
通信教育課程　こども心理学部　2022年度（春学期）教科書一覧表（更新日：2022年4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）
L:スクーリング科目(ライブ授業)
TS:テキスト・スクーリング科目

タイトル
（①と②で2冊指定の場合は

いずれも購入必要）
著者名 出版社名

定価
（税込）

ISBN 学習の手引き 備考

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年度春学期より教科書変更
※学習の手引きはありません

英語コミュニケーションⅠ
大島　幸、塩田　直子、
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

親子関係の心理学 井梅　由美子 T 子育て支援と世代間伝達 ―母子相互作用と心の
ケア

渡辺久子 金剛出版 3,520 9784772410427 ダウンロード 2015年度より教科書変更

音楽実技ⅠA 結束　麻紀 S

①改訂ポケットいっぱいのうた 実践子どものうた
簡単に弾ける144選
②教職課程のための大学ピアノ教本（バイエルと
ツェルニーによる展開）

①鈴木恵津子
②大学音楽教育研究グループ

①,②教育芸術社
①2,200
②801

①9784877884857
②9784905700333

なし ①2016年度より教科書変更

音楽実技ⅠB 田中　拓未 S

①改訂ポケットいっぱいのうた 実践子どものうた
簡単に弾ける144選
②教職課程のための大学ピアノ教本（バイエルと
ツェルニーによる展開）

①鈴木恵津子
②大学音楽教育研究グループ

①,②教育芸術社
①2,200
②801

①9784877884857
②9784905700333

なし ①2016年度より教科書変更

音楽表現指導法 津布楽　杏里 TS 音楽表現　（〈新版〉実践保育内容シリーズ） 谷田貝公昭・三森桂子他（編著） 一藝社 2,200 9784863591608 ダウンロード

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

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

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

学校安全 上地　香杜 T ①教育問題の「常識」を問い直す 第2版
②教育という病

①須藤康介
②内田良

①明星大学出版部
②光文社新書

①1,980
②858

①9784895492225
②9784334038632

ダウンロード ①2020年度より新刊へ変更。

学校教育カンファレンス 藤後　悦子 S スポーツで生き生き子育て＆親育ち 藤後悦子 福村出版 2,420 9784571240805 なし 2020年度より教科書変更

家庭 菊池　慶子 T 初等家庭科の研究
大竹美登利・倉持清美・南道子・櫛
山櫻・生野晴美・本多素子・鳴海多
惠子・萬羽郁子・田中敬文

萌文書林 1,980 9784893473097 ダウンロード

環境 横山　文樹 T 保育内容・環境 第三版 (保育・教育ネオシリーズ18) 横山文樹 編著 同文書院 2,310 9784810314700 ダウンロード

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

環境指導法 横山　文樹 TS 保育内容「環境」 横山文樹・駒井美智子　編著 中央法規 2,200 9784805882771 ダウンロード 2021年度春学期より教科書変更

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

教育学概論 越川　葉子 T 問いからはじめる教育学　（有斐閣ストゥディア） 勝野正章・庄井良信 有斐閣 1,980 9784641150140 ダウンロード 2016年度より教科書変更

教育実習指導（事後）幼/小
髙橋　文子、長谷川　かほる、
小山 勉
今井　康晴、柴田　啓一

S 教科書なし なし なし なし なし なし

教育実習指導（事前③）幼/小
髙橋　文子、長谷川　かほる、
小山 勉
今井　康晴、柴田　啓一

S 教科書なし なし なし なし なし なし

教育心理学 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年度春学期より教科書変更

教育相談 渡辺　千歳 T よくわかる教育相談　（やわらかアカデミズム・〈わか
る〉シリーズ）

春日井敏之・伊藤美奈子（編） ミネルヴァ書房 2,640 9784623058785 ダウンロード 2012年度より教科書変更
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通信教育課程　こども心理学部　2022年度（春学期）教科書一覧表（更新日：2022年4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）
L:スクーリング科目(ライブ授業)
TS:テキスト・スクーリング科目

タイトル
（①と②で2冊指定の場合は

いずれも購入必要）
著者名 出版社名

定価
（税込）

ISBN 学習の手引き 備考

教育の方法と技術（情報通信技術の活用を含む） 今井　康晴 T 新版　乳幼児期から学童期への発達と教育 太田光洋（著） 保育出版会 2,750 9784903113074 ダウンロード

