
科目コード 科目名 教科書コード テキスト名 出版社名 価格 購入冊数 学習指導書 ISBN

0030 日本国憲法 00102 ワンステップ憲法 嵯峨野書院 2,462 冊 有 9784782305461

0019 基礎情報学 011901 インターネットの光と影Ver.6 北大路書房 2,052 冊 有 9784762830068

0031 英語Ⅰ-1

0032 英語Ⅰ-2

0036 スポーツ研究Ⅱ 00106 イラスト　健康増進科学概論ー運動・栄養・休養ー　（訂正一刷） 東京教学社 1,949 冊 有 9784808260248

0041 人権問題論 112101 子どもの人権をまもるために 晶文社 1,744 冊 有 9784794970343

0033 英語Ⅱ-1 001202 Ｏｎ　Ｙｏｕｒ　Ｗay ! 異文化体験で学ぶ大学英語の基礎 金星堂 2,052 冊 有 9784764739321

0034 英語Ⅱ-2 002001 アメリカ文学から英語を学ぼう 英宝社 1,846 冊 有 9784269030121

0001 倫理学 001102 現代倫理学入門　講談社学術文庫1267 講談社 964 冊 有 9784061592674

0003 心理学 000301 はじめて出会う心理学　改定版 有斐閣アルマ 2,052 冊 有 9784641123458

0004 法学 000411 ワンステップ法学 嵯峨野書院 2,718 冊 有 9784782305515

0005 政治学 100501 民主主義という不思議な仕組み　ちくまプリマー新書064 筑摩書房 800 冊 有 9784480687654

0018 生物学 001801 新版　生物学と人間 裳華房 2,359 冊 有 9784785352219

科目コード 科目名 教科書コード テキスト名 出版社名 価格 購入冊数 学習指導書 ISBN

1131 音楽Ⅰ 111301 新しい楽典 音楽之友社 1,846 冊 有 9784276100206

S001 世界名歌曲全集　第34版 ケイ・エム・ピー 2,462 冊 9784773238068

112101 標準バイエル・ピアノ教則本 全音楽譜出版社 923 冊 9784111010103

222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814222

222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 246 冊 9784577814475

291111 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　体育編　平成29年7月 東洋館 165 冊 9784491034676

222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814222

222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 246 冊 9784577814475

291111 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　体育編　平成29年7月 東洋館 165 冊 9784491034676

1109 国語 110902 アプローチ児童文学 翰林書房 2,052 冊 有 9784877372576

1257 教育原理・教育社会学 220101 やさしい教育原理　第3版 有斐閣アルマ 1,949 冊 有 9784641220812

1253 保育・教育の心理学 122601 たのしく学べる乳幼児の心理　改訂版 福村出版 2,462 冊 有 9784571230486

1205 教育史 120501 教育思想史 有斐閣アルマ 2,257 冊 有 9784641123847

1251 同和保育 225101 「いのち」の保育　一人ひとりの人権をまもる 阿吽社 1,846 冊 有 9784907244194

1227 保育・教育課程論 222701 新・保育実践を支える保育内容総論 福村出版 2,154 冊 有 9784571116117

1229 保育・教育者論 222901 現代保育論 一藝社 2,052 冊 有 9784863591721

1235 教育の方法と技術Ⅰ 123501 教育方法論　（新教職課程シリーズ） 一藝社 2,257 冊 有 9784863590649

1237 幼児理解と教育相談の理論及び方法 223505 子ども理解と援助　新しい保育講座　3 ミネルヴァ書房 2,257 冊 有 9784623085316

222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814222

222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 246 冊 9784577814475

02032 新　保育ライブラリ　保育内容　健康　（新版） 民秋　言　（北大路書房） 1,744 冊 9784762828331

222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814222

222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 246 冊 9784577814475

02032 新　保育ライブラリ　保育内容　健康　（新版） 民秋　言　（北大路書房） 1,744 冊 9784762828331

1243 保育内容（環境） 222301 事例で学ぶ保育内容　＜領域＞環境 萌文書林 2,052 冊 有 9784893472588

1254 保育内容（言葉）Ⅰ 12046 新時代の保育双書　保育内容ことば　〔第3版〕 みらい 2,052 冊 有 9784860154264

1252 保育・教職基礎演習

科目コード 科目名 教科書コード テキスト名 出版社名 価格 購入冊数 学習指導書 ISBN

322501 コンパクト版　保育者養成シリーズ＜新版＞保育原理 一藝社 2,052 冊 9784863591448

222502 保育所保育指針　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814239

222503 保育所保育指針解説　平成30年3月 フレーベル館 328 冊 9784577814482

1367 子どもの保健 320401 心とからだを育む子どもの保健　1　(2019年刊行分） 教育情報出版（保育出版　社名変更） 2,441 冊 有 9784938795986

