
学年 講義コード 講義名称
卒業

必選区分
保育士・幼
必選区分

開講時
期

代表教員 教科書 出版社 ISBN
販売

税込価

1年 1230301 教育実習指導 選択 幼 必修 後期 福山多江子

1年 1230302 教育実習指導 選択 幼 必修 後期 福山多江子

1年 1230303 教育実習指導 選択 幼 必修 後期 福山多江子

1年 1230304 教育実習指導 選択 幼 必修 後期 福山多江子

1年 1231201 教育原理 必修
幼 必修
保 必修

後期 永井優美

1年 1231202 教育原理 必修
幼 必修
保 必修

後期 永井優美

1年 1238501
幼児体育（運動あそ
び）

選択 保 必修 後期 池田三鈴

1年 1238502
幼児体育（運動あそ
び）

選択 保 必修 後期 池田三鈴

1年 1238503
幼児体育（運動あそ
び）

選択 保 必修 後期 北洞誠一

1年 1238504
幼児体育（運動あそ
び）

選択 保 必修 後期 北洞誠一

1年 1237301 造形領域指導法演習 選択
幼 必修
保 必修

後期 杉本亜鈴

1年 1237302 造形領域指導法演習 選択
幼 必修
保 必修

後期 杉本亜鈴

1年 1237303 造形領域指導法演習 選択
幼 必修
保 必修

後期 杉本亜鈴

1年 1237304 造形領域指導法演習 選択
幼 必修
保 必修

後期 杉本亜鈴

1年 1230301 教育実習指導 選択 幼 必修 後期 福山多江子

1年 1230302 教育実習指導 選択 幼 必修 後期 福山多江子

1年 1230303 教育実習指導 選択 幼 必修 後期 福山多江子

1年 1230304 教育実習指導 選択 幼 必修 後期 福山多江子

1年 1238201 子どもの理解と援助 選択 保 必修 後期 村上葉月

1年 1238202 子どもの理解と援助 選択 保 必修 後期 村上葉月

1年 1238203 子どもの理解と援助 選択 保 必修 後期 村上葉月

1年 1238204 子どもの理解と援助 選択 保 必修 後期 村上葉月

1年 1238001 社会的養護Ⅰ 選択 保 必修 後期 𠮷田博行

1年 1238003 社会的養護Ⅰ 選択 保 必修 後期 𠮷田博行

1年 1238004 社会的養護Ⅰ 選択 保 必修 後期 𠮷田博行

1年 1238101
子ども家庭支援の心
理学

選択 保 必修 後期 大國ゆきの

1年 1238102
子ども家庭支援の心
理学

選択 保 必修 後期 大國ゆきの

1年 1238103
子ども家庭支援の心
理学

選択 保 必修 後期 大國ゆきの

1年 1238104
子ども家庭支援の心
理学

選択 保 必修 後期 大國ゆきの

 東京成徳短期大学 幼児教育科様
2021年後期 販売教科書リスト

子ども家庭支援の心理学 みらい 9784860154820 ¥2,079

子ども理解と援助 ミネルヴァ書房 9784623085316 ¥2,178

子どもの未来を支える社会的養護 ミネルヴァ書房 9784623086658 ¥2,376

子どもの表現を見る、育てる　音楽と造形の
視点から

文化書房博文社 9784830110573 ¥1,980

実習日誌の書き方 萌文書林 9784893472977 ¥1,584

運動あそび・表現あそび 大学図書出版 9784907166977 ¥1,782

教育の理念・歴史 一藝社 9784863590571 ¥2,178

幼稚園教育実習　新版 一藝社 9784863591493 ¥1,980
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1年 1238701 乳児保育Ⅱ 選択 保必修 後期 岩久由香

