
学年 講義名称 講義コード 卒業 資格
開講時

期
代表教員 教科書 著者 出版社 ISBN

販売
税込価

1年 特別支援教育 1237501 選択 幼必修 前期 星井　純子
特別支援学校幼稚部教育要領　小

学部・中学部学習指導要領　（平成２
９年４月告示）

文部科学省 海文堂出版 9784303124243 ¥435

1年 乳児保育Ⅰ 1238601 選択 保必修 前期 寺田清美

1年 乳児保育Ⅰ 1238602 選択 保必修 前期 寺田清美

1年 乳児保育Ⅰ 1238603 選択 保必修 前期 寺田清美

1年 社会的養護Ⅰ 1238002 選択 保必修 前期 𠮷田　博行 子どもの未来を支える社会的養護 小野澤昇・大塚良一 ミネルヴァ書房 9784623086658 ¥2,376

1年 社会福祉 1233501 選択 保必修 前期 片貝　晴夫

1年 社会福祉 1233502 選択 保必修 前期 𠮷田　博行

1年 社会福祉 1233503 選択 保必修 前期 𠮷田　博行

1年 乳児保育Ⅰ 1238601 選択 保必修 前期 寺田清美

1年 乳児保育Ⅰ 1238602 選択 保必修 前期 寺田清美

1年 乳児保育Ⅰ 1238603 選択 保必修 前期 寺田清美

1年 保育原理 1210401 選択 保必修 前期 松本純子

1年 保育原理 1210402 選択 保必修 前期 松本純子

1年 保育原理 1210403 選択 保必修 前期 松本純子

1年 発達心理学 1233201 選択
幼必修
保必修

前期 大國ゆきの

1年 発達心理学 1233202 選択
幼必修
保必修

前期 大國ゆきの

1年 発達心理学 1233203 選択
幼必修
保必修

前期 大國ゆきの

1年 乳児保育Ⅰ 1238601 選択 保必修 前期 寺田清美

1年 乳児保育Ⅰ 1238602 選択 保必修 前期 寺田清美

1年 乳児保育Ⅰ 1238603 選択 保必修 前期 寺田清美

1年
外国語コミュニケーショ

ン（英語）
1231101 選択必修

幼必修
保教養

通年 糸山昌己

1年
外国語コミュニケーショ

ン（英語）
1231102 選択必修

幼必修
保教養

通年 糸山昌己

1年
外国語コミュニケーショ

ン（英語）
1231103 選択必修

幼必修
保教養

通年 糸山昌己

1年 音楽演習A 1235201 選択 保選択必修 前期
白山智丈　

ほか

1年 音楽演習A 1235202 選択 保選択必修 前期
及川夕美　

ほか

1年 音楽演習A 1235203 選択 保選択必修 前期
郡司　敦　ほ

か

1年
外国語コミュニケーショ

ン（中国語）
1231105 選択必修

幼必修
保教養

通年
雷　叢晶、鄒　

敏俐
自然に身につく基礎中国語 朝日出版社 9784255452852 ¥2,178

1年 音楽演習A 1235201 選択 保選択必修 前期
白山智丈　

ほか

1年 音楽演習A 1235202 選択 保選択必修 前期
及川夕美　

ほか

1年 音楽演習A 1235203 選択 保選択必修 前期
郡司　敦　ほ

か

1年 音楽演習A 1235201 選択 保選択必修 前期
白山智丈　

ほか

1年 音楽演習A 1235202 選択 保選択必修 前期
及川夕美　

ほか

1年 音楽演習A 1235203 選択 保選択必修 前期
郡司　敦　ほ

か

東京成徳短期大学 幼児教育科様
2022年前期販売教科書リスト

保育所保育指針解説　平成３０年３月 厚生労働省 フレーベル館 9784577814482 ¥316

実践に活かす社会福祉　シリ－ズ・
保育の基礎を学ぶ

小野澤昇・大塚良一 ミネルヴァ書房 9784623089192 ¥2,376

¥2,079

保育の心理学　（シリーズ知のゆり
かご）

青木紀久代 みらい 9784860154844 ¥2,079

乳児保育Ⅰ・Ⅱ　（新・基本保育シ
リーズ）

児童育成協会・寺田清
美

中央法規出版 9784805857953 ¥2,574

つながる保育原理　（シリーズ知の
ゆりかご）

井上孝之・小原敏郎 みらい 9784860154387

¥1,782

寝る前５分暗記ブック　英会話フレー
ズ集　基礎編

メディアビーコン 学研プラス 9784053045096 ¥990

アッというまに書けて☆伝わる　保育
者の伝える力

寺田清美 メイト 9784860511302

¥1,881

続　こどものうた２００　（保育実用書
シリーズ）

小林美実 チャイルド本社 9784805400029 ¥1,782

新版　和音伴奏による幼児のうた１０
０曲

在原章子・菊本哲也
全音楽譜出版

社
9784116200585

¥1,584
こどものうた２００　（保育実用書シ

リーズ）
小林美実 チャイルド本社 9784805481004
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1年 造形領域指導法演習 1237301 選択
幼必修
保必修

