
 短期大学部教科書リスト照合

対応事項 授業コード 授業名 教員名 時間割 テキスト 科目 曜日 時限 学科 書　　　　名 発行所 教員名 採用校 学年 ISBN 著者名 本体価格
本体価格+10%

(小数点以下四捨五入)

T201164-02 経済学 三浦　留美 火曜1限 大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる 経済学 火曜日 1限 全学科共通 大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる　四六判 KADOKAWA 三浦　留美 淑徳大学短期大学部 全2 9784046011688 井堀利宏 1500円 1650円

T201260-03 情報処理演習II A・B-1 大野　正幸 火曜2限 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 情報処理演習II 火曜日 2限 こ1 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 サーティファイ 大野　正幸 淑徳大学短期大学部 こ1 2000円 2200円

T201260-04 情報処理演習II 加藤　裕康 火曜3限 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 情報処理演習II 火曜日 3限 社2・介2 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 サーティファイ 加藤　裕康 淑徳大学短期大学部 社2・介2 2000円 2200円

T201260-05 情報処理演習II B-2・C 加藤　裕康 火曜4限 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 情報処理演習II 火曜日 4限 こ1 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 サーティファイ 加藤　裕康 淑徳大学短期大学部 こ1 2000円 2200円

T201260-07 情報処理演習II H-2・I 山本　敏子 水曜4限 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 情報処理演習II 水曜日 4限 こ1 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 サーティファイ 山本　敏子 淑徳大学短期大学部 こ1 2000円 2200円

T201260-08 情報処理演習II G・H-1 大野　正幸 木曜1限 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 情報処理演習II 木曜日 1限 こ1 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 サーティファイ 大野　正幸 淑徳大学短期大学部 こ1 2000円 2200円

T201260-09 情報処理演習II E-2・F 大野　正幸 木曜2限 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 情報処理演習II 木曜日 2限 こ1 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 サーティファイ 大野　正幸 淑徳大学短期大学部 こ1 2000円 2200円

T201260-11 情報処理演習II 山本　敏子 水曜3限 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 情報処理演習II 水曜日 3限 医1 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 サーティファイ 山本　敏子 淑徳大学短期大学部 医1 2000円 2200円

T201260-13 情報処理演習II D・E-1 後藤　涼子 木曜1限 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 情報処理演習II 木曜日 1限 こ1 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 サーティファイ 後藤　涼子 淑徳大学短期大学部 こ1 9784335611926 2000円 2200円

T201260-14 情報処理演習II J 後藤　涼子 木曜2限 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 情報処理演習II 木曜日 2限 こ1 「Excel表計算処理技能認定試験　3級問題集（2016対応）」 サーティファイ 後藤　涼子 淑徳大学短期大学部 こ1 2000円 2200円

T201270-02 情報処理演習III 大野　正幸 火曜3限 Excel表計算処理技能認定試験 1・2級問題集(2016対応) 情報処理演習III 火曜日 3限 医2 Excel表計算処理技能認定試験 1・2級問題集(2016対応) サーティファイ 大野　正幸 淑徳大学短期大学部 医2 サーティファイソフトウェア活用能力認定委員会 2900円 3190円

T201270-03 情報処理演習III 社・介・こ共通 後藤　涼子 木曜3限 Word文書処理技能認定試験 1・2級 問題集（2016対応） 情報処理演習III 木曜日 3限 社1・介2・こ2 Word文書処理技能認定試験 1・2級 問題集（2016対応） サーティファイ 後藤　涼子 淑徳大学短期大学部 社1・介2・こ2 2900円 3190円

T201500-02 宗教 CDGH 名和　清隆、石上　善應 木曜2限 『プレステップ宗教学』 宗教 木曜日 2限 介1・こ1 『プレステップ宗教学』 弘文堂 名和　清隆、石上　善應 淑徳大学短期大学部 介1・こ1 9784335001529 石井研士 1800円 1980円

T201500-03 宗教 ABEFIJ 名和　清隆、石上　善應 木曜3限 『プレステップ宗教学』 宗教 木曜日 3限 こ1 『プレステップ宗教学』 弘文堂 名和　清隆、石上　善應 淑徳大学短期大学部 こ1 9784335001529 石井研士 1800円 1980円

T201500-04 宗教 名和　清隆、石上　善應 木曜1限 『プレステップ宗教学』 宗教 木曜日 1限 社1･医1 『プレステップ宗教学』 弘文堂 名和　清隆、石上　善應 淑徳大学短期大学部 社1･医1 9784335001529 石井研士 1800円 1980円

