
丸善羽島キャンパス売店　入荷済みリスト（2020/6/19現在）

入荷済み 商品口 採用品NO 学部名 科目名 教員名 ISBN 書名 著者名 出版社

○ 和書 NB2004 教育 地学Ⅰ 川上　紳一 978-4-410-13952 もう一度読む高校地学 数研編集部 数研出版
○ 和書 NB2006 教育 初等教科教育法（理科） 高木　正之 978-4-491-03463-8 小学校学習指導要領解説　　理科編 東洋館出版社

○ 和書 NB2016 教育 教育基礎論（幼・小・中・高） 龍崎　忠 978-4-8158-0812-9 教育と学びの原理 早川操・伊藤彰浩 名古屋大学出版会

○6/18 和書 NB2029 教育 初等国語（含書写） 濱千代　いづみ 978-4-757609358 三訂　　漢字ハンドブック 近藤・濱千代 和泉書院
○6/19 和書 NB2030 教育 基礎セミナーⅠ 塩澤　友樹・福田　茂隆 978-4-410-21778-4 体系数学Ⅰ　幾何編四訂版 岡部恒治 数研出版
○ 和書 NB2036 教育 初等生活Ⅰ 柘植　良雄 978-4-491-03464-5 小学校学習指導要領解説　生活編 文部科学省 東洋館出版社

○ 和書 NB2038 教育 英語コミュニケーションⅠ クーレック　マーク 978-4-905426-34-9 Content-Based  English:Global Stories John Spiri Global Storigs Press

○ 和書 NB2047 教育 英語コミュニケーションⅠ クロスビー　ロナルド 978-4-905426-56-1 Around the World Global Storigs Press

○ 和書 NB2049 教養基礎科目 経済学　「やさしい経済のしくみ」 蔵　研也 978　404　6017543 大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる 井堀利宏 KADOKAWA

○ 和書 NB2077 外国語 イギリス研究Ⅰ 四戸 慶介
978-4-
7647-
4000-6

Let`s　Check out the UK! 金星堂

○ 和書 NB2109 教育 知的障害者の教育Ⅰ 松本　和久 978-4-18-050233-2 新訂２版特別支援学級はじめの一歩　まずは押さえたい100のポイント 坂本裕　編者 明治図書
○ 和書 NB2111 教育 知的障害者の教育Ⅰ 松本　和久 978-4-304-04230-0 特別支援学校　学習指導要領解説　　各教科編　(小学部・中学部） 文部科学省 開隆堂
○ 和書 NB2112 教育 知的障害者の教育Ⅰ 松本　和久 978-4-304-04231-7 特別支援学校教育要領　学習指導要領解説　　自立活動編（幼稚部・小学部・中学部） 文部科学省 開隆堂
○6/19 和書 NB2114 教育 心理学的支援法 野村　香代 44144　1640X 心理学的支援法 末武康弘 誠信書房
○6/19 和書 NB2119 教育 道徳教育の指導法（小・中） 龍崎　忠 978-4-908255-35-9 小学校学習指導要領解説　特別の教科道徳編 廣済堂あかつき
○ 和書 NB2125 教育 初等教科教育法（算数） 塩澤　友樹・林　茂男 4 536 590 102 小学校学習指導要領解説　算数編　H29告示 日本文教出版
○ 和書 NB2141 教育 初等教科教育法　（社会） 須本　良雄 4536　5900　99 小学校学習指導要領解説　社会編 日本文教出版

○ 和書 NB2178 外国語 日本語演習 大塚　容子
978-4-
469-
21362-1

（アクティブラーニング対応）日本語を分析
するレッスン

野田尚史・野田春
美 大修館書店

○ 和書 NB2179 外国語 日本語学入門 濱中　誠 9784874
242841 やさしい日本語のしくみ 庵功雄　　他 くろしお出版

○ 和書 NB2186 外国語 英文法教育研究Ⅰ 伊佐地　恒久
978-4-
469-
34294-9

ジーニアス総合英語 大修館書店

○ 和書 NB2187 外国語 英文法教育研究Ⅰ 伊佐地　恒久
978-4-
385-
26107-2

チャンクで英単語：Standard 三省堂

○ 和書 NB2189 外国語 言語学入門 徳永　辰通
978-4-
327-
40138-2

言語学入門 佐久間淳一　　他 研究社
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○ 和書 NB2191 外国語 中国語コミュニケーションA 李　嘉
978-4-
7647-
0711-5

