
No. 学年 必修・選択 開講期 科目名 教員名 タイトル（発行年） 出版社
販売価格

（税込）
必修・選択 No. 備考

1 1 前期 必修 英語コミュニケーションⅠ 寺澤　君江 保育英語（2009年　初版14刷） 成美堂 ¥2,640 必修 1

2 1 前期 必修 子どもの保健 澤田　由美
保育を学ぶ人のための子どもの保健（2019年　初版3
刷）

建帛社 ¥2,090 必修 2

3 保育所保育指針<平成29年告示>（2017年　初版7刷） フレーベル館 ¥160 必修 3

4 幼稚園教育要領<平成29年告示>（2017年　初版6刷） フレーベル館 ¥160 必修 4

5
幼保連携型認定こども園教育・保育要領<平成29年告
示>（2017年　初版7刷）

フレーベル館 ¥160 必修 5

6 1 前期 必修 保育教材研究（うたと手遊び） 松田　扶美子 子どもに人気のふれあいあそび　（2005年　初版6刷） ひとなる書房 ¥1,320 必修 6

7
全訳バイエルピアノ教則本(Ｚｅｎ－ｏｎ　ｐｉａｎｏ　ｌｉｂｒａｒｙ)
（刷表記なし）

全音楽譜出版社 ¥1,100 必修 7

8
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（2011年　14刷）

教育芸術社 ¥2,200 必修 8

9 1 前期 必修 保育内容（人間関係） 赤坂　澄香
新訂事例で学ぶ保育内容　<領域>人間関係（2020年
新訂版　4刷）

萌文書林 ¥2,200 必修 9

10 1 前期 必修 保育内容（言葉） 長田　信彦 言葉とふれあい、言葉で育つ 改訂新版（2018年　2刷） 東洋館出版社 ¥2,970 必修 10

11 1 前期 必修 保育内容（表現）Ⅰ
山田　麻美子
有福　一昭

保育内容　領域　表現　日々わくわくを生きる子どもの
表現（2018年　初版2刷） わかば社 ¥1,980 必修 11

12
子どもとたのしむ童謡カレンダ－<vol.１>　（1997年　初
版25刷）

音楽之友社 ¥1,980 必修 12

13
子どもとたのしむ童謡カレンダ－<vol.２>　（1997年　初
版25刷　）

音楽之友社 ¥1,980 必修 13

14
おんがくのしくみ -歌って動いてつくってわかる音楽理論
-（2008年　初版13刷）

教育芸術社 ¥1,980 必修 14

¥22,920 1年生必修セット 101

15 2 前期 必修 子どもの食と栄養 伊藤　野里子
最新子どもの食と栄養―食生活の基礎を築くために―
（2022年　9版3刷）

学建書院 ¥2,640 必修 15

16 2 前期 必修 教職・保育者論 石井　友行 新・教職入門 改訂版（2020年　2刷） 学文社 ¥2,310 必修 16

17 2 前期 必修 乳児保育Ⅰ 澤田　由美
乳児保育Ⅰ・Ⅱ(新・基本保育シリーズ 15)（2019年　1版
3刷）

中央法規 ¥2,860 必修 17

18 2 前期 必修 障害児保育 池口　洋一郎
障害児保育(新・基本保育シリーズ 17)（2019年　1版2
刷）

中央法規出版 ¥2,200 必修 18

19 2 前期 必修 社会的養護Ⅱ 佐藤　東
社会的養護<2>(新・基本保育シリーズ 18)（2019年　1版
3刷）

中央法規出版 ¥2,200 必修 19

20 子どもとたのしむ童謡カレンダ－<vol.１> 音楽之友社 必修 20
1年次必修（音楽Ⅰ）

で購入済

21 子どもとたのしむ童謡カレンダ－<vol.２> 音楽之友社 必修 21
1年次必修（音楽Ⅰ）

で購入済

22
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

教育芸術社 必修 22
1年次必修（ピアノⅠ）

で購入済

23 2 前期 必修 保育内容（環境） 深澤　瑞穂
保育内容　環境（乳幼児教育・保育シリーズ）（2018年
初版2刷）

光生館 ¥1,980 必修 23

24 2 前後期 選択 ピアノⅡ（弾き歌いと伴奏）

伊藤　菜々子
角田　玲奈
福田　久美
中目　ますみ

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

教育芸術社 選択 24
1年次必修（ピアノⅠ）

で購入済

25 2 前期
小免
必修

道徳教育の指導 石井　友行
小学校学習指導要領<平成29年告示>解説<特別の教