T201515-02 権利擁護と成年後見制度 勝亦　麻子 木曜2限 「権利擁護と成年後見制度」第3版 権利擁護と成年後見制度 木曜日 2限 社2・医2 「権利擁護と成年後見制度」第3版 みらい 勝亦　麻子 淑徳大学短期大学部 社2・医2 9784860153687 山口光治編 2300円 2530円

T204115-01 社会福祉概論Ⅱ 林　芳治 金曜3限 『現代社会と福祉』　前期教科書販売済み　在庫有り 社会福祉概論Ⅱ 金曜日 3限 社1・医1 『現代社会と福祉』　前期教科書販売済み　在庫有り 弘文堂 林　芳治 淑徳大学短期大学部 社1・医1 9784335611926 塩野、福田編著 2500円 2750円

T204288-01 乳幼児福祉論 島田　恭子 金曜5限 新版　乳児院養育指針| 乳幼児福祉論 金曜日 5限 こ1 新版　乳児院養育指針|

全国社会福祉協

議会　全国乳児福

祉協議会

島田　恭子 淑徳大学短期大学部 こ1 2273円 2500円

T204453-01 インテリア・デザイン論 吉川　みゆき 金曜5限 福祉住環境コーディネーター検定試験３級公式テキスト インテリア・デザイン論 金曜日 5限 社1・医1 福祉住環境コーディネーター検定試験３級公式テキスト 東京商工会議所編 吉川　みゆき 淑徳大学短期大学部 社1・医1 2500円 2750円

T204460-01 福祉環境論 吉川　みゆき 金曜4限 福祉住環境コーディネーター検定試験３級公式テキスト 福祉環境論 金曜日 4限 社1・医1 福祉住環境コーディネーター検定試験３級公式テキスト 東京商工会議所編 吉川　みゆき 淑徳大学短期大学部 社1・医1 2500円 2750円

T204470-03 福祉機器論 吉川　和徳 木曜5限 初めて学ぶ 福祉住環境第三版 福祉機器論 木曜日 5限 社2･医2 初めて学ぶ 福祉住環境第三版 市ヶ谷出版社 吉川　和徳 淑徳大学短期大学部 社2･医2 9784870710085 長澤泰監修　水村容子編修 2600円 2860円

T204583-01 生活支援技術I 生井　美奈、鈴木　千鶴、荒船　淳 火曜3限 火曜4限『介護職員初任者研修テキスト』　最新版 生活支援技術I 火曜日 3・4限 社1 『介護職員初任者研修テキスト』　最新版　前期教科書販売済み
財団法人介護労

働安全センター
生井　美奈、鈴木　千鶴、荒船　淳淑徳大学短期大学部 社1

T204584-01 生活支援技術II 鈴木　千鶴、荒船　淳 集中講義 『介護職員初任者研修テキスト』　最新版 生活支援技術II 集中講義 社1 『介護職員初任者研修テキスト』　最新版　前期教科書販売済み
財団法人介護労

働安全センター
鈴木　千鶴、荒船　淳 淑徳大学短期大学部 社1

T205150-01 医事コンピュータ演習I A 山崎　美和 水曜3限 コンピュータ入力練習用カルテ例題集2020年度版 医事コンピュータ演習I 水曜日 3限 医1 コンピュータ入力練習用カルテ例題集2020年度版
ケアンドコミニケー

ション株式会社
山崎　美和 淑徳大学短期大学部 医1 2000円 2200円

T205150-02 医事コンピュータ演習I B 池田　幸世 火曜1限 コンピュータ入力練習用カルテ例題集2020年度版 医事コンピュータ演習I 火曜日 1限 医1 コンピュータ入力練習用カルテ例題集2020年度版
ケアンドコミニケー

ション株式会社
池田　幸世 淑徳大学短期大学部 医1 2000円 2200円

T205150-02 医事コンピュータ演習I B 池田　幸世 火曜1限 診療点数早見表（前期教科書で販売あり） 医事コンピュータ演習I 火曜日 1限 医1 診療点数早見表（前期教科書で販売） 池田　幸世 淑徳大学短期大学部 医1

T205170-02 医事コンピュータ演習III B 池田　幸世 火曜2限 コンピュータ入力練習用カルテ例題集2020年度版 医事コンピュータ演習III 火曜日 2限 医1 コンピュータ入力練習用カルテ例題集2020年度版
ケアンドコミニケー

ション株式会社
池田　幸世 淑徳大学短期大学部 医1 2000円 2200円

T205170-02 医事コンピュータ演習III B 池田　幸世 火曜2限 診療点数早見表（前期教科書で販売あり） 医事コンピュータ演習III 火曜日 2限 医1 診療点数早見表（前期教科書で販売あり）受注発注 池田　幸世 淑徳大学短期大学部 医1