232301 発育期の子どもの食生活と栄養　　第3版2刷 学建書院 1,846 冊 9784762428777

432611 新食品成分表ＦＯＯＤＳ　2019 東京法令出版 800 冊 9784809079184

1349 子どもの家庭福祉 233201 新版　保育士をめざす人の子ども家庭福祉 みらい 2,154 冊 有 9784860154684

1350 子どもの家庭支援論 231901 改訂　保育士をめざす人の家庭支援 みらい 2,052 冊 有 9784860154059

1351 社会的養護　Ⅰ 332901 最新保育士養成講座　第５巻　社会的養護と障害児保育　 全国社会福祉協議会出版部 1,949 冊 有 9784793513084

1317 社会福祉 231701 社会福祉の基本体系　第5版 勁草書房 2,052 冊 有 9784326700974

332201 新時代の保育双書　乳児保育 第3版 みらい 2,052 冊 9784860154363

222502 保育所保育指針　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814239

1256 特別支援教育・保育 232701 新時代の保育双書　新・障害のある子どもの保育　第3版 みらい 2,359 冊 有 9784860153854

合計 円 冊

 ふりがな

学生番号 学生氏名

電話番号

　自宅）

　携帯）

メールアドレス

PC）

携帯）

有

【専門教育科目（選択必修）】

乳児保育　Ⅰ1356

有

有1912

1239 保育内容（健康）Ⅱ 有

1326 有

9784523178361冊 有

1132 有

保健体育Ⅰ1911

保健体育Ⅱ

有保育原理

1238 保育内容（健康）Ⅰ 有

南雲堂 1,005

※携帯電話のアドレスは、丸善雄松堂㈱大阪支店からの返信メール（maruzen.co.jp）が受信できるように設定をお願いします。

・WEBでの申し込みを希望する場合は、下記URLへログインして手続きしてください（クレジット払いが可能です）。

http://www1.enekoshop.jp/shop/maruzen-osaka-geidai/

・FAXで申込みを行う場合は、テキスト一覧に冊数及び金額を記入し、丸善雄松堂㈱大阪支店 大阪カスタマーＧ（ＦＡＸ：06-6251-2588）迄送信してください（代金引換のみ）。

大阪芸術大学短期大学部通信教育部

住　　所　〒

・同じテキストを複数科目で指定されている場合は、１冊のみ購入してください。

尚、以下の欄も必ず記入してください。

2019年（平成31年）度　通信履修科目テキスト一覧及びFAX用申込書（丸善雄松堂㈱大阪支店のみ）保育学科新入生及び平成31年度に入学した
科目等履修生・特修正対象 ver.1

子どもの食と栄養

1225

丸善雄松堂株式会社大阪支店 大阪カスタマーG 御中（FAX：06-6251-2588）

【総合教育科目】

【専門教育科目（必修）】

音楽Ⅱ

【総合教育科目】選択科目　―履修希望者のみの購入となりますー

011202 Building English Essentials　伝えるための英語力

2019.5.17更新

http://www1.enekoshop.jp/shop/maruzen-osaka-geidai/#


科目コード 科目名 教科書コード テキスト名 出版社名 価格 購入冊数 学習指導書 ISBN

0030 日本国憲法 00102 ワンステップ憲法 嵯峨野書院 2,462 冊 有 9784782305461

0019 基礎情報学 011901 インターネットの光と影Ver.6 北大路書房 2,052 冊 有 9784762830068

0031 英語Ⅰ-1

0032 英語Ⅰ-2

0036 スポーツ研究Ⅱ 00106 イラスト　健康増進科学概論ー運動・栄養・休養ー　（訂正一刷） 東京教学社 1,949 冊 有 9784808260248

0041 人権問題論 112101 子どもの人権をまもるために 晶文社 1,744 冊 有 9784794970343

0033 英語Ⅱ-1 001202 Ｏｎ　Ｙｏｕｒ　Ｗay ! 異文化体験で学ぶ大学英語の基礎 金星堂 2,052 冊 有 9784764739321

0034 英語Ⅱ-2 002001 アメリカ文学から英語を学ぼう 英宝社 1,846 冊 有 9784269030121

0001 倫理学 001102 現代倫理学入門　講談社学術文庫1267 講談社 964 冊 有 9784061592674

0002 文学 000201 文学にひそむ十字架 春風社 2,872 冊 有 9784861103544

0003 心理学 000301 はじめて出会う心理学　改定版 有斐閣アルマ 2,052 冊 有 9784641123458

0004 法学 000411 ワンステップ法学 嵯峨野書院 2,718 冊 有 9784782305515

0005 政治学 100501 民主主義という不思議な仕組み　ちくまプリマー新書064 筑摩書房 800 冊 有 9784480687654

0018 生物学 001801 新版　生物学と人間 裳華房 2,359 冊 有 9784785352219

科目コード 科目名 教科書コード テキスト名 出版社名 価格 購入冊数 学習指導書 ISBN

1131 音楽Ⅰ 111301 新しい楽典 音楽之友社 1,846 冊 有 9784276100206

S001 世界名歌曲全集　第34版 ケイ・エム・ピー 2,462 冊 9784773238068

112101 標準バイエル・ピアノ教則本 全音楽譜出版社 923 冊 9784111010103

222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814222

222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 246 冊 9784577814475

291111 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　体育編　平成29年7月 東洋館 165 冊 9784491034676

