
令和 2年 4月 10日 

学生・保護者 各位 

 

大阪人間科学大学 

庶務課 

 

 

「令和２年度 前期教科書販売」について 

 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大の防止に伴い、本学では

対面販売による教科書販売を中止と致しました。つきまして、教科書販売はネ

ット申込による郵送販売を実施致します。以下の流れに沿って行いますので、

期日を確認の上、教科書を購入いただきますようお願い致します。期日を超過

した場合は、教科書を購入できませんので必ずご確認をお願いします。 

 

 

記 

 

【教科書の購入申込に関して】 

 

※教科書のご注文に関するご質問は株式会社紀伊國屋書店へお問合せください。 

 

【別紙】 

●「Webでの教科書購入方法」 

●「2020年前期教科書一覧」(合計２枚) 

 

 

                       （お問合せ先） 

大阪人間科学大学 

庶務課 

TEL.06-6381-3000 

 

 

Webサイト購入方法 日時・詳細 備考

１.購入申込<申込期間>

　（Webサイト公開期間）
4月20日(月)～4月30日(木)23：59

※申込期間外では、教科書を購入できませんの

　で、ご注意ください。

２.支払方法 代金引換 ※代引き手数料と送料で合計1,500円がかかります。

３.提供方法 宅配にて5月15日(金)頃発送予定



　

1. 新規ユーザー登録 2. ログイン 3. 教科書をえらぶ 

4. 教科書を購入する 5. 受取・支払 

「新規ユーザー登録」をクリックし、画

面の指示に従って登録を進めてくださ

い。 

ご指定のメールアドレスに登録用

URLが送信されます。24時間以内

にアクセスし、必要情報を入力してく

ださい。 

※返品・キャンセルについて） 

 個人的理由による返品はできません。注文内容をよく確認ください。 

 ご注文後、注文承りメールの内容とご自身のご注文内容が合っているか 

 必ずご確認をお願いいたします。誤って注文してしまった場合、 

 同日の23：59までであればWeb上でキャンセルすることができます。 

 

※お問い合わせ先 

  株式会社 紀伊國屋書店 

  関西営業本部 大阪第一営業部 担当：出口（でぐち）、三上（みかみ） 

  営業時間：平日10:00～18:00 

  電話：06-6843-0161 

  メール：ohs@kinokuniya.co.jp 

登録したメールアドレスとパスワードで

ログインします。教科書を買いたいと

きはメニューから「教科書をえらぶ」を

選択します。 

使い方が分からない時はトップページ

右上の「よくある質問FAQ」や「ユー

ザーガイド」を参考にしてください。 

 

「教科書検索」画面で買いたい教科

書を検索します。 

授業名・教員名・教科書名などを入

力して検索してください。 

教科書が表示されたら、授業名と商

品名をよく確認してから冊数を入力し

「買い物かごに入れる」ボタンを押してく

ださい。 

メニューから「買い物かご（未注文）」

を選択し、「注文へ」を押す。 

次の画面で注文内容を確認し「注文を

確定する」ボタンを押す。 

※注文確定後、注文承り/発送完了

メールが送信されます。

「kinokuniya.co.jp」ドメインからのメー

ルを受信できるようにしてください。 

教科書は代金引換でお届けします。 

商品代金のほか、送料と代引手数料

として1,500円を頂戴いたします。 

 

尚、未刊の商品は予約券を同梱いた

します。入荷連絡があり次第、庶務課

でのお引き取りをお願いします。 

Webでの教科書購入方法 

下記URLにアクセスいただき、 

ご自身の大学名のリンクをクリックください。 

https://www.kinokuniya.co.jp/
contents/business/mykits.html 



<2020年前期教科書一覧>

申込番号
（正雀）

申込番号
（庄屋）

学年 学科 科目名 担当教員 書名 出版社 本体価格

3001 3501 1 基礎
オーラルワークショップ（英語）
Ⅰ①②③

林・島村・平柳
Ｆｏｒｅｒｕｎｎｅｒ　ｔｏ　Ｐｏｗｅｒ‐Ｕｐ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　総合英語パワ
－アップ入門編

