
※購入価格は本体価格×0.95（５％組合員割引）×1.1（消費税）となります。

今回は送付対応のため、５％組合員割引一律適用（※組合員でない方は購入後お早めに、組合員加入の手続きをお願いします。）

※購入を希望される科目のチェックボックスに○印を入れてください。
※実際の合計購入金額は、記載されています割引後税込価格の合計とは違ってくる場合があります。
※乱丁・落丁以外の返品、交換はできませんのでご注意下さい。

●選択科目
教科書NO. 期 講義名 クラス 教官名 テキスト名 本体価格 割引後税込価格 ○印

N001 前期 Reading and Discussion 1 選択 渡部　佐代子

NorthStar Reading and Writing 2
Student Book with Mobile App &
Resources  by  Natasha Haugnes,
Beth Maher,   （5th Edition、Pearson)

3,300 3,448

N001 前期 Reading and Discussion 1 選択 塩田　勝彦

NorthStar Reading and Writing 2
Student Book with Mobile App &
Resources  by  Natasha Haugnes,
Beth Maher,   （5th Edition、Pearson)

3,300 上記と同じ

N001 前期 Reading and Discussion 1 選択 松元　豊子

NorthStar Reading and Writing 2
Student Book with Mobile App &
Resources  by  Natasha Haugnes,
Beth Maher,   （5th Edition、Pearson)

3,300 上記と同じ

N001 前期 Reading and Discussion 1 選択 平敷　亮子

NorthStar Reading and Writing 2
Student Book with Mobile App &
Resources  by  Natasha Haugnes,
Beth Maher,   （5th Edition、Pearson)

3,300 上記と同じ

N002 前期 Listening and Speaking 1 選択 大田垣　裕子

NorthStar Listening and Speaking 2
Student Book with Mobile App &
Resources by Laurie Frazier（5th
Edition、Pearson)

3,300 3,448

N002 前期 Listening and Speaking 1 選択 尾田　知子

NorthStar Listening and Speaking 2
Student Book with Mobile App &
Resources by Laurie Frazier（5th
Edition、Pearson)

3,300 上記と同じ

N002 前期 Listening and Speaking 1 選択 尾田　知子

NorthStar Listening and Speaking 2
Student Book with Mobile App &
Resources by Laurie Frazier（5th
Edition、Pearson)

3,300 上記と同じ

N002 前期 Listening and Speaking 1 選択 尾田　知子

NorthStar Listening and Speaking 2
Student Book with Mobile App &
Resources by Laurie Frazier（5th
Edition、Pearson)

3,300 上記と同じ

N003 前期 Writing 1 選択 木津　久美子
Ready to Write 2 by Karen Blanchard
& Christine Root、(Pearson）

2,790 2,916

N003 前期 Writing 1 選択 木津　久美子
Ready to Write 2 by Karen Blanchard
& Christine Root、(Pearson）

2,790 上記と同じ

N003 前期 Writing 1 選択 平敷　亮子
Ready to Write 2 by Karen Blanchard
& Christine Root、(Pearson）

2,790 上記と同じ

N003 前期 Writing 1 選択 松元　豊子
Ready to Write 2 by Karen Blanchard
& Christine Root、(Pearson）

2,790 上記と同じ

N004
夏季
集中

日本国憲法（教職課程） 選択 湯田 拓史 樋口陽一　『六訂　憲法入門』　勁草書房 1,800 1,881

●必修科目
教科書NO. 期 講義名 クラス 教官名 テキスト名 本体価格 割引後税込価格 ○印

N005 前期
基礎ゼミナール１ （Basic
Seminar）

必修 小西　美和子
南田勝也・矢田部圭介・山下玲子著『ゼミで学
ぶスタディスキル』第３版（北樹出版、2017） 1,900 1,985

N006 前期
看護学概論 （Concepts
and Perspectives in
Nursing）

必修 小野　博史
系統看護学講座 看護学概論 医学書
院

2,400 2,508

N007 前期
生活援助論 （Foundation
for Nursing Practice:
Theory）

必修 小西　美和子
任和子：系統看護学講座専門Ⅰ　基
礎看護技術Ⅱ　基礎看護学③、第17
版、医学書院、2020

2,900 3,030

N008 前期
生活援助論 （Foundation
for Nursing Practice:
Theory）

必修 小西　美和子
藤野彰子、長谷部佳子編著：看護技
術ベーシックス、第2版、サイオ出版、
2019

4,800 5,016

N009 前期
生活援助論 （Foundation
for Nursing Practice:
Theory）

必修 小西　美和子
茂野香おる：系統看護学講座専門分
野Ⅰ　基礎看護技術Ⅰ　基礎看護学
②、第17版、医学書院、2020

2,600 2,717

N010 前期
形態機能学Ⅰ （Anatomy
and Physiology in Nursing
I）

必修 谷田 恵子
「ナーシング・グラフィカ 人体の構造と
機能(1) 解剖生理学」 林正健二(編)，
メディカ出版

4,800 5,016

N011 前期
形態機能学Ⅰ （Anatomy
and Physiology in Nursing
I）

必修 谷田 恵子
「カラー人体解剖学－構造と機能：ミク
ロからマクロまで」 Martini, F., et
al.,(著)，井上貴央（監訳），西村書店

7,800 8,151

27,200 28,423

★必修科目合計： ¥28,423 円(割引後税込価格)