222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814222

222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 246 冊 9784577814475

291111 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　体育編　平成29年7月 東洋館 165 冊 9784491034676

1109 国語 110902 アプローチ児童文学 翰林書房 2,052 冊 有 9784877372576

1201 教育原理 220101 やさしい教育原理　第3版 有斐閣アルマ 1,949 冊 有 9784641220812

1226 保育・教育の心理学Ⅰ 122601 たのしく学べる乳幼児の心理　改訂版 福村出版 2,462 冊 有 9784571230486

1205 教育史 120501 教育思想史 有斐閣アルマ 2,257 冊 有 9784641123847

1251 同和保育 225101 「いのち」の保育　一人ひとりの人権をまもる 阿吽社 1,846 冊 有 9784907244194

1227 保育・教育課程論 222701 新・保育実践を支える保育内容総論 福村出版 2,154 冊 有 9784571116117

1229 保育・教育者論 222901 現代保育論 一藝社 2,052 冊 有 9784863591721

1235 教育の方法と技術Ⅰ 123501 教育方法論　（新教職課程シリーズ） 一藝社 2,257 冊 有 9784863590649

1237 幼児理解と教育相談の理論及び方法 223505 子ども理解と援助　新しい保育講座　3 ミネルヴァ書房 2,257 冊 有 9784623085316

222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814222

222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 246 冊 9784577814475

02032 新　保育ライブラリ　保育内容　健康　（新版） 民秋　言　（北大路書房） 1,744 冊 9784762828331

222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814222

222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 246 冊 9784577814475

02032 新　保育ライブラリ　保育内容　健康　（新版） 民秋　言　（北大路書房） 1,744 冊 9784762828331

1243 保育内容（環境） 222301 事例で学ぶ保育内容　＜領域＞環境 萌文書林 2,052 冊 有 9784893472588

1241 保育内容（言葉）Ⅰ 12046 新時代の保育双書　保育内容ことば　〔第3版〕 みらい 2,052 冊 有 9784860154264

1242 保育内容（言葉）Ⅱ 12046 新時代の保育双書　保育内容ことば　〔第3版〕 みらい 2,052 冊 有 9784860154264

1252 保育・教職基礎演習

科目コード 科目名 教科書コード テキスト名 出版社名 価格 購入冊数 学習指導書 ISBN

322501 コンパクト版　保育者養成シリーズ＜新版＞保育原理 一藝社 2,052 冊 9784863591448

222502 保育所保育指針　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814239

222503 保育所保育指針解説　平成30年3月 フレーベル館 328 冊 9784577814482

1342 子どもの保健Ⅰ 320401 心とからだを育む子どもの保健　1　(2019年刊行分） 教育情報出版（保育出版　社名変更） 2,441 冊 有 9784938795986

1343 子どもの保健Ⅱ 320401 心とからだを育む子どもの保健　1　(2019年刊行分） 教育情報出版（保育出版　社名変更） 2,441 冊 有 9784938795986

232301 発育期の子どもの食生活と栄養　　第3版2刷 学建書院 1,846 冊 9784762428777

432611 新食品成分表ＦＯＯＤＳ　2019 東京法令出版 800 冊 9784809079184

1332 児童家庭福祉 233201 新版　保育士をめざす人の子ども家庭福祉 みらい 2,154 冊 有 9784860154684

1333 家庭支援論 231901 改訂　保育士をめざす人の家庭支援 みらい 2,052 冊 有 9784860154059

1328 社会的養護 332901 最新保育士養成講座　第５巻　社会的養護と障害児保育　　 全国社会福祉協議会出版部 1,949 冊 有 9784793513084

1317 社会福祉 231701 社会福祉の基本体系　第5版 勁草書房 2,052 冊 有 9784326700974

332201 新時代の保育双書　乳児保育 第3版 みらい 2,052 冊 9784860154363

222502 保育所保育指針　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814239

1327 障害児保育 232701 新時代の保育双書　新・障害のある子どもの保育　第3版 みらい 2,359 冊 有 9784860153854

合計 円 冊

 ふりがな

学生番号 学生氏名

電話番号

　自宅）

　携帯）

メールアドレス

　PC）

　携帯）

9784523178361

1225 有

有

1239

音楽Ⅱ

【総合教育科目】選択科目　―履修希望者のみの購入となりますー

1132 有

有乳児保育

子どもの食と栄養

有

保育内容（健康）Ⅱ 有

尚、以下の欄も必ず記入してください。

1322

1911 保健体育Ⅰ 有

1912 保健体育Ⅱ 有

1238 保育内容（健康）Ⅰ

※携帯電話のアドレスは、丸善雄松堂㈱大阪支店からの返信メール（maruzen.co.jp）が受信できるように設定をお願いします。　   

・同じテキストを複数科目で指定されている場合は、１冊のみ購入してください。

・WEBでの申し込みを希望する場合は、下記URLへログインして手続きしてください（クレジット払いが可能です）。

【専門教育科目（選択必修）】

1326

http://www1.enekoshop.jp/shop/maruzen-osaka-geidai/

・FAXで申込みを行う場合は、テキスト一覧に冊数及び金額を記入し、丸善雄松堂㈱大阪支店 大阪カスタマーＧ（ＦＡＸ：06-6251-2588）迄送信してください（代金引換のみ）。

