
通信教育課程　モチベーション行動科学部　2021年度（秋学期）教科書一覧表（更新日：2021年10月1日)

索引 科目（五十音順） 担当教員
開講形態【※必ず確認】
T:テキスト科目
S:スクーリング科目（対面授業）
M:スクーリング科目（メディア授業）

タイトル 著者名 出版社名
定価

（税込）
ISBN 学習の手引き 備考

異文化コミュニケーション 前田　耕司 T 学校学力から生涯学力へ
-変化の時代を生きる-

前田耕司・佐藤千津（編著） 学文社 1,870 9784762021909 ダウンロード 2014年度より教科書変更

NPOと市民活動 浅香　怜子 T テキスト市民活動論[第２版]ーボランティア・NPOの実践から学
ぶー

早瀬昇・水谷綾・永井美佳・岡村こ
ず恵 他

社会福祉法人
大阪ボランティア協会

1,650 9784873080703 ダウンロード 2019年度春学期より教科書変更

英語Ⅰ 宅間　雅哉 T 観光英語で日本発見！(CD付)Discovering Japan through
Tourism English

河原俊昭・榎木薗鉄也・岡戸浩子・
小宮富子・吉川寛・石川有香・徳地
慎二・J.ドレイトン　(共著)

英宝社 2,310 9784269660229 ダウンロード

2016年度より教科書変更
個人でご購入される場合、ＣＤが付き
ません。
ＣＤ付きの教科書は、英宝社へメー
ル(E@eihosha.co.jp)or電話(03-5833-
5870)で直接注文してください。
その際は「東京未来大学の学生であ
ること、CD付版の購入、本体価2,100
円」こちらの3点を必ずお伝え下さ
い。

英語Ⅱ カレイラ松崎　順子 T 英語Ⅱ改訂版 カレイラ松崎順子 三恵社 2,750 9784866934358 なし 2021年度より教科書変更

英語コミュニケーションⅠ
大島　幸、塩田　直子、
執行　智子、齊藤　涼子 S Stretch 1B Susan Stempleski Oxford University Press 2,596 9780194603324 なし 2019年度より教科書変更

英語コミュニケーションⅡ 齊藤　涼子 S Stretch Multi-Pack 2B Susan Stempleski Oxford University Press 2,596 9780194603331 なし 2020年度より教科書変更

エイジングの心理学 島内　晶 T 老いのこころ―加齢と成熟の発達心理学―　（有斐閣アルマ） 佐藤眞一・髙山 緑 ・増本康平 有斐閣 2,200 9784641220164 ダウンロード 2018年度春学期より教科書変更

開発教育 島　美佐子 T オーストラリア先住民族の主体形成と大学開放 前田耕司 明石書店 4,180 9784750348438 ダウンロード 2020年度より教科書変更
移行措置(2021年度まで)

カウンセリング論 山極　和佳 T ロジャーズ クライエント中心療法 新版
-カウンセリングの核心を学ぶ-

佐治守夫・飯永喜一郎（編集） 有斐閣 1,650 9784641173767 ダウンロード 2012年度より教科書変更

学習・言語心理学 長谷川　麻衣 T グラフィック学習心理学－行動と認知 山内光哉、春木 豊 サイエンス社 2,805 9784781909776 ダウンロード

家族の心理学 藤本　昌樹 T 家族心理学 ー 家族システムの発達と臨床的援助 第2版　（有斐
閣ブックス）

中釜洋子・野末武義・布柴靖枝・無
藤清子 著

有斐閣 2,750 9784641184466 ダウンロード 2020年度より教科書変更

環境科学 鈴木　哲也 T 環境科学入門 富田豊（編） 学術図書出版社 2,200 9784873619972 ダウンロード 2012年度より教科書変更

感情心理学 坪井　寿子 T 感情心理学･入門　　（有斐閣アルマ） 大平英樹（編） 有斐閣 2,090 9784641123885 ダウンロード 2012年度より教科書変更

企業と管理 飯塚　以和夫 T 経営管理 新版　（有斐閣アルマ）
塩次　喜代明 (九州大学教授)，高
橋　伸夫 (東京大学教授)，小林　敏
男 (大阪大学教授)

有斐閣 2,090 9784641123755 ダウンロード

キャリアカウンセリング論 田中　佑樹 T 新時代のキャリアコンサルティング─キャリア理論・カウンセリング
理論の現在と未来

労働政策研究・研修機構（編） 労働政策研究・研修機構 2,037 9784538411590 ダウンロード 2019年度より教科書変更
移行措置(2021年度まで)

