂　仁美
保育と幼児期の運動あそび　第２版

萌文書林 6281 ¥2,000 ¥2,200

教職 2年 家庭 中岸　須美子
【検定教科書/割引無】
わたしたちの家庭科５・６

開隆堂 1258 ¥317 ¥317

3年

選択 3年 教育課程論 石井　稔
教育課程論

一藝社 1521 ¥2,200 ¥2,420

選択 3年 生活科指導法 川渕　博祥
小学校学習指導要領解説　生活編　平成２９
年７月

東洋館出版社 6219 ¥134 ¥147

選択 3年 算数科指導法 荊木　聡
小学校学習指導要領解説　算数編　平成２９
年７月

日本文教出版（大阪） 6222 ¥224 ¥246

選択 3年 児童英語研究 衣笠　知子
【小学校英語履修済者購入不要】
新編小学校英語教育法入門

研究社 6272 ¥2,100 ¥2,310

選択 3年 道徳教育の研究 荊木　聡
中学校学習指導要領解説　特別の教科道徳
編　平成２９年７月

教育出版 6275 ¥156 ¥172

選択 3年 教育課程論 石井　稔
小学校学習指導要領解説　総則編　平成２９
年７月

東洋館出版社 6304 ¥155 ¥171

選択 3年 国語科指導法 西岡　由郎
小学校学習指導要領解説　国語編　平成２９
年７月

東洋館出版社 6307 ¥162 ¥178

選択 3年 相談援助 辻井　善弘
保育実践に求められるソーシャルワーク

ミネルヴァ書房 6313 ¥2,500 ¥2,750

選択 3年 幼稚園教育実習I 上野　恭裕
考え，実践する教育・保育実習 【直】教育情報出版_保

育出版社 6316 ¥2,381 ¥2,619

選択 3年 社会的養護II 原田　旬哉
演習・保育と社会的養護実践

みらい 6361 ¥2,100 ¥2,310

選択 3年 音楽科指導法 中野　圭子
小学校学習指導要領解説　音楽編　平成２９
年７月

東洋館出版社 6367 ¥131 ¥144

選択 3年 音楽科指導法 中野　圭子
最新初等科音楽教育法　改訂版

音楽之友社 6370 ¥2,000 ¥2,200

6210 ¥2,000 ¥2,200

6204 ¥1,900 ¥2,090



選択 3年 特別活動の研究 荊木　聡
特別活動

ミネルヴァ書房 6376 ¥2,000 ¥2,200

物品 3年 音楽科指導法 中野　圭子
5訂版 歌はともだち（歌集）

教育芸術社 6373 ¥362 ¥398

選択 3年 生活科指導法 川渕　博祥
【検定教科書/割引無】
わくわくせいかつ　上

啓林館 1231 ¥1,060 ¥1,060

選択 3年 生活科指導法 川渕　博祥
【後期販売】【検定教科書/割引無】
いきいきせいかつ　下

啓林館 1234 --- ---

教職 3年 家庭科指導法 中岸　須美子
【後期販売】【検定教科書/割引無】
わたしたちの家庭科５・６

開隆堂 1258 ¥362 ¥362

※　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