保育原理

大阪芸術大学短期大学部通信教育部

住　　所　〒

2019年（平成31年）度　通信履修科目テキスト一覧及びFAX用申込書（丸善雄松堂㈱大阪支店のみ）保育学科2年次生（2年次編入生を含む）及び平成30年
度に入学した科目等履修生・特修生対象　　　ver.1

丸善雄松堂株式会社大阪支店 大阪カスタマーG 御中（FAX：06-6251-2588）

【総合教育科目】

【専門教育科目（必修）】

011202 Building English Essentials　伝えるための英語力 南雲堂 1,005 冊 有

2019.5.17更新

http://www1.enekoshop.jp/shop/maruzen-osaka-geidai/#


科目コード 科目名 教科書コード テキスト名 出版社名 価格 購入冊数 学習指導書 ISBN

0030 日本国憲法 00102 ワンステップ憲法 嵯峨野書院 2,462 冊 有 9784782305461

0019 基礎情報学 011901 インターネットの光と影Ver.6 北大路書房 2,052 冊 有 9784762830068

0031 英語Ⅰ-1

0032 英語Ⅰ-2

0036 スポーツ研究Ⅱ 00106 イラスト　健康増進科学概論ー運動・栄養・休養ー　（訂正一刷） 東京教学社 1,949 冊 有 9784808260248

0041 人権問題論 112101 子どもの人権をまもるために 晶文社 1,744 冊 有 9784794970343

0033 英語Ⅱ-1 001202 Ｏｎ　Ｙｏｕｒ　Ｗay ! 異文化体験で学ぶ大学英語の基礎 金星堂 2,052 冊 有 9784764739321

0034 英語Ⅱ-2 002001 アメリカ文学から英語を学ぼう 英宝社 1,846 冊 有 9784269030121

0001 倫理学 001102 現代倫理学入門　講談社学術文庫1267 講談社 964 冊 有 9784061592674

0002 文学 000201 文学にひそむ十字架 春風社 2,872 冊 有 9784861103544

0003 心理学 000301 はじめて出会う心理学　改定版 有斐閣アルマ 2,052 冊 有 9784641123458

0004 法学 000411 ワンステップ法学 嵯峨野書院 2,718 冊 有 9784782305515

0005 政治学 100501 民主主義という不思議な仕組み　ちくまプリマー新書064 筑摩書房 800 冊 有 9784480687654

0018 生物学 001801 新版　生物学と人間 裳華房 2,359 冊 有 9784785352219

科目コード 科目名 教科書コード テキスト名 出版社名 価格 購入冊数 学習指導書 ISBN

1131 音楽Ⅰ 111301 新しい楽典 音楽之友社 1,846 冊 有 9784276100206

S001 世界名歌曲全集　第34版 ケイ・エム・ピー 2,462 冊 9784773238068

112101 標準バイエル・ピアノ教則本 全音楽譜出版社 923 冊 9784111010103

222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814222

222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 246 冊 9784577814475

291111 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　体育編　平成29年7月 東洋館 165 冊 9784491034676

222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814222

222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 246 冊 9784577814475

291111 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　体育編　平成29年7月 東洋館 165 冊 9784491034676