前期 杉本　亜鈴

1年 造形領域指導法演習 1237302 選択
幼必修
保必修

前期 杉本　亜鈴

1年 造形領域指導法演習 1237303 選択
幼必修
保必修

前期 杉本　亜鈴

1年 健康領域指導法演習 1236901 選択
幼必修
保必修

前期 池田三鈴

1年 健康領域指導法演習 1236902 選択
幼必修
保必修

前期 池田三鈴

1年 健康領域指導法演習 1236903 選択
幼必修
保必修

前期 池田三鈴

2年 教育相談の基礎と方法 1237703 選択 幼必修 前期 宗形奈津子

2年 教育相談の基礎と方法 1237704 選択 幼必修 前期 宗形奈津子

2年 心理学 1236002 選択必修 保教養 前期 大國ゆきの
ゼロからはじめる心理学・入門　－
人の心を知る科学　（有斐閣ストゥ

ディア）
金沢創・市川寛子 有斐閣 9784641150225 ¥1,782

2年 在宅保育 1236201 選択 前期 岩久由香

2年 在宅保育 1236202 選択 前期 岩久由香

2年 子どもの文化と言葉 1236701 選択 幼必修 前期 横山　文樹

2年 子どもの文化と言葉 1236702 選択 幼必修 前期
福山　多江

子

2年 子どもの文化と言葉 1236703 選択 幼必修 前期
福山　多江

子

2年 教育課程総論 1232001 必修 幼必修 前期
福山　多江

子

2年 教育課程総論 1232002 必修 幼必修 前期
福山　多江

子

2年 教育課程総論 1232003 必修 幼必修 前期 渡邉　晶

2年 教育課程総論 1232004 必修 幼必修 前期 渡邉　晶

2年 保育指導法演習 1232101 選択
幼必修

保選択必修
通年

大澤洋美、
渡邉　晶

2年 保育指導法演習 1232102 選択
幼必修

保選択必修
通年

大澤洋美、
渡邉　晶

2年 保育指導法演習 1232103 選択
幼必修

保選択必修
通年

大澤洋美、
渡邉　晶

2年 保育指導法演習 1232104 選択
幼必修

保選択必修
通年

大澤洋美、
渡邉　晶

2年 保育者論 1239304 選択 保必修 前期 松本紀子
保育者論　－主体性のある保育者を

目指して
野津直樹：宮川萬寿美 萌文書林 9784893473615 ¥1,881

2年 子どもの食と栄養 1232901 選択 保必修 通年 岩崎朋枝

2年 子どもの食と栄養 1232902 選択 保必修 通年 岩崎朋枝

2年 子どもの食と栄養 1232903 選択 保必修 通年 岩崎朋枝

2年 子どもの食と栄養 1232904 選択 保必修 通年 岩崎朋枝

2年 子育て支援 1239001 選択 保必修 前期 津久井康明

2年 子育て支援 1239002 選択 保必修 前期 津久井康明

2年 子育て支援 1239003 選択 保必修 前期 津久井康明

2年 子育て支援 1239004 選択 保必修 前期 津久井康明

2年 言葉領域指導法演習 1237202 選択
幼必修
保必修

前期 𠮷田博行

2年 言葉領域指導法演習 1237203 選択
幼必修
保必修

前期 𠮷田博行

2年 保育内容総論 1234402 選択
幼必修
保必修

前期 横山　文樹

2年 保育内容総論 1234404 選択
幼必修
保必修

前期 横山　文樹

子どもの表現を見る、育てる　－音
楽と造形の視点から

今川恭子・宇佐美明子
文化書房博文

社
9784830110573 ¥1,980

¥1,782

スクールカウンセリングのこれから 石隈利紀・家近早苗 創元社 9784422167688 ¥1,584

乳幼児の健康 　－教育・保育に向け
た計画と実践

茗井香保里・宮下恭子・
平山素子

大学図書出版 9784909655165

¥2,772

保育に役立つ言語表現教材　第２版 松本和美 みらい 9784860154615 ¥1,782

家庭訪問保育の理論と実際　第３版 全国保育サービス協会 中央法規出版 9784805884270

¥2,178

保育方法の実践的理解 久富陽子・梅田優子 萌文書林 9784893472960 ¥1,980

教育・保育カリキュラム論　（シリーズ
知のゆりかご）

田中亨胤・三宅茂夫 みらい 9784860154783

¥2,376

新・子育て支援　－子どもの姿を喜
びに変えるために－

松井剛太 教育情報出版 9784909378347 ¥1,799

子どもの食生活　第６版　栄養・食
育・保育

上田玲子・赤石元子 ななみ書房 9784903355986

¥1,782

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 大学図書出版 9784909655455 ¥1,782