2016年度より教科書変更
書店では販売していない為、極力
MyKiTSから購入すること。直接購入す
る場合は保育出版会へメール（hoiku-
press@jcom.zaq.ne.jp）で注文が必要

教職実践演習（幼/小）
小林　祐一、長谷川　かほる、
篠原　京子、小山 勉
赤坂　榮、柴田　啓一

S 教科書なし なし なし なし なし なし

教職論 小林　祐一 T 新しい時代の教職入門　改訂版　（有斐閣アルマ） 秋田喜代美・佐藤学（編著） 有斐閣 2,090 9784641220607 ダウンロード 2015年度より教科書変更

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

健康 宮本　雄司 T コンパス　保育内容　健康 前橋　明　編著 建帛社 2,640 9784767950600 ダウンロード 2020年度より教科書変更

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

健康指導法 宮本　雄司 TS 子どもの健康福祉指導ガイド 前橋　明 大学教育出版 1,650 9784864294225 ダウンロード 2020年度より教科書変更

言語心理学 中川　佳子 T よくわかる言語発達　改訂版　（やわらかアカデミズ
ム・＜わかる＞シリーズ）

岩立志津夫・小椋たみ子（編） ミネルヴァ書房 2,640 9784623080335 ダウンロード 2017年度より教科書変更

国語 阿部　昇 T 物語・小説「読み」の授業のための教材研究－「言
葉による見方・考え方」を鍛える教材の探究

阿部　昇 明治図書 2,706 9784182199127 ダウンロード 2022年度春学期より教科書変更

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

国際社会の福祉 白石　雅紀 L 教科書なし なし なし なし なし なし 2022年度より開講形態変更

子育てカンファレンス 藤後　悦子 S スポーツで生き生き子育て＆親育ち 藤後悦子 福村出版 2,420 9784571240805 なし 2020年度より教科書変更

言葉 鈴木　貴史 T 改訂新版　保育内容「言葉」　言葉とふれあい、言葉
で育つ

大越和孝ほか 東洋館出版社 2,970 9784491034348 ダウンロード

言葉指導法 鈴木　貴史 TS ことばと表現力を育む児童文化　第２版 川勝泰介ほか 萌文書林 2,200 9784893472779 ダウンロード

子ども音楽 伊藤　久恵 T
『音楽を学ぶということ－これから音楽を教える・学
ぶ人のために－』（幼稚園教諭・保育士・小学校教
諭養成課程用）

今川恭子 監修 教育芸術社 1,980 9784877887667 ダウンロード

子ども学 須田　誠、小林　祐一 T 子ども学への招待―子どもをめぐる22のキーワード
―

近藤俊明・渡辺千歳・日向野智子
（編）

ミネルヴァ書房 2,640 9784623078998 ダウンロード 2017年度より教科書変更

子ども家庭福祉 鈴木　淳一 T 新・社会福祉士養成講座15　児童や家庭に対する
支援と児童・家庭福祉制度　第7版

社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2,420 9784805858097 ダウンロード 2020年度より教科書変更

子ども教育課程論 宮下　治 T
①幼稚園教育要領解説 平成30年3月
②小学校学習指導要領解説　総則編（平成29年告
示）

①,②文部科学省
①フレーベル館
②東洋館出版社

①264
②324

①9784577814475
②9784491034614

ダウンロード
幼免・小免希望に関わらず、指定の2冊
とも購入が必要です。

子ども体育 出井　雄二 T 小学校学習指導要領解説　体育編　（平成29年告
示）

文部科学省 東洋館出版社 343 9784491034676 ダウンロード 2020年度より教科書変更

子どもの心理学（総論） 川原　正人 T エピソードでつかむ児童心理学(シリーズ生涯発達
心理学)

伊藤亜矢子（編著） ミネルヴァ書房 3,080 9784623058259 ダウンロード 2013年度より教科書変更

子ども美術 新川　美湖 T 成長する授業 岡田京子 東洋館出版社 1,980 9784491032962 ダウンロード 2022年度春学期より教科書変更

子ども文化 宮崎　麻子 S 教科書なし なし なし なし なし なし

子どもマーケット調査論 大沼　博靖 T プレステップマーケティング 新版 丸山 正博  弘文堂 1,980 9784335000850 ダウンロード 2012年度より教科書変更

