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教科書No 学年 学部 学科・コース 必修 授業科目 担当者 書名 出版社名 税込価格 備考

8115 1 経営学部 ビジネス学科 選択必修 経済学入門 岡本久之 コンテンポラリー経済学入門　 中央経済社 3080
8120 1 経営学部 ビジネス学科 選択 経営学入門 呉銀澤 経営学入門 中央経済社 2640
8213 2 経営学部 ビジネス学科 選択 社会心理学 足立邦子 社会心理学過去から未来へ　 北大路書房 2640
8214 2 経営学部 ビジネス学科 選択 経営戦略論 呉銀澤 経営戦略　 中央経済社 2640
8207 2 経営学部 ビジネス学科 選択 原価計算論 2 北田真紀 合格テキスト日商簿記２級工業簿記　Ｖｅｒ．９．０ ＴＡＣ 2200 １学期受講してない方のみ購入　
8208 2 経営学部 ビジネス学科 選択 原価計算論 2 北田真紀 合格トレーニング日商簿記２級工業簿記　Ｖｅｒ．９．０ＴＡＣ 1650 １学期受講してない方のみ購入　
8218 2 経営学部 ビジネス学科 選択 マクロ経済学 丹羽寿美子 マクロ経済学・入門　第５版 有斐閣 2420
8219 2 経営学部 ビジネス学科 選択 経営組織論 三井泉 経営組織入門　 文眞堂 2090
4120 1 人間教育学部 児童教育学科 選択 乳児保育1 黒木晶 乳児保育　１・２　 嵯峨野書院 2200
4136 1 人間教育学部 児童教育学科 選択 保育内容総論（A)（B) 上野恭裕 保育内容・保育方法総論の理論と活用　 保育出版社 2619
4136 1 人間教育学部 児童教育学科 選択 保育方法論 上野恭裕 保育内容・保育方法総論の理論と活用　 保育出版社 2619
4156 1 人間教育学部 児童教育学科 選択 幼児音楽【児教】 中野圭子 幼児のための音楽教育　改訂 教育芸術社 2200
4162 1 人間教育学部 児童教育学科 選択 子ども家庭福祉 小島知子 実践に活かす子ども家庭福祉 ミネルヴァ書房 2860
6118 1 人間教育学部 児童教育学科 選択 子どもの保健【児教】 伊藤敦子 保育者のためのわかりやすい子どもの保健　 総合医学社 3300
6118 1 人間教育学部 児童教育学科 必修 子どもの保健 内田みさと 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 2750
4202 2 人間教育学部 児童教育学科 選択 わかるシネマ英語 仲西恭子 映画英語ワークショップ　 朝日出版社 1870
4209 2 人間教育学部 児童教育学科 選択 小学校英語 衣笠知子 小学校英語内容論入門　 研究社 2310
4218 2 人間教育学部 児童教育学科 選択 教育課程構成論【児教】 田窪玲子 教育課程・保育の計画と評価　 萌文書林 2090
4219 2 人間教育学部 児童教育学科 選択 教育課程構成論【児教】 田窪玲子 実習の記録と指導案　改訂新版 ひかりのくに 1540
4242 2 人間教育学部 児童教育学科 選択 保育内容指導法言葉2 伊藤華野 デザインする保育内容指導法言葉 教育情報出版社 2200
4243 3 人間教育学部 児童教育学科 選択 家庭科内容 中岸須美子 わたしたちの家庭科5.6 349
4254 2 人間教育学部 児童教育学科 選択 保育内容指導法　人間関係1黒木晶 子どもの姿からはじめる領域・人間関係　 みらい 2310 4月に販売済み
4259 2 人間教育学部 児童教育学科 選択 体育（A）（B)【児教】 山崎雅史 幼児期運動指針ガイドブック　 サンライフ企画 1430
4345 2 人間教育学部 児童教育学科 選択 体育（A）（B)【児教】 山崎雅史 小学校学習指導要領解説　体育編　平成２９年７月　 東洋館出版社 343
7208 2 人間教育学部 児童教育学科 選択 子どもの食と栄養（B）【児教】林淑美 最新子どもの食と栄養　第９版 学建書院 2640
1232 3 人間教育学部 児童教育学科 選択 総合的な学習の時間の指導法【児教】山崎雅史 中学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間編　平成２９年７月　東山書房 251
4301 3 人間教育学部 児童教育学科 選択 英米児童文学 衣笠知子 児童文学入門　 研究社 2420
4303 3 人間教育学部 児童教育学科 選択 子どもの健康と安全 西村玲子 子どもの健康と安全　 北大路書房 2090