T205215-01 歯科医療事務Ⅰ 柴野　荘一 金曜1限 歯科医療事務テキスト　1　前期教科書販売済み（受注発注） 歯科医療事務Ⅰ 金曜日 1限 医1 歯科医療事務テキスト　1　　前期教科書販売済み（受注発注） ソラスト（株） 柴野　荘一 淑徳大学短期大学部 医1

T205215-01 歯科医療事務Ⅰ 柴野　荘一 金曜1限 歯科医療事務テキスト　2　前期教科書販売済み（受注発注） 歯科医療事務Ⅰ 金曜日 1限 医1 歯科医療事務テキスト　2　前期教科書販売済み　（受注発注） ソラスト（株） 柴野　荘一 淑徳大学短期大学部 医1

T205215-01 歯科医療事務Ⅰ 柴野　荘一 金曜1限 歯科医療事務テキスト　3　前期教科書販売済み（受注発注） 歯科医療事務Ⅰ 金曜日 1限 医1 歯科医療事務テキスト　3　前期教科書販売済み　（受注発注） ソラスト（株） 柴野　荘一 淑徳大学短期大学部 医1

T205235-02 ホスピタリティ・コミュニケーション 大塚　映 月曜3限 「秘書検定2級  クイックマスター」実務技能検定協会編 ホスピタリティ・コミュニケーション 月曜日 3限 医1 「秘書検定2級  クイックマスター」実務技能検定協会編 早稲田教育出版 大塚　映 淑徳大学短期大学部 医1 9784776610168 1200円 1320円

T205235-02 ホスピタリティ・コミュニケーション 大塚　映 月曜3限 秘書検定2級　実問題集　2020年度版　実務技能検定協会編 ホスピタリティ・コミュニケーション 月曜日 3限 医1 秘書検定2級　実問題集　2020年度版　実務技能検定協会編 早稲田教育出版 大塚　映 淑徳大学短期大学部 医1 9784776614401 1400円 1540円

T205245-01 医療データ解析演習 三田寺　裕治 火曜4限 『SPSSでやさしく学ぶ統計解析』第6版 医療データ解析演習 火曜日 4限 医2 『SPSSでやさしく学ぶ統計解析』第6版 東京図書 三田寺　裕治 淑徳大学短期大学部 医2
10: 448902259

13:978-4489022593
2500円 2750円

T205370-01 福祉サービスの組織と経営 三田寺　裕治 月曜3限 医療福祉経営入門 福祉サービスの組織と経営 月曜日 3限 社2 医療福祉経営入門 みらい 三田寺　裕治 淑徳大学短期大学部 社2 9784860154776 三田寺　裕治 2000円 2200円

T205445-01 高齢者福祉サービス論 三田寺　裕治 月曜2限
社会福祉士養成講座編集委員会編　『高齢者に対する支援と介護保険制度』

（新・社会福祉士養成講座13）
高齢者福祉サービス論 月曜日 2限 社1・医1

『高齢者に対する支援と介護保険制度』

（新・社会福祉士養成講座13）前期教科書販売済
中央法規 三田寺　裕治 淑徳大学短期大学部 社1・医1

10: 4805858079

13: 978-4805858073
福祉臨床シリーズ編集委員会編 2600円 2860円

T205475-01 社会福祉調査論 三田寺　裕治 月曜1限 福祉臨床シリーズ編集委員会編 『社会調査の基礎』（社会福祉士シリーズ5） 社会福祉調査論 月曜日 1限 社2
福祉臨床シリーズ編集委員会編 『社会調査の基礎』

（社会福祉士シリーズ5）　在庫有り
弘文堂 三田寺　裕治 淑徳大学短期大学部 社2

10: 4335611935

13: 978-4335611933
福祉臨床シリーズ編集委員会編 2500円 2750円

T205251-01 経営情報論 森　雅俊 月曜4限 「コンピュータの基礎と活用」 経営情報論 月曜日 4限 医2 「コンピュータの基礎と活用」 正文社 森　雅俊 淑徳大学短期大学部 医2 森雅俊 2000円 2200円

T205256-01 簿記会計実践 加藤　将貴 水曜4限 『新版 基本簿記論」 簿記会計実践 水曜日 4限 医2 『新版 基本簿記論」 中央経済社 加藤　将貴 淑徳大学短期大学部 医2 978-4-502-30271-8 関西学院大学会計学研究室編 2800円 3080円