1109 国語 110902 アプローチ児童文学 翰林書房 2,052 冊 有 9784877372576

1201 教育原理 220101 やさしい教育原理　第3版 有斐閣アルマ 1,949 冊 有 9784641220812

1226 保育・教育の心理学Ⅰ 122601 たのしく学べる乳幼児の心理　改訂版 福村出版 2,462 冊 有 9784571230486

1205 教育史 120501 教育思想史 有斐閣アルマ 2,257 冊 有 9784641123847

1251 同和保育 225101 「いのち」の保育　一人ひとりの人権をまもる 阿吽社 1,846 冊 有 9784907244194

1227 保育・教育課程論 222701 新・保育実践を支える保育内容総論 福村出版 2,154 冊 有 9784571116117

1229 保育・教育者論 122901 教師論・保育者論　子育て文化の継承と再発見 三晃書房 2,052 冊 有 9784783060635

1235 教育の方法と技術Ⅰ 123501 教育方法論　（新教職課程シリーズ） 一藝社 2,257 冊 有 9784863590649

1237 幼児理解と教育相談の理論及び方法 223505 子ども理解と援助　新しい保育講座　3 ミネルヴァ書房 2,257 冊 有 9784623085316

222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814222

222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 246 冊 9784577814475

02032 新　保育ライブラリ　保育内容　健康　（新版） 民秋　言　（北大路書房） 1,744 冊 9784762828331

222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814222

222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 246 冊 9784577814475

02032 新　保育ライブラリ　保育内容　健康　（新版） 民秋　言　（北大路書房） 1,744 冊 9784762828331

1243 保育内容（環境） 222301 事例で学ぶ保育内容　＜領域＞環境 萌文書林 2,052 冊 有 9784893472588

1241 保育内容（言葉）Ⅰ 12046 新時代の保育双書　保育内容ことば　〔第3版〕 みらい 2,052 冊 有 9784860154264

1242 保育内容（言葉）Ⅱ 12046 新時代の保育双書　保育内容ことば　〔第3版〕 みらい 2,052 冊 有 9784860154264

1252 保育・教職基礎演習

科目コード 科目名 教科書コード テキスト名 出版社名 価格 購入冊数 学習指導書 ISBN

322501 コンパクト版　保育者養成シリーズ＜新版＞保育原理 一藝社 2,052 冊 9784863591448

222502 保育所保育指針　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814239

222503 保育所保育指針解説　平成30年3月 フレーベル館 328 冊 9784577814482

1342 子どもの保健Ⅰ 320401 心とからだを育む子どもの保健　1　(2019年刊行分） 教育情報出版（保育出版　社名変更） 2,441 冊 有 9784938795986

1343 子どもの保健Ⅱ 320401 心とからだを育む子どもの保健　1　(2019年刊行分） 教育情報出版（保育出版　社名変更） 2,441 冊 有 9784938795986

232301 発育期の子どもの食生活と栄養　　第3版2刷 学建書院 1,846 冊 9784762428777

432611 新食品成分表ＦＯＯＤＳ　2019 東京法令出版 800 冊 9784809079184

1332 児童家庭福祉 233201 新版　保育士をめざす人の子ども家庭福祉 みらい 2,154 冊 有 9784860154684

1333 家庭支援論 231901 改訂　保育士をめざす人の家庭支援 みらい 2,052 冊 有 9784860154059

1328 社会的養護 332901 最新保育士養成講座　第５巻　社会的養護と障害児保育　　 全国社会福祉協議会出版部 1,949 冊 有 9784793513084

1317 社会福祉 331701 八訂　保育士をめざす人の社会福祉 みらい 2,052 冊 有 9784860154325

332201 新時代の保育双書　乳児保育 第3版 みらい 2,052 冊 9784860154363

222502 保育所保育指針　平成29年告示 フレーベル館 152 冊 9784577814239

1327 障害児保育 232701 新時代の保育双書　新・障害のある子どもの保育　第3版 みらい 2,359 冊 有 9784860153854

合計 円 冊

 ふりがな

学生番号 学生氏名

電話番号

　自宅）

　携帯）

メールアドレス

　PC）

　携帯）

有

1239 保育内容（健康）Ⅱ 有

【専門教育科目（選択必修）】

保育原理

1326 子どもの食と栄養

1225

有

有

1911 保健体育Ⅰ 有

9784523178361

音楽Ⅱ

住　　所　〒

※携帯電話のアドレスは、丸善雄松堂㈱大阪支店からの返信メール（maruzen.co.jp）が受信できるように設定をお願いします。　   

http://www1.enekoshop.jp/shop/maruzen-osaka-geidai/

・同じテキストを複数科目で指定されている場合は、１冊のみ購入してください。

・FAXで申込みを行う場合は、テキスト一覧に冊数及び金額を記入し、丸善雄松堂㈱大阪支店 大阪カスタマーＧ（ＦＡＸ：06-6251-2588）迄送信してください（代金引換のみ）。

尚、以下の欄も必ず記入してください。

1322

1238 保育内容（健康）Ⅰ

丸善雄松堂株式会社大阪支店 大阪カスタマーG 御中（FAX：06-6251-2588）

【総合教育科目】

【総合教育科目】選択科目　―履修希望者のみの購入となりますー

【専門教育科目（必修）】

011202 Building English Essentials　伝えるための英語力 南雲堂 1,005 冊 有

2019年（平成31年）度　通信履修科目テキスト一覧及びFAX用申込書（丸善雄松堂㈱大阪支店のみ）保育学科3年次生(3年次編入生を含む）及び平成29年
度以前に入学した科目等履修生・特修生対彰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ver.1

