
オナマエ（カタカナ）をご記入下さい

申込冊数（合計）
冊

※科目・曜日講時は大学発表の時間割表でご確認下さい。 ▼ ※履修授業の教科書が以下に記載のない場合には授業時担当教員様へご確認ください。

開設学科 開講曜日 講時 授業コード 授業科目名称 氏名 注文No チェック 教科書名 出版社 本体定価 備考
初教 早川　陽 SH01 小学校学習指導要領（平成２９年告示）．平成２９年３月 東洋館出版社 201

初教 早川　陽 SH02 教育小六法．２０２０年版 学陽書房 2,700

初教 金 5 1220180 教職概論　　 鈴木　円 SH03 ＭＩＮＥＲＶＡはじめて学ぶ教職〈２〉教職論 ミネルヴァ書房 2,200

初教 土 2 1219850 教育原理　　 歌川　光一 SH04 有斐閣アルマ　やさしい教育原理　第3版 有斐閣 1,900

初教 月 2 1219320 音楽演習B　　X 木間　英子

初教 水 3 1219310 音楽演習B　　Y 木間　英子

初教 金 3 1220130 音楽演習A　　X 木間　英子

初教 金 4 1220140 音楽演習A　　Y 木間　英子

初教 火 4 1219640 教育学基礎演習Ⅰ　　① 平野　晶子

初教 火 4 1219610 教育学基礎演習Ⅰ　　② 豊田　千明

初教 火 4 1219630 教育学基礎演習Ⅰ　　③ 田島　宏一

初教 火 4 1219620 教育学基礎演習Ⅰ　　④ 松本　淳

初教 月 3 1219380 情報機器の操作　　① 松本　淳

初教 月 3 1219370 情報機器の操作　　② 田島　宏一

初教 月 3 1219360 情報機器の操作　　③ 中尾　教子

初教 月 4 1219410 情報機器の操作　　④ 松本　淳

初教 月 4 1219400 情報機器の操作　　⑤ 平野　晶子

初教 月 4 1219390 情報機器の操作　　⑥ 中尾　教子

初教 早川　陽 SH08 小学校学習指導要領解説　総則編:平成２９年告示．平成２９年７月 東洋館出版社 155 1年児童教育コース(小・中)

初教 早川　陽 SH09 小学校学習指導要領解説　総則編:平成２９年告示．平成２９年７月 東洋館出版社 155

初教 早川　陽 SH10 幼稚園教育要領解説．平成３０年３月 フレ－ベル館 240

初教 早川　陽 SH11 幼稚園教育要領解説．平成３０年３月 フレ－ベル館 240

初教 早川　陽 SH12 保育所保育指針解説．平成３０年３月 フレ－ベル館 320

初教 早川　陽 SH13 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－ベル館 350

初教 月 1 1219230 図画工作　　Z 早川　陽 H01 小学校学習指導要領解説　図画工作編:平成２９年告示．平成２９年７月 日本文教出版（大阪） 100

初教 月 1 1219300 子どもの保健　　 栗山　敦子 H02 子どもの保健 学建書院 1,800

初教 月 2 1219590 教育経営　　 坂野　慎二 H03 学校教育制度概論 玉川大学出版部 2,800

初教 月 2 1219330 言葉指導法Ⅰ　　Ｙ 駒井　美智子 H04 発達段階をふまえた乳幼児との会話法３２:０～５歳児の会話力・生きる力・考える力を育て育む保 黎明書房 1,600

初教 月 2 1220190 小児保健Ⅱ　　X 栗山　敦子 H05 子どもの健康と安全 学建書院 1,800

初教 月 2 1219330 言葉指導法Ⅰ　　Ｙ 駒井　美智子 H06 保育者をめざす人の保育内容「言葉」 みらい 2,000

初教 月 3 1219340 言葉指導法Ⅰ　　Ｘ 駒井　美智子 H04 発達段階をふまえた乳幼児との会話法３２:０～５歳児の会話力・生きる力・考える力を育て育む保 黎明書房 1,600

初教 月 3 1220200 小児保健Ⅱ　　Y 栗山　敦子 H05 子どもの健康と安全 学建書院 1,800

初教 月 3 1219340 言葉指導法Ⅰ　　Ｘ 駒井　美智子 H06 保育者をめざす人の保育内容「言葉」 みらい 2,000

初教 月 3 1219500 理科教育法(小)　　b(初教) 白數　哲久 H07 小学校学習指導要領解説　理科編:平成２９年告示．平成２９年７月 東洋館出版社 111

初教 月 3 1219500 理科教育法(小)　　b(初教) 白數　哲久 H08 小学校理科教育法 建帛社 2,600

初教 月 4 1219490 理科教育法(小)　　a(初教) 白數　哲久 H07 小学校学習指導要領解説　理科編:平成２９年告示．平成２９年７月 東洋館出版社 111