T205300-02 社会保障論I 永井　攻治 水曜3限 『最新介護福祉士養成講座　2　　社会の理解」 社会保障論I 水曜日 3限 社1・介1 『最新介護福祉士養成講座　2　　社会の理解」 中央法規出版 永井　攻治 淑徳大学短期大学部 社1・介1 9784839231170 小澤　温　秋元　美世 3100円 3410円

T205320-01 ソーシャルワーク総論II 樋田　幸恵 火曜2限 「相談援助の基盤と専門職」　前期教科書販売済み ソーシャルワーク総論II 火曜日 2限 社1 「相談援助の基盤と専門職」　前期教科書販売済み 中央法規出版 樋田　幸恵 淑徳大学短期大学部 社1 9784805851029 2600円 2860円

T205325-01 ソーシャルワークの方法I 樋田　幸恵 火曜1限 「新・社会福祉士養成講座７　相談援助の理論と方法Ⅰ」 ソーシャルワークの方法I 火曜日 1限 社1 「新・社会福祉士養成講座７　相談援助の理論と方法Ⅰ」 中央法規出版 樋田　幸恵 淑徳大学短期大学部 社1 9784805851036 社会福祉士養成講座編集委員会編 2600円 2860円

T205335-02 ソーシャルワークの方法III 林　芳治 水曜4限 『相談援助の理論と方法Ⅱ』（新・社会福祉士養成講座８』 ソーシャルワークの方法III 水曜日 4限 社1 『相談援助の理論と方法Ⅱ』（新・社会福祉士養成講座８』 中央法規出版 林　芳治 淑徳大学短期大学部 社1 社会福祉士養成講座編集委員会編 2600円 2860円

T205345-02 障害者福祉サービス論 川畑　俊一 火曜5限 「介護職員初任者研修テキスト」第2分冊　前期教科書販売済み 障害者福祉サービス論 火曜日 5限 社1 「介護職員初任者研修テキスト」第2分冊　前期教科書販売済み 川畑　俊一 淑徳大学短期大学部 社1

T205355-02 地域福祉論I 林　芳治 水曜1限 　社会福祉士養成テキストブック８　地域福祉の理論と方法 地域福祉論I 水曜日 1限 社1 　社会福祉士養成テキストブック8　地域福祉の理論と ＭＩＮＥＲＶＡ 林　芳治 淑徳大学短期大学部 社1 9784623069651 市川一宏、大橋謙策、牧里毎治、編著 2800円 3080円

T205456-01 手話によるコミュニケーションII 中野　佐世子 水曜2限 「ハッピーコミュニケーションのすすめ　～誰もが笑顔でいられる社会のために～」 手話によるコミュニケーションII 水曜日 2限 社1・医1・介1
「ハッピーコミュニケーションのすすめ　～誰もが笑顔でいら

れる社会のために～」
中野　佐世子 淑徳大学短期大学部 社1・医1・介1

T207405-02 人間の理解II 星野　和世 水曜1限 「最新介護福祉全書１　人間の理解」　前期教科書販売済み 人間の理解II 水曜日 1限 介1 「最新介護福祉全書１　人間の理解」　前期教科書販売済み メヂカルフレンド社 星野　和世 淑徳大学短期大学部 介1 9784839231880 橋本正明 2000円 2200円

T207475-01 介護予防とリハビリテーションの基本 羽染　洋子 月曜1限 最新介護福祉全書　別巻2　リハビリテーション論 介護予防とリハビリテーションの基本 月曜日 1限 介2 最新介護福祉全書　別巻2　リハビリテーション論 メジカルフレンド社 羽染　洋子 淑徳大学短期大学部 介2 9784839231576 澤村誠志　編集 2600円 2860円

T207485-01 コミュニケーション技術II 羽染　洋子 金曜1限 「最新　介護福祉全書４　介護コミュニケーション技術」| コミュニケーション技術II 金曜日 1限 介2
「最新　介護福祉全書４　介護コミュニケーション技術」

前期教科書販売済み
メヂカルフレンド社 羽染　洋子 淑徳大学短期大学部 介2 9784839231934 松井　奈美　編集　　 1900円 2090円

T208165-01 子ども家庭支援の心理学 ABCD 永房　典之 金曜2限 「子ども家庭支援の心理学」 子ども家庭支援の心理学 金曜日 2限 こ2 「子ども家庭支援の心理学」 建帛社　 永房　典之 淑徳大学短期大学部 こ2 9784767950921 本郷一夫・神谷哲司（編著） 1800円 1980円