・WEBでの申し込みを希望する場合は、下記URLへログインして手続きしてください（クレジット払いが可能です）。

大阪芸術大学短期大学部通信教育部

乳児保育

1912 保健体育Ⅱ 有

有

1132 有

2019.5.17更新

http://www1.enekoshop.jp/shop/maruzen-osaka-geidai/#


科目コード 科目名 教科書コード テキスト名 出版社名 価格 購入冊数 学習指導書 ISBN

0030 日本国憲法 00102 ワンステップ憲法 嵯峨野書院 2,462 冊 有 9784782305461

0019 基礎情報学 011901 インターネットの光と影Ver.6 北大路書房 2,052 冊 有 9784762830068

0031 英語Ⅰ-1

0032 英語Ⅰ-2

0036 スポーツ研究Ⅱ 00106 イラスト　健康増進科学概論ー運動・栄養・休養ー　（訂正一刷） 東京教学社 1,949 冊 有 9784808260248

0041 人権問題論 112101 子どもの人権をまもるために 晶文社 1,744 冊 有 9784794970343

0033 英語Ⅱ-1 001202 Ｏｎ　Ｙｏｕｒ　Ｗay ! 異文化体験で学ぶ大学英語の基礎 金星堂 2,052 冊 有 9784764739321

0034 英語Ⅱ-2 002001 アメリカ文学から英語を学ぼう 英宝社 1,846 冊 有 9784269030121

0001 倫理学 001102 現代倫理学入門　講談社学術文庫1267 講談社 964 冊 有 9784061592674

0002 文学 000201 文学に潜む十字架 春風社 2,872 冊 有 9784861103544

0003 心理学 000301 はじめて出会う心理学　改定版 有斐閣アルマ 2,052 冊 有 9784641123458

0004 法学 000411 ワンステップ法学 嵯峨野書院 2,718 冊 有 9784782305515

0005 政治学 100501 民主主義という不思議な仕組み　ちくまプリマー新書064 筑摩書房 800 冊 有 9784480687654

0018 生物学 001801 新版　生物学と人間 裳華房 2,359 冊 有 9784785352219

【専門教育科目】テキストを各自で購入する科目

科目コード 科目名 教科書コード テキスト名 出版社名 価格 購入冊数 学習指導書 ISBN

2101 美術史 210101 絵画の探偵術 昭和堂 2,257 冊 無 9784812295021

2102 デザイン史 210202 世界デザイン史 美術出版社 2,565 　　　冊 無 9784568400847

2105 デザイン論 210202 世界デザイン史 美術出版社 2,565 　　　冊 無 9784568400847

2103 美学概論 0251 美学への招待 中公新書 800 　　　冊 無 9784121017413

2104 色彩学 210401 色彩学 理工図書 2,872 　　　冊 無 9784844602934

210602 名画をみる眼 岩波新書 759 　　　冊 4004140641

210601 続　名画をみる眼 岩波新書 759 　　　冊 400414065X

2110 基礎実習１（Ｇ・Ｄ） 211001 視覚表現―ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ時代へのﾍﾞｰｼｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ― グラフィック社 2,489 冊 無 9784766107654

2119 専攻実習１（Ｇ・Ｄ） 211001 視覚表現―ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ時代へのﾍﾞｰｼｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ― グラフィック社 2,489 冊 無 9784766107654

2120 専攻実習１（ＩＮＴ） 211002 インテリアの計画と設計　第2版 彰国社 3,283 　　　冊 無 9784395005192

2128 図学・製図 212802 家具・インテリア・建築のデザイン基礎　北欧の巨匠に学ぶ図法 彰国社 2,770 　　　冊 無 9784395013012

2131 映像 213111 世界一わかりやすいデジタル一眼レフカメラと写真の教科書　改訂版 インプレスジャパン 2,052 　　　冊 無 9784844337201

2133 表現と素材 213301 図説　やさしい建築材料　 学芸出版社 2,667 　　　冊 無 9784761524173

合計 円 冊

【専門教育科目】テキストを本学より配布する科目

科目コード 科目名 教科書コード テキスト名

2107 造形実習１（平面） - デザイン基礎論（平面）

2108 造形実習２（立体） - デザイン基礎論（工芸）

2114 基礎実習２（工芸） -

2114 専攻実習２（工芸） -

2116 基礎実習３（絵画） - 絵画デッサン

科目コード 科目名 教科書コード テキスト名

2111 基礎実習１（ＩＮＴ） - テキストなし

2113 基礎実習２（彫塑） - テキストなし

2122 専攻実習２（彫塑） - テキストなし

2125 専攻実習３（絵画） - テキストなし

2117 基礎実習３（版画） - テキストなし

2126 専攻実習３（版画） - テキストなし

2127 卒業制作 - テキストなし

2129 表現研究 - テキストなし

2130 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｸﾞﾗﾌｨｯｸ - テキストなし

2132 広告表現 - テキストなし

 ふりがな

学生番号 学生氏名

電話番号

　自宅）

　携帯）

メールアドレス

　PC）

　携帯）

9784523178361

丸善雄松堂株式会社大阪支店 大阪カスタマーG 御中（FAX：06-6251-2588）

2019年（平成31年）度　通信履修科目テキスト一覧及びFAX用申込書（丸善雄松堂㈱大阪支店のみ）デザイン美術学科対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　ver.1