教育学概論（モチベーション） 金塚　基 T グローバル教育の現在 郭潔蓉・田中真奈美・金塚基 ムイスリ出版 2,145 9784896412369 ダウンロード

教育心理学（モチベーション） 小林　寛子 T 絶対役立つ教育心理学[第2版]
-実践の理論、理論を実践-

藤田哲也 ミネルヴァ書房 3,080 9784623091638 ダウンロード 2021年度より教科書変更

教育とアイデンティティ 田中　真奈美 T 対話で育む多文化共生入門――ちがいを楽しみ、ともに生きる社
会をめざして

倉八 順子 明石書店 2,420 9784750343822 ダウンロード 2020年度より教科書変更

教育と産業社会 佐藤　千津 T 教育の社会学　新版―〈常識〉の問い方　見直し方　（有斐閣アル
マ）

苅谷剛彦・濱名陽子・木村涼子・酒
井朗（著）

有斐閣 2,200 9784641124004 ダウンロード 2019年度より新版に変更

教育福祉論 佐藤　晴雄 T 現代教育概論－第5次改訂版－ 佐藤晴雄 学陽書房 2,640 9784313611450 ダウンロード 2021年度より教科書変更

暮らしと流通 三浦　卓己 T １からの流通論（第2版）
石原武政、竹村正明、細井謙一
（編）

碩学舎 2,640 9784502283611 ダウンロード 2020年度より教科書変更

グループ・ダイナミックス 田邊　資章 T 集団行動の心理学
-ダイナミックな社会関係のなかで-

本間道子（著） サイエンス社 1,980 9784781912875 ダウンロード

グローバルビジネス 郭　潔蓉 T 国際経営[第五版]　（有斐閣アルマ） 吉原英樹（著） 有斐閣 2,200 9784641221727 ダウンロード 2021年度より教科書変更

経営戦略 篠﨑　雅春 S 教科書なし なし なし なし なし なし

経営組織論 石橋　里美 T 経営組織
-経営学入門シリーズ (日経文庫)

金井 壽宏（著） 日本経済新聞社 946 9784532105372 ダウンロード

経営リスクマネジメント 洪　聖協 S 教科書なし なし なし なし なし なし
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通信教育課程　モチベーション行動科学部　2021年度（秋学期）教科書一覧表（更新日：2021年10月1日)

索引 科目（五十音順） 担当教員
開講形態【※必ず確認】
T:テキスト科目
S:スクーリング科目（対面授業）
M:スクーリング科目（メディア授業）

タイトル 著者名 出版社名
定価

（税込）
ISBN 学習の手引き 備考

経済学 大沼　博靖 T 経済学への招待 岩田規久男 新世社（サイエンス社） 1,980 9784883841127 ダウンロード 2014年度より教科書変更

ゲーム理論 三浦　卓己 S ゲーム理論入門（日経文庫-経済学入門シリーズ） 武藤 滋夫 日本経済新聞出版 946 9784532108298 なし
2018年度春学期より教科書変更
移行措置(2021年度まで)

健康科学論 真家　英俊 T 健康・スポーツ科学入門　改訂版 出村慎一・村瀬智彦 大修館書店 2,200 9784469267006 ダウンロード 2016年度より教科書変更

公共サービス論 青木　光夫 S 教科書なし なし なし なし なし なし

広告戦略 篠﨑　雅春 T 広告の基本　新版　この１冊ですべてわかる 波田浩之（著） 日本実業出版社 1,650 9784534055804 ダウンロード 2018年秋より新版を使用
移行措置(2021年度まで)

行動科学 上條　菜美子、仲嶺　真 S 教科書なし なし なし なし なし なし

コーチング 高橋　武子 M 教科書なし なし なし なし なし なし 2021年度秋学期より教科書なし

国語表現 宮前　嘉則、関口 修司 S 教科書なし なし なし なし なし なし

国際経済 南　雅一郎 T 国際経済学をつかむ　第2版 石川城太・菊地徹・椋寛（著） 有斐閣 2,420 9784641177192 ダウンロード

国際社会の福祉 白石　雅紀 S 教科書なし なし なし なし なし なし

国際理解教育論 池原　真佐子 T 国際理解教育 佐藤 郡衛 明石書店 2,530 9784750313863 ダウンロード 2017年度より教科書変更

コミュニケーション・スキル
磯　友輝子、日向野　智子、
仲嶺　真 S 教科書なし なし なし なし なし なし

コミュニケーションの心理学 磯　友輝子 T インターパーソナルコミュニケーション
―対人コミュニケーションの心理学―

深田博己 北大路書房 2,750 9784762821035 ダウンロード 2016年度より教科書変更

コンピュータと人間の接点 杉本　雅彦 T コンピュータと表現　人間とコンピュータの接点 平川正人 数理工学者 1,760 9784864810265 ダウンロード 2019年度より教科書変更

