
氏　　名

（フリガナ）

学科 学年 授業科目 必修/選択 教官名 テキスト 出版社 No. 販売価格
（税込）

注文欄
（購入希望に○印を
つけてください）

心理学科 1年 日本語表現法演習Ⅰ 必修 武市眞弘 日本語表現法 翰林書房 100 1,024

心理学科 1年
情報処理演習（イン
ターネット）

必修 三島瑞穂 いちばんやさしいパソコン超入門(参考書） SBクリエイティブ 101 1,024 　

心理学科 1年 情報処理演習（文書
作成）

必修 三島瑞穂
Word 2019 やさしい教科書 [Office 2019/Office 365対応] (一冊に
凝縮)

SBクリエイティブ 102 1,233 　

心理学科 1年

情報処理演習（文章
作成）、情報処理演
習（インターネッ
ト）共通

必修 三島瑞穂 （改訂第3版 ver.2）基礎からわかる情報リテラシー 技術評論社 134 1,546

心理学科 1年 心理学基礎ゼミナー
ルⅠ

選択 桾本知子・小山典子 アカデミック・スキルズ（第3版）ー大学生のための知的技法入門 慶應義塾大学出版会 103 1,045

心理学科 1年 文学 選択 加藤禎行 虜美人草 新潮社 104 574 　

心理学科 1年 文学 選択 加藤禎行 三四郎 新潮社 105 355 　

心理学科 1年 文学 選択 加藤禎行 それから 新潮社 106 480

心理学科 1年 哲学 選択 村田貴信 啓蒙とは何か 岩波書店 107 752 　

心理学科 1年 生物学 選択 祐村稔子 いのちの科学 培風館 108 1,881

心理学科 1年 英語Ⅰ 必修 内海俊祐 Seize the core of the TOEIC TEST 金星堂 109 1,985

心理学科 1年 法学 選択 ポケット六法令和2年度版 有斐閣 128 1,985

心理学科 1年 ジェンダー・人権論 選択 いちばんやさしい憲法入門　第5版 有斐閣 129 1,672

福祉心理学科 2年 日本語表現法演習Ⅱ 選択 武市眞弘 レポートの組み立て方 筑摩書房 109 1,985

福祉心理学科 2年 障害者福祉論Ⅱ 選択 近藤鉄浩
新・社会福祉士養成講座14　障害者に対する支援と障害者自立支援
制度　第6版

中央法規出版 110 2,299

福祉心理学科 2年 相談援助総論Ⅰ 選択 三輪直之 MINERVA社会福祉士養成テキストブック2　相談援助と基盤と専門職 ミネルヴァ書房 112 2,508

福祉心理学科 2年 社会福祉学概論Ⅰ 選択 山根千絵 新・社会福祉士養成講座4　現代社会と福祉 中央法規出版 113 2,717

福祉心理学科 2年 中国語の基本 選択 柊　軍 中国語　はじめの一歩　最新2訂版 白水社 114 2,299

福祉心理学科 2年 精神保健の課題と支
援

選択 蔵本満敦・宮崎 精神保健の課題と支援　第3版 中央法規出版 115 2,821

福祉心理学科 2年 地域福祉論Ⅰ 選択 中島嘉哉 地域福祉の理論と方法（第３版） 中央法規出版 116 2,717

福祉心理学科 2年 児童・家庭福祉論Ⅱ 選択 水田和江 社会的養護の理念と実践　第2版 みらい 117 2,090

福祉心理学
科

2年 教育方法・技術論 選択 白石義孝 教育の方法と技術 北大路書房 118 2,299

福祉心理学科 2年 英語リーディング 選択 内海俊祐 Reading Steps 金星堂 130 2,090

福祉心理学科 2年 精神疾患とその治療 選択 稲野 靖枝 公認心理師のための精神医学　「精神疾患とその治療(第１版）」 金芳堂 133 2,508

福祉心理学科 3年 心理学実験Ⅰ 選択 桝本俊哉 教材心理学 ナカニシヤ出版 111 2,090

福祉心理学科 3年 精神保健福祉相談援
助の基盤

選択 蔵本満敦 精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）　第2版 中央法規出版 119 2,821

福祉心理学科 3年 精神保健福祉に関す
る制度とサービス

選択 蔵本満敦 精神保健福祉に関する制度とサービス　第6版 中央法規出版 120 2,821

福祉心理学科 3年 精神保健福祉援助実
習指導Ⅰ

選択 蔵本満敦 精神保健福祉援助実習指導・実習　第2版 中央法規出版 121 2,821

福祉心理学科 3年 精神保健福祉援助演
習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

選択 蔵本満敦 精神保健福祉援助演習　第2版 中央法規出版 122 2,821

福祉心理学科 3年
精神保健福祉の理論
と相談援助の展開
Ⅰ・Ⅱ

選択 赤瀬洋介 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ 中央法規出版 123 2,821

福祉心理学科 3年 相談援助各論Ⅲ 選択 岩金俊充 相談援助の理論と方法Ⅱ（第3版） 中央法規出版 124 2,717

福祉心理学科 3年 公的扶助論 選択 梅木幹司 低所得者に対する支援と生活保護制度 中央法規出版 125 2,299

福祉心理学科 3年 就労支援サービス論 選択 桝谷紀幸 新・社会福祉士養成講座　就労支援サービス 中央法規出版 126 1,672

福祉心理学科 3年 心理学研究法Ⅱ 選択 三島瑞穂
できるやさしく学ぶexcel統計入門難しいことはパソコンにまかせて
仕事で役立つデータ分析ができる本（参考書）

インプレス 135 2,069

福祉心理学科 4年 精神保健福祉の理論
と相談援助の展開Ⅳ

選択 山本悟
新・精神保健福祉士養成講座　第2版　4　精神保健福祉の理論と相
談援助の展開Ⅰ

中央法規出版 127 2,821
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