子ども臨床心理学 近藤　俊明 T 子ども臨床心理学 近藤俊明（著） サイエンス社 2,530 9784781913483 なし 2015年度より市販教材に教科書変更
※学習の手引きはありません
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通信教育課程　こども心理学部　2022年度（春学期）教科書一覧表（更新日：2022年4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）
L:スクーリング科目(ライブ授業)
TS:テキスト・スクーリング科目

タイトル
（①と②で2冊指定の場合は

いずれも購入必要）
著者名 出版社名

定価
（税込）

ISBN 学習の手引き 備考

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

算数 杉野本　勇気 T これだけは知っておきたい小学校教師のための算
数と数学15講

溝口達也・岩崎秀樹 編 ミネルヴァ書房 2,420 9784623084289 ダウンロード 2019年度春学期より教科書変更

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 佐藤　克士 T 初等社会科教育　（ＭＩＮＥＲＶＡはじめて学ぶ教科教
育）

吉田武男 (監修), 井田仁康･唐木清
志 (編集)

ミネルヴァ書房 2,420 9784623083145 ダウンロード 2019年度春学期より教科書変更

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

社会的認知 大橋　恵 M 教科書なし なし なし なし なし なし

社会福祉 浅石　裕司 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

集団の心理学 大橋　恵 T 集団心理学 大橋　恵 サイエンス社 2,640 9784781915227 なし 2022年度春学期より教科書変更
※学習の手引きはありません

少年非行の心理学 出口　保行 T 少年非行の心理 出口保行 東京未来大学 2,500 なし なし
2022年度春学期より改訂版に変更
市販では販売されていない為、必ず
MyKiTSから購入してください。

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 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

初等英語 舩田　まなみ T 小学校英語に児童文学を　絵本・ナーサリーライム・
ストーリーテリングの世界に遊ぶ

吉田真理子・佐藤佳子・執行智子 春風社 2,200 9784861107337 ダウンロード 2022年度春学期より教科書変更

初等英語教育法 舩田　まなみ T

①小学校英語はじめる教科書　外国語科・外国語
活動指導者養成のためにーコア・カリキュラムに
沿って
②小学校学習指導要領解説　外国語活動・外国語
編 〈平成２９年７月） - 平成29年告示

①小川隆夫・東仁美
②文部科学省

①mpi松香フォニックス
②開隆堂出版

①2,420
②140

①9784896437829
②9784304051685

ダウンロード 2021年度秋学期より改訂版に教科書変
更

初等英語教育法
※一部の方を除き、科目等履修生は履修不可

舩田　まなみ TS

①小学校英語はじめる教科書　外国語科・外国語
活動指導者養成のためにーコア・カリキュラムに
沿って
②小学校学習指導要領解説　外国語活動・外国語
編 〈平成２９年７月） - 平成29年告示

①小川隆夫・東仁美
②文部科学省

①mpi松香フォニックス
②開隆堂出版

①2,420
②140

①9784896437829
②9784304051685

ダウンロード 2021年度秋学期より改訂版に教科書変
更

初等音楽科教育法 伊藤　久恵 T 新しい小学校音楽科の授業をつくる 高見仁志 ミネルヴァ書房 2,750 9784623081707 ダウンロード 2018年度春学期より教科書変更

初等音楽科教育法
※一部の方を除き、科目等履修生は履修不可

伊藤　久恵 TS 新しい小学校音楽科の授業をつくる 高見仁志 ミネルヴァ書房 2,750 9784623081707 ダウンロード

初等家庭科教育法 小林　久美 T 第2版　小学校家庭科の授業をつくる　理論・実践の
基礎知識　第2版

中西雪夫・小林久美・貴志倫子 学術図書出版社 2,750 9784780608311 ダウンロード 2020年度より新刊へ変更。

初等家庭科教育法
※一部の方を除き、科目等履修生は履修不可

菊池　慶子 TS 小学校家庭科教育法
大竹美登利・鈴木真由子・綿引伴
子

建帛社 2,530 9784767921143 ダウンロード
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通信教育課程　こども心理学部　2022年度（春学期）教科書一覧表（更新日：2022年4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）
L:スクーリング科目(ライブ授業)
TS:テキスト・スクーリング科目

