
【教 育 学 部】
★同じ講義名でも教員によって教科書が異なります。教員名もご確認ください。
★購入時のレシートは捨てずに保管してください。大学の都合で受講できなくなった場合のみ、返品のご相談を承ります。※未使用品であることと、購入時のレシートが必要です。

【１年】

曜 時限 講義名 担当教員
教科書/

参考書

テキスト

コード
書名 出版社 税込価格

教科書 TP012 小学校学習指導要領解説 家庭編 平成２０年８月 東洋館出版社 ¥168

教科書 TP013 わたしたちの家庭科 ５・６ 開隆堂 ¥288

教科書 TP014 新しい家庭５・６ 東京書籍 ¥288

教科書 TP039 基礎化学実験 第３版 東京化学同人 ¥2,860

教科書 TP040 イラストで見る化学実験の基礎知識 （第３版） 丸善（出版事業部） ¥3,300

食物学実験実習I／後半 早川和江 教科書 TP046 調理科学―その理論と実際 （新訂） 同文書院 ¥2,420

7･8 栽培技術基礎 勝川健三 教科書 TP054 農業と環境 新訂版（農325） 実教出版 ¥1,262

養護学基礎実習／隔週 新谷ますみ 教科書 TP036 児童生徒等の健康診断マニュアル その他 ¥2,200

病理学／隔週 田中完 教科書 TP051 看護学入門 〈３巻〉 疾病の成り立ち・感染と予防 辻明良 （第２版） メヂカルフレンド社 ¥2,640

9･10 微分積分概論 吉川和宏 教科書 TP033 微分積分学 裳華房 ¥3,080

3･4 保育学I 安川由貴子 教科書 TP011 平成２９年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領 原本チャイルド本社 ¥550

情報技術基礎 荒田弘美 教科書 TP020 文系学生がまなぶ情報学 コロナ社 ¥2,420

比較文化 ﾗｳｼｭｱﾝｿﾆｰｽｺｯﾄ 教科書 TP041 異文化理解の英語コミュニケーション 南雲堂 ¥2,090

木 5･6 知的障害者の心理 増田貴人 教科書 TP047 知的障害の心理学 北大路書房 ¥3,080

教科書 TP005 初等国語科教育 ＭＩＮＥＲＶＡはじめて学ぶ教科教育 １ ミネルヴァ書房 ¥2,420

教科書 TP006 小学校学習指導要領解説 国語編 東洋館出版社 ¥178

9･10 薬理概論 瀬谷和彦 教科書 TP052 疾病のなりたちと回復の促進〈３〉薬理学 （第１４版） 医学書院 ¥2,530

日本語学Ⅱ 田中拓郎 教科書 TP009 国語史を学ぶ人のために 世界思想社 ¥3,190

【２年】

曜 時限 講義名 担当教員
教科書/

参考書

テキスト

コード
書名 出版社 税込価格

教科書 TP024 算数科教育研究 （新版） 東洋館出版社 ¥2,200

教科書 TP025 小学校学習指導要領解説（平成２９年告示）算数編 日本文教出版（大阪） ¥246

5･6 小学校国語科教育法 鈴木愛理 教科書 TP067 正しく書ける正しく使える小学全漢字１０２６ 学研マーケティング ¥770

7･8 小学校理科教育法 佐藤崇之 教科書 TP038 初等理科教育法 学校図書 ¥1,980

英語学演習I 近藤亮一 教科書 TP032 英語の主要構文 研究社 ¥3,080

臨床医科学III-1（眼科）／前半 目時友美 教科書 TP050 系統看護学講座専門分野２ 眼―成人看護学〈１３〉 （第１４版） 医学書院 ¥1,980

火 3･4 英米文学史II 土屋陽子 教科書 TP022 読んで愉しむイギリス文学史入門 横浜市立大学新叢書 ¥1,650

養護学演習I 小林央美 教科書 TP037 養護概説 （新訂） ぎょうせい ¥3,520

小学校家庭科教育法 加賀恵子 教科書 TP064 小学校家庭科教育法 建帛社 ¥2,530

家庭科教育法II 加賀恵子 教科書 TP065 コンピテンシー・ベイスの家庭科カリキュラム 東洋館出版社 ¥1,980

教科書 TP002 国語教科書の定番教材を検討する！ 三弥井書店 ¥1,980

教科書 TP003 その問いは、文学の授業をデザインする 明治図書出版 ¥2,310

教科書 TP004 国語科重要用語事典 明治図書出版 ¥3,256

教科書 TP008 中学校学習指導要領解説 国語編（平成29年告示） 東洋館出版社 ¥317

教科書 TP028 若手英語教師のためのよい授業をつくる30章 教育出版 ¥2,420

教科書 TP029 新学習指導要領にもとづく英語科教育法 （第３版） 大修館書店 ¥2,530

5･6 日本文学史II 帆苅基生 参考書 TP069 新日本文学史 （増補版） 文英堂 ¥715

7･8 臨床医科学III−１（皮膚科）／前半 是川あゆ美 教科書 TP049 系統看護学講座専門分野２ 皮膚―成人看護学〈１２〉 （第１５版） 医学書院 ¥2,090