南雲堂 1,900

3002 3502 1 基礎
オーラルワークショップ（英語）
Ⅰ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬

羽根・林・藤本・平柳 Ｆｉｒｓｔ　Ｐｒｉｍｅｒ　基礎からの英語入門 南雲堂 1,900

3003 3503 1 基礎 教育原理 佐野秀行 よくわかる教育原理 ミネルヴァ書房 2,800

3004 3504 1 秘書検定２・３級合格教本：この１冊で決める！！ 新星出版社 1,300

3005 3505 1 秘書検定新クリアテスト３級 早稲田教育出版 900

3006 3506 1 基礎 日本国憲法① 小宮山直子 スタディ憲法 法律文化社 2,500

3007 3507 1 基礎 リハビリテーション概論 山川友康
リハビリテ－ション概論：医学生・コメディカルのための手
引書

永井書店 3,000

3008 3508 1 基礎 医学知識① 久家義之 医学一般 金芳堂 2,200 ※

3009 3509 1 基礎 社会学①② 柴田和子 ※

3010 3510 1 基礎 社会学③ 鶴野隆浩 ※

3011 3511 1 基礎 社会福祉Ⅰ①②③ 鶴野隆浩 ３訂版　社会福祉の視点：はじめて学ぶ社会福祉 ふくろう出版 1,900

3012 1 理学療法 FA演習Ⅰ①②③④ 奥・廣瀬・奥村・岡山 理学療法臨床実習サポ－トブック 医学書院 3,000

3013 1
PT・OTのための測定評価DVD　Series1
ＲＯＭ測定

三輪書店 3,800

3014 1
PT・OTビジュアルテキスト
リハビリテ－ション基礎評価学

羊土社 6,000

3015 1 理学療法 理学療法概論 弓岡光徳 概説理学療法：理学療法の原点とその展開 文光堂 5,000

3016 1 プロメテウス解剖学コアアトラス 医学書院 9,500

3017 1 標準理学療法学・作業療法学　専門基礎分野　解剖学 医学書院 6,000

3018 1
理学療法・作業療法・言語
聴覚

医療安全管理学 山野薫 リハビリテ－ションリスク管理ハンドブック　第４版 メジカルビュ－社 4,200

3019 1 作業療法 基礎作業学 古川宏 ※

3020 1 作業療法 基礎作業学演習Ⅰ 中川・木下 ※

3021 1 作業療法 作業療法学概論 古川宏 図解作業療法技術ガイド　第３版 文光堂 8,500

3022 3512 1
介護福祉・子ども保育・社
会福祉・視能訓練

相談援助の基盤と専門職Ⅰ 大野まどか ※

3023 3513 1
介護福祉・子ども保育・社
会福祉・視能訓練

相談援助の基盤と専門職Ⅱ 中川千恵美 ※

3024 1 子ども保育 音楽器楽Ⅰ①②③ 豊田典子 こどものうた２００ チャイルド本社 1,600

3025 1 子ども保育 子ども家庭福祉 河野淳子 子ども家庭福祉論 晃洋書房 2,200

3026 1 子ども保育 保育実習指導ⅠＡ② 柏原栄子
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〈原本〉．平成２９年告示