０～６歳児「言葉を育てる」保育
日本国語教育学会・福

山多江子
東洋館出版社 9784491041162
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2年 幼児体育（身体表現） 1236802 選択
幼必修
保必修

前期 池田三鈴

2年 幼児体育（身体表現） 1236803 選択
幼必修
保必修

前期 池田三鈴

¥1,782
乳幼児・児童の運動あそびと表現あ

そび
　－からだとこころを育む指導法

大学図書出版 9784909655578
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開講時

期
代表教員 教科書 著者 出版社 ISBN
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備考

1年 外国語(韓国語)Ⅰ 2871801 選択
保幼小

選択必修
前期

イ ユニ(李 允
希)

よく使うことばで学ぶ韓国語　（改訂
版）

イ・ユニ・水谷清佳 朝日出版社 9784255556864 ¥2,475

1年 外国語（中国語）Ⅰ 2871501 選択
保幼小

選択必修
前期 周建中 中国語はじめの一歩　最新２訂版 尹景春・竹島毅 白水社 9784560069257 ¥2,178

1年 保育原理Ⅰ 2815401 選択
保必修
幼選択

前期 木村祐子
幼稚園教育要領解説　平成３０年３

月
文部科学省 フレーベル館 9784577814475 ¥237

1年 保育原理Ⅰ 2815401 選択
保必修
幼選択

前期 木村祐子
保育所保育指針解説　平成３０年３

月
厚生労働省 フレーベル館 9784577814482 ¥316

1年 保育原理Ⅰ 2815401 選択
保必修
幼選択

前期 木村祐子
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
文部科学省 フレーベル館 9784577814499 ¥346

1年 子ども学基礎演習Ａ 2810101 必修 - 前期 青木研作
アカデミック・スキルズ　　第３版　大

学生のための知的技法入門
佐藤望・湯川武

慶應義塾大学
出版会

9784766426564 ¥990

1年 保育原理Ⅰ 2815401 選択
保必修
幼選択

前期 木村祐子 シードブック　三訂版　保育原理 大沼良子・榎沢良彦 建帛社 9784767950662 ¥1,881

1年
保育指導法演習（健康と

表現）
2872701 選択 幼保必修 前期 羽岡佳子

1年
保育指導法演習（健康と

表現）
2872702 選択 幼保必修 前期 羽岡佳子

1年
保育指導法演習（健康と

表現）
2872703 選択 幼保必修 前期 羽岡佳子

1年 子どもの食と栄養Ⅰ 2872201 選択 保必修 前期 岩崎朋枝

1年 子どもの食と栄養Ⅰ 2872202 選択 保必修 前期 岩崎朋枝

1年 子どもの食と栄養Ⅰ 2872203 選択 保必修 前期 岩崎朋枝

2年 英語リーディング演習Ⅰ 2861101 選択 - 前期 青柳祐美子
ディズニーの英語コレクション３　ＴＯ

Ｙ　ＳＴＯＲＹ
石原真弓 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9784046025838 ¥1,485

2年 保育の指導法 2873301 選択 保選必 前期 大前悦子
幼稚園教育要領解説　平成３０年３

月
文部科学省 フレーベル館 9784577814475 ¥237

2年 保育の指導法 2873301 選択 保選必 前期 大前悦子
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
文部科学省 フレーベル館 9784577814499 ¥346

2年 教育社会学概論A 2870901 選択 - 前期 石黒万里子
教育社会学　（ＭＩＮＥＲＶＡはじめて

学ぶ保育）
飯田浩之・岡本智周 ミネルヴァ書房 9784623084135 ¥2,178

2年 子ども研究法A 2810501 必修 保選必 前期 石黒万里子 消費社会と子どもの文化　改訂版 永井聖二・加藤理 学文社 9784762025433 ¥1,980

2年 子どもの健康と安全 2873701 選択 保必修 前期 益田早苗

2年 子どもの健康と安全 2873702 選択 保必修 前期 益田早苗

2年 子どもの健康と安全 2873703 選択 保必修 前期 益田早苗

2年 子どもの身体表現A 2876601 選択 - 前期 羽岡佳子
うきうきわくわく　身体表現あそび　

－豊かに広げよう！子どもの表現世
界－

高野牧子・高橋うらら 同文書院 9784810314410 ¥1,782

2年 障害児保育Ⅰ 2878401 選択 保必修 前期 塙和明

2年 障害児保育Ⅰ 2878402 選択 保必修 前期 塙和明

2年 障害児保育Ⅰ 2878403 選択 保必修 前期 塙和明

2年 子ども家庭支援論 2875701 選択 保必修 前期 益田早苗 保育と子ども家庭支援論 石動瑞代・中西遍彦 みらい 9784860154882 ¥2,079