コンピュータネットワーク 瀬田　陽平 T インターネット技術の絵本 (株)アンク 翔泳社 1,848 9784798120348 ダウンロード

産業カウンセリング 大村　美菜子 M 教科書なし なし なし なし なし なし

産業・組織心理学 小森　めぐみ T 経営とワークライフに生かそう！　産業・組織心理学 改訂版　（有
斐閣アルマ）

山口裕幸・高橋潔・
芳賀繁・竹村和久(著)

有斐閣 2,090 9784641221543 ダウンロード 2020年度春学期まで旧版、2020年度
秋学期より新版に変更

ジェンダー論 中田　英樹 T ジェンダー論をつかむ 千田有紀・中西祐子・青山薫著 有斐閣 2,090 9784641177161 ダウンロード 2015年度より教科書変更

社会学 森下　一成 T 社会学 第2版 奥井智之 東京大学出版会 2,090 9784130520256 ダウンロード 2017年度より教科書変更

社会教育とシティズンシップ 佐藤　千津 T 学習社会への展望―地域社会における学習支援の再構築― 日本学習社会学会 明石書店 2,860 9784750343952 ダウンロード 2018年度春学期より教科書変更

社会心理学 佐藤　史緒 T グラフィック社会心理学　第２版 池上智子・遠藤由美（共著） サイエンス社 2,860 9784781911915 ダウンロード

社会福祉 白石　雅紀 T 新・社会福祉士養成講座４　現代社会と福祉　第4版 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2,860 9784805839317 ダウンロード 2017年度より教科書変更

宗教学 嚴　錫仁 T 宗教学入門 棚次正和・山中弘（編著） ミネルヴァ書房 3,080 9784623041466 ダウンロード

生涯学習論 金塚　基 M 多文化社会を拓く 郭　金塚　森下 ムイスリ出版 2,145 9784896412697 なし

消費者の行動と心理 三浦　卓己 T １からの消費者行動（第2版） 松井剛、西川英彦（編） 碩学舎 2,640 9784502333415 ダウンロード

情報科学概論 杉本　雅彦 T 学生のための情報科学概論テキスト
編著者 杉本雅彦
著者 庄内慶一・櫻井広幸・佐久本
功達･國吉正章・小菅英恵

ムイスリ出版 2,530 9784896412741 ダウンロード 2019年度春学期より教科書変更

情報処理基礎Ⅰ（機器操作を含む）
岩崎　智史、郭　潔蓉、杉本　雅
彦 M Microsoft Office を使った情報リテラシー演習テキスト 杉本雅彦・郭 潔蓉・岩崎智史 ムイスリ出版株式会社 1,980 9784896412789 なし 2016年度より教科書変更

情報処理基礎Ⅱ（機器操作を含む） 田邊　資章 S 教科書なし なし なし なし なし なし

身体文化コーディネート 益井　洋子 S 教科書なし なし なし なし なし なし 移行措置(2021年度まで)
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通信教育課程　モチベーション行動科学部　2021年度（秋学期）教科書一覧表（更新日：2021年10月1日)

索引 科目（五十音順） 担当教員
開講形態【※必ず確認】
T:テキスト科目
S:スクーリング科目（対面授業）
M:スクーリング科目（メディア授業）

タイトル 著者名 出版社名
定価

（税込）
ISBN 学習の手引き 備考

人的資源管理論 洪　聖協 T LECTURE人事労務管理（増補改訂版） 岩出 博（著）･森 五郎（監） 泉文堂 4,840 9784793003943 ダウンロード

