
※9月20日更新（販売リストは都度更新致します。最新版は18号館１階に設置したリストでご確認ください）

備考 番号 学年 科目名 先生名 書  名 出版社 本体定価 税込売価

10 1年 障害者福祉 池田真典 最新 社会福祉士・精神保健福祉士養成講座８ 障害者福祉 中央法規出
版

¥2,500 ¥2,475

72 1年 ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ 日和恭世
ソーシャルワークを「語り」から「見える化」する:7次元統合体モデルによる
解析

ミネルヴァ
書房

¥2,800 ¥2,772

74 1年 社会学と社会システム 篠藤明徳 最新社会福祉士・精神保健福祉士養成講座3 社会学と社会システム 中央法規出
版

¥2,500 ¥2,475

24 1年 TOEIC2 藤森千博 TOEIC L&R Test : On Target 《Book1》 改訂版 南雲堂 ¥2,100 ¥2,079

25 1年 TOEIC4 嵯峨慶子 TOEIC L&R TEST 出る単特急 金のフレーズ 朝日新聞出
版

¥890 ¥881

前期【英語１】と同じ教科書です 26 1年 英語2（B2） 金城國夫 中学3年間の英語が1冊でしっかりわかる本 改訂版 かんき出版 ¥1,200 ¥1,188

前期と同じ教科書です 29 1年 法学（日本国憲法） 織原保尚 スタート憲法 第3版 成文堂 ¥1,600 ¥1,584

33 1年 生命倫理学 野村文宏 基礎から学ぶ生命倫理学 勁草書房 ¥2,700 ¥2,673

34 1年 心理学Ⅱ 古城和敬 あなたのこころを科学するVer.3 北大路書房 ¥2,500 ¥2,475

42 1年 数理・データサイエンス入門 西村靖史 データサイエンス入門 第２版 学術図書出
版社

¥2,000 ¥1,980

75 1年 論理学 野村文宏 論理トレーニング 産業図書 ¥2,200 ¥2,178

81 1年 文学 橋本正志 昭和の文学を読む 内向の世代までをたどる ひつじ書房 ¥2,000 ¥1,980

11 2年 社会調査の基礎 佐々木隆夫 最新社会福祉士・精神保健福祉士養成講座5 社会調査の基礎 中央法規出
版

¥2,500 ¥2,475

13 2年 権利擁護を支える法制度 織原保尚 最新 社会福祉士・精神保健福祉士養成講座９ 権利擁護を支える法制度 中央法規出
版

¥2,500 ¥2,475

15 2年 障害者・障害児心理学 石川須美子 公認心理師の基礎と実践13 障害者・障害児心理学 遠見書房 ¥2,600 ¥2,574

16 2年 教育・学校心理学 小野貴美子 公認心理師の基本を学ぶテキスト18 教育・学校心理学 ミネルヴァ
書房

¥2,200 ¥2,178

71 2年 貧困に対する支援 高橋智秀 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

¥2,500 ¥2,475

76 2年 刑事司法と福祉 尾口昌康 最新社会福祉士・精神保健福祉士養成講座10 刑事司法と福祉 中央法規出
版

¥2,500 ¥2,475

前期【ビジネス日本語（聴読解）1】
と同じ教科書です 22 2年 ビジネス日本語（聴読解）2 松田美香 ビジネス日本語 オール・イン・ワン問題集 聴く 話す 読む 書く ジャパンタ

イムズ出版
¥2,600 ¥2,574

32 2年 デジタルアーカイブズ 洗 裕理 新版デジタルアーキビスト入門 デジタルアーカイブの基礎 樹村房 ¥1,000 ¥990

38 2年 教育制度論 櫻田裕美子 現代教育の制度と行政 改訂版 福村出版 ¥2,300 ¥2,277

43 2年 図書館制度・経営論 森川信夫 図書館情報学基礎資料 第4版 樹村房 ¥1,000 ¥990

44 2年 特別支援教育論 大関美鈴 インクルーシブ教育時代の教員をめざすための特別支援教育入門 萌文書林 ¥2,200 ¥2,178

66 2年 情報資源組織論 工藤邦彦 情報資源組織論及び演習 第3版 学文社 ¥2,200 ¥2,178

12 3年 福祉サービスの組織と経営 佐々木隆夫 新 社会福祉士養成講座11 福祉サービスの組織と経営 第5版 中央法規出
版

¥2,200 ¥2,178

70 3年 福祉行財政と福祉計画Ⅰ 佐藤辰夫 新社会福祉士養成講座10 福祉行財政と福祉計画 中央法規出
版

¥2,200 ¥2,178

77 3年 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 尾口昌康/池
田真典

PSW実習ハンドブック 実習生のための手引き へるす出版 ¥2,400 ¥2,376

35 3年 生徒指導論 佐藤敬子 生徒指導提要 日教販/教育
図書

¥337 ¥333

36 3年 新しい教職教育講座 教職教育編8 総合的な学習の時間 ミネルヴァ
書房

¥2,000 ¥1,980

37 3年 教育の方法と技術 主体的・対話的で深い学びをつくるインストラクショナル
デザイン

北大路書房 ¥2,200 ¥2,178

65 3年 図書館総合演習 工藤邦彦 市民とつくる図書館 参加と協働の視点から 勉誠出版 ¥2,000 ¥1,980

14 4年 関係行政論 織原保尚 公認心理師の基礎と実践23 関係行政論 遠見書房 ¥2,800 ¥2,772

78 4年 精神保健福祉特別演習Ⅲ 尾口昌康 見て覚える!精神保健福祉国試ナビ[専門科目]2023 中央法規出
版

¥2,800 ¥2,772

¥0

¥0

¥0

¥0

人間関係学科

総合的な学習の時間の指導および教
育方法論

櫻田裕美子