2年
保育実習指導Ⅰ（保・

施）A（主に施設）
2878201 選択 保必修 前期

那須野三津子
木村 祐子

朝比奈朋子

2年
保育実習指導Ⅰ（保・

施）A（主に施設）
2878202 選択 保必修 前期

那須野三津子
木村 祐子

朝比奈朋子

2年
保育実習指導Ⅰ（保・

施）A（主に施設）
2878203 選択 保必修 前期

那須野三津子
木村 祐子

朝比奈朋子

2年
保育実習指導Ⅰ（保・

施）A（主に施設）
2878201 選択 保必修 前期

那須野三津子
木村 祐子

朝比奈朋子

2年
保育実習指導Ⅰ（保・

施）A（主に施設）
2878202 選択 保必修 前期

那須野三津子
木村 祐子

朝比奈朋子

2年
保育実習指導Ⅰ（保・

施）A（主に施設）
2878203 選択 保必修 前期

那須野三津子
木村 祐子

朝比奈朋子

東京成徳大学 子ども学部様
2022年前期販売教科書リスト

保育者をめざすあなたへ　子どもと
健康　第２版

勝木洋子・日坂歩都恵 みらい 9784860154714 ¥2,079

子どもの食生活　第６版　栄養・食
育・保育

上田玲子・赤石元子 ななみ書房 9784903355986 ¥2,376

子どもの健康と安全演習ノート　改
訂第２版

小林美由紀・榊原洋一 診断と治療社 9784787825322 ¥2,178

気になる子どもの保育 塙和明・徳田克己
文化書房博文

社
9784830112089 ¥1,980

指導計画の考え方・立て方幼稚園・
保育所実習

萌文書林 9784893472489 ¥1,782

学び続ける保育者をめざす実習の
本保育所・施設・幼稚園

萌文書林 9784893472519 ¥1,782
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学年 講義名称 講義コード 卒業 資格
開講時

期
代表教員 教科書 著者 出版社 ISBN

販売
税込価

備考

2年
保育実習指導Ⅰ（保・

施）A（主に施設）
2878201 選択 保必修 前期

那須野三津子
木村 祐子

朝比奈朋子

2年
保育実習指導Ⅰ（保・

施）A（主に施設）
2878202 選択 保必修 前期

那須野三津子
木村 祐子

朝比奈朋子

2年
保育実習指導Ⅰ（保・

施）A（主に施設）
2878203 選択 保必修 前期

那須野三津子
木村 祐子

朝比奈朋子

2年 保育原理Ⅱ 2816301 選択 幼保選択 前期 細田成子 改訂版　Ｗｏｒｋで学ぶ保育原理 佐伯一弥・金瑛珠 わかば社 9784907270261 ¥1,584

2年 乳児保育Ⅰ 2872901 選択 保必修 前期 善本眞弓 講義で学ぶ乳児保育 小山朝子・亀崎美沙子 わかば社 9784907270285 ¥1,584

2年 ジェンダー論A 2871101 選択 - 前期 益田早苗
看護・保育・福祉・教職課程のため

のセクシュアリティ論ノート
益田早苗 大空社出版 9784908926402 ¥1,732

3年 家庭科指導法 2824401 選択 小必修 前期 近藤清華 家庭502　わたしたちの家庭科　５・６
検定教科書【令和4年度

使用】
第一教科書（開

隆堂）
1418001699 ¥288

3年 家庭科指導法 2824401 選択 小必修 前期 近藤清華 家庭501　新しい家庭　５・６
検定教科書【令和4年度

使用】
第一教科書（東

京書籍）
1418001700 ¥288

3年 理科指導法 2824201 選択 小必修 前期 前田善仁
理科304　みらいをひらく　小学理科　

３
検定教科書【令和4年度

使用】
第一教科書（教

育出版）
1418003185 ¥657

3年 理科指導法 2824201 選択 小必修 前期 前田善仁
理科404　未来をひらく　小学理科　

４
検定教科書【令和4年度

使用】
第一教科書（教

育出版）
1418003186 ¥907

3年 理科指導法 2824201 選択 小必修 前期 前田善仁
理科504　未来をひらく　小学理科　

５
検定教科書【令和4年度

使用】
第一教科書（教

育出版）
1418003187 ¥1,004

3年 理科指導法 2824201 選択 小必修 前期 前田善仁
理科604　未来をひらく　小学理科　

６
検定教科書【令和4年度

使用】
第一教科書（教

育出版）
1418003188 ¥1,004

3年 国語科指導法 2823601 選択 小必修 前期 大澤明洋 国語407　国語　四上　かがやき
検定教科書【令和4年度

使用】
第一教科書（光

村図書）
1418003664 ¥349

3年 子ども問題海外研修 2841201 選択 - 通年 青木研作
人間形成の日米比較　－かくれたカ

リキュラム　（中公新書）
恒吉僚子【著】 中央公論新社 9784121010650 ¥653

3年 家庭科指導法 2824401 選択 小必修 前期 近藤清華
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