T208165-02 子ども家庭支援の心理学 EFGHIJ 永房　典之 火曜4限 「子ども家庭支援の心理学」 子ども家庭支援の心理学 火曜日 4限 こ2 「子ども家庭支援の心理学」 建帛社 永房　典之 淑徳大学短期大学部 こ2 9784767950921 本郷一夫・神谷哲司（編著） 1800円 1980円

T208155-01 発達心理学II 長谷部　比呂美 火曜5限 「保育の心理学」　前期教科書販売済み　在庫有り 発達心理学II 火曜日 5限 こ1 「保育の心理学」　前期教科書販売済み　在庫有り ななみ書房 長谷部　比呂美 淑徳大学短期大学部 こ1 9784903355771 長谷部　比呂美 2000円 2200円

T208140-01 子ども家庭支援論／家庭支援論 ABCD 佐藤　純子 木曜1限 「子ども家庭支援論」 子ども家庭支援論／家庭支援論 木曜日 1限 こ2 「子ども家庭支援論」　　2020年 北樹出版 佐藤　純子 淑徳大学短期大学部 こ2 9784779306303 佐藤ちひろ・原信夫・松倉佳子 編著 2300円 2530円

T208140-02 子ども家庭支援論／家庭支援論 EFGHIJ 佐藤　純子 水曜1限 「子ども家庭支援論」 子ども家庭支援論／家庭支援論 水曜日 1限 こ2 「子ども家庭支援論」　　2020年 北樹出版 佐藤　純子 淑徳大学短期大学部 こ2 9784779306303 佐藤ちひろ・原信夫・松倉佳子 編著 2300円 2530円

T208170-01 幼児理解と教育相談（カウンセリングを含む） IJ橋本　千鶴 木曜1限 「教師・保育者のための教育相談」 幼児理解と教育相談（カウンセリングを含む）木曜日 1限 こ2 「教師・保育者のための教育相談」 萌文書林 橋本　千鶴 淑徳大学短期大学部 こ2 9784893472632　ｃ3037　大野精一・長谷部比呂美・橋本千鶴　共著 2100円 2310円

T208170-02 幼児理解と教育相談（カウンセリングを含む） AB小薗江　幸子 木曜2限 「ピアヘルパーハンドブック」 幼児理解と教育相談（カウンセリングを含む）木曜日 2限 こ2 「ピアヘルパーハンドブック」 図書文化社 小薗江　幸子 淑徳大学短期大学部 こ2 9784810013436 日本カウンセラー協会編 1500円 1650円

T208170-03 幼児理解と教育相談（カウンセリングを含む） EF橋本　千鶴 木曜2限 「教師・保育者のための教育相談」 幼児理解と教育相談（カウンセリングを含む）木曜日 2限 こ2 「教師・保育者のための教育相談」　初版第2版 萌文書林 橋本　千鶴 淑徳大学短期大学部 こ2 9784893472632　ｃ3037　大野精一・長谷部比呂美・橋本千鶴　共著 2100円 2310円

T208170-05 幼児理解と教育相談（カウンセリングを含む） GH橋本　千鶴 木曜3限 「教師・保育者のための教育相談」 幼児理解と教育相談（カウンセリングを含む）木曜日 3限 こ2 「教師・保育者のための教育相談」　初版第2版 萌文書林 橋本　千鶴 淑徳大学短期大学部 こ2 9784893472632　ｃ3037　大野精一・長谷部比呂美・橋本千鶴　共著 2100円 2310円

T208190-01 子どもの食と栄養 AB 濱谷　亮子 月曜4限 最新子どもの食と栄養―食生活の基礎を築くために―　前期教科書販売済み 子どもの食と栄養 月曜日 4限 こ2 最新子どもの食と栄養―食生活の基礎を築くために―　前期教科書販売済み学健書院 濱谷　亮子 淑徳大学短期大学部 こ2 飯塚美和子　瀬尾弘子他　編 2400円 2640円

T208190-04 子どもの食と栄養 GH 濱谷　亮子 月曜3限 最新子どもの食と栄養―食生活の基礎を築くために―　前期教科書販売済み 子どもの食と栄養 月曜日 3限 こ2
最新子どもの食と栄養―食生活の基礎を築くために―　前期教科書販売済

み
学健書院 濱谷　亮子 淑徳大学短期大学部 こ2 飯塚美和子　瀬尾弘子他　編 2400円 2640円

T208190-06 子どもの食と栄養 CD 濱谷　亮子 月曜5限 最新子どもの食と栄養―食生活の基礎を築くために―　前期教科書販売済み 子どもの食と栄養 月曜日 2限 こ2
最新子どもの食と栄養―食生活の基礎を築くために―　前期教科書販売済