心理演習 上田　将史 S 教科書なし なし なし なし なし なし

心理学概論 中川　佳子 T 心理学の世界 中川佳子・高橋一公編著 サイエンス社 2,530 9784781914732 ダウンロード

心理学研究法 福沢　愛、磯　友輝子、仲嶺　真 M Progress & Application　心理学研究法 村井潤一郎（編著） サイエンス社 2,530 9784781915098 なし
2021年度秋学期より第2版に教科書
変更

心理学実験

坪井　寿子、鈴木　公啓、大橋
智、野中　俊介、渡辺　千歳、川
久保　淳、祥雲　暁代、大井
瞳、横地　早和子、岩崎　智史、
日向野　智子、埴田　健司、飯
島　和樹

S 教科書なし なし なし なし なし なし

心理学統計法 田邊　資章、福沢　愛 M 新・涙なしの統計学
D. ロウントリー 著、Derek Rowntree
原著、加納悟 翻訳

新世社（サイエンス社） 1,760 9784883840359 なし

心理調査概論 田邊　資章 S 質問紙調査の手順 -心理学基礎演習Vol.2- 小塩真司/西口利文（編） ナカニシヤ出版 2,420 9784779502002 なし

心理的アセスメント

藤本　昌樹、井梅　由美子、川
原　正人、須田　誠、斎藤　大
地、坪井　寿子、大橋　智、岩藤
裕美

S 臨床心理アセスメント　新訂版 松原達哉編 丸善出版 2,860 9784621086483 なし

心理療法 小澤　和輝、荻島 大凱 S 新しいカウンセリングの技法:カウンセリングのプロセスと具体的な
進め方

諸富 祥彦 誠信書房 2,310 9784414403756 なし 2021年度より教科書変更

数学 紙本　裕一 T 君たちは，数学で何を学ぶべきか---オンライン授業の時代には
ぐくむ《自学》の力

長岡亮介 日本評論社 1,760 9784535798267 ダウンロード 2021年度より教科書変更

ストレスマネジメント論 日向野　智子 T ストレス・マネジメント入門[第2版]
―自己診断と対処法を学ぶ

中野敬子(著) 金剛出版 3,080 9784772414722 ダウンロード 2016年度より教科書変更

政治学 田澤　佳昭 S 教科書なし なし なし なし なし なし

生命科学 本間　篤 T みんなの生命科学
北口哲也、塚原伸冶、坪井貴司、前
川文彦

化学同人 3,080 9784759818116 ダウンロード 2021年度より教科書変更

体育実技A 真家　英俊 S 教科書なし なし なし なし なし なし

体育実技B 真家　英俊 S 教科書なし なし なし なし なし なし

地域教育支援論 佐藤　千津 T 地域を支える人々の学習支援ー社会教育関連職員の役割と力量
形成

日本社会教育学会 東洋館出版社 3,080 9784491031620 ダウンロード 2019年度より教科書変更

地域と社会 浅香　怜子 T 地域学入門 ―〈つながり〉をとりもどす―
柳原邦光・光多長温・家中茂・仲野
誠

ミネルヴァ書房 3,300 9784623060245 ダウンロード

中国語 木村　淳 S じっくり学ぶ中国語 木村淳ほか 金星堂 1,980 9784764706965 なし 2021年度より教科書変更

哲学 渡邊　智寛 T 哲学ディベート――〈倫理〉を〈論理〉する　（ＮＨＫブックス） 高橋昌一郎 NHK出版 1,276 9784140910979 ダウンロード 2019年度より教科書変更

天文学 山田　義弘 T カラー版　徹底図解シリーズ　宇宙のしくみ 新星出版編集部（編） 新星出版社 1,540 9784405106512 ダウンロード

日本国憲法 大西　斎 T ワンステップ憲法 森口他 嵯峨野書院 2,640 9784782305461 ダウンロード 2020年度より教科書変更

人間の行動と都市 森下　一成 T 入門　都市計画　都市の機能とまちづくりの考え方 谷口守 森北出版 2,420 9784627452619 ダウンロード

認知心理学 小林　寛子 T 認知心理学―心のメカニズムを解き明かす
(いちばんはじめに読む心理学の本)

仲真紀子(編著) ミネルヴァ書房 2,750 9784623056835 ダウンロード 2011年度より教科書変更

脳科学 小谷　博子 M （2021年度秋学期授業なし） ー ー ー ー なし
2022年度春学期より教科書変更予
定

パーソナリティ心理学 鈴木　公啓 T パーソナリティ心理学概論-性格理解への扉- 鈴木公啓（編） ナカニシヤ出版 2,640 9784779506383 ダウンロード 2012年度より教科書変更