4353 3 人間教育学部 児童教育学科 選択 子ども家庭支援論【児教】大城亜水 保育実践に求められる子ども家庭支援　 ミネルヴァ書房 2750
4357 3 人間教育学部 児童教育学科 選択 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 2200
4358 3 人間教育学部 児童教育学科 選択 社会的養護　2　【児教】 原田旬哉 社会的養護　２　 萌文書林 2200
4361 4 人間教育学部 児童教育学科 選択 総合的な学習の時間の指導法【児教】山﨑雅史 小学校指導要領総合的な学習の時間 東洋館出版社 139
3103 1 人間健康学部 食物栄養学科 必修 栄養学総論 1 田渕正樹 基礎栄養学（第3版） 朝倉出版 2860 4月に販売済み
3104 1 人間健康学部 食物栄養学科 必修 健康科学 本多奈保子 健康管理概論　第３版 講談社 2860 4月に必修セットにて販売済み
3110 1 人間健康学部 食物栄養学科 必修 大量調理実習 山崎真利子 日本食品成分表２０２２　八訂版 医歯薬出版 1650 4月に必修セットにて販売済み
3111 1 人間健康学部 食物栄養学科 必修 大量調理実習 山崎真利子 調理のためのベーシックデータ　第６版 女子栄養大学出版部 2200 4月に必修セットにて販売済み
3118 1 人間健康学部 食物栄養学科 必修 解剖生理学 1 山川勝 解剖生理学　第１０版 医学書院 4180 4月に必修セットにて販売済み
3120 1 人間健康学部 食物栄養学科 必修 大量調理実習 山崎真利子 ＰｌａｎーＤｏーＣｈｅｃｋーＡｃｔにそった給食運営・経営管理実習のてびき　第５版医歯薬出版 2310 4月に必修セットにて販売済み
3125 1 人間健康学部 食物栄養学科 必修 大量調理実習 山崎真利子 大量調理　改訂新版　第５版 学建書院 2970 4月に必修セットにて販売済み
3126 1 人間健康学部 食物栄養学科 必修 栄養教育論 1 松本範子 栄養教育論　第3版 朝倉書店 2970 4月に必修セットにて販売済み
3136 1 人間健康学部 食物栄養学科 必修 食品学実験 渡辺敏郎 図解食品学実験　 アイ・ケイコーポレーション3080 4月に必修セットにて販売済み
3139 1 人間健康学部 食物栄養学科 必修 調理学 三浦加代子 食べ物と健康　 同文書院 2096 4月に必修セットにて販売済み
3153 1 人間健康学部 食物栄養学科 選択 食品学各論 渡辺敏郎 食べ物と健康　２　 八千代出版 2860
3201 2 人間健康学部 食物栄養学科 選択 生化学　2 田渕正樹 ヒトの基礎生化学　 アイ・ケイコーポレーション3300 4月に販売済み
3205 2 人間健康学部 食物栄養学科 選択 公衆衛生学 2 本多奈保子 公衆衛生学・健康管理概論　2022年版　第11版 第一出版 2420 4月に販売済み

＜第2学期　教科書リスト＞
販売場所：生協購買部JOEN

販売期間：9/7～9/22（JOEN休業日除く）

混雑緩和のため生協電子マネーでのお支払いにご協力いただきますようお願いいたします。



3213 2 人間健康学部 食物栄養学科 必修 病態栄養学　1 塩谷育子 新臨床栄養学　 学文社 3850 4月に必修セットにて販売済み
3217 2 人間健康学部 食物栄養学科 必修 病理病態学1 山川勝 カラーで学べる病理学　第５版 ヌーヴェルヒロカワ 2750 4月に必修セットにて販売済み
3223 2 人間健康学部 食物栄養学科 必修 給食計画論 山崎真利子 エッセンシャル給食経営管理論　第４版 医歯薬出版 3410 4月に必修セットにて販売済み
3224 2 人間健康学部 食物栄養学科 必修 給食計画論 山崎真利子 給食経営管理用語辞典　第３版 第一出版（千代田区）2750 4月に必修セットにて販売済み
3246 2 人間健康学部 食物栄養学科 必修 栄養学実習 松葉真 応用栄養学実習書　改訂 建帛社 2640 4月に必修セットにて販売済み
2332 3 教職学部 食物栄養学科 選択 生徒・進路指導論 善明宣夫 生徒指導提要　 教育図書 371
3213 3 人間健康学部 食物栄養学科 選択 臨床栄養学 辻秀美 新臨床栄養学　 学文社 3850 ２年生必修セットで購入済み
3345 3 人間健康学部 食物栄養学科 選択 臨床検査法実習 松葉真 なるほどなっとく！臨床検査　 南山堂 2200 4月に販売済み