文部科学省 東洋館出版社 9784491034669 ¥93

3年 体育科指導法 2824001 選択 小必修 前期 羽岡佳子
小学校学習指導要領解説　体育編
（平成２９年告示）　平成２９年７月

文部科学省 東洋館出版社 9784491034676 ¥308

3年 理科指導法 2824201 選択 小必修 前期 前田善仁
「指導と評価の一体化」のための学
習評価に関する参考資料　小学校

理科

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版社 9784491041230 ¥1,089

3年 体育科指導法 2824001 選択 小必修 前期 羽岡佳子
「指導と評価の一体化」のための学
習評価に関する参考資料　小学校

体育

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版社 9784491041285 ¥990

3年 算数科指導法 2823701 選択 小必修 前期 増田有紀
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

文部科学省
日本文教出版

（大阪）
9784536590105 ¥221

3年 教育課程総論 2820801 選択 幼小必修 前期 石黒万里子
よくわかる教育課程　第２版　（やわ
らかアカデミズム・〈わかる〉シリー

ズ）
田中耕治 ミネルヴァ書房 9784623082698 ¥2,574

3年 保育の計画と評価 2874401 選択 保必修 前期 細田成子 保育・教育カリキュラム論 佐藤康富 大学図書出版 9784909655301 ¥1,980

4年 子育て支援特論 2874201 選択 - 前期 善本眞弓 保育用語辞典　第８版 森上史朗・柏女霊峰 ミネルヴァ書房 9784623073528 ¥2,277

4年 保育者論 2817801 選択 保必修 前期 石黒万里子
幼児教育　（ＭＩＮＥＲＶＡはじめて学

ぶ教職）
小玉亮子 ミネルヴァ書房 9784623088591 ¥2,178

4年 施設臨床特論 2831001 選択 - 前期 坪井　瞳

〈施設養護か里親制度か〉の対立軸
を超えて：「新しい社会的養育ビジョ
ン」とこれからの社会的養護を展望

する

浅井春夫・黒田邦夫 明石書店 9784750346878 ¥2,376

4年 子どもと環境 2875101 選択 幼必修 前期 善本眞弓
実践例から学びを深める　保育内

容・領域　環境指導法
小櫃智子・小山朝子 わかば社 9784907270339 ¥1,584

●検定教科書/4月中
旬以降のお届けとなり

ます

施設実習パ－フェクトガイド　全施設
掲載

わかば社 9784907270094 ¥1,386
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学年 講義名称 講義コード 卒業
開講時