チャイルド本社 500

3027 1 保育小六法：２０２０ ミネルヴァ書房 1,600

3028 1 保育の学びスタ－トブック：書き込み式ワ－ク付き 萌文書林 1,000

351４ 1 心理・健康心理 日本史概論 本井優太郎 詳説　日本史Ｂ 山川出版社 844

3515 1
心理・健康心理・臨床発達
心理・言語聴覚

心理学概論 堤俊彦 自ら実感する心理学　 - こんなところに心理学 保育出版社 2,270

3516 1
心理・健康心理・臨床発達
心理

臨床心理学概論 筒井優介 臨床心理学概論 遠見書房 2,400

3517 1 臨床発達心理・言語聴覚
基礎医学Ⅰ（医学総論・病理
学）

阪本英二 なるほどなっとく！病理学：病態形成の基本的な仕組み 南山堂 2,200

3518 1 読んでわかる解剖生理学 医学教育出版社 2,900

3519 1 方法序説 岩波書店 520

3520 1 社会福祉 FA演習①②③④⑤ 石川、富澤、萩原、杉原、時本
ユ－キャンの社会福祉士書いて覚える！ワ－クノ－ト．２
０２１年版

ユ－キャン 2,000 ※
〇

3521 1 社会福祉 介護概論Ⅰ① 武田卓也 最新介護福祉士養成講座３　介護の基本Ⅰ 中央法規出版 2,200

3522 1 社会福祉 相談援助演習Ⅰ・Ⅱ 大野まどか ※

3523 1 社会福祉 相談援助演習Ⅰ 萩原昭広 ※

3029 3524 1 基礎 医学知識③ 山本昌恵
新・社会福祉士養成講座　１　人体の構造と機能及び疾
病

中央法規出版 2,200

大学生のための社会学入門：日本学術会議参照基準対
応

晃洋書房 2,200

事例中心で学ぶ相談援助実習 みらい 2,200

相談援助の基盤と専門職　第３版 中央法規出版 2,600

作業活動実習マニュアル：つくる・あそぶを治療にいかす 医歯薬出版 4,200

基礎 ソーシャルマナー①～⑥ 奥村命子

理学療法 評価学演習Ⅰ（概論） 弓岡まみ

理学療法・作業療法 解剖学Ⅰ・Ⅱ 杉生・金澤

子ども保育 保育者論 柏原栄子

臨床発達心理・言語聴覚 基礎医学Ⅱ（解剖学・生理学） 阪本英二



申込番号
（正雀）

申込番号
（庄屋）

学年 学科 科目名 担当教員 書名 出版社 本体価格

3101 3601 2 基礎 社会保障論Ⅰ 佐原直幸 社会保障入門．２０２０ 中央法規出版 2,400

3102 3602 2 基礎 健康心理カウンセリング入門 尾崎勝彦 健康心理カウンセリング概論 実務教育出版 1,800

3103 3603 2 基礎
コミュニケーション（英語）Ⅰ①
②

島村・林 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｗｉｔｃｈ 金星堂 1,900

3104 3604 2 基礎 生活と統計①② 細谷周史
本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるごく初
歩の統計の本