3352 3 人間健康学部 食物栄養学科 選択 食品加工学（AB） 渡辺敏郎 食品加工学　第２版 化学同人 2310
3354 3 人間健康学部 食物栄養学科 選択 スポーツ栄養 1・2 松本範子 エッセンシャルスポーツ栄養学　 市村出版 3080
3251 4 人間健康学部 食物栄養学科 選択 食料経済学（AB） 小野雅之 フードシステム入門　 建帛社 2420
2104 1 人間健康学部 人間看護学科 必修 栄養学【看護】【月２限前半】田渕正樹 基礎栄養学（第3版） 朝倉出版 2860
2114 1 人間健康学部 人間看護学科 必修 感染免疫学 茅野友宣 ビジュアル微生物学　第２版 ヌーヴェルヒロカワ 2200 4月に必修セットにて販売済み
2120 1 人間健康学部 人間看護学科 必修 生活援助論・演習　2 大儀律子 基礎看護技術　２　第１８版 医学書院 3190 4月に必修セットにて販売済み
2131 1 人間健康学部 人間看護学科 必修 生活援助論・演習　2 大儀律子 看護技術プラクティス　第４版 学研メディカル秀潤社5940 4月に必修セットにて販売済み
2136 1 人間健康学部 人間看護学科 必修 薬理学 三浦大作 臨床薬理学　第６版 メディカ出版 3740 4月に必修セットにて販売済み
2151 1 人間健康学部 人間看護学科 必修 看護倫理 1 服部俊子 事例でまなぶケアの倫理　 メディカ出版 2420 4月に必修セットにて販売済み
2158 1 人間健康学部 人間看護学科 選択 こころのケア論【前半】 田中俊明 精神看護学　１　改訂第３版 南江堂 2640
2313 1 人間健康学部 人間看護学科 必修 公衆衛生看護学概論 近森栄子 公衆衛生看護学．ｊｐ　第５版データ更新 インターメディカル 4840
3217 1 人間健康学部 人間看護学科 必修 看護病態学 茅野友宣 カラーで学べる病理学　第５版 ヌーヴェルヒロカワ 2750 4月に必修セットにて販売済み
2120 2 人間健康学部 人間看護学科 必修 治療援助論・演習 並川聖子 基礎看護技術　２　第１８版 医学書院 3190 1年生の時に販売済み
2121 2 人間健康学部 人間看護学科 必修 看護展開論 並川聖子 基礎看護技術　１　第１８版 医学書院 2970 4月に必修セットにて販売済み
2210 2 人間健康学部 人間看護学科 必修 育成看護学支援論（母性） 金岡緑 母性看護学　２　第２版 医歯薬出版 4620 4月に必修セットにて販売済み
2212 2 人間健康学部 人間看護学科 必修 地域連携支援看護論 榊原 国民衛生の動向　2022/2023 厚生労働統計協会
2212 2 人間健康学部 人間看護学科 必修 疫学 石垣恭子 国民衛生の動向　2022/2023 厚生労働統計協会 2695
2219 2 人間健康学部 人間看護学科 必修 疾病治療学　2 鵜山治 ナースの外科学　改訂７版 中外医学社 7370 4月に必修セットにて販売済み
2224 2 人間健康学部 人間看護学科 必修 成熟看護学対象論 大納庸子 成人看護学概論／成人保健　第７版 メヂカルフレンド社 2750 4月に必修セットにて販売済み
2227 2 人間健康学部 人間看護学科 必修 成熟看護学援助論　1 大納庸子 成人看護技術　改訂第３版　　　　　　　　　　　　　　南江堂 3520 4月に必修セットにて販売済み
2228 2 人間健康学部 人間看護学科 必修 成熟看護学援助論　1 大納庸子 周術期看護　第２版 メヂカルフレンド社 4180 4月に必修セットにて販売済み
2229 2 人間健康学部 人間看護学科 必修 成熟看護学支援論 大納庸子 慢性期看護　第２版 メヂカルフレンド社 3080 4月に必修セットにて販売済み
2234 2 人間健康学部 人間看護学科 必修 疫学 石垣恭子 はじめて学ぶやさしい疫学　改訂第３版 南江堂 2200 4月に必修セットにて販売済み
2238 2 人間健康学部 人間看護学科 必修 在宅看護学支援論 森本喜代美 在宅療養を支える技術　第２版 メディカ出版 3080 4月に必修セットにて販売済み
2254 2 人間健康学部 人間看護学科 選択 健康の探求 近森栄子 医療・保健スタッフのための健康行動理論の基礎　 医歯薬出版 1980
2257 2 人間健康学部 人間看護学科 必修 育成看護学（小児）支援論 東晴美 小児看護学　２　改訂第４版 南江堂 3740
2332 3 教職学部 人間看護学科 選択 生徒・進路指導論 善明宣夫 生徒指導提要　 教育図書 371