タイトル
（①と②で2冊指定の場合は

いずれも購入必要）
著者名 出版社名

定価
（税込）

ISBN 学習の手引き 備考

初等国語科教育法 阿部　昇 T あたらしい国語科指導法・六訂版 柴田義松・阿部昇・鶴田清司編著 学文社 2,310 9784762030444 ダウンロード 2021年度春学期より改訂版教科書使用

初等国語科教育法
※一部の方を除き、科目等履修生は履修不可

阿部　昇 TS あたらしい国語科指導法・六訂版 柴田義松・阿部昇・鶴田清司編著 学文社 2,310 9784762030444 ダウンロード 2021年度春学期より改訂版教科書使用

初等算数科教育法 紙本　裕一 T

①これだけは知っておきたい小学校教師のための
算数と数学15講
②小学校学習指導要領解説　算数編（平成29年告
示）

①溝口達也・岩崎秀樹 編
②文部科学省

①ミネルヴァ書房
②日本文教出版

①2,420
②246

①9784623084289
②9784536590105

ダウンロード 2019年度春学期より教科書変更

初等算数科教育法
※一部の方を除き、科目等履修生は履修不可

杉野本　勇気 TS

①これだけは知っておきたい小学校教師のための
算数と数学15講
②小学校学習指導要領解説　算数編　（平成29年
告示）

①溝口達也・岩崎秀樹 編
②文部科学省

①ミネルヴァ書房
②日本文教出版

①2,420
②246

①9784623084289
②9784536590105

ダウンロード

初等社会科教育法 鈴木　亮太 T 社会科を中心に学びの「本質」を問う 鈴木亮太、久地岡啓一郎 日本文教出版 2,200 9784536650038 ダウンロード 2022年度春学期より教科書変更

初等社会科教育法
※一部の方を除き、科目等履修生は履修不可

佐藤　克士 TS 小学校学習指導要領解説　社会編　（平成29年告
示）

文部科学省 日本文教出版株式会社 156 9784536590099 ダウンロード

初等図画工作科教育法 新川　美湖 T 「平成29年度改訂 小学校教育課程実践講座　図画
工作」

奥村高明 ぎょうせい 1,980 9784324103098 ダウンロード 2022年度春学期より教科書変更

初等図画工作科教育法
※一部の方を除き、科目等履修生は履修不可

新川　美湖 TS 「平成29年度改訂 小学校教育課程実践講座　図画
工作」

奥村高明 ぎょうせい 1,980 9784324103098 ダウンロード 2022年度春学期より教科書変更

初等生活科教育法 中村　礼子 T

①初等生活科教育　（ＭＩＮＥＲＶＡはじめて学ぶ教科
教育）
②小学校学習指導要領解説  生活編（平成29年7
月）

①片平克弘・唐木清志
②文部科学省

①ミネルヴァ書房
②東洋館出版社

①2,420
②147

①9784623084142
②9784491034645

ダウンロード 2022年度春学期より教科書変更

初等生活科教育法
※一部の方を除き、科目等履修生は履修不可

中村　礼子 TS

①初等生活科教育　（ＭＩＮＥＲＶＡはじめて学ぶ教科
教育）
②小学校学習指導要領解説  生活編（平成29年7
月）

①片平克弘・唐木清志
②文部科学省

①ミネルヴァ書房
②東洋館出版社

①2,420
②147

①9784623084142
②9784491034645

ダウンロード

初等体育科教育法 出井　雄二 T 初等体育授業づくり入門
岩田靖、吉野聡、日野克博、近藤智
靖

大修館書店 1,870 9784469268423 ダウンロード 2020年度より教科書変更

初等体育科教育法
※一部の方を除き、科目等履修生は履修不可

出井　雄二 TS 初等体育授業づくり入門
岩田靖、吉野聡、日野克博、近藤智
靖

大修館書店 1,870 9784469268423 ダウンロード

初等理科教育法 三井　寿哉 T 小学校理科「フローチャート型」授業ガイド 理科おもしろゼミ（蒲生友作） 東洋館 2,200 9784491042879 ダウンロード 2021年度春学期より教科書変更