1年 1238702 乳児保育Ⅱ 選択 保必修 後期 寺田清美

1年 1238703 乳児保育Ⅱ 選択 保必修 後期 寺田清美

1年 1238704 乳児保育Ⅱ 選択 保必修 後期 岩久由香

1年 1236902 健康領域指導法演習 選択
幼 必修
保 必修

後期 北洞誠一
乳幼児の健康　教育・保育に向けた計画と
実践

大学図書出版 9784909655165 ¥1,782

１年 1210101 課題研究A 必修 後期 安見克夫 写真で見るホンモノ保育 ひかりのくに 9784564608339 ¥1,584

2年 1237901 子ども家庭支援論 選択 保 必修 後期 津久井康明

2年 1237902 子ども家庭支援論 選択 保 必修 後期 津久井康明

2年 1237903 子ども家庭支援論 選択 保 必修 後期 津久井康明

2年 1237904 子ども家庭支援論 選択 保 必修 後期 津久井康明

2年 1238401 保育カリキュラム論 選択 保 必修 後期 渡邉晶

2年 1238402 保育カリキュラム論 選択 保 必修 後期 渡邉晶

2年 1238403 保育カリキュラム論 選択 保 必修 後期 渡邉晶

2年 1238404 保育カリキュラム論 選択 保 必修 後期 渡邉晶

2年 1238401 保育カリキュラム論 選択 保 必修 後期 渡邉晶

2年 1238402 保育カリキュラム論 選択 保 必修 後期 渡邉晶

2年 1238403 保育カリキュラム論 選択 保 必修 後期 渡邉晶

2年 1238404 保育カリキュラム論 選択 保 必修 後期 渡邉晶

2年 1237201 言葉領域指導法演習 選択
幼 必修
保 必修

後期 安見克夫

2年 1237204 言葉領域指導法演習 選択
幼 必修
保 必修

後期 安見克夫

2年 1239301 保育者論 選択 保 必修 後期 岩久由香

2年 1239302 保育者論 選択 保 必修 後期 岩久由香

2年 1237601
幼児理解の理論及び
方法

選択
幼 必修
保 選択必修

後期 寺田清美

2年 1237602
幼児理解の理論及び
方法

選択
幼 必修
保 選択必修

後期 寺田清美

2年 1234401 保育内容総論 選択
幼 必修
保 必修

後期 松本純子

2年 1234402 保育内容総論 選択
幼 必修
保 必修

後期 松本純子

2年 1234403 保育内容総論 選択
幼 必修
保 必修

後期 松本純子

2年 1234404 保育内容総論 選択
幼 必修
保 必修

後期 松本純子

2年 1236001 心理学 選択必修 保 教養 後期 大國ゆきの ゼロからはじめる心理学・入門 有斐閣 9784641150225 ¥1,782

保育者の伝える力 アッというまに書けて★
伝わる

アド・グリ－ン企画 9784860511302 ¥1,782

演習・保育内容総論 第２版 みらい 9784860154448 ¥1,980

保育者論 主体性のある保育者を目指して 萌文書林 9784893473615 ¥1,881

子ども理解の理論及び方法 萌文書林 9784893473189 ¥1,980

言葉とふれあい、言葉で育つ　改訂新版 東洋館出版社 9784491034348 ¥2,673

学研のかがくえほん　6 月号　まほうつかい
のマジックショー

学研エリアマーケット ¥391

保育カリキュラム論 計画と評価 建帛社 9784767950877 ¥1,881

子ども家庭支援論 一藝社 9784863592087 ¥2,079
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1年 2871401 外国語（英語）Ⅱ 選択
保幼小選択
必修