期
代表教員 教科書 著者 出版社 ISBN

販売
税込価

1年 情報処理入門 2510502 必修 前期
石川正敏・鈴

木悠理

1年 情報処理入門 2510503 必修 前期
石川正敏・鈴

木悠理

1年 情報処理入門 2510501 必修 前期
石川正敏・鈴

木悠理

1年 簿記原理Ⅰ 2544201 必修 前期 布川律子
検定簿記ワークブック　３級　商業簿

記
渡部裕亘・片山覚 中央経済社 9784502416811 ¥792

1年 簿記原理Ⅰ 2544201 必修 前期 布川律子
検定簿記講義　３級　商業簿記 ２０

２２年度版
渡部裕亘・片山覚 中央経済社 9784502845635 ¥792

1年 マーケティング基礎Ⅰ 2550201 必修 前期 德永朗

1年 マーケティング基礎 2546901 必修 前期 德永朗

1年 マーケティング論 2511401 必修 前期 德永朗

1年 英語 I 2549503 必修 前期 芳野まい

1年 英語 I 2549504 必修 前期 芳野まい

1年 英語 I 2549501 必修 前期 芳野まい

1年 英語 I 2549502 必修 前期 芳野まい

1年 英語 I 2549505 必修 前期 芳野まい

2年 ICTと企業経営 2538601 選択 前期 宮澤俊憲
経営の基礎から学ぶ経営情報シス

テム教科書
武藤明則 同文舘出版 9784495384111 ¥2,376

2年 ビジネス組織論 2546301 選択 前期 樋口徹 組織マネジメント入門　第２版 石井晴夫：樋口徹
中央経済社(発
売：中央経済グ

ループパブ)
9784502274510 ¥2,277

2年 消費者行動論 2530101 選択 前期 德永朗 １からの消費者行動　第２版 松井剛：西川英彦
中央経済社(発
売：中央経済グ

ループパブ)
9784502333415 ¥2,376

2年 ネットワーク基礎 2545501 選択 前期 石川正敏
スラスラわかるＨＴＭＬ＆ＣＳＳのきほ

ん　サンプル実習　第２版
狩野祐東

ＳＢクリエイティ
ブ

9784797393156 ¥1,960

2年 データ処理応用 2545401 選択 前期 石川正敏
よくわかるＥｘｃｅｌではじめるデータ分

析
富士通ラーニングメディ

ア
FOM出版 9784938927417 ¥2,277

3年
グローバル・マーケティ

ング論
2547101 選択 前期 德永朗 １からのグローバル・マーケティング 小田部正明：栗木契

碩学舎(発売：中
央経済グループ

パブ)
9784502218514 ¥2,376

3年 経営戦略論 2528701 選択 前期 樋口徹 組織マネジメント入門　第２版 石井晴夫：樋口徹
中央経済社(発
売：中央経済グ

ループパブ)
9784502274510 ¥2,277

3年
インターネットマーケティ

ング
2541801 選択 前期 鈴木祥子 １からのデジタル・マーケティング 西川英彦：澁谷覚

碩学舎(発売：中
央経済グループ

パブ)
9784502289910 ¥2,376

3年 色彩研究 2536501 選択 前期 都外川八恵 日本色研 新配色カード199a 日本色研事業 1418001698 ¥841

3年 色彩研究 2536501 選択 前期 都外川八恵
カラー＆ライフ　：はじめてのカラー

ハンドブック
日本色研事業 9784901355216 ¥396

3年 色彩研究 2536501 選択 前期 都外川八恵 配色カード 199用 演習台紙 日本色研事業 9784901355933 ¥198

3年 色彩研究 2536501 選択 前期 都外川八恵 色彩検定　公式テキスト３級編 文部科学省後援 色彩検定協会 9784909928030 ¥2,178

東京成徳大学 経営学部様
2022年前期販売教科書リスト

マーケティングをつかむ　新版 黒岩健一郎：水越康介 有斐閣 9784641177253 ¥2,079

３０時間アカデミック　Ｗｏｒｄ＆Ｅｘｃｅｌ
２０１９

杉本くみ子：大澤栄子 実教出版 9784407348347 ¥1,386

Global Issues （身近な世界を英語で
発信）

ギャリー・ピアソン：グラ
ハム・スカーリット

成美堂 9784791972258 ¥2,178
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学年 講義名称 講義コード 卒業
開講時

期
代表教員 教科書 著者 出版社 ISBN

販売
税込価

1年 基礎ゼミⅠ 2912601 必修 前期 本多　麻子
スタディスキルズ・トレーニング　改
訂版　大学で学ぶための２５のスキ

ル
吉原惠子：冨江英俊 実教出版 9784407340617 ¥1,188

2年 基礎ゼミⅢ 2912802 必修 前期 出雲　輝彦

2年 基礎ゼミⅢ 2912801 必修 前期 本多　麻子

2年
英語I (検定資格対策：初

級）
2910601 選択 前期 林　惠子

Ｔｏｔａｌｌｙ　ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　Ｔｅｓｔ：Ｃｈａ
ｌｌｅｎｇｅ　４００　（ＴＯＥＩＣテスト：チャ

レンジ４００）

テリー・オブライエン：三
原京

南雲堂 9784523178958 ¥1,881

3年
健康・スポーツ心理学演

習Ⅰ
2919001 必修 前期

木幡　日出
男

アスリートのこころの悩みと支援 中込四郎：鈴木壯 誠信書房 9784414416251 ¥2,475

東京成徳大学 応用心理学部　健康・スポーツ心理学科様
2022年前期販売教科書リスト

改訂２版　秘書検定２級に面白いほ
ど受かる本

佐藤一明 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9784046041029 ¥1,386
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学部 学年 講義名称 講義コード 卒業
開講時

期
代表教員 教科書 著者 出版社 ISBN

販売
税込価

国際 1年 Writing 1 2413901 選択 前期 長島　怜央

国際 1年 Writing 1 2413902 選択 前期 大和田　栄

国際 1年 日本の歴史と文化 2413201 必修 前期 青栁　隆志 日本文化の歴史　（岩波新書） 尾藤正英 岩波書店 9784004306689 ¥831

国際 1年 文学 2411001 選択 前期 青栁　隆志
新版　古今和歌集　現代語訳付き

（角川ソフィア文庫）
高田祐彦【訳注】 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9784044001056 ¥1,148