【総合教育科目】希望科目テキストを各自で購入

南雲堂 1,005

配布方法

冊 有

無2106 美術論

011202 Building English Essentials　伝えるための英語力

WEB上で公開

WEB上で公開

工芸デザイン WEB上で公開

WEB上で公開

【専門教育科目】テキストを使用しない科目

備考欄

スクーリング受講後の課題提出が望ましい

スクーリング受講後の課題提出が望ましい

スクーリング受講後の課題提出が望ましい

スクーリング受講後の課題提出が望ましい

スクーリング受講後の課題提出が望ましい

スクーリング受講後の課題提出が望ましい

スクーリング受講後、自宅にて作品（課題）制作を行う

スクーリング受講後の課題提出が望ましい

スクーリング受講後の課題提出が望ましい

・WEBでの申し込みを希望する場合は、下記URLへログインして手続きしてください（クレジット払いが可能です）。

http://www1.enekoshop.jp/shop/maruzen-osaka-geidai/

※携帯電話のアドレスは、丸善雄松堂㈱大阪支店からの返信メール（maruzen.co.jp）が受信できるように設定をお願いします。　   

・FAXで申込みを行う場合は、テキスト一覧に冊数及び金額を記入し、丸善雄松堂㈱大阪支店 大阪カスタマーＧ（ＦＡＸ：06-6251-2588）迄送信してください（代金引換のみ）。

尚、以下の欄も必ず記入してください。

大阪芸術大学短期大学部通信教育部

住　　所　〒

2019.5.17更新

http://www1.enekoshop.jp/shop/maruzen-osaka-geidai/#


保育学科スクーリング

科目名 科目コード 教科書コード テキスト名 出版社名 価格 購入冊数 備　　　考 ISBN

音楽Ⅲ声楽 1135 222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814222

音楽Ⅲ声楽 1135 222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 ¥246 冊 9784577814475

音楽Ⅲ声楽 1135 S2011
小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　音楽編 　平成29年7
月

東洋館出版 ¥133 冊 9784491034652

音楽Ⅲ声楽 1135 S001 世界名歌曲全集　第34版 ケイ・エム・ピー ¥2,462 冊 9784773238068

音楽Ⅲ声楽 1135 S002 ピアノ伴奏　日本童謡唱歌全集～心に残る日本の歌～ ケイ・エム・ピー ¥2,052 冊 9784773214260

音楽Ⅱ声楽/音楽Ⅱ声楽Ⅰ 1122/1115 S001 世界名歌曲全集　第34版 ケイ・エム・ピー ¥2,462 冊 9784773238068

音楽Ⅱ声楽/音楽Ⅱ声楽Ⅰ 1122/1115 S002 ピアノ伴奏　日本童謡唱歌全集～心に残る日本の歌～ ケイ・エム・ピー ¥2,052 冊 9784773214260

音楽Ⅲ器楽 1136 222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814222

音楽Ⅲ器楽 1136 222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 ¥246 冊 9784577814475

音楽Ⅲ器楽 1136 S2011
小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　音楽編 　平成29年7
月

東洋館出版 ¥133 冊 9784491034652

音楽Ⅲ器楽 1136 112101 標準バイエルピアノ教則本 全音楽譜出版社 ¥923 冊 9784111010103

音楽Ⅲ器楽 1136 S003 こどものうた200 チャイルド本社 ¥1,641 冊 9784805481004

音楽Ⅱ器楽/音楽Ⅱ器楽Ⅰ 1123/1117 112101 標準バイエルピアノ教則本 全音楽譜出版社 ¥923 冊 9784111010103

音楽Ⅱ器楽/音楽Ⅱ器楽Ⅰ 1123/1117 S003 こどものうた200 チャイルド本社 ¥1,641 冊 9784805481004

音楽Ⅳ声楽 1135 222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814222

音楽Ⅳ声楽 1135 222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 ¥246 冊 9784577814475

音楽Ⅳ声楽 1135 S2011
小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　音楽編 　平成29年7
月

東洋館出版 ¥133 冊 9784491034652

音楽Ⅳ声楽 1135 S001 世界名歌曲全集　第34版 ケイ・エム・ピー ¥2,462 冊 9784773238068

音楽Ⅳ声楽 1135 S002 ピアノ伴奏　日本童謡唱歌全集～心に残る日本の歌～ ケイ・エム・ピー ¥2,052 冊 9784773214260

音楽Ⅲ声楽/音楽Ⅱ声楽Ⅱ 1125/1116 S001 世界名歌曲全集　第34版 ケイ・エム・ピー ¥2,462 冊 9784773238068

音楽Ⅲ声楽/音楽Ⅱ声楽Ⅱ 1125/1116 S002 ピアノ伴奏　日本童謡唱歌全集～心に残る日本の歌～ ケイ・エム・ピー ¥2,052 冊 9784773214260

音楽Ⅳ器楽 1136 222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814222

音楽Ⅳ器楽 1136 222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 ¥246 冊 9784577814475

音楽Ⅳ器楽 1136 S2011
小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　音楽編 　平成29年7
月