後期 土屋佳雅里

1年 2871402 外国語（英語）Ⅱ 選択
保幼小選択
必修

後期 土屋佳雅里

1年 2871403 外国語（英語）Ⅱ 選択
保幼小選択
必修

後期 土屋佳雅里

1年 2872801
保育指導法演習（環
境）

選択 幼保必修 後期 細田成子

1年 2872802
保育指導法演習（環
境）

選択 幼保必修 後期 細田成子

1年 2872803
保育指導法演習（環
境）

選択 幼保必修 後期 細田成子

1年 2872601
保育指導法演習（人
間関係）

選択 保幼必修 後期 吉本文子

1年 2872602
保育指導法演習（人
間関係）

選択 保幼必修 後期 吉本文子

1年 2872603
保育指導法演習（人
間関係）

選択 保幼必修 後期 吉本文子

1年 2822301 運動遊び演習 選択 保小必修 後期 羽岡佳子

1年 2822302 運動遊び演習 選択 保小必修 後期 羽岡佳子

1年 2822303 運動遊び演習 選択 保小必修 後期 羽岡佳子

1年 2855101 教育学入門 選択 - 後期 青木研作 保育者・教師のフロンティア 晃洋書房 9784771031944 ¥1,386

1年 2872401 子どもの保健 選択 保必修 後期 益田早苗 子どもの保健テキスト 診断と治療社 9784787823304 ¥1,980

1年 2871601 外国語（中国語）Ⅱ 選択
保幼小選択
必修

後期 周建中 中国語はじめの一歩 最新２訂版 白水社 9784560069257 ¥2,178

1年 2875501 子ども家庭福祉Ⅰ 選択 保必修 後期 塙和明
ヒュ－マンサ－ビスに関わる人のための児
童福祉論

文化書房博文社 9784830110009 ¥2,277

2年 2816101 乳児保育Ⅱ 選択 保必修 後期 水枝谷奈央

2年 2816102 乳児保育Ⅱ 選択 保必修 後期 水枝谷奈央

2年 2816103 乳児保育Ⅱ 選択 保必修 後期 水枝谷奈央

2年 2810601 子ども研究法B 必修 保選択必修 後期 石黒万里子 消費社会と子どもの文化 改訂版 学文社 9784762025433 ¥1,980

2年 2873401
保育指導法演習（総
合表現）

選択 幼保必修 後期 味府美香 コンパス保育内容表現 建帛社 9784767951058 ¥1,980

2年 2873401
保育指導法演習（総
合表現）

選択
保育士・幼
必修

後期 長野麻子 すっすっはっはっ　こ・きゅ・う 童心社 9784494007523 ¥1,287

2年 2871001 教育社会学概論B 選択 - 後期 石黒万里子 教育社会学 ミネルヴァ書房 9784623084135 ¥2,178

2年 2875901 社会的養護特論 選択 保選択 後期 益田早苗 保育と社会的養護 １ みらい 9784860154950 ¥2,277

3年 2873501
保育内容総論（指導
法演習を含む）

選択 幼・保必修 後期 善本眞弓

3年 2873502
保育内容総論（指導
法演習を含む）

選択 幼・保必修 後期 善本眞弓

3年 2873503
保育内容総論（指導
法演習を含む）

選択 幼・保必修 後期 善本眞弓

3年 2874801
総合的な学習の時間
の指導法

選択 小必修 後期 刀川啓一

3年 2874801
総合的な学習の時間
の指導法

選択 小必修 後期 刀川啓一

 東京成徳大学 子ども学部様
2021年後期 販売教科書リスト

演習で学ぶ乳児保育 わかば社 9784907270292 ¥1,584

人間関係 領域 萌文書林 9784893472571 ¥1,980

保育と幼児期の運動あそび 第２版 萌文書林 9784893472748 ¥1,980

エピソ－ドから楽しく学ぼう保育内容総論　
新版

創成社 9784794480897 ¥2,376

小学校学習指導要領解説　総合的な学習
の時間編

東洋館出版社 9784491034683 ¥124

ＥＮＧＬＩＳＨ　ＱＵＥＳＴ　Ｂａｓｉｃ 桐原書店 9784342550065 ¥1,881

コンパス保育内容環境 建帛社 9784767950624 ¥1,881
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3年 2822801 教育制度論 選択
幼必修
小必修

後期 青木研作 必携教職六法 ２０２２年度版 協同出版 9784319641260 ¥2,178

3年 2861501 英文学購読 選択 - 後期 青柳祐美子 チョコレ－ト工場の秘密 講談社 9784770028402 ¥792

3年 2842001 子どもの人権特講 選択 - 後期 坪井瞳 世界中の子どもの権利をまもる３０の方法 合同出版 9784772614030 ¥1,782

3年 2824201 理科指導法 選択 小必修 後期 前田善仁 みらいをひらく　小学校理科3 第一教科書 ¥657

3年 2824201 理科指導法 選択 小必修 後期 前田善仁 未来をひらく　小学校理科4 第一教科書 ¥907

3年 2824201 理科指導法 選択 小必修 後期 前田善仁 未来をひらく　小学校理科5 第一教科書 ¥1,004

3年 2824201 理科指導法 選択 小必修 後期 前田善仁 未来をひらく　小学校理科6 第一教科書 ¥1,004

3年 2824201 理科指導法 選択 小必修 後期 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

東洋館出版社 9784491041230 ¥1,089

3年 2823001 国語 選択 小必修 後期 大澤明洋
「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　小学校国語

東洋館出版社 9784491041209 ¥891

3年 2823101 算数 選択 小必修 後期 増田有紀 小学校学習指導要領解説　算数編
日本文教出版（大
阪）

9784536590105 ¥221

3年 2874701 外国語の指導法 選択 小必修 後期 土屋佳雅里
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

三善 9784896437430 ¥2,178

4年 2831001 施設臨床特講 選択 - 後期 坪井瞳
〈施設養護か里親制度か〉の対立軸を超え
て

明石書店 9784750346878 ¥2,376

4年 2856501 教育と不平等 選択 - 後期 石黒万里子 ぼくはイエロ－でホワイトで、ちょっとブル－ 新潮社 9784101017525 ¥623
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卒業
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1年 2537902
ビジネスイングリッ
シュA