2459 4 人間健康学部 人間看護学科 選択必修 災害看護論【月曜1・2限後半】西村潤子 災害看護　改訂３版 南山堂 3080
1101 1 人間健康学部 総合健康学科 選択 看護学 2 磯田宏子 養護教諭のための診断学　外科編　改訂 東山書房 2200
1109 1 人間健康学部 総合健康学科 必修 栄養学 衣笠治子 八訂食品成分表２０２２ 女子栄養大学出版 1760 4月に必修セットにて販売済み
1110 1 人間健康学部 総合健康学科 必修 栄養学 衣笠治子 基礎栄養学　第３版 化学同人 2310 4月に必修セットにて販売済み
1116 1 人間健康学部 総合健康学科 必修 解剖生理学 1 林淑美 目でみるからだのメカニズム　第２版 医学書院 3300 4月に必修セットにて販売済み
1123 1 人間健康学部 総合健康学科 必修 学校保健 1 角田智恵美 学校保健ハンドブック　第７次改訂 ぎょうせい 3630 4月に必修セットにて販売済み
2305 1 人間健康学部 総合健康学科 選択 養護概説　1 江嵜和子 新養護概説　第１2版 少年写真新聞社 2640
1202 2 人間健康学部 総合健康学科 選択 看護学 3 磯田宏子 初心者のためのフィジカルアセスメント　 東山書房 3080
1211 2 人間健康学部 総合健康学科 選択 スポーツ栄養学 衣笠治子 体育・スポーツ指導者と学生のためのスポーツ栄養学　 市村出版 2970
1213 2 人間健康学部 総合健康学科 必修 精神保健 山本千恵 新・精神保健福祉士養成講座　２　第３版 中央法規出版 2970 4月に販売済み
1228 2 人間健康学部 総合健康学科 選択 健康相談活動 1 角田智恵美 養護教諭の行う健康相談　新版 東山書房 2420
1229 2 人間健康学部 総合健康学科 選択 運動処方 藤澤政美 運動処方の実際　 大修館書店 1430
1325 3 人間健康学部 総合健康学科 選択 スポーツ運動学 足立学 ボール運動の運動感覚指導　 明和出版 2200
2332 3 教職学部 総合健康学科 選択 生徒・進路指導論 善明宣夫 生徒指導提要　 教育図書 371
1426 4 人間健康学部 総合健康学科 選択 障害者福祉論 川端浩一 障がいのある人のスポーツ指導教本（初級・中級）　 ぎょうせい 2640
9108 1 大学共通学部 大学共通学科 必修 日本語表現　2 川上恭子 日本語検定公式練習問題集　３級　３訂版 東京書籍 990 4月に必修セットにて販売済み
1231 3 大学共通学部 大学共通学科 選択 道徳理論・指導法 植田清宏 中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳 教育出版 172



9113 1 大学共通学部 大学共通学科 選択 人工知能のしくみ 小田桐良一 Ｓｃｒａｔｃｈではじめる機械学習　 オライリー・ジャパン2420
5112 1 短大共通学部 短大共通学科 選択 社会生活のマナー 岸本隆子 これでじゅうぶん　一瞬できめる好感マナー 株式会社ビジネスラポール1045
5112 2 短大共通学部 短大共通学科 選択 社会生活のマナー 岸本隆子 これでじゅうぶん一瞬できめる好感マナー 株式会社ビジネスラポール1045
4113 1 短期大学部 幼児教育学科２年コース 選択 社会福祉A 川端浩一 社会福祉　第２版 萌文書林 2310
6103 1 短期大学部 幼児教育学科２年コース 必修 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 164 4月に必修セットにて販売済み
6118 1 短期大学部 幼児教育学科２年コース 選択 子どもの健康と安全 磯田宏子 保育者のためのわかりやすい子どもの保健　 総合医学社 3300
6107 1 短期大学部 幼児教育学科２年コース 必修 保育内容（演習）音楽表現A中村愛 うたってあそんで　表現編 3410 4月に必修セットにて販売済み
6216 1 短期大学部 幼児教育学科２年コース 必修 教育課程構成論 久保田智裕 幼児の思いをつなぐ指導計画の作成と保育の展開　令和３年２月　チャイルド本社 594 4月に必修セットにて販売済み
6217 1 短期大学部 幼児教育学科２年コース 必修 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 275 4月に必修セットにて販売済み