9･10 書道I 中嶋久美 教科書 TP010 国語科書写の理論と実践 萱原書房 ¥1,100

生理学 教科書 TP043 栄養・スポーツ系の運動生理学 南江堂 ¥3,080

生理学・運動生理学 教科書 TP042 カラー図解 生理学の基本がわかる事典 西東社 ¥1,925

栄養学及び食品学 新谷ますみ 教科書 TP055 系統看護学講座 専門基礎分野 栄養学―人体の構造と機能〈３〉 （第１３版） 医学書院 ¥2,200

法学概論 蒔田純 教科書 TP068 はじめての法律学―ＨとＪの物語 （第６版） 有斐閣 ¥1,870

5･6 小学校社会科教育法 小瑶史朗 教科書 TP026 小学校学習指導要領解説 社会編 平成２９年７月 平成２９年告示 日本文教出版（大阪） ¥156

7･8 英語作文I ラウシュ アンソニー スコット教科書 TP018 Composition Upgrade 倫理的に英語を書く 三修社 ¥2,090

9･10 小学校生活科教育法 勝川健三 教科書 TP053 小学校学習指導要領解説 生活編 平成２９年７月 東洋館出版社 ¥147

1･2 小学校図画工作教育法 Ｂクラス 冨田晃 教科書 TP063 小学校学習指導要領解説 図画工作編 平成２９年７月 日本文教出版（大阪） ¥110

3･4 小学校音楽科教育法 今田匡彦 教科書 TP066 音さがしの本―リトル・サウンド・エデュケーション （増補版） 春秋社 ¥1,980

教科書 TP030 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年告示開隆堂 ¥140

教科書 TP031 小学校英語科教育法 - 理論と実践 成美堂 ¥3,080

視覚障害者教育総論 増田貴人 教科書 TP048 新視覚障害教育入門 ジアース教育新社 ¥1,980

【３年】

曜 時限 講義名 担当教員
教科書/

参考書

テキスト

コード
書名 出版社 税込価格

月 5･6 作曲法Ⅱ 清水稔 教科書 TP061 名曲の設計図 全音楽譜出版社 ¥2,200

トレーニング特論 戸塚学 教科書 TP044 トレーニング指導者テキスト実践編（改訂版） 大修館書店 ¥3,080

指揮法 清水稔 教科書 TP062 指揮法教程 （改訂新版） 音楽之友社 ¥2,970

3･4 情報技術B 櫻田安志 教科書 TP057 この一冊で全部わかるＷｅｂ技術の基本 ＳＢクリエイティブ ¥1,848

5･6 健康教育概論 田中完 教科書 TP073 健康教育概論 2021 ¥1,760

1･2 総合的な学習の時間の指導法 宮崎充治 教科書 TP016 教育の方法・技術論(参考書) 弘文堂 ¥2,200

5･6 日本文学特論I 帆苅基生 参考書 TP070 日本ノンフィクション史―ルポルタージュからアカデミック・ジャーナリズムまで 中央公論新社 ¥968

教科書 TP035 養護教諭が行う健康相談・健康相談活動の理論と実践 （新訂） ぎょうせい ¥3,960

教科書 TP034 養護教諭の行う健康相談 （新版） 東山書房 ¥2,420

9･10 地理歴史科教育法 篠塚明彦 教科書 TP027 高等学校学習指導要領解説 地理歴史編 平成３０年７月 東洋館出版社 ¥836

特別支援教育の原理と歴史 中山忠政 教科書 TP019 障害法 成文堂 ¥2,860

保育内容指導法I 鈴木寛康 教科書 TP056 新保育内容シリーズ【新訂】子どもと健康 萌文書林 ¥1,760

教科書 TP071 ぼくらの七日間戦争 角川書店メディアワークス ¥704

参考書 TP072 批評理論入門―『フランケンシュタイン』解剖講義 中央公論新社 ¥902

5･6 小学校国語講義 鈴木愛理 教科書 TP007 国語教科書の定番教材を検討する！ 三弥井書店 ¥1,980

教科書 TP058 中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 特別活動編 東山書房 ¥302

教科書 TP059 人、人と育つ 弘前大学出版会 ¥550

参考書 TP060 高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説 特別活動編 東京図書 ¥990

教育社会学演習 宮崎充治 教科書 TP015 子どもの自分くずしと自分つくり 東京大学出版会 ¥2,860

【大学院】

曜 時限 講義名 担当教員
教科書/

参考書

テキスト

コード
書名 出版社 税込価格

水 5･6 授業に向けた教材研究Ⅰ、Ⅱ 鈴木愛理 教科書 TP001 国語教科書の定番教材を検討する！ 三弥井書店 1980

集中講義

集中講義

集中講義

佐藤剛小学校英語科教育法【19P以降】

吉崎聡子特別活動（中等）

新谷ますみ健康相談活動の理論と方法

中野博之小学校算数科教育法

戸塚学

佐藤剛

鈴木愛理

英語科授業論

国語科授業論

李秀眞小学校家庭科基礎

鈴木愛理小学校国語基礎（書写を含む）
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日本文学演習II 帆苅基生
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