準中級　中国語・会話編 金星堂

○ 和書 NB2204 教育 幼児理解 水谷　亜由美 978-4-623-05962-1 最新保育講座３　子ども理解と援助 髙嶋景子・砂上史
子 ミネルヴァ書房

○6/11更新 和書 NB2208 教育 中等教科教育法Ⅳ（保健体育） 稲垣　良介 978-4-7620-2864-9 中学校・高校の体育授業づくり入門　第二版 鈴木秀人 学文社
○ 和書 NB2210 教育 保育内容総論 西川　正晃　 978-4-89347-143-7 新保育内容総論 阿部和子 萠文書林
○ 和書 NB2213 教育 教育課程論（幼・小・中・高） 龍崎　忠 978-4-491-03461-4 小学校学習指導要領解説　総則編 文部科学省 東洋館出版社

○ 和書 NB2219 教育 相談援助 真鍋　顕久 978-4　7620-2703-1 保育士のための相談援助 成清美治・真鍋顕
久 学文社

○ 和書 NB2221 教育 初等教科教育法（生活） 柘植　良雄 978-4-491-03503-1 生活科で子どもは何を学ぶか 須本良夫 東洋館出版社
○ 和書 NB2231 教育 学校図書館メディアの構成 櫻木　貴子 978-4-88367-252-3 （司書教諭テキストシリーズⅡ…2）学校図書館メディアの構成 小田光宏 樹村房

○ 和書 NB2274 外国語 英文読解Ⅴ 武井　寛
978-4-
7919-
3128-6

American in Motion Gary　Dendo 成美堂

○ 和書 NB2276 外国語 メディアの中国語 矢野　賀子
978-4-
560-
06937-0

知っておきたい中国事情(改訂版） 白水社

○6/5更新 和書 NB2283 外国語 教育課程論 冨田　福代
978-4-
8278-
1567-2

高等学校学習指導要領 東山書房

○6/5更新 和書 NB2302 教育 発達アセスメント 野村　香代 978　4　491031134 特別支援教育に生きる心理アセスメントの基礎知識 滝吉美知香・名古屋
恒彦 東洋館出版社

○6/19 和書 NB2303 教育 幼児教育学 西川　正晃 978-4-86015-469-1 ０歳児から主体性を育む保育のQ&A 西川正晃　　他 みらい

○ 和書 NB2430 看護 社会福祉概論 真鍋　顕久
978-4
86015
496　7

看護職をめざす人の社会保障と社会福祉
第３版 守本とも子 (株)みらい

○ 和書 NB2434 看護 養護概説 西田　倫子
978-
4827815
443

養護教諭のための養護学概論 東山書房

○ 和書 NB2461 看護 救急看護 大久保　仁司
978-4-
260-
03254-4

救急看護学 山勢博彰 医学書院

○ 洋書 NB2515 教育 Presentation Skills クロスビー　ロナルド 978-02307　26017 Speaking of Speech Macmillan

○ 洋書 NB2532 外国語 Essay Writing Ⅰ テイラー　クレア　他7名

978-0-
19-
460106-
1

Inside Writing Intro Walton Bums Oxford
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○6/5更新 洋書 NB2533 外国語 英語文学Ⅱ 四戸　慶介 9781405
862400 David Copper field Level 3 Charles

Dickens Pearson

○ 洋書 NB2544 外国語 Essay Writing Ⅲ テイラー　クレア　他2名

978-0-
19-
460116-
0

Inside Writhing 1 Arline Burgmeier
他 Oxford

○ 和書 NB2777 外国語 応用言語学Ⅰ 徳永　辰通

978-4-
00-
430540-
3

日本語ウォッチング　　（岩波新書） 井上史雄 岩波書店
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