7107 1 短期大学部 幼児教育学科２年コース 必修 保育内容（演習）言葉A 服巻真須美 子どもの姿からはじめる領域・言葉　 みらい 2420 4月に必修セットにて販売済み
6211 2 短期大学部 幼児教育学科２年コース 選択 社会的養護　2　Ａ【幼教】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 2200
7301 2 短期大学部 幼児教育学科２年コース 選択 特別支援教育A【幼教】 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 2640
6103 1 短期大学部 幼児教育学科３年コース 必修 保育原理B 林理恵 保育所保育指針　〈平成２９年告示〉　 フレーベル館 164 4月に必修セットにて販売済み
6109 1 短期大学部 幼児教育学科３年コース 選択 発達心理学　B【幼３：旧カリ】鈴木求実子 たのしく学べる乳幼児の心理　改訂版 福村出版 2640 4月に販売済み
6216 1 短期大学部 幼児教育学科３年コース 必修 教育課程構成論 久保田智裕 幼児の思いをつなぐ指導計画の作成と保育の展開　令和３年２月　チャイルド本社 594 4月に必修セットにて販売済み
6217 1 短期大学部 幼児教育学科３年コース 必修 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 275 4月に必修セットにて販売済み
7107 1 短期大学部 幼児教育学科３年コース 必修 保育内容（演習）B 服巻真須美 子どもの姿からはじめる領域・言葉　 みらい 2420 4月に必修セットにて販売済み
7208 2 短期大学部 幼児教育学科３年コース 選択 子どもの食と栄養　B 眞木優子 最新子どもの食と栄養　第９版 学建書院 2640 4月に販売済み
7212 2 短期大学部 幼児教育学科３年コース 選択 子育て支援C 服巻真須美 新・子育て支援　子供の姿を喜びに変えるために 教育情報出版社 2000
4339 2 短期大学部 幼児教育学科３年コース 選択 子育て支援B 小島知子 子育て支援　15のスト-リ-で学ぶワ-クブック 萌文書林 1980
6211 3 短期大学部 幼児教育学科３年コース 選択 社会的養護　2　Ｃ【幼３】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 2200
7311 3 短期大学部 幼児教育学科３年コース 選択 発達心理学（2）C【幼３：旧カリ】鈴木求実子 エピソードで学ぶ乳幼児の発達心理学　 新曜社 2090
6118 2 短期大学部 幼児教育学科３年コース 選択 子どもの健康と安全　B・C内田みさと 保育者のためのわかりやすい子どもの保健　 総合医学社 3300
3431 1 短期大学部 生活文化学科 選択 フードコーディネート論【生文】林淑美 フードコーディネート論　３訂 建帛社 2090
5101 1 短期大学部 生活文化学科 選択 色彩学 井上裕之 色彩検定公式テキスト３級編　 色彩検定協会 2420
5102 1 短期大学部 生活文化学科 選択 色彩学 井上裕之 色彩検定　過去問題集　2021年度　2.3級 色彩検定協会 1980
5103 1 短期大学部 生活文化学科 選択 色彩学 井上裕之 新配色カード　199a 色彩検定協会 935
5112 1 短期大学部 生活文化学科 選択 秘書学概論 岸本隆子 これでじゅうぶん一瞬できめる好感マナー 株式会社ビジネスラポール1045
5213 1 短期大学部 生活文化学科 選択 秘書学概論 岸本隆子 新しい時代の秘書ビジネス実務　 紀伊國屋書店 1760
5120 1 短期大学部 生活文化学科 選択 食品衛生学 眞木優子 食品の安全性　３訂第３版 建帛社 2310
3435 2 短期大学部 生活文化学科 選択 フードスペシャリスト論 林淑美 フードスペシャリスト論　４訂（第７版） 建帛社 2200
8103 2 短期大学部 生活文化学科 選択 簿記 境ゆかり 検定簿記講義／３級商業簿記　２０２２年度版　 中央経済社 880
8105 2 短期大学部 生活文化学科 選択 簿記 境ゆかり 検定簿記ワークブック／３級商業簿記　第８版 中央経済社 880
5117 1 短期大学部 生活文化学科 選択 キャリアスキルアップ 赤井孝史 求められる人材になるための社会人基礎力講座　第２版 日経ＢＰ 1210
5221 2 短期大学部 生活文化学科 選択 公衆衛生学 眞木優子 社会・環境と健康　公衆衛生学 2860