み
学健書院 濱谷　亮子 淑徳大学短期大学部 こ2 飯塚美和子　瀬尾弘子他　編 2400円 2640円

T208205-08 健康 AB 清水　将之 金曜2限 「〈ねらい〉と〈内容〉から学ぶ保育内容・領域健康」 健康 金曜日 2限 こ1 「〈ねらい〉と〈内容〉から学ぶ保育内容・領域健康」 わかば社 清水　将之 淑徳大学短期大学部 こ1 9784907270216 清水将之他編著 1600円 1760円

T208205-09 健康 IJ 清水　将之 火曜3限 「〈ねらい〉と〈内容〉から学ぶ保育内容・領域健康」 健康 火曜日 3限 こ1 「〈ねらい〉と〈内容〉から学ぶ保育内容・領域健康」 わかば社 清水　将之 淑徳大学短期大学部 こ1 9784907270216 清水将之他編著 1600円 1760円

T208205-10 健康 GH 清水　将之 水曜2限 「〈ねらい〉と〈内容〉から学ぶ保育内容・領域健康」 健康 水曜日 2限 こ1 「〈ねらい〉と〈内容〉から学ぶ保育内容・領域健康」 わかば社 清水　将之 淑徳大学短期大学部 こ1 9784907270216 清水将之他編著 1600円 1760円

T208205-11 健康 CD 清水　将之 金曜4限 「〈ねらい〉と〈内容〉から学ぶ保育内容・領域健康」 健康 金曜日 4限 こ1 「〈ねらい〉と〈内容〉から学ぶ保育内容・領域健康」 わかば社 清水　将之 淑徳大学短期大学部 こ1 9784907270216 清水将之他編著 1600円 1760円

T208205-12 健康 EF 清水　将之 金曜1限 「〈ねらい〉と〈内容〉から学ぶ保育内容・領域健康」 健康 金曜日 1限 こ1 「〈ねらい〉と〈内容〉から学ぶ保育内容・領域健康」 わかば社 清水　将之 淑徳大学短期大学部 こ1 9784907270216 清水将之他編著 1600円 1760円

T208265-06 社会的養護Ⅱ／社会的養護内容 CD 池上　和子 水曜2限 日本の大課題　子どもの貧困－社会的養護の現場から考える 社会的養護Ⅱ／社会的養護内容 水曜日 2限 こ1
日本の大課題　子どもの貧困－社会的養護の現場か

ら考える

ちくま新書（筑摩

書房）
池上　和子 淑徳大学短期大学部 こ1  978-4-480-06818-7 池上彰編 820円 902円

T208265-07 社会的養護Ⅱ／社会的養護内容 AB 佐藤　まゆみ 木曜1限 『社会的養護Ⅱ』 社会的養護Ⅱ／社会的養護内容 木曜日 1限 こ1 『社会的養護Ⅱ』 中央法規出版 佐藤　まゆみ 淑徳大学短期大学部 こ1 9784805857984 児童育成協会監修,相澤仁・村井美紀・大竹智編 2000円 2200円

T208265-09 社会的養護Ⅱ／社会的養護内容 EF 池上　和子 金曜4限 日本の大課題　子どもの貧困－社会的養護の現場から考える 社会的養護Ⅱ／社会的養護内容 金曜日 4限 こ1
日本の大課題　子どもの貧困－社会的養護の現場か

ら考える

ちくま新書（筑摩

書房）
池上　和子 淑徳大学短期大学部 こ1  978-4-480-06818-7 池上彰編 820円 902円

T208265-10 社会的養護Ⅱ／社会的養護内容 IJ 石井　真一 月曜4限 「社会福祉の手引2019」 社会的養護Ⅱ／社会的養護内容 月曜日 4限 こ1 「社会福祉の手引2019」 東京都福祉保健 石井　真一 淑徳大学短期大学部 こ1 9784865695533 山田修平、丸山富之著 279円 306円
T208280-01 図画工作と表現／図画工作 CD 池田　純子 水曜1限 「子どもの造形表現　主体性を育む図画工作」　前期教科書販売済み 図画工作と表現／図画工作 水曜日 月曜日 こ2 「子どもの造形表現　主体性を育む図画工作」　前期教科書販売済み 白鴎社 池田　純子 淑徳大学短期大学部 こ2 山田修平、丸山富之著 900円 990円

