
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

福祉 月 2 1217340 学習･認知心理学　　 山口　哲生 K01 言語聴覚士のための心理学 医歯薬出版 4,000

福祉 月 2 1216930 現代社会と福祉Ⅰ　　 李　恩心 K02 新・社会福祉士養成講座．４　現代社会と福祉 中央法規出版 2,600

福祉 月 2 1217130 精神保健福祉援助演習Ⅰ　　 吉野　比呂子 K03 新・精神保健福祉士養成講座．８　精神保健福祉援助演習（基礎・専門） 中央法規出版 2,700

福祉 月 3 1217270 音楽表現Ⅱ　　 三好　優美子 K04 和音伴奏による幼児のうた１００曲 全音楽譜出版社 1,900

福祉 月 3 1216990 精神保健福祉論Ⅰ　　 吉野　比呂子 K05 新・精神保健福祉士養成講座．７　精神障害者の生活支援システム 中央法規出版 2,700

福祉 月 4 1216860 更生保護制度　　 藤田　尚 K06 新・社会福祉士養成講座．２０　更生保護制度 中央法規出版 1,600

福祉 月 5 1217000 社会調査の基礎　　 氏家　豊 K07 社会調査の基本 朝倉書店 3,400

福祉 火 1 1216870 ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの基盤と専門職Ⅰ　　 北本　佳子 K08 新・社会福祉士養成講座．６　相談援助の基盤と専門職 中央法規出版 2,600

福祉 火 2 1217360 言語学　　 渕田　隆史 K09 音声学・言語学 言語聴覚士のための基礎知識 (第２版 ) 医学書院 4,000

福祉 火 2 1217170 社会的養護　　 野坂　洋子 K10 よくわかる社会的養護 ミネルヴァ書房 2,500

福祉 火 2 1216960 障害者に対する支援と障害者自立支援制度　　 根本　治代 K11 新・社会福祉士養成講座．１４　障害者に対する支援と障害者自立支援制度 中央法規出版 2,200

福祉 火 3 1227880 嚥下障害学　　 渕田　隆史 K12 標準言語聴覚障害学　摂食嚥下障害学 医学書院 5,000

福祉 火 4 1217370 音響学･聴覚心理学Ⅰ　　 吉川　智子 K13 言語聴覚士のための音響学 医歯薬出版 3,800

福祉 火 4 1227850 言語発達障害学Ⅱ(各論 脳性麻痺及び学習障害)　　 宇野　彰 K14 うちの子は字が書けない:発達性読み書き障害の息子がいます ポプラ社 1,200 ★K

福祉他学科 火 4 1216440 女性に対する支援と福祉施策　　◎ 原　史子 K15 女性学入門:ジェンダ－で社会と人生を考える ミネルヴァ書房 2,800

福祉 火 5 1216950 高齢者に対する支援と介護保険制度Ⅰ　　 中矢　亜紀子 K16 新・社会福祉士養成講座．１３　高齢者に対する支援と介護保険制度 中央法規出版 2,600

福祉 水 2 1216880 ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの理論と方法Ⅰ　　 野坂　洋子 K17 新・社会福祉士養成講座．７　相談援助の理論と方法〈１〉 中央法規出版 2,600

福祉 水 3 1227890 発声発語障害学評価法演習Ⅱ　　 渕田　隆史 K18 ディサ－スリアの基礎と臨床．第２巻（臨床基礎編） インテルナ出版 4,000

福祉 木 1 1217420 言語発達障害学ⅠA(総論)　　 進藤　美津子 K19 標準言語聴覚障害学　言語発達障害学 医学書院 5,000

福祉 木 1 1217240 保育内容表現　　 土井　晶子 K20 保育内容「表現」 ミネルヴァ書房 2,200

福祉 木 1 1216970 精神疾患とその治療　　 梅野　充 K21 新・精神保健福祉士養成講座．１　精神疾患とその治療 中央法規出版 2,700

福祉 木 2 1216980 精神保健の課題と支援　　 梅野　充 K22 新・精神保健福祉士養成講座．２　精神保健の課題と支援 中央法規出版 2,700

福祉 木 2 1217510 臨床医学Ⅳ(言語聴覚系再建:耳鼻咽喉科学･形成外科学)　　omnibus 坂田　英明 K23 イラスト耳鼻咽喉科 文光堂 4,900

福祉 木 2 1216900 保健医療ｻｰﾋﾞｽ　　 高橋　学 K24 医療福祉入門:患者とよい関係を築くために みらい 2,000

福祉 木 3 1216920 精神保健福祉援助技術総論　　 高橋　学 K25 新・精神保健福祉士養成講座．４　精神保健福祉の理論と相談援助の展開〈１〉 中央法規出版 2,700

