
 2022年　現代福祉学部　専門　教科書一覧

教科書販売期間　　　4月28日（金）まで
（期間終了後は、出版社に返品します。お早めにご購入ください。）

・この教科書一覧は3月22日現在の情報です。追加された教科書は随時生協Webサイトに追加します。
・授業で違う教科書が指示された場合には、先生の指示を優先してください。

教科書No 講義名 教員名 学期 指定 書名 出版社 本体価格（税抜） 組合員価格（税込）

30000 生協推薦辞典(福祉コミュニティ学科) - - 推薦辞書 社会福祉用語辞典　第９版【期間限定15%割引】 ミネルヴァ書房 2,200¥ 2,057¥ 

30010 生協推薦辞典(臨床心理学科) - - 推薦辞書 有斐閣現代心理学辞典【期間限定20%割引】 有斐閣 6,400¥ 5,632¥ 

30020 経営学 山藤　竜太郎 秋学期 教科書 戦略経営論　第３版 パンローリング 3,800¥ 3,762¥ 

30030 社会学 兼子　諭 春学期 教科書 市民社会の文化社会学　 晃洋書房 3,800¥ 3,762¥ 

30040 社会思想史 楠　秀樹 春学期 教科書 〈社会のセキュリティ〉を生きる　 学文社 2,400¥ 2,376¥ 

30050 人体の構造と機能及び疾病 瀬戸　宏明 春学期 教科書 新・社会福祉士養成講座　１　第３版 中央法規出版 2,200¥ 2,178¥ 

30060 社会福祉概論 平野　寛弥 春学期 教科書 社会福祉の原理と政策　 中央法規出版 2,900¥ 2,871¥ 

30070 地域福祉論 宮城　孝 秋学期 教科書 コミュニティとソーシャルワーク 有斐閣 ¥2,000 1,980¥ 

30080 コミュニティビジネス論 山藤　竜太郎 秋学期 教科書 コミュニティビジネスで拓く地域と福祉　 ナカニシヤ出版 2,200¥ 2,178¥ 

30090 ソーシャルワークの基盤と専門職（専門）II 宮城　孝 春学期 教科書 住民力　 明石書店 1,800¥ 1,782¥ 

30091 ソーシャルワークの基盤と専門職（専門）II 宮城　孝 春学期 教科書 コミュニティとソーシャルワーク　新版 有斐閣 2,000¥ 1,980¥ 

30100 心理学的支援法／カウンセリング 末武　康弘 春学期 教科書 心理学的支援法 誠信書房 2,200¥ 2,178¥ 

30110 社会保障論 足利　聖治 春学期 教科書 はじめての社会保障 第19版 有斐閣 ¥1,800 1,782¥ 

30120 地域文化政策論 須田　英一 秋学期 教科書 Well-beingと文化環境 775¥ 767¥ 

30130 刑事司法と福祉/司法福祉論 辰野　文理 春学期 教科書 要説更生保護 成文堂 1,500¥ 1,485¥ 

30140 社会学特講 左古　輝人 春学期 教科書 畏怖する近代　 法政大学出版局 2,000¥ 1,980¥ 

30141 社会学特講 左古　輝人 春学期 教科書 「欲望」と資本主義　 講談社 900¥ 891¥ 

30142 社会学特講 左古　輝人 春学期 教科書 現代社会の理論　 岩波書店 800¥ 792¥ 

30143 社会学特講 左古　輝人 春学期 教科書 よくわかる社会学史　 ミネルヴァ書房 2,800¥ 2,772¥ 

30150 環境政策論 藤澤　浩子 春学期 教科書 ｅｃｏ検定公式テキスト　改訂８版 日本能率協会マネジメントセンター 2,600¥ 2,574¥ 

30160 ソーシャルマネジメント論 樋口　邦史 秋学期 教科書 ＳＤＧｓの主流化と実践による地域創生　 水曜社 2,500¥ 2,475¥ 

30170 協同組合論 阿高　あや 秋学期 教科書  １時間でよくわかるＳＤＧｓと協同組合 家の光協会 600¥ 594¥ 

30180 人権活動論 寺中　誠 春学期 教科書 国際人権法の考え方　 法律文化社 2,400¥ 2,376¥ 

30190 地域遺産マネジメント論 須田　英一 春学期 教科書 Well-beingと文化環境 775¥ 767¥ 

30200 文化環境創造論 須田　英一 秋学期 教科書 Well-beingと文化環境 775¥ 767¥ 