T208280-04 図画工作と表現／図画工作 GH 丸山　富之 水曜1限 「子どもの造形表現　主体性を育む図画工作」　前期教科書販売済み 図画工作と表現／図画工作 水曜日 1限 こ2 「子どもの造形表現　主体性を育む図画工作」　前期教科書販売済み 白鴎社 丸山　富之 淑徳大学短期大学部 こ2 山田修平、丸山富之著 900円 990円

T208280-05 図画工作と表現／図画工作 EF 丸山　富之 水曜4限 「子どもの造形表現　主体性を育む図画工作」　前期教科書販売済み 図画工作と表現／図画工作 水曜日 4限 こ2 「子どもの造形表現　主体性を育む図画工作」　前期教科書販売済み 白鴎社 丸山　富之 淑徳大学短期大学部 こ2 900円 990円

T208285-01 体育と遊び／幼児体育 IJ 中西　一弘 水曜2限 子どもの遊びと運動　前期教科書販売済み　在庫有り 体育と遊び／幼児体育 水曜日 2限 こ2 子どもの遊びと運動　前期教科書販売済み　在庫有り 白鴎社 中西　一弘 淑徳大学短期大学部 こ2 900円 990円

T208285-07 体育と遊び／幼児体育 AB 中西　一弘 水曜1限 子どもの遊びと運動　前期教科書販売済み　在庫有り 体育と遊び／幼児体育 水曜日 1限 こ2 子どもの遊びと運動　前期教科書販売済み　在庫有り 白鴎社 中西　一弘 淑徳大学短期大学部 こ2 900円 990円

T208285-08 体育と遊び／幼児体育 GH 中西　一弘 木曜2限 子どもの遊びと運動　前期教科書販売済み　在庫有り 体育と遊び／幼児体育 木曜日 2限 こ2 子どもの遊びと運動　前期教科書販売済み　在庫有り 白鴎社 中西　一弘 淑徳大学短期大学部 こ2 900円 990円

T207572-01 医療的ケアII 羽染　洋子 土曜2限 「新・介護福祉士養成講座　15巻　医療的ケア」　前期教科書販売済み 医療的ケアII 土曜日 2限 介1
「新・介護福祉士養成講座　15巻　医療的ケア」

前期教科書販売済み
中央法規 羽染　洋子 淑徳大学短期大学部 介1 9784805857755 2600円 2860円

T207573-01 医療的ケアIII 羽染　洋子 土曜3限 「新・介護福祉士養成講座　15巻　医療的ケア」　前期教科書販売済み 医療的ケアIII 土曜日 3限 介1
「新・介護福祉士養成講座　15巻　医療的ケア」

前期教科書販売済み
中央法規 羽染　洋子 淑徳大学短期大学部 介1 9784805857755 2600円 2860円
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T208200-02 教育課程総論 GH 鈴木　香奈恵 火曜4限 「新3法令対応　幼児教育・保育カリキュラム論」 教育課程総論 火曜日 4限 こ1 「新3法令対応　幼児教育・保育カリキュラム論」 東京書籍 鈴木　香奈恵 淑徳大学短期大学部 こ1 9784487812189　ｃ3037川邉貴子 1600円 1760円

T208200-04 教育課程総論 CD 鈴木　香奈恵 水曜3限 「新3法令対応　幼児教育・保育カリキュラム論」 教育課程総論 水曜日 3限 こ1 「新3法令対応　幼児教育・保育カリキュラム論」 東京書籍 鈴木　香奈恵 淑徳大学短期大学部 こ1 9784487812189　ｃ3037川邉貴子 1600円 1760円

T208200-06 教育課程総論 EF 鈴木　香奈恵 水曜2限 「新3法令対応　幼児教育・保育カリキュラム論」 教育課程総論 水曜日 2限 こ1 「新3法令対応　幼児教育・保育カリキュラム論」 東京書籍 鈴木　香奈恵 淑徳大学短期大学部 こ1 9784487812189　ｃ3037川邉貴子 1600円 1760円

T208200-07 教育課程総論 AB 鈴木　香奈恵 火曜3限 「新3法令対応　幼児教育・保育カリキュラム論」 教育課程総論 火曜日 3限 こ1 「新3法令対応　幼児教育・保育カリキュラム論」 東京書籍 鈴木　香奈恵 淑徳大学短期大学部 こ1 9784487812189　ｃ3037川邉貴子 1600円 1760円

T207455-01 家庭生活基本技術II 寿山　智子 木曜4限 新・介護福祉士養成講座6　「生活支援技術Ⅰ」 前期教科書販売済み受注発注 家庭生活基本技術II 木曜日 4限 介2
新・介護福祉士養成講座6　「生活支援技術Ⅰ」 前期教科書販売済み受