選択 後期 吉田杉子

2年 2538002
ビジネスイングリッ
シュB

選択 後期 吉田杉子

1年 2520601 中国語(入門) 選択 後期 鄒敏俐

1年 2520602 中国語(入門) 選択 後期 鄒敏俐

2年 2520801 中国語(中級) 選択 後期 鄒敏俐

1年 2546901 マーケティング基礎 必修 後期 德永朗 マ－ケティングをつかむ　新版 有斐閣 9784641177253 ¥2,079

1年 2544101
ビジネス表現トレーニ
ング

必修 後期 田中真理子

1年 2544102
ビジネス表現トレーニ
ング

必修 後期 田中真理子

1年 2544103
ビジネス表現トレーニ
ング

必修 後期 田中真理子

1年 2538501 ICTと現代社会 選択 後期 宮澤俊憲
これだけは知っておこう！ 情報リテラシー 
第4版

ｎｏａ出版 9784908434266 ¥1,047

1年 2545301 データ処理基礎 選択 後期 石川正敏
日商ＰＣ検定試験デ－タ活用３級公式テキ
スト＆問題集

富士通エフ・オ－・エ
ム

9784865102345 ¥2,772

2年 2527001
情報社会とセキュリ
ティ

選択 後期 石川正敏 情報セキュリティ読本　５訂版 実教出版 9784407347753 ¥594

2年 2548801 フード・ビジネス論 選択 後期 小倉朋子 メニュ－開発論 創成社 9784794470829 ¥1,980

2年 2542101
サービスマーケティン
グ論

選択 後期 德永朗 １からのサ－ビス経営 中央経済グル－プ 9784502676109 ¥2,376

2年 2541701 広報・広告論 選択 後期 德永朗 現代広告論 第３版 有斐閣 9784641220799 ¥2,376

2年、3
年、4年

2511401 【マーケティング論】 必修 後期 德永朗 マ－ケティングをつかむ　新版 有斐閣 9784641177253 ¥2,079

3年 2527101 データベースシステム 選択 後期 石川正敏 ３０時間でマスタ－Ａｃｃｅｓｓ２０１３ 実教出版 9784407332681 ¥1,089

3年 2541601 会計情報システム 選択 後期 長田芙悠子
コンピュ－タ会計　応用テキスト　令和３年度
版

実教出版 9784407351019 ¥1,980

3年
【旧カ
リ】

2531301
ライフサイクルの心理
学

選択 後期 榎本光邦 ベ－シック発達心理学 東京大学出版会 9784130121132 ¥2,376

 東京成徳短期大学 経営学部様
2021年後期 販売教科書リスト

ビジネス文書検定実問題集　３級 早稲田教育出版 9784776611684 ¥1,188

たのしくできるWe Can!中国語　初級 朝日出版社 9784255452234 ¥2,376

Leading the Way：Major Japanese 
Corporations

南雲堂 9784523179276 ¥1,980
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学年 講義コード 講義名称
卒業

必選区分
開講時

期
代表教員 教科書 出版社 ISBN

販売
税込価

1年 2912102 くらしと法律 選択 後期 鈴木隆 ポケット六法　令和４年版 有斐閣 9784641009226 ¥1,881

 東京成徳大学 応用心理学部 健康・スポーツ心理学科様
2021年後期 販売教科書リスト
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学年 講義コード 講義名称
卒業

必選区分
開講時

期
代表教員 教科書 出版社 ISBN

販売
税込価

1年 2626901 心理学統計法 必修 後期 上條菜美子

1年 2626902 心理学統計法 必修 後期 上條菜美子

1年 2627101 心理学実験Ⅰ 必修 後期
上條菜美子
（代表）

1年 2627102 心理学実験Ⅰ 必修 後期
上條菜美子
（代表）

1年 2611502 法学入門 選択 後期 鈴木隆 ポケット六法　令和４年版 有斐閣 9784641009226 ¥1,881

1年 2624801
スクールカウンセリン
グ入門

選択 後期
石隈利紀（代
表）
田村節子

石隈・田村式援助シ－トによる実践チ－ム援
助

図書文化社 9784810026184 ¥2,376

3年 2629001 コミュニティ心理学 選択 後期 萩原豪人 よくわかるコミュニティ心理学 第３版 ミネルヴァ書房 9784623080915 ¥2,475

 東京成徳大学 応用心理学部 臨床心理学科様
2021年後期 販売教科書リスト

教材心理学 心の世界を実験する 新装版 ナカニシヤ出版 9784779514760 ¥2,376

推計学のすすめ 講談社 9784061177161 ¥910
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学年 講義コード 講義名称
卒業