発達心理学（モチベーション） 高橋　一公 T 発達心理学15講 高橋一公･中川佳子 北大路書房 2,420 9784762830570 ダウンロード

ビジネスプランニング 篠﨑　雅春 S 教科書なし なし なし なし なし なし

た行

さ行

さ行

な行

は行
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通信教育課程　モチベーション行動科学部　2021年度（秋学期）教科書一覧表（更新日：2021年10月1日)

索引 科目（五十音順） 担当教員
開講形態【※必ず確認】
T:テキスト科目
S:スクーリング科目（対面授業）
M:スクーリング科目（メディア授業）

タイトル 著者名 出版社名
定価

（税込）
ISBN 学習の手引き 備考

ファシリテーション論 中村　誠司 T 『対人援助職のためのファシリテーション入門』 中村誠司 中央法規出版 2,200 9784805854907 ダウンロード
2017年度より教科書変更
移行措置(2021年度まで)

福祉心理学 島内　晶 T 福祉心理学　（公認心理師の基礎と実践17） 中島健一 遠見書房 2,860 9784866160672 ダウンロード

文学 佐々木　由美子 T 児童文学12の扉をひらく 三宅興子・多田昌美（著） 翰林書房 1,980 9784877370787 ダウンロード

法律学 大西　斎 T 法律学概要（改訂版） 大西 斎 大学教育出版 2,200 9784866920238 ダウンロード 2019年度より改訂版教科書使用

簿記 鈴木　敦子 S みんなが欲しかった！簿記の教科書　日商３級　第９版 滝澤ななみ タック出版 1,100 9784813296065 なし 2020年度より使用

ポジティブ心理学 磯　友輝子 T ポジティブなこころの科学―人と社会のよりよい関わりをめざして
―

堀毛一也 サイエンス社 2,640 9784781914589 ダウンロード 2020年度より教科書変更

マーケティング 三浦　卓己 S ゼロからのマーケティング入門 三浦　卓己 現代図書出版 2,640 9784434284335 なし 2021年度より教科書変更

マーケティング戦略 三浦　卓己 T ゼロからのマーケティング入門 三浦　卓己 現代図書出版 2,640 9784434284335 ダウンロード 2021年度より教科書変更

まちづくり論 森下　一成 T まちづくり教書 佐藤滋・饗庭伸・内田奈芳美(編著) 鹿島出版会 3,520 9784306073333 ダウンロード 2017年度より教科書変更

学びとモチベーション
金塚　基、杉本　雅彦、山﨑　善
弘 M 教科書なし なし なし なし なし なし

モチベーション・マネジメント
渡邊　隆之、篠崎　雅春、
田澤　佳昭、森下　一成 M 教科書なし なし なし なし なし なし

モチベーション論Ⅰ 石橋　里美 T 働くみんなのモティベーション論 金井壽宏（著） NTT出版 1,980 9784757121539 ダウンロード モチベーション論Ⅱと章を分けて使
用

モチベーション論Ⅱ 石橋　里美 T 働くみんなのモティベーション論 金井壽宏（著） NTT出版 1,980 9784757121539 ダウンロード モチベーション論Ⅰと章を分けて使
用

リーダーシップ論 大嶋　玲未 T [新版]グロービスMBAリーダーシップ グロービス経営大学院(編著) ダイヤモンド社 3,080 9784478002742 ダウンロード 2015年度より教科書変更

リスニング 宅間　雅哉 M 英語のリスニングストラテジー ―コミュニケーションのための実践
演習

JACET関西支部 リスニング研究会
（著）

金星堂 1,375 9784764737549 なし

臨床心理学概論 山極　和佳 T よくわかる臨床心理学 　改訂新版　(やわらかアカデミズム・わか
るシリーズ)

下山晴彦 (編) ミネルヴァ書房 3,300 9784623054350 ダウンロード

歴史学 山崎　善弘 T 歴史とは何か　岩波新書 E.H.カー、清水幾太郎 訳 岩波書店 946 9784004130017 ダウンロード 2015年秋学期より教科書変更

レクリエーション論 杉沼　喬 S 楽しさをとおした心の元気づくり
公益財団法人日本レクリエーション
協会

公益財団法人日本レクリ
エーション協会

1,980 9784931180956 なし 2018年度春学期より教科書変更

ま行
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