注発注
中央法規出版 寿山　智子 淑徳大学短期大学部 介2 978-4-8058-5766-3 介護福祉士養成講座編集委員会＝編集 2200円 2420円

T208155-01 発達心理学II 長谷部　比呂美 火曜5限 「保育の心理学」　前期教科書販売済み　在庫有り 発達心理学II 火曜日 5限 こ1 「保育の心理学」前期教科書販売済み　在庫有り ななみ書房 長谷部　比呂美 淑徳大学短期大学部 こ1 978-4-9033-5577-1 日比曉美・吉村真理子・山岸道子・長谷部比呂美 著 2000円 2200円

T208258-01 子どもの健康と安全 GH 菅原　優子 月曜1限 「やさしく学ぶ　子どもの保健ハンドブック」　前期教科書販売済み（受注発注） 子どもの健康と安全 月曜日 1限 こ1
「やさしく学ぶ　子どもの保健ハンドブック」　前期教科書販売済み（受注発

注）
萌文書林 菅原　優子 淑徳大学短期大学部 こ1 978-4-89347-300-4 田村美由紀　編著 2000円 2200円

T208258-02 子どもの健康と安全 IJ 小山　久美子 水曜3限 「やさしく学ぶ　子どもの保健ハンドブック」　前期教科書販売済み（受注発注） 子どもの健康と安全 水曜日 3限 こ1
「やさしく学ぶ　子どもの保健ハンドブック」　前期教科書販売済み（受注発

注）
萌文書林 小山　久美子 淑徳大学短期大学部 こ1 978-4-89347-300-4 田村美由紀　編著 2000円 2200円

T208258-03 子どもの健康と安全 EF 田村　美由紀 水曜1限 「やさしく学ぶ　子どもの保健ハンドブック」　前期教科書販売済み（受注発注） 子どもの健康と安全 水曜日 1限 こ1
「やさしく学ぶ　子どもの保健ハンドブック」　前期教科書販売済み（受注発

注）
萌文書林 田村　美由紀 淑徳大学短期大学部 こ1 978-4-89347-300-4 田村美由紀　編著 2000円 2200円

T208258-04 子どもの健康と安全 AB 小山　久美子 水曜4限 「やさしく学ぶ　子どもの保健ハンドブック」　前期教科書販売済み（受注発注） 子どもの健康と安全 水曜日 4限 こ1
「やさしく学ぶ　子どもの保健ハンドブック」　前期教科書販売済み（受注発

注）
萌文書林 小山　久美子 淑徳大学短期大学部 こ1 978-4-89347-300-4 田村美由紀　編著 2000円 2200円

T208258-05 子どもの健康と安全 CD 菅原　優子 月曜2限 「やさしく学ぶ　子どもの保健ハンドブック」　前期教科書販売済み（受注発注） 子どもの健康と安全 月曜日 2限 こ1
「やさしく学ぶ　子どもの保健ハンドブック」　前期教科書販売済み（受注発

注）
萌文書林 菅原　優子 淑徳大学短期大学部 こ1 978-4-89347-300-4 田村美由紀　編著 2000円 2200円

変更 T205130-01 医療事務基礎Ⅱ 水野　早苗 月曜4限 受験対策と予想問題集　2020年前期版 医療事務基礎Ⅱ 月曜日 4限 医2 受験対策と予想問題集　2020年前期版 医学通信社 水野　早苗 淑徳大学短期大学部 医1 978-4-87058-769-4 医学通信社　編 2200円 2420円

T205185-01 医療事務特講 水野　早苗 火曜2限 労災請求事務講座テキスト　2点セット(テキスト1冊＋サポートブック1冊) 医療事務特講 火曜日 2限 医2 労災請求事務講座テキスト　2点セット ソラスト（株） 水野　早苗 淑徳大学短期大学部 医2

追加 T201435-04 就職支援講座 加倉井　仁 水曜５限 短大生の就職15日間スピードマスター 一般常識問題集 就職支援講座 水曜日 5限 こ１ 短大生の就職15日間スピードマスター 一般常識問題集 一ツ橋書店 加倉井　仁 淑徳大学短期大学部 こ1 978-4-56518-072-8 就職試験情報研究会【著】 900円 990円

追加 T207570-02 介護総合演習III
木田　茂樹、長谷川　美貴子、

羽染　洋子
木曜2限 「介護福祉士合格ノート　2020」 介護総合演習III 木曜日 2限 介2 「介護福祉士合格ノート　2020」

コンデックス情報研

究所
淑徳大学短期大学部 介2 1800円 1980円
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