
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

一般 月 4 1206070 こころの科学　　1 心理の学生を除く 前後期同一内容 清水　裕 B40 最新・こころの科学 尚学社（文京区） 2,400

一般 月 4 1206700 生活経済論　　 伊藤　純 B39 ジェンダ－で学ぶ生活経済論:現代の福祉社会を主体的に生きるために ミネルヴァ書房 2,800

一般 火 1 1206480 日本史B(近現代)　　 松田　忍 B41 それでも、日本人は「戦争」を選んだ 新潮社 750

一般 火 3 1206080 こころの科学　　2 心理の学生を除く 前後期同一内容 藤島　喜嗣 B40 最新・こころの科学 尚学社（文京区） 2,400

一般 水 2 1206340 宗教学入門　　 中村　圭志 Z09 西洋人の「無神論」日本人の「無宗教」 ディスカヴァ－・トゥエンティワン 1,200 ★K

一般 水 2 1206640 法学入門A　　　歴文「法学概論」との重複履修は不可 森本　直子 B42 デイリー六法〈令和２年版〉 三省堂 1,900

一般 水 2 1206640 法学入門A　　　歴文「法学概論」との重複履修は不可 森本　直子 B43 法学ダイアリ－ ナカニシヤ出版 2,000

一般 水 2 1206720 社会学　　前後期同一内容 須藤　康介 B44 教育問題の「常識」を問い直す:いじめ・不登校から家族・学歴まで 明星大学出版部 1,800

一般 水 2 1227270 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会の諸問題B　　(世界の環境と防災)　2年次以上対象 小西　雅子 Z02 地球温暖化は解決できるのか:パリ協定から未来へ! 岩波書店 860 ★K

一般 水 3 1206350 宗教学入門　　 中村　圭志 Z09 西洋人の「無神論」日本人の「無宗教」 ディスカヴァ－・トゥエンティワン 1,200 ★K

一般 木 2 1206100 ｺﾐｭﾆﾃｨとまちづくり　　前後期同一内容 瀬沼　頼子 B46 実践事例にみるひと・まちづくり:グロ－カル・コミュニティの時代 ミネルヴァ書房 2,500

一般 木 2 1206140 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ論　　 興梠　寛 B45 希望への力:地球市民社会の「ボランティア学」 光生館 2,800

一般 木 5 1205960 Study Abroad Preparation　　ﾖｰﾛｯﾊﾟ留学予定者のみ対象omnibus 寺島　政子 B48 英語で発信する日本小事典:対訳 ＩＢＣパブリッシング 1,800

一般 木 5 1205970 Study Abroad Preparation　　中国･韓国･ﾍﾞﾄﾅﾑ留学予定者のみomnibus 李　守 B48 英語で発信する日本小事典:対訳 ＩＢＣパブリッシング 1,800

一般 木 5 1205980 Study Abroad Preparation　　ﾎﾞｽﾄﾝ留学予定者のみ対象omnibus 重松　優 B48 英語で発信する日本小事典:対訳 ＩＢＣパブリッシング 1,800

一般 木 5 1206490 日本文学概論(近現代)　　 川崎　昌平 B47 大学1年生の君が、はじめてレポートを書くまで ミネルヴァ書房 1,400

一般 金 2 1206380 幼児の心理　　 横山　文樹 B50 子育て楽しんでますか?:あなたの「子育て」がもっと楽しくなる本 大学図書出版 1,000

一般 金 2 1206580 書道(硬筆)　　 承　春先 B49 ペン字精習．上 日本習字普及協会 1,600

一般 金 3 1206090 こころの科学　　3 心理の学生を除く 前後期同一内容 藤島　喜嗣 B40 最新・こころの科学 尚学社（文京区） 2,400

一般 金 4 1206620 法学A(日本国憲法)　　教職課程履修者のみ対象 森本　直子 B42 デイリー六法〈令和２年版〉 三省堂 1,900

一般 金 4 1206620 法学A(日本国憲法)　　教職課程履修者のみ対象 森本　直子 B51 スタート憲法 成文堂 1,600
5月中旬以降刊行予定
（webサイト受付不可）

一般 金 5 1206630 法学B(日本国憲法)　　教職課程履修者のみ対象 前後期同一内容 森本　直子 B42 デイリー六法〈令和２年版〉 三省堂 1,900

一般 金 5 1206630 法学B(日本国憲法)　　教職課程履修者のみ対象 前後期同一内容 森本　直子 B51 スタ－ト憲法 成文堂 1,600
5月中旬以降刊行予定
（webサイト受付不可）

2020年度前期販売教科書　＜一般・教職・その他＞
㈱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

教職 月 1 1209050 教職概論　　 青木　幸子 B52 物語が始まるとき:共創教育の現場から 春風社 1,800

教職環境健康 月 2 1209080 家庭科教育法(中高)　　 今井　美樹 B53 中学校学習指導要領解説　技術・家庭編:平成２９年告示．平成２９年７月 開隆堂出版 143

教職環境健康 月 2 1209080 家庭科教育法(中高)　　 今井　美樹 B54 授業力ＵＰ家庭科の授業 日本標準 2,000

教職環境健康 月 2 1209080 家庭科教育法(中高)　 今井　美樹 B80 高等学校学習指導要領解説　家庭編 平成３０年告示 平成３０年７月 教育図書 462