国際 1年 韓国語会話２ 2415501 選択 前期
イ ユニ(李 

允希)
改訂版　韓国語の世界へ（初中級

編）
朝日出版社 9784255556444 ¥2,178

国際 1年 韓国語会話１ 2415402 選択 前期
イ ユニ(李 

允希)
よく使うことばで学ぶ韓国語　（改訂

版）
イ・ユニ：水谷清佳 朝日出版社 9784255556864 ¥2,475

国際 1年 Vocabulary 2414001 選択 前期 大和田　栄
データベース３０００　基本英単語・

熟語　（５ｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ）
桐原書店 桐原書店 9784342013157 ¥940

国際 1年 ホームステイ英語 2414103 選択 前期 江澤　恭子
カプセル・ホームステイの会話　

（Homestay Capsules）
ＰｅｔｅｒＶｉｎｃｅｎｔ：深沢俊

雄
三修社 9784384332018 ¥1,188

国際 1年 スタディ・スキル 2410101 必修 前期 青栁　隆志

国際 1年 スタディ・スキル 2410102 必修 前期 山下琢巳

国際 1年 スタディ・スキル 2410103 必修 前期 直井文子

国際 1年 Writing 1 2413903 選択 前期
Chu Johnny 

Tim
Great Writing 1（5 th Edition）

Cengage 
Learning

9780357020821 ¥3,395

国際 1年 Reading 1 2413803 選択 前期 上原紗綾子

国際 1年 Reading 1 2413802 選択 前期
Chu Johnny 

Tim

国際 1年 Vocabulary 2414002 選択 前期
Chu Johnny 

Tim

国際 1年 Vocabulary 2414003 選択 前期
Chu Johnny 

Tim

国際 1年
異文化コミュニケーショ

ン
2413101 必修 前期 上原紗綾子

異文化コミュニケーション・ワークブッ
ク

八代京子 三修社 9784384018516 ¥2,772

国際 1年 ホームステイ英語 2414101 選択 前期
Chu Johnny 

Tim
カプセル・ホームステイの会話

ＰｅｔｅｒＶｉｎｃｅｎｔ：深沢俊
雄

三修社 9784384332018 ¥1,188

国際 1年 ホームステイ英語 2414102 選択 前期 上原紗綾子 Communicate Abroad Student Book
Cengage 
Learning

9784863122772 ¥2,128

国際 3年 グローバリゼーション論 2419901 選択 前期 岡本和彦
新版　グローバリゼーション　（１冊で

わかるシリーズ）
マンフレッド・Ｂ．スティー

ガー：桜井公人
岩波書店 9784000269049 ¥1,782

国際 3年 中国語会話A 2424801 選択 前期 直井文子
ライト版　中国語でコミュニケーショ

ン
沈国威：氷野善寛 朝日出版社 9784255453552 ¥2,277

国際 3年 中国語講読A 2425001 選択 前期 直井文子 スイスイ音読　入門中国語 相原茂：蘇紅 朝日出版社 9784255453590 ¥2,376

国際 3年 日本文学研究 2422101 選択 前期 山下琢巳 口語訳　遠野物語　（河出文庫）
柳田国男【著】：佐藤誠

輔【訳】
河出書房新社 9784309413051 ¥673

国際 3年 日本語文法 2422701 選択 前期 山下琢巳 日本語学入門 近藤安月子 研究社 9784327384524 ¥1,782

国際 3年 英語通訳 2424001 選択 前期 江澤　恭子

通訳とコミュニケーションの総合演習　
改訂版　（Developing Interpreting 

Skills for Communication <Revised 
Edition>）

南雲堂 9784523178453 ¥1,881

国際 3年 専門ゼミナール１A 2412401 必修 前期 岡本和彦

国際 3年 専門ゼミナール１A 2412402 必修 前期 水谷　清佳

国際 3年 専門ゼミナール１A 2412403 必修 前期 長島怜央

国際 3年 専門ゼミナール１A 2412404 必修 前期 青栁　隆志

国際 3年 旅行業B 2420701 選択 前期 門村輝夫 観光概論　第１１版 ＪTB総合研究所 1418002620 ¥2,447

国際 3年 Ad Eng Conversation２ 2414801 選択 前期 上原紗綾子

国際 3年 Ad Eng Conversation 2 2414802 選択 前期
Chu Johnny 

Tim

東京成徳大学 国際学部・人文学部様
2022年前期販売教科書リスト

スタディスキルズ・トレーニング　改
訂版　大学で学ぶための２５のスキ

ル
吉原惠子：冨江英俊 実教出版 9784407340617 ¥1,188

Great Writing 1（5 th Edition）
Cengage 
Learning

9780357020821 ¥3,395

データベース３０００　基本英単語・
熟語　（５ｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ）

桐原書店 桐原書店 9784342013157 ¥940

Reading and Vocabulary in Focus 
Level 1

Cengage 
Learning

9781285173191 ¥3,296

Life 2nd Edition Level 5 Student 
Book with Web App

Cengage 
Learning

9781337905664 ¥2,979

論文・レポートの基本：この１冊でき
ちんと書ける！

石黒圭
日本実業出版

社
9784534049278 ¥1,386
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学部 学年 講義名称 講義コード 卒業
開講時