北大路書房 2,500

3105 3605 2 基礎 精神保健の課題と支援Ⅰ 久家義之
新・精神保健福祉士養成講座．２　精神保健の課題と支
援

中央法規出版 2,700

3106 2 理学療法 FA演習Ⅱ③ 玉田良樹 理学療法臨床実習サポ－トブック 医学書院 3,000

3107 2
PT・OTのための測定評価DVDシリーズ6
整形外科的検査

三輪書店 3,800

3108 2 姿勢アセスメント：セラピストのためのハンズ・オンガイド 医歯薬出版 4,000

3109 2 理学療法 運動器障害理学療法学 山野・奥村
運動器疾患の治療とリハビリテ－ション：手術・保存療法
とリハプログラム

メジカルビュ－社 6,000

3110 2 理学療法 運動発達学演習 山川友康 イラストでわかる小児理学療法 医歯薬出版 4,200

3111 2 理学療法 運動療法学総論 山野薫 運動療法学テキスト　改訂第３版 南江堂 5,000

3112 2 理学療法 義肢装具学 長倉裕二 義肢装具学テキスト　改訂第３版 南江堂 5,200

3113 2 理学療法 身体運動学演習 廣瀬浩昭 基本動作の評価と治療アプロ－チ メジカルビュ－社 6,200

3115 2 介護福祉 介護過程Ⅰ 水谷真弓
介護福祉士養成テキスト．第２巻　介護の基本／介護過
程

法律文化社 3,400

3116 2 介護福祉 実習指導（演習）Ⅱ 杉原久仁子
最新・介護福祉士養成講座．１０　介護総合演習・介護実
習

中央法規出版 2,200

3117 2 介護福祉 福祉コミュニケーション② 水谷真弓 最新・介護福祉士養成講座．５　コミュニケ－ション技術 中央法規出版 2,200

3118 2 介護福祉 介護技術（演習）Ⅲ 大宮裕紀子

3119 2 介護福祉 介護技術（演習）Ⅳ 時本ゆかり

3120 2 介護福祉・視能訓練 医学一般Ⅱ 久家義之 医学一般 金芳堂 2,200 ※

3121 3606 2
介護福祉・社会福祉・視能
訓練

精神保健福祉に関する制度と
サービスⅠ

阿部俊彦
新・精神保健福祉士養成講座．６　精神保健福祉に関す
る制度とサ－ビス

中央法規出版 2,700

3122 3607 2
介護福祉・子ども保育・社
会福祉・視能訓練

公的扶助論 佐光健
新・社会福祉士養成講座．１６　低所得者に対する支援と
生活保護制度

中央法規出版 2,200

3123 3608 2 ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ みらい 2,000 ※

3124 3609 2 ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ みらい 2,300 ※

3125 3610 2 ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ みらい 2,000 ※

3126 3611 2 ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ みらい 2,300 ※

3127 3612 2
介護福祉・子ども保育・社
会福祉・視能訓練

地域福祉の理論と方法Ⅰ 石川久仁子 よくわかる地域福祉 ミネルヴァ書房 2,400

3128 2 幼児理解に基づいた評価．平成３１年３月 チャイルド本社 250

3129 2 幼稚園教育要領解説．平成３０年３月 フレ－ベル館 240

3130 2 子ども保育 子どもの健康と安全 新谷雅子 子どもの健康と安全 中央法規出版 2,000

3131 2 子ども保育 子どもと環境①② 大内田真理 事例で学ぶ保育内容（領域）：環境 萌文書林 2,000

3132 2 子ども保育 社会的養護Ⅰ 阪野学 保育と社会的養護Ⅰ みらい 2,300 〇

3133 2 子ども保育 保育の心理学 須河内貢
赤ちゃんの発達とアタッチメント：乳児保育で大切にしたい
こと

ひとなる書房 1,300

3134 2 子ども保育 幼児教育課程論 柏原栄子
これで安心！保育指導案の書き方：実習生・初任者から
ベテランまで

北大路書房 1,800

3135 2 子ども保育 子どもの食と栄養Ⅰ①② 廣　陽子
新しい時代の保育者養成「子どもの食と栄養」食を大事に
する気持ちを育む

あいり出版 2,300

3613 2 健康心理 特別支援教育 西上優子 特別支援教育を学ぶ人へ：教育者の地平 ミネルヴァ書房 2,800

3614 2
健康心理・臨床発達心理・
言語聴覚

心理学統計法Ⅰ 高木麻未 よくわかる心理統計 ミネルヴァ書房 2,800

3615 2 健康心理・社会福祉 教育社会学 佐野秀行 よくわかる教育社会学 ミネルヴァ書房 2,600

3616 2 健康心理・社会福祉 教育制度論 佐野秀行 教育法規スタ－トアップ・ネクスト：Ｃｒｏｓｓｍｅｄｉａ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 昭和堂（京都） 2,200