初等理科教育法
※一部の方を除き、科目等履修生は履修不可

宮下　治 TS 実践 理科授業論 －手作り授業の魅力とカリキュラ
ム・マネジメント－

宮下　治 デザインエッグ株式会社 2,750 9784815016401 ダウンロード 2020年度より教科書変更

心身医学 橋本　章子 T 心身症臨床のまなざし 矢吹弘子（著者）、筒井末春（監修） 新興医学出版社 2,530 9784880028538 ダウンロード 2014年度秋学期より教科書変更

心理･教育アセスメントⅠ

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、古志
めぐみ

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･教育アセスメントⅡ
渡辺　千歳、藤本　昌樹、川原
正人 S 教科書なし なし なし なし なし なし

心理学概論（こころの形成） 横地　早和子 T グラフィック心理学
北尾倫彦・中島実・
井上毅・石王敦子（著）

サイエンス社 1,980 9784781908250 ダウンロード 2014年度より教科書変更

心理学概論（こころの理解） 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 2020年度より教科書変更

心理学基礎実験

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
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通信教育課程　こども心理学部　2022年度（春学期）教科書一覧表（更新日：2022年4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）
L:スクーリング科目(ライブ授業)
TS:テキスト・スクーリング科目

タイトル
（①と②で2冊指定の場合は

いずれも購入必要）
著者名 出版社名

定価
（税込）

ISBN 学習の手引き 備考

心理学研究法Ⅰ 福沢　愛、磯　友輝子、仲嶺　真 M Progress & Application　心理学研究法　第2版 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

心理学研究法Ⅱ 東山　薫 S 心理学実験・研究レポートの書き方～学生のための
初歩から卒論まで～

ブルース フィンドレイ (著)、細江達
郎・細越久美子（訳）

北大路書房 1,430 9784762820465 なし
2012年度より教科書が1種類のみに変
更

心理統計法Ⅰ 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

心理統計法Ⅱ 田邊　資章、谷辺　哲史 S 教科書なし なし なし なし なし なし

心理療法基礎 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年度春学期より教科書変更

心理療法上級 近藤　俊明 S 教科書なし なし なし なし なし なし

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年度春学期より教科書変更

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

生活 中村　礼子 T 新 子どもと生活 谷田貝公昭・大沢裕（編著） 一藝社 2,200 9784863592117 ダウンロード 2021年度春学期より教科書変更

政治学 田澤　佳昭 S 教科書なし なし なし なし なし なし

精神保健学 大村　美菜子 T 現代の精神保健の課題と支援(最新精神保健福祉
士養成講座２)

一般社団法人日本ソーシャルワー
ク
教育学校連盟

中央法規出版 3,300 9784805882535 ダウンロード 2021年度春学期より教科書変更

生徒・進路指導 中沢　辰夫 T 改訂　生きる力が育つ生徒指導と進路指導 松田文子・高橋超（著） 北大路書房 3,080 9784762827969 ダウンロード

青年心理学 池田　和嘉子 T 『青年心理学　現代に活きる心理学ライブラリー　困
難を希望に変える心理学Ⅱ-3』

高橋一公・池田和嘉子・小橋眞理
子

サイエンス社 2,420 9784781914749 ダウンロード 2020年度より教科書変更

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年度春学期より教科書変更

造形表現指導法 森高　光広 TS 表現教育にはそんなこともできるのか～教師たちの
フレキシブルなアプローチに学ぶ

鈴木幹雄．佐藤昌彦．森高光広編 あいり出版 2,420 9784865550139 ダウンロード

総合的な学習の指導法 小林　祐一 T 総合的な学習の時間　（新しい教職教育講座　教職
教育編）

原清治･春日井敏之 他 監修 ミネルヴァ書房 2,200 9784623081912 ダウンロード

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

対人コミュニケーションスキル
磯　友輝子、日向野　智子、酒
井　智弘 S 教科書なし なし なし なし なし なし

対人コミュニケーション論 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（著） 北大路書房 2,750 9784762821035 ダウンロード 2014年度より教科書変更

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年度春学期より教科書変更

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

道徳教育 山中　伸之 T 小学校道徳の授業づくり はじめの一歩 山中伸之 明治図書出版株式会社 2,090 9784182042225 ダウンロード 2020年度より教科書変更