科道徳編>（2018年　6版6刷）

廣済堂あかつき ¥140 小免 必修 25

26 2 前期

小免
10科目から

6科目
必修

社会科指導法 山本　剛
小学校学習指導要領<平成29年告示>解説<社会編>（5
版・刷表記なし）

日本文教出版 ¥150 小免 10科目から 6科目 必修 26 「社会」と同じ

27 2 前期
7科目から

1科目
選択必修

社会 山本　剛
小学校学習指導要領<平成29年告示>解説<社会編>（5
版・刷表記なし）

日本文教出版 ¥150 7科目から 1科目 選択必修 27 「社会科指導法」と同じ

28 2 前期
7科目から

1科目
選択必修

生活 山嵜　早苗
小学校学習指導要領<平成29年告示>解説<生活編>
（2018年2刷）

東洋館出版社 ¥140 7科目から 1科目 選択必修 28

29 2 前期 必修 社会福祉 前田　優二 図解で学ぶ保育　社会福祉（2017年　2版5刷） 萌文書林 ¥2,310 必修 29

30 2 前期
7科目から

1科目
選択必修

家庭 伊藤　野里子
小学校学習指導要領<平成29年告示>解説<家庭編>
（2018年　初版1刷）

東洋館出版社 ¥100 7科目から 1科目 選択必修 30

¥23,760 2年生必修セット 201

31 3 前期 必修 特別支援教育概説 矢島　卓郎
キーワードで読み解く　特別支援教育・障害児保育&教
育相談・生徒指導・キャリア教育（2020年　初版2刷）

福村出版 ¥2,970 必修 31

32
小学校学習指導要領<平成29年告示>解説<総合的な
学習の時間編>（2018年　初版1刷）

東洋館出版社 ¥130 32

33
小学校学習指導要領<平成29年告示>解説<特別活動
編>（2018年　初版1刷）

東洋館出版社 ¥150 33

34 3 前期

小免
10科目から

6科目
必修

生活科指導法 山嵜　早苗
小学校学習指導要領<平成29年告示>解説<生活編>
（2018年2刷）

東洋館出版社 ¥140 小免 10科目から 6科目 必修 34
２年次「生活」履修者は

購入済

35 3 前期

小免
10科目から

6科目
必修

家庭科指導法 伊藤　野里子
小学校学習指導要領<平成29年告示>解説<家庭編>
（2018年　初版1刷）

東洋館出版社 ¥100 小免 10科目から 6科目 必修 35
２年次「家庭」履修者は

購入済

36 3 前期

小免
10科目から

6科目
必修

図画工作科指導法 有福　一昭
小学校学習指導要領<平成29年告示>解説<図画工作
編>（2018年　4版初刷）

日本文教出版 ¥110 小免 10科目から 6科目 必修 36

¥2,970 3年生必修セット 301

令和４年度・前期　有明教育芸術短期大学　教科書販売リスト　（子ども教育学科）

＊教科書販売は専用ウェブサイトで行います。対面販売は実施しませんのでご注意ください。

　【教科書購入サイトURL】　https://onl.la/xu1Mctt

　【公開期間】　3/23（水）～4/20（水）

　3/29（火）までは学校での受取か宅配をお選びいただけます。（3/30（水）以降は宅配のみ）

＊宅配の場合、送料は1回1000円となります。できるだけまとめて購入手続きをしてください。

＊必修科目については、既に購入済みの方以外はセット販売にて対応させていただきます。

＊購入後の教科書返品については、乱丁・落丁等の問題以外は基本的にお受けいたしかねます。購入間違いのないようご注意ください。

＊販売金額合計の１円の桁はサービスとさせていただきます。（例　3,905円⇒3,900円）

前期 必修 保育原理Ⅰ（理念） 山本　剛

前後期 必修 ピアノⅠ（ピアノの基礎）

伊藤　菜々子
角田　玲奈
福田　久美
中目　ますみ

前後期 必修 音楽Ⅰ(理論と基礎実技)
山田　麻美子
松田　扶美子
伊藤　菜々子

小免
必修

小免科目がある方は、右記の価格に該当教科書金額を加算してください　⇒

1

1

1

2 前後期 必修 音楽Ⅱ（うたと楽器）
松田　扶美子
坂田　舞子

3

選択必修、小免必修科目がある方は、右記の価格に該当教科書金額を加算

してください　⇒

前期
小免
必修

特別活動と総合的な学習の指
導法

石井　友行

＊iPhoneは標準カメラで読み込めます

＊LINEのQRコードリーダーは

文字化けします

教科書購入サイトQRコード