初教他学科 月 4 1228010 学習科学　　◎　2コマ続き（月4・5）後半7.5週予定 大﨑　理乃 H09 学習科学ガイドブック:主体的・対話的で深い学びに導く 北大路書房 2,200

初教 月 4 1219490 理科教育法(小)　　a(初教) 白數　哲久 H10 小学校理科教育法 建帛社 2,600

初教 月 5 1219420 国語科教育法　　(初教) 平野　晶子 H11 小学校学習指導要領解説　国語編:平成２９年告示．平成２９年７月 東洋館出版社 162

2020年度前期販売教科書　＜初等教育学科＞

SH05 楽典 音楽之友社 1,100

SH06

SH07

知へのステップ:大学生からのスタディ・スキルズ くろしお出版 1,800

教職・情報機器の操作:教師のためのＩＣＴリテラシ－入門 コロナ社 2,000

1年児童教育コース(幼・小)

1年幼児教育コース(幼・保)

1年全員

㈱紀伊國屋書店 第三営業部
TEL03-6910-0523 担当:早田※教科書販売ページ（https://univ.swu.ac.jp/student/session/text/）をよくご確認ください。

※備考に「★K」とある書籍は、電子書籍「Kinoppy」でも購入が可能です。

---------------------------------------------------------
■購入キャンセル・返品・交換について
注文確定後のキャンセルは受付ておりません。※但し、以下の場合に限り、返品・交換の手続きを受付ます。
・授業の閉講・受講調整により履修ができなかった場合の商品の返品 ・商品に欠陥がある場合の交換

手続きの方法、日程については、学内への立ち入りが通常通り可能となりましたら、改めてご案内いたします。
手続きの際は、同梱されている納品書と現品を必ず持参してください。

対面販売の際は、下表の購入する教科書の注文NO（例:D01）の右にチェック後、必ずオナマエをご記入の上、スタッフにお渡し下さい。
※下記税抜価格から10％お値引します（10円未満切捨、一部除く）
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※科目・曜日講時は大学発表の時間割表でご確認下さい。 ▼ ※履修授業の教科書が以下に記載のない場合には授業時担当教員様へご確認ください。

開設学科 開講曜日 講時 授業コード 授業科目名称 氏名 注文No チェック 教科書名 出版社 本体定価 備考
初教 火 1 1219530 保育原理　　b 鈴木　法子 H12 保育の実践・原理・内容:写真でよみとく保育 ミネルヴァ書房 2,400

初教 火 2 1219520 保育原理　　a 鈴木　法子 H12 保育の実践・原理・内容:写真でよみとく保育 ミネルヴァ書房 2,400

初教 火 2 1219560 乳児保育　　X 遠藤　純子 H13 乳児保育演習ブック ミネルヴァ書房 2,500

初教 火 2 1219540 発達心理学　　b 中村　徳子 H14 発達心理学:保育者をめざす人へ 樹村房 2,000

初教 火 3 1219570 乳児保育　　Y 遠藤　純子 H13 乳児保育演習ブック ミネルヴァ書房 2,500

初教 火 3 1219460 家庭科教育法(小)　　 今井　美樹 H15 はじめての家庭科指導:新学習指導要領対応．平成２９年版 開隆堂 2,000

初教 火 3 1219460 家庭科教育法(小)　　 今井　美樹 H16 小学校学習指導要領解説　家庭編:平成２９年告示．平成２９年７月 東洋館出版社 95
初教 火 3 1219650 算数　　 斉藤　規子 H17 小学校学習指導要領解説　算数編:平成２９年告示．平成２９年７月 日本文教出版（大阪） 224

初教 火 3 1219460 家庭科教育法(小)　　 今井　美樹 H18 わたしたちの家庭科  5・6 開隆堂出版 288 非課税・値引なし

初教 火 4 1219680 社会科教育法　　 鈴木　円 H19 小学校学習指導要領解説　社会編:平成２９年告示．平成２９年７月 日本文教出版（大阪） 142 非課税・値引なし