3617 2 健康心理・社会福祉 教育相談の理論と方法 多賀谷智子 教育相談の理論と方法 北樹出版 1,800

3618 2 社会福祉 FA演習Ⅱ①②③④ 中川、阿部、泰、山中
ユ－キャンの社会福祉士書いて覚える！ワ－クノ－ト．２
０２１年版

ユ－キャン 2,000 ※
〇

3619 2 社会福祉 高齢者福祉論Ⅰ② 秦康宏 高齢者福祉論 ミネルヴァ書房 2,400

最新・介護福祉士養成講座．８　生活支援技術３ 中央法規出版 2,200

理学療法 運動器系評価学演習 奥村裕

子ども保育 幼児理解の理論と方法 三宅茂夫

相談援助の理論と方法Ⅰ

相談援助の理論と方法Ⅱ

郭理恵

萩原昭広

介護福祉・子ども保育・社
会福祉・視能訓練

介護福祉・子ども保育・社
会福祉・視能訓練



申込番号
（正雀）

申込番号
（庄屋）

学年 学科 科目名 担当教員 書名 出版社 本体価格

3201 3 ストレッチング：アスリ－トケアマニュアル 文光堂 3,500

3202 3 テーピング：アスリ－トケアマニュアル 文光堂 3,500

3203 3 理学療法
呼吸・循環障害理学療法学演
習

玉田良樹 内部障害に対する運動療法：基礎から臨床実践まで メジカルビュ－社 5,800

3204 3 理学療法 高齢者理学療法学 奥壽郎 高齢者理学療法学 医歯薬出版 9,000

3205 3 ステップス・トゥ・フォロ－ 丸善出版 4,800

3206 3 バランス評価：観察と計測 三輪書店 4,000

3207 3 理学療法 物理療法学 奥壽郎 物理療法 神陵文庫 4,500

3208 3 理学療法 理学療法学演習ⅠＡ
山野・杉生・奥・長倉・廣瀬・奥
村・金澤・玉田・弓岡（ま）・岡山

理学療法研究法　第３版 医学書院 4,700

3209 3 理学療法
理学療法演習ⅠＡ（山野ゼミの
履修生）

山野薫
学生のレポ－ト・論文作成トレ－ニング：スキルを学ぶ２１
のワ－ク

実教出版 1,200

3210 3 ＰＴ・ＯＴビジュアルテキスト　ＡＤＬ 羊土社 5,200

3211 3
ＰＴ・ＯＴのための臨床技能とＯＳＣＥ　コミュニケ－ションと
介助・検査測定編　第２版補訂版

金原出版 5,500

3212 3 介護福祉 医療的ケアⅠ 中家　洋子 最新介護福祉士養成講座.１５　医療的ケア 中央法規出版 2,600

3213 3 介護福祉 介護技術（演習）Ⅶ 冨田川智志 最新介護福祉士養成講座．７　生活支援技術２ 中央法規出版 2,200

3215 3 子ども保育 社会福祉 大西雅裕 新・プリマ－ズ　社会福祉 ミネルヴァ書房 1,800

3701 3 健康心理 LD等教育総論 日上耕司 LDの「定義」を再考する 金子書房 1,900

3702 3 ナ－シング・グラフィカ　臨床栄養学 メディカ出版 2,800

3703 3
改訂新食品成分表ＦＯＯＤＳ
(2020年度用)

東京法令出版 780

3704 3 健康心理 病弱者の心理・生理・病理 西上優子 標準「病弱児の教育」テキスト ジア－ス教育新社 1,800

3705 3 新版　論文の教室 ＮＨＫ出版 1,200

3706 3 １歩前からはじめる「統計」の読み方・考え方 ミネルヴァ書房 2,200

3707 3 社会福祉 相談援助実習指導Ⅱ 中川千恵美　他
ユ－キャンの社会福祉士書いて覚える！ワ－クノ－ト．２
０２１年版

ユ－キャン 2,000 ※
〇

3801 4 社会福祉
精神保健福祉の理論と相談援
助の展開Ⅳ

富澤宏輔
新・精神保健福祉士養成講座．４　精神保健福祉の理論
と相談援助の展開１

中央法規出版 2,700

3802 4 社会福祉 社会福祉特論
原口、中川、大野、石川、郭、佐
光、萩原、鶴野、阿部、富澤

ユ－キャンの社会福祉士書いて覚える！ワ－クノ－ト．２
０２１年版

ユ－キャン 2,000 ※
〇

・「※」印の教科書は複数の授業で指定されています。重複して購入しないようご注意ください。

・「〇」印の教科書は未刊のため予約販売となります。教科書は刊行され次第、庶務課よりお渡しいたします。

・「学年」をよく見て間違えないようにお申込みください。

・語学の教科書はクラスを間違えないようにお申し込みください。

・申込書記載の金額のほか消費税10％を貰い受けます。

・代金引換でのお渡しとなります。送料および代引手数料として商品代金のほか1500円を貰い受けます。

・過去に購入済みの教科書は購入不要です。

株式会社　紀伊國屋書店

〈注意事項〉

理学療法 スポーツ傷害学演習 濱田太朗

理学療法 神経系障害理学療法学演習 弓岡光徳

社会福祉 人間福祉学演習Ⅰ 佐光健

理学療法 臨床実習前学内演習 廣瀬・奥村・玉田

健康心理 健康栄養学 武田ひとみ