必選区分
開講時

期
代表教員 教科書 出版社 ISBN

販売
税込価

1年 2411302 法学 選択 後期 鈴木隆 ポケット六法　令和４年版 有斐閣 9784641009226 ¥1,881

2年 2414401 Writing 2（②クラス） 選択 後期 江澤恭子

2年 2414402 Writing 2（①クラス） 選択 後期 長島怜央

2年 2410301 文章表現演習 必修 後期 青柳隆志

2年 2410302 文章表現演習 必修 後期 山下琢巳

2年 2410303 文章表現演習 必修 後期 直井文子

2年 2414201
Advanced English 
Conversation 1

選択 後期 Constantin

2年 2414202
Advanced English 
Conversation 1

選択 後期 (新規)

2年 2414501 English Presentation 選択 後期 Constantin

2年 2414502 English Presentation 選択 後期 (新規)

2年 2414701 ビジネス英語 1 選択 後期 Constantin

2年 2414702 ビジネス英語 1 選択 後期 (新規)

2年 2422501 日本語概論 選択 後期 山下琢巳 日本語概説 朝倉書店 9784254515237 ¥2,277

2年 2414602 資格英語1（レベル2） 選択 後期 江澤恭子

ＴＯＥＩＣ（Ｒ）　Ｌ＆Ｒテスト戦略的トレ－ニン
グ：レベル６００／Key Strategies for 
Success on the TOEIC® L&R Test: Level 
600

朝日出版社 9784255156378 ¥1,782

2年 2422901 日本語教育論1 選択 後期 山下琢巳 いちばんやさしい日本語教育入門 アスク出版 9784866391915 ¥1,980

2年 2420601 旅行業　A 選択 後期 門村輝夫 観光学基礎　第8版 JTB総合研究所 1418003184 ¥2,069

2年 2413301 国際関係入門 必修 後期 岡本和彦
今がわかる時代がわかる世界地図　２０２１
年版

成美堂出版 9784415113166 ¥1,584

2年 2414601
資格英語1　（①クラ
ス）

選択 後期 大和田栄 Complete Guide to the TOEIC Test 日本出版貿易 9781337396530 ¥3,118

2年 2420801 アメリカ社会文化論 選択 後期 長島怜央 大学で学ぶアメリカ史 ミネルヴァ書房 9784623067169 ¥2,970

3年 2422601 日本語史 選択 後期 山下琢巳 日本語史概説 朝倉書店 9784254515220 ¥2,574

3年 2424101 英語通訳演習 選択 後期 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

3年 2424301 韓国語通訳演習 選択 後期 睦俊秀 通訳メソッドできたえる中級韓国語 白水社 9784560087695 ¥2,376

3年 2420301 平和学 選択 後期 岡本和彦
平和構築入門　その思想と方法を問いなお
す

筑摩書房 9784480067418 ¥851

 東京成徳大学 国際学部様
2021年後期 販売教科書リスト

Speaking of Speech, Premium Edition 日本出版貿易 9784863123854 ¥2,772

Business Result 2nd edition Intermediate 
Student's Book and Online Practice

日本出版貿易 9780194738866 ¥4,059

大学生のための日本語表現トレ－ニング 　
ドリル編

三省堂 9784385363271 ¥1,881

Life - American English, 2/e Level 5 
Student Book with Web App and Mylife 
Online

日本出版貿易 9781337905725 ¥3,217

基礎から始めるパラグラフ・ライティング／
Working Up to Paragraph Writing

朝日出版社 9784255155029 ¥1,782
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学年 講義コード 講義名称
卒業

必選区分
開講時

期
代表教員 教科書 出版社 ISBN

販売
税込価

4年 2713101 芸術学 選択 後期 髙木麻紀子 西洋美術史 カラ－版 増補新装 美術出版社 9784568400649 ¥1,881

4年 2713302 法学 選択 後期 鈴木隆 ポケット六法　令和４年版 有斐閣 9784641009226 ¥1,881

 東京成徳大学 人文学部様
2021年後期 販売教科書リスト
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学年 講義コード 講義名称
卒業
必選区分

開講時
期

代表教員 教科書 出版社 ISBN
販売
税込価

1年 3113101 心理実践実習Ⅱ 選択 後期 菊池春樹
居るのはつらいよ ケアとセラピ－についての
覚書

医学書院 9784260038850 ¥1,980

 東京成徳大学 大学院様
2021年後期 販売教科書リスト
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