教職健康環境 月 3･4 1427310 調理学基礎実習(1A) 不破眞佐子平塚信子 SG01 新ビジュアル食品成分表:食品解説つき 大修館書店 1,000

教職 月 4 1209120 教育方法論　　 緩利　誠 B56 次代を創る教師論 学文社 1,800

教職 月 5 1209170 教育課程論　　 緩利　誠 B57 教育内容・方法 培風館 2,000

教職 火 1 1209060 教職概論　　 青木　幸子 B52 物語が始まるとき:共創教育の現場から 春風社 1,800

教職英コ 火 1 1209190 英語科教育法　　※火1･火2をｾｯﾄで履修　　【複回】火2 大塲　貴志 大塲　貴志 B58 統合的英語科教育法 成美堂 2,600

教職健康 火 3 1209200 保健体育科教育法　　 白川　哉子 B59 中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説　保健体育編 東山書房 451

教職健康 火 3 1209200 保健体育科教育法　　 白川　哉子 B60 高等学校学習指導要領　保健体育編体育編 平成３０年７月 平成３０年告示 東山書房 502

教職健康環境 火 3･4 1427320 調理学基礎実習(1B) 不破眞佐子平塚信子 SG01 新ビジュアル食品成分表:食品解説つき 大修館書店 1,000

教職環境健康 水 5 1209090 家庭科教育法(教材研究)　　「家庭科教育法」を優先して履修 今井　美樹 B61 中学校  技術・家庭 家庭分野 開隆堂 658 非課税・値引なし

教職環境健康 水 5 1209090 家庭科教育法(教材研究)　　「家庭科教育法」を優先して履修 今井　美樹 B62 新家庭総合 大修館 733 非課税・値引なし

教職環境健康 木 2 1230090 家庭科教育法(教材研究)　　 今井　美樹 B53 中学校学習指導要領解説　技術・家庭編:平成２９年告示．平成２９年７月 開隆堂出版 143

教職環境健康 木 2 1230090 家庭科教育法(教材研究)　　 今井　美樹 B54 授業力ＵＰ家庭科の授業 日本標準 2,000

教職環境健康 木 2 1230090 家庭科教育法(教材研究) 今井　美樹 B80 高等学校学習指導要領解説　家庭編 平成３０年告示 平成３０年７月 教育図書 462

教職 金 3 1209310 教育心理学　　(教職) 緩利　誠 B63 教職に生かす教育心理学 みらい 2,300

教職 金 4 1209130 教育方法論　　 緩利　誠 B56 次代を創る教師論 学文社 1,800

教職 金 4 1209340 書道科教育法　　 星野　新次郎 B76 書Ⅱ（306） 教育図書株式会社 417 非課税・値引なし

教職 金 4 1209340 書道科教育法　　 星野　新次郎 B77 書の古典と理論 光村図書出版 2,000

教職 金 4 1209340 書道科教育法　　 星野　新次郎 J12 書 Ⅰ（３０６） 教育図書株式会社 498

教職 金 5 1209180 教育課程論　　 緩利　誠 B57 教育内容・方法 培風館 2,000

教職 土 1 1209280 教育行政学　　 入澤　充 B64 解説教育六法〈２０２０（令和２年版）〉 三省堂 2,700

教職 土 2 1209380 教育法規　　 入澤　充 B64 解説教育六法〈２０２０（令和２年版）〉 三省堂 2,700

図書館 月 4 1209400 児童ｻｰﾋﾞｽ論　　(司書･必修科目 #) 池田　美千絵 B66 児童サ－ビス論 樹村房 2,000

図書館 月 4 1209430 図書館情報技術論　　(司書･必修科目)# 田中　均 B65 図書館情報技術論 青弓社 1,800

図書館 月 5 1209460 学校図書館ﾒﾃﾞｨｱの構成　　(司書教諭  卒業要件外) 田中　均 B67 学校図書館メディアの構成 放送大学教育振興会 2,900

図書館 月 5 1209600 生涯学習概論　　(司書･必修科目 #) 池田　美千絵 B68 生涯学習概論 樹村房 2,000

図書館 火 2 1209540 情報資源組織演習A(目録)　　(司書･必修科目 ♯) 池田　美千絵 B69 情報資源組織法演習問題集 第一法規出版 800

図書館 火 3 1209580 情報資源組織演習B(分類)　　(司書･必修科目 ♯) 田中　均 B69 情報資源組織法演習問題集 第一法規出版 800

図書館現代 水 2 1209530 情報ｻｰﾋﾞｽ論　　(司書･必修科目 #) 横谷　弘美 B70 情報サ－ビス論及び演習 学文社 1,800

図書館 木 3 1209550 情報資源組織演習A(目録)　　(司書･必修科目 ♯) 山口　洋 B69 情報資源組織法演習問題集 第一法規出版 800

図書館 木 3 1209550 情報資源組織演習A(目録)　　(司書･必修科目 ♯) 山口　洋 B71 情報資源組織法 第一法規出版 2,600

図書館 木 4 1209560 情報資源組織演習A(目録)　　(司書･必修科目 #) 山口　洋 B69 情報資源組織法演習問題集 第一法規出版 800

図書館 木 4 1209560 情報資源組織演習A(目録)　　(司書･必修科目 #) 山口　洋 B71 情報資源組織法 第一法規出版 2,600

図書館 木 5 1209590 情報資源組織論　　(司書･必修科目 ♯) 田中　均 B71 情報資源組織法 第一法規出版 2,600

図書館 金 3 1209440 図書館情報資源概論　　(司書･必修科目 #) 三澤　勝己 B72 図書館情報資源概論 樹村房 2,000

図書館現代 金 4 1209410 図書館ｻｰﾋﾞｽ概論　　(司書･必修科目 #) 三澤　勝己 B73 図書館サ－ビス概論 学文社 2,000

図書館 金 5 1209450 図書館概論　　(司書･必修科目 #) 田中　均 B74 図書館概論 学文社 1,800
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