特別活動 中沢　辰夫 T 改訂新版　特別活動と人間形成 山口満・安井一郎（編著） 学文社 2,750 9784762020865 ダウンロード 改定新版使用

特別支援教育 白取　真実 T 特別支援教育　（ＭＩＮＥＲＶＡはじめて学ぶ教職） 小林秀之･米田宏樹･安藤隆男 ミネルヴァ書房 2,420 9784623081523 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

乳幼児心理学 渡辺　千歳 T はじめて学ぶ発達心理学ー乳幼児を中心に― 渡辺千歳 編著 大学図書出版 2,310 9784907166601 ダウンロード 2017年度より教科書変更

さ行
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通信教育課程　こども心理学部　2022年度（春学期）教科書一覧表（更新日：2022年4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）
L:スクーリング科目(ライブ授業)
TS:テキスト・スクーリング科目

タイトル
（①と②で2冊指定の場合は

いずれも購入必要）
著者名 出版社名

定価
（税込）

ISBN 学習の手引き 備考

人間関係 三國　隆子 T 保育内容人間関係
酒井幸子(編著)、入江礼子・中野圭
子・守巧・矢吹芙美子(著者)

萌文書林 2,200 9784893471734 ダウンロード

人間関係指導法 三國　隆子 TS 領域　人間関係ワークブック 田村美由紀、室井佑美 萌文書林 1,980 9784893472625 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 教科書なし ー ー ー ー なし 2022年度春学期より教科書なし

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

発達障害学 藤本　昌樹 T
よくわかる発達障害　第２版-LD・ADHD・高機能自
閉症・アスペルガー症候群(やわらかアカデミズム・
わかるシリーズ)

小野次朗・藤田継道・
上野一彦 (編)

ミネルヴァ書房 2,420 9784623057368 ダウンロード 2013年度より教科書変更

発達心理学 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 2019年度より教科書変更

発達生理心理学Ⅰ 小谷　博子 T 楽しく学ぶ！　看護につながる解剖生理　改訂版 小寺豊彦 照林社 1,980 9784796523776 ダウンロード 2018年度春学期より教科書変更

発達生理心理学Ⅱ 小谷　博子 T 脳科学からみた機能の発達
-発達心理学の基礎と臨床-

平山諭・保野孝弘（編著） ミネルヴァ書房 2,750 9784623037995 ダウンロード

発達の課題と障害 則内　まどか T 新版　子どもの発達障害事典 原仁 合同出版 3,080 9784772613828 ダウンロード 2019年度より教科書変更

犯罪の心理学 出口　保行 T 犯罪の心理 出口保行 東京未来大学 2,500 なし なし
2021年度春学期より改訂版に変更
市販では販売されていない為、必ず
MyKiTSから購入してください。

比較教育制度論 長江　侑紀 T 世界の学校と教職員の働き方 藤原文雄編著 学事出版 3,630 9784761923822 ダウンロード 2019年度より教科書変更

比較行動学 小谷　博子 T 比較認知科学への招待-「こころ」の進化学- 藤田和生（著） ナカニシヤ出版 2,750 9784888484374 ダウンロード

表現 森高　光広、津布楽　杏里 T ①造形表現　（コンパクト版保育内容シリーズ）
②表現　（新・保育実践を支える）

①谷田貝公昭・竹井史
②横井志保・奥 美佐子（編著）

①一藝社
②福村出版

①2,200
②2,310

①9784863591554
②9784571116162

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

文化心理学 大橋　恵 T 木を見る西洋人 森を見る東洋人
リチャード・Ｅ・ニスベット著 、村本由
紀子 訳

ダイヤモンド社 2,200 9784478910184 ダウンロード 2014年度秋学期より教科書変更

保育内容総論（保育指導法） 横山　文樹 T 保育を学ぶシリーズ②　保育内容総論　増補改訂
版

横山文樹・駒井美智子 著 大学図書出版 1,980 9784909655455 ダウンロード 2021年度春学期より増補改訂版使用

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

幼児理解と保育相談 三國　隆子 T 幼児理解と保育援助 田代和美（編著） 建帛社 1,870 9784767932323 ダウンロード 2016年度より教科書変更

理科 宮下　治 T 小学校学習指導要領解説　理科編（平成29年告示） 文部科学省 東洋館出版社 122 9784491034638 ダウンロード 2020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

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
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