
聖和短期大学　　１年生　　２０１９年春学期　　教科書リスト 4月1日現在

セット販売 必修 教科書No 学年 学期 科目名 教員名 書名 本体

● 必修 5034 1 春学期 英語I 神野　尚 新・保育の英語 1,900

● 必修 5376 1 春学期 音楽I 統一教科書 音楽リズム 1,200

● 必修 5377 1 春学期 音楽I 統一教科書 コード伴奏法の基礎 500

● 必修 5378 1 春学期 音楽I 統一教科書 保育者のためのピアノ曲集 2,000

● 必修 5375 1 春学期 教師論 碓氷　ゆかり 保育者論　３訂 2,000

選択必修 5284 1 春学期 子どもと環境 中川　香子 保育内容環境　第３版 2,100

● 選択必修 5396 1 春学期 子どもと環境 中川　香子 幼稚園教育要領　平成２９年告示 149

● 選択必修 5397 1 春学期 子どもと環境 中川　香子 保育所保育指針　〈平成２９年告示〉 149

● 選択必修 5398 1 春学期 子どもと環境 中川　香子
幼保連携型認定こども園教育・保育要領
〈平成２９年告示〉

149

選択必修 5394 1 春学期 子どもと健康 坂口　将太 健康　新訂版 2,000

● 必修(保) 5307 1 春学期 子どもと言葉 大北　理津子 〈領域〉言葉　改訂版 2,000

● 必修(保) 5283 1 春学期 子どもと表現A 中川　香子 保育内容表現　第２版 2,200

● 必修(保) 5401 1 春学期 子どもと表現B 山内　信子 実践しながら学ぶ子どもの音楽表現 2,477

● 必修 5030 1 春学期 子どもの食と栄養 小畠　ゆかり 子どもの食と栄養 2,381

● 必修 5405 1 春学期 子育て支援 立花　直樹
保育者の協働性を高める子ども家庭支援・子
育て支援

3,000

● 必修 5373 1 春学期 社会的養護I 波田埜　英治 保育士をめざす人の社会的養護　改訂 2,000

● 必修 5379 1 春学期 社会福祉学 波田埜　英治 社会福祉概論 2,400

● 必修 5306 1 春学期 保育原理I-A 大北　理津子 新現代保育原理　第３版 2,400

１６冊 ※変わる可能性があります。

聖和短期大学　　２年生　　２０１９年春学期　　教科書リスト 4月1日現在

セット販売 必修 教科書No 学年 学期 科目名 教員名 書名 本体

● 必修 5351 2 春学期 キリスト教保育I 持田　葉子 新キリスト教保育指針 1,143

購入スミ 選択必修 5357 2 春学期 ことばの教育 讃岐　京子 幼稚園教育要領　〈平成２９年告示〉 149

選択 5036 2 春学期 英語III 神野　尚 子どもに教える先生のための英語 2,400

選択 5202 2 春学期 英語コミュニケーションIII 中井　理恵 『パターン』で学ぶ英語コミュニケーション　１ 2,000

● 必修 5355 2 春学期 家庭支援論 前田　佳代子 家庭支援論 2,200

購入スミ 必修 5356 2 春学期 家庭支援論 前田　佳代子 保育所保育指針解説　平成３０年３月 320

購入スミ 選択 5347 2 春学期 芸術
高田　正久／
持田　葉子

保育者のためのピアノ曲集 2,000

購入スミ 選択 5348 2 春学期 芸術
高田　正久／
持田　葉子

音楽リズム 1,200

購入スミ 必修 5353 2 春学期 保育原理I-B 千葉　武夫 教育課程・保育課程論 2,000

購入スミ 必修 5354 2 春学期 保育原理I-B 千葉　武夫
幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連
携型認定こども園教育・保育要領の成立と変
遷

1,400

● 必修 5361 2 春学期 保育指導法 碓氷　ゆかり 幼児教育の方法 1,700

● 必修 5362 2 春学期 保育指導法 碓氷　ゆかり 保育実技 1,600

購入スミ 必修 5032 2 春学期
保育実習I-A　II　事前事
後指導

持田　葉子 幼稚園・保育所・施設実習ワーク 1,600

購入スミ 必修 5369 2 春学期 保育実習III事前事後指導 小山　顕 児童館論 1,000

● 必修 5380 2 春学期 保育相談支援
波田埜　英治
／立花　直樹

保育者の協働性を高める子ども家庭支援・子
育て支援

3,000

５冊 ※変わる可能性があります。
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