東洋館出版 ¥133 冊 9784491034652

音楽Ⅳ器楽 1136 112101 標準バイエルピアノ教則本 全音楽譜出版社 ¥923 冊 9784111010103

音楽Ⅳ器楽 1136 S003 こどものうた200 チャイルド本社 ¥1,641 冊 9784805481004

音楽Ⅲ器楽/音楽Ⅱ器楽Ⅱ 1126/1118 112101 標準バイエルピアノ教則本 全音楽譜出版社 ¥923 冊 9784111010103

音楽Ⅲ器楽/音楽Ⅱ器楽Ⅱ 1126/1118 S003 こどものうた200 チャイルド本社 ¥1,641 冊 9784805481004

図画・工作 1127 210701 すべての感覚を駆使してわかる乳幼児の造形表現
教育情報出版社（保育
出版社　　社名変更） ¥1,953 冊 9784938795894

図画 1128 222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814222

図画 1128 222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 ¥246 冊 9784577814475

図画 1128 S1009
小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　図画工作編　平成29
年7月

日本文教出版 ¥102 冊 9784536590112

工作 1129 222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814222
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工作 1129 222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 ¥246 冊 9784577814475

工作 1129 S1009
小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　図画工作編　平成29
年7月

日本文教出版 ¥102 冊 9784536590112

保育・教育内容総論 1228 222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814222

保育・教育内容総論 1228 222502 保育所保育指針　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814239

保育・教育内容総論 1228 Ｓ014 幼保連携型認定こども園教育・保育要領　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814246

保育・教育内容総論 1233 S1008 保育内容総論　第4版 同文書院 ¥2,154 冊 9784810314694

保育・教育内容総論 1233 S010 3・4・5歳児の保育ガイド　実習おまかせBOOK ひかりのくに ¥1,744 冊 9784564608384

教育の方法と技術Ⅱ 1236 - （テキストなし） - -

人間関係指導法/保育内容
（人間関係）

1222/1240 222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814222

人間関係指導法/保育内容
（人間関係）

1222/1240 222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 ¥246 冊 9784577814475

保育内容（人間関係） 1240 S010 3・4・5歳児の保育ガイド　実習おまかせBOOK ひかりのくに ¥1,744 冊 9784564608384

保育内容（人間関係） 1240 222502 保育所保育指針　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814239

表現指導法 1221 - （テキストなし） - -

保育内容（音楽表現） 1244 222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814222

保育内容（音楽表現） 1244 222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 ¥246 冊 9784577814475

保育内容（造形表現） 1245 222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814222

保育内容（造形表現） 1245 222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 ¥246 冊 9784577814475

1241/1242 222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814222

1241/1242 12046 新時代の保育双書　保育内容ことば 第3版 みらい ¥2,052 冊 9784860154264

1255 222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814222

1255 12046 新時代の保育双書　保育内容ことば 第3版 みらい ¥2,052 冊 9784860154264

教育実習指導 1231 222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814222

教育実習指導 1231 222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 ¥246 冊 9784577814475

教育実習指導 1231 S010 3・4・5歳児の保育ガイド　実習おまかせBOOK ひかりのくに ¥1,744 冊 9784564608384

保育・教職実践演習 1224 222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814222

保育・教職実践演習 1224 222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 ¥246 冊 9784577814475

保育・教育の心理学Ⅱ／子
どもの理解と援助

1324／1346 - （テキストなし） - -

子どもの食と栄養 1326 232301 発育期の子どもの食生活と栄養　　第3版2刷 学建書院 ¥1,846 冊 9784762428777

子どもの食と栄養 1326 432611 新食品成分表ＦＯＯＤＳ　2019 東京法令出版 ¥800 冊 9784809079184

保育・教育相談支援／子ど
もの家庭支援の心理学

1331／1348 - （テキストなし） - -

子どもの保健Ⅲ／子どもの
健康と安全

1344／1353 S1004 子どもの保健　Ⅱ　第6版 医歯薬出版 ¥2,257 冊 9784263236970

子どもの保健Ⅲ／子どもの
健康と安全

1344／1353 - （テキストなし） - -

乳児保育／乳児保育Ⅱ 1322／1357 332201 新時代の保育双書　乳児保育　第3版 みらい ¥2,052 冊 9784860154363

乳児保育／乳児保育Ⅱ 1322／1357 222502 保育所保育指針　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814239

社会的養護内容／社会的
養護Ⅱ

1329／1352 - （テキストなし） - -

相談援助／子育て支援 1330／1354 - （テキストなし） - -

保育実習指導Ⅰ 1334 - （テキストなし）

特別支援教育・保育 1256 232701 新時代の保育双書　新・障害のある子どもの保育　第3版 みらい ¥2,359 冊 9784860153854

222504 幼稚園教育要領　平成29年告示 フレーベル館 ¥152 冊 9784577814222

222505 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 フレーベル館 ¥246 冊 9784577814475

※　同じテキストを複数科目で指定されている場合は1冊のみ購入して下さい。

※　スクーリング用テキストは受講する会場または担当教員によって同じ科目でも違う場合があります。ホームページのスクーリング関連上にある授業内容をよく確かめて

　　購入して下さい。

教育の方法と技術Ⅱ 1236

保育内容（言葉)Ⅰ／保育
内容〈言葉）Ⅱ

2018年度以前の入
学生対象

保育内容〈言葉）Ⅱ
2019年度入学生対
象
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