福祉 木 3 1217210 児童･家庭ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ　　 佐藤　千晶 K26 実践子ども家庭支援論 ななみ書房 2,100

福祉 木 4 1217220 保育内容健康　　 有馬　篤樹 K27 保育所保育指針解説．平成３０年３月 フレ－ベル館 320

2020年度前期販売教科書　＜福祉社会学科＞
㈱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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福祉 金 1 1216590 基礎演習　　 佐藤　千晶 K28 弱者の居場所がない社会:貧困・格差と社会的包摂 講談社 740 ★K

福祉 金 1 1216600 基礎演習　　 山澤　秀子 K28 弱者の居場所がない社会:貧困・格差と社会的包摂 講談社 740 ★K

福祉 金 1 1216610 基礎演習　　 伊藤　純 K28 弱者の居場所がない社会:貧困・格差と社会的包摂 講談社 740 ★K

福祉 金 1 1216620 基礎演習　　 野田　有紀 K28 弱者の居場所がない社会:貧困・格差と社会的包摂 講談社 740 ★K

福祉 金 1 1229280 基礎演習　　 吉野　比呂子 K28 弱者の居場所がない社会:貧困・格差と社会的包摂 講談社 740 ★K

福祉 金 1 1216590 基礎演習　　 佐藤　千晶 K29 アカデミック・スキルズ　大学生のための知的技法入門 慶応義塾大学出版会 1,000 ★K

福祉 金 1 1216600 基礎演習　　 山澤　秀子 K29 アカデミック・スキルズ　大学生のための知的技法入門 慶応義塾大学出版会 1,000 ★K

福祉 金 1 1216610 基礎演習　　 伊藤　純 K29 アカデミック・スキルズ　大学生のための知的技法入門 慶応義塾大学出版会 1,000 ★K

福祉 金 1 1229280 基礎演習　　 吉野　比呂子 K29 アカデミック・スキルズ:大学生のための知的技法入門 慶応義塾大学出版会 1,000 ★K

福祉 金 1 1216620 基礎演習　　 野田　有紀 K29 アカデミック・スキルズ:大学生のための知的技法入門 慶応義塾大学出版会 1,000 ★K

福祉 金 1 1216840 福祉ｻｰﾋﾞｽの組織と経営　　 北本　佳子 K30 新・社会福祉士養成講座．１１　福祉サービスの組織と経営 中央法規出版 2,200

福祉 金 1 1216910 精神科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学 森　敬恵 K42 新・精神保健福祉士養成講座〈５〉精神保健福祉の理論と相談援助の展開〈２〉 中央法規出版 2,700

福祉 金 2 1217380 言語聴覚障害学総論　　 進藤　美津子 K31 標準言語聴覚障害学　言語聴覚障害学概論 (第２版 ) 医学書院 5,000

福祉 金 2 1230350 社会福祉･教育　　 佐々木　貴雄 K32 よくわかる社会福祉 ミネルヴァ書房 2,500

福祉 金 2 1217190 子どもの保健ⅠA　　 内山　有子 K33 保育者のための「子どもの保健」:これだけはおさえたい! 創成社 2,200

福祉 金 3 1227800 専門演習ⅠA　　生活福祉演習 伊藤　純 K34 暮らしをつくりかえる生活経営力 朝倉書店 2,800

福祉 金 3 1217410 失語症学Ⅰ　　 山澤　秀子 K35 標準言語聴覚障害学　失語症学 医学書院 5,000

福祉 金 3 1227840 失語・高次脳機能障害学検査法演習Ⅱ　　 渕田　隆史 K36 高次脳機能障害:その評価とリハビリテ－ション 中外医学社 5,200

福祉 金 4 1216740 専門演習ⅡA　　保健医療福祉演習 高橋　学 K37 初学者のための質的研究２６の教え 医学書院 1,800

福祉 金 4 1227860 発声発語障害学Ⅲ(音声障害)　　 吉川　智子 K38 言語聴覚士のための音声障害学 医歯薬出版 4,000

福祉 金 4 1227810 保育内容-環境　　2019年度入学者のみ 横山　文樹 K39 保育内容・環境 同文書院 2,100

福祉 土 1 1216850 社会保障Ⅰ　　隔週1・2限連続 元田　宏樹 K40 新・社会福祉士養成講座．１２　社会保障 中央法規出版 2,600

福祉 土 2 1217310 音声言語医学　　 田村　悦代 K41 発話メカニズムの解剖と生理 インテルナ出版 2,800
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