期
代表教員 教科書 著者 出版社 ISBN

販売
税込価

国際 3年 アメリカ情勢 2419401 選択 前期 長島怜央
グローバル時代のアメリカ　－冷戦

時代から２１世紀
古矢旬 岩波書店 9784004317739 ¥891

国際 3年 アメリカ外交研究 2420101 選択 前期 長島怜央
戦後アメリカ外交史　第３版　（有斐

閣アルマ）
佐々木卓也 有斐閣 9784641220805 ¥2,277

国際 3年 日本語教授法１ 2423101 選択 前期 上原紗綾子 日本語教育よくわかる教授法 小林ミナ
アルク（千代田

区）
9784757433175 ¥1,980

国際 3年 比較文化論 2421001 選択 前期 長島怜央 オセアニアで学ぶ人類学 梅崎昌裕：風間計博 昭和堂（京都） 9784812220054 ¥2,277

国際 4年 日本語教育実習 2423301 選択 前期 山下琢巳
みんなの日本語　初級Ⅰ　第２版　

本冊
スリーエーネットワーク

スリーエーネット
ワーク

9784883196036 ¥2,475

人文 4年 文学 2713001 選択 前期 青栁　隆志
新版　古今和歌集　現代語訳付き

（角川ソフィア文庫）
高田祐彦【訳注】 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9784044001056 ¥1,148
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学年 講義名称 講義コード 卒業
開講時

期
代表教員 教科書 著者 出版社 ISBN

販売
税込価

1年 心理学概論 2626401 必修 前期 山田　一夫
心理学　新版　(Ｎｅｗ　Ｌｉｂｅｒａｌ　Ａｒｔｓ　

Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）
無藤隆：森敏昭 有斐閣 9784641053861 ¥4,158

1年
人体の構造と機能及び

疾病
2629801 必修 前期 田中　速

ぜんぶわかる脳の事典　（部位別・
機能的にわかりやすくビジュアル解

説）
坂井建雄：久光正 成美堂出版 9784415309996 ¥1,782

1年
人体の構造と機能及び

疾病
2629801 必修 前期 田中　速

人体の構造と機能及び疾病　第３版　
（新・社会福祉士養成講座．１）

社会福祉士養成講座編
集委員会

中央法規出版 9784805851005 ¥2,178

1年 英語I 2610103 選択 前期 林　惠子

1年 英語I 2610104 選択 前期 林　惠子

1年 日本文学 2611201 選択 前期 青栁　隆志
新版　古今和歌集　現代語訳付き

（角川ソフィア文庫）
高田祐彦【訳注】 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9784044001056 ¥1,148

2年 精神疾患とその治療 2629901 必修 前期 田中　速
専門医がやさしく語るはじめての精

神医学　改訂第２版
渡辺雅幸 中山書店 9784521742571 ¥2,871

2年 発達臨床心理学 2622401 選択 前期 菊池　春樹
「社会による子育て」実践ハンドブッ
ク　－教育・福祉・地域で支える子ど

もの育ち－
森茂起

岩崎学術出版
社

9784753311101 ¥2,673

2年 福祉心理学 2628701 選択 前期 別府　さおり
福祉心理学の世界：人の成長を辿っ

て
中山哲志：稲谷ふみ枝 ナカニシヤ出版 9784779512889 ¥2,079

3年 教育・学校心理学 2628501 選択 前期 石隈　利紀
教育・学校心理学　（公認心理師の

基礎と実践）　第２版
石隈利紀：野島一彦 遠見書房 9784866161389 ¥2,772

4年 臨床心理学特講A 2622801 選択 前期 田中　圭
セラピストのための行動活性化ガイ
ドブック　－うつ病を治療する１０の

中核原則－

クリストファー・Ｒ．マーテ
ル：ソナ・ディミジアン

創元社 9784422115689 ¥3,366

東京成徳大学 応用心理学部 臨床心理学科様
2022年前期販売教科書リスト

文法から学ぶ大学基礎英語　（Ｇａｔｅ
ｗａｙ　ｔｏ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ）

表正幸 南雲堂 9784523177456 1782
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学年 講義名称 講義コード 卒業
開講時

期
代表教員 教科書 著者 出版社 ISBN

販売
税込価

1年
教育分野に関する理論

と支援の展開
3112801 選択 前期 石隈利紀 スクールカウンセリングのこれから 石隈利紀：家近早苗 創元社 9784422167688 ¥1,584

東京成徳大学 大学院様
2022年前期販売教科書リスト
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