30210 子ども家庭福祉論 岩田　美香 春学期 教科書 子ども家庭福祉　 生活書院 2,200¥ 2,178¥ 

30220 権利擁護と成年後見 西田　ちゆき 秋学期 教科書 権利擁護を支える法制度　 中央法規出版 2,500¥ 2,475¥ 

30230 ソーシャルワークII 西田　ちゆき 春学期 教科書 ソーシャルワークの理論と方法［共通科目］　 中央法規出版 2,900¥ 2,871¥ 

30240 精神保健福祉の原理 國重　智宏 春学期 教科書 かかわりの途上で へるす出版事業部 1,200¥ 1,188¥ 

30241 精神保健福祉の原理 國重　智宏 春学期 教科書 精神保健福祉の原理 中央法規出版 3,000¥ 2,970¥ 

30250 芸術療法 蜂谷　和郎 春学期 教科書 ★臨床美術（組合員割引なし）　 金剛出版 3,500¥ ¥3,850

30251 芸術療法 蜂谷　和郎 春学期 ★脳イキイキ　スケッチブック（組合員割引なし） \910(税込み） ¥910

30252 芸術療法 蜂谷　和郎 春学期  ★新和紙セット（組合員割引なし） ￥1100(税込み） ¥1,100

30253 芸術療法 蜂谷　和郎 春学期 ★オイルパステル16色（組合員割引なし） ￥880(税込み） ¥880

30260 心理学研究法 菊池　理紗 春学期 教科書 心理学研究法 有斐閣 2,200¥ 2,178¥ 

30270 心理学統計法 服部　環 春学期 教科書 読んでわかる心理統計法　 サイエンス社 2,700¥ 2,673¥ 

30280 学習・言語心理学 金子　真人 春学期 教科書 グラフィック学習心理学　 サイエンス社 2,550¥ 2,524¥ 

30290 専門演習IＡ 岩田　美香 通年 教科書 問いからはじめる教育史　 有斐閣 2,200¥ 2,178¥ 

30300 専門演習IＢ 岩田　美香 通年 教科書 女性の生きづらさとジェンダー　 有斐閣 2,300¥ 2,277¥ 

・一部の秋学期教科書、カウンター注文と書かれている教科書は前払いで取り寄せとなります。
お届けにお時間いただきますのでご了承ください。

・自己都合での教科書の返品・交換は受け付けていません。お間違いのないようご購入ください。 1
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30310 専門演習IIＡ 岩田　美香 通年 教科書 差別はたいてい悪意のない人がする　 大月書店 1,600¥ 1,584¥ 

30320 専門演習IIＢ 岩田　美香 通年 教科書 子ども白書2022 -¥ 

30321 専門演習IIＢ 岩田　美香 通年 教科書 よくわかる卒論の書き方　第２版 ミネルヴァ書房 2,500¥ 2,475¥ 

30322 専門演習IIＢ 岩田　美香 通年 教科書 レポート・論文の書き方　第4版 慶應義塾大学出版会 ¥1,000 ¥990

30330 専門演習IIＡ・Ｂ 髙良　麻子 通年 教科書 社会福祉研究法　 有斐閣 2,300¥ 1,100¥ 

30340 専門演習IIIＡ・Ｂ 髙良　麻子 通年 教科書 社会福祉研究法　 有斐閣 2,300¥ 880¥ 

30350 英語専門演習ⅠA・B 高取　康之 春・秋 教科書 英語スピーチとプレゼンの技術　 南雲堂 2,000¥ 1,980¥ 

30360 英語専門演習ⅡA・B 高取　康之 春・秋 教科書 Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ａｄｖｅｎｔｕｒｅｓ　英語で読む最新科学の世界　 桐原書店 1,900¥ 1,881¥ 

30370 ビジネスコミュニケーション論Ⅰ・Ⅱ 高取　康之 春・秋 教科書 海外メディアで読むグローバル企業の挑戦　 金星堂 2,100¥ 2,079¥ 

30380 異文化コミュニケーション論Ⅰ・Ⅱ 高取　康之 春・秋 教科書 世界おもしろ比較文化　 南雲堂 1,700¥ 1,683¥ 
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