初教 火 4 1219680 社会科教育法　　 鈴木　円 H20 初等社会科教育研究 風間書房 1,800

初教 水 1 1218890 教育学演習Ⅰ　　 國分　有穂 H21 英語学習は早いほど良いのか 岩波書店 760 ★K

初教 水 1 1218890 教育学演習Ⅰ　　 國分　有穂 H22 はじめての英語教育研究:押さえておきたいコツとポイント 研究社 2,400 ★K

初教 水 1 1218960 教育学演習Ⅰ　　 鶴田　麻也美 H23 はじめに子どもありき:教育実践の基本 東洋館出版社 1,600

初教 水 1 1218880 教育学演習Ⅰ　　 遠藤　純子 H24 よくわかる卒論の書き方 ミネルヴァ書房 2,500

初教 水 1 1218900 教育学演習Ⅰ　　 鈴木　法子 H24 よくわかる卒論の書き方 ミネルヴァ書房 2,500

初教 水 1 1218860 教育学演習Ⅰ　　 木村　英美 H24 よくわかる卒論の書き方 ミネルヴァ書房 2,500

初教 水 2 1219710 小学校教育課程論　　 井上　文敏 H25 発達障害のある子／ない子の学校適応・不登校対応 金子書房 1,300 ★K

初教 水 3 1219550 発達心理学　　a 中村　徳子 H14 発達心理学:保育者をめざす人へ 樹村房 2,000

初教 水 3 1219750 教育学基礎演習Ⅱ　　 鈴木　円 H26 メノン 岩波書店 640 ★K

初教 水 3 1219760 教育学基礎演習Ⅱ　　 平野　晶子 H27 新編教室をいきいきと．１ 筑摩書房 1,000

初教 水 3 1219790 保育実習の指導ⅠB　　X 遠藤　純子 H28 施設実習パ－フェクトガイド:全施設掲載 わかば社 1,400

初教 水 3 1229390 保育実習の指導ⅠB　　Y 鈴木　法子 H28 施設実習パ－フェクトガイド:全施設掲載 わかば社 1,400

初教 木 1 1219970 算数科教育法　　 斉藤　規子 H17 小学校学習指導要領解説　算数編:平成２９年告示．平成２９年７月 日本文教出版（大阪） 224

初教 木 1 1219860 生活　　 白數　哲久 H29 小学校学習指導要領解説　生活編:平成２９年告示．平成２９年７月 東洋館出版社 134

初教 木 1 1219870 保育内容総論　　Y 木村　英美 H30 保育内容総論 同文書院 2,100

初教 木 2 1219890 理科　　 白數　哲久 H07 小学校学習指導要領解説　理科編:平成２９年告示．平成２９年７月 東洋館出版社 111

初教 木 2 1219890 理科　　 白數　哲久 H10 小学校理科教育法 建帛社 2,600

初教 木 2 1219880 保育内容総論　　X 木村　英美 H30 保育内容総論 同文書院 2,100

初教 木 2 1219910 道徳教育演習　　 土屋　創 H31 小学校学習指導要領解説　特別の教科道徳編:平成２９年告示．平成２９年７月 廣済堂あかつき 135

初教 木 3 1219070 教育学演習Ⅱ　　 鶴田　麻也美 H32 はじめての質的研究法:事例から学ぶ．教育・学習編 東京図書 2,800

初教 木 3 1219950 児童文化　　Y 神谷　明宏 H33 児童文化 (新版 ) ななみ書房 2,500

初教 木 3 1227980 人間関係指導法Ⅰ　　Z 寒河江　芳枝 H34 保育を学ぶシリーズ（1）保育内容人間関係 大学図書出版 1,800

初教 木 4 1219960 児童文化　　X 神谷　明宏 H33 児童文化:子どものしあわせを考える学びの森 ななみ書房 2,500

初教 木 4 1220050 English Oral Communication Clinic　　 國分　有穂 H35 発音のしくみと会話の総合演習 三修社 2,000

初教 金 2 1220080 教育相談の理論と方法　　Z 石井　正子 H36 教師のための学校カウンセリング 有斐閣 2,100

初教 金 3 1220070 教育相談の理論と方法　　XY 石井　正子 H37 子ども臨床とカウンセリング みらい 2,000

初教他学科 金 3 1220160 教育実践研究　　◎ 松本　淳 H38 愛をもって新しい時代の扉を開く 壮神社 1,200

初教 金 3 1220100 保育実習の指導Ⅲ　　 遠藤　純子 H39 児童館・放課後児童クラブテキストシリ－ズ　児童館論 (第２版 ) 児童健全育成推進財団 1,000

初教 金 4 1219210 教育学演習Ⅱ　　 國分　有穂 H40 ＳＰＳＳによるやさしいアンケ－ト分析 オ－ム社 2,400 ★K

初教 土 1 1219260 養護内容　　Y 髙山　由美子 H41 社会的養護内容 ミネルヴァ書房 2,000

初教 土 2 1219270 養護内容　　X 髙山　由美子 H41 社会的養護内容 ミネルヴァ書房 2,000

初教 土 2 1228000 表現指導法Ⅰ　　Z 永岡　都 H42 保育内容表現:保育の内容・方法を知る 北大路書房 1,700
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