2020年度　看護学部１年生前期テキスト購入表



※購入価格は本体価格×0.95（５％組合員割引）×1.1（消費税）となります。

今回は送付対応のため、５％組合員割引一律適用（※組合員でない方は購入後お早めに、組合員加入の手続きをお願いします。）

※購入を希望される科目のチェックボックスに○印を入れてください。

※実際の合計購入金額は、記載されています割引後税込価格の合計とは違ってくる場合があります。
※乱丁・落丁以外の返品、交換はできませんのでご注意下さい。

●選択科目
教科書NO. 期 講義名 クラス 教官名 テキスト名 本体価格 割引後税込価格 ○印

N012 前期
上級リーディング （Advanced
Reading）（全学共通科目）

選択 大田垣　裕子
Richard Carpenter et all, Delightful Topics for
Reading and Writing,Shohakusha

1,900 1,949

N013 前期
体力科学論 （Health Fitness
and Exercise Science）

選択 柴田 真志 健康づくりのための運動の科学（化学同人） 2,400 2,462

●必修科目
教科書NO. 期 講義名 クラス 教官名 テキスト名 本体価格 割引後税込価格 ○印

N014 前期 情報科学論 必修 片山 貴文
やさしい保健統計学 (改定第5版)、縣 俊彦
(著)、南江堂

1,800 1,881

N015 前期 薬理学 （Pharmacology） 必修 岩川 精吾 はじめの一歩のイラスト薬理学　第2版 羊土社 2,900 3,030

前期
生活援助論演習Ⅱ （Foundation
Care Practice II）

必修 小西　美和子
任和子：系統看護学講座専門Ⅰ　基礎看護技
術Ⅱ　基礎看護学③、医学書院、2016

１年前期
購入済み

前期
生活援助論演習Ⅱ （Foundation
Care Practice II）

必修 小西　美和子
茂野香おる：系統看護学講座専門分野Ⅰ　基
礎看護技術Ⅰ　基礎看護学②、第16版、医学
書院、2018|

１年前期
購入済み

前期
生活援助論演習Ⅱ （Foundation
Care Practice II）

必修 小西　美和子
藤野彰子、長谷部佳子編著：看護技術ベー
シックス、第2版、サイオ出版、2019

１年前期
購入済み

N016 前期
高齢者発達・生活看護論
（Gerontological Nursing -
Theory 1）

必修 高見　美保
最新 老年看護学　第3版、日本看護協会出版
会、2020年版 3,800 3,971

N017 前期
精神健康看護論 （Mental
Health Nursing）

必修 川田　美和
武井麻子　江口重幸　末安民生他；《系統看護
学講座　専門分野Ⅱ》　精神看護学[1]　精神
看護の基礎（第５版）,医学書院 2017

2,200 2,299

N018 前期
精神健康看護論 （Mental
Health Nursing）

必修 川田　美和
武井麻子　末安民生　小宮敬子他；《系統看護
学講座　専門分野Ⅱ》　精神看護学[2]　精神
看護の展開（第５版）,医学書院 2017

2,300 2,403

N019 前期
在宅看護論 （Home Care
Nursing）

必修 大野　かおり
秋山　正子他：≪系統看護学講座 統合分野≫
在宅看護論，医学書院，2017

2,600 2,717

前期
治療看護論演習 （Therapeutic
Nursing Lab）

必修 川崎 優子
治療看護学講座著：2020年度治療看護論演習
TEXT BOOK（非売品）

非売品

N020 前期
代謝機能学Ⅱ
（Physiology/Metabolism, in
Nursing II）

必修 築田 誠
ナーシング・グラフィカ 疾病の成り立ち④臨床
栄養学 メディカ出版 2,800 2,926

N021 前期
感染免疫学 （Nursing
Immunology and Microbiology）

必修 築田 誠
わかる身につく！病原体・感染・免疫 改訂3版
南山堂

2,800 2,926

N022 前期 看護病態学 必修 上村 浩一  なるほどなっとく病理学 改訂2版（南山堂） 2,200 2,299
N023 前期 看護病態学 必修 上村 浩一 看護のための臨床病態学（南山堂） 8,800 9,196

N024 前期 コミュニティ・公衆衛生看護概論 必修 牛尾 裕子
牛尾裕子・佐藤紀子・田村須賀子：ワークブッ
ク地域公衆衛生看護活動事例演習（クオリティ
ケア）

2,600 2,717

N025 前期 コミュニティ・公衆衛生看護概論 必修 牛尾 裕子
宮崎美砂子・北山三津子・春山早苗・田村須賀
子編:最新公衆衛生看護学総論　最新版（日本
看護協会出版会）

4,700 4,911

39,500 41,276

★必修科目合計： ¥41,276 円(割引後税込価格)

2020年度　看護学部２年生前期テキスト購入表



※購入価格は本体価格×0.95（５％組合員割引）×1.1（消費税）となります。

今回は送付対応のため、５％組合員割引一律適用（※組合員でない方は購入後お早めに、組合員加入の手続きをお願いします。）

※購入を希望される科目のチェックボックスに○印を入れてください。

※実際の合計購入金額は、記載されています割引後税込価格の合計とは違ってくる場合があります。
※乱丁・落丁以外の返品、交換はできませんのでご注意下さい。

●選択科目
教科書NO. 期 講義名 クラス 教官名 テキスト名 本体価格 割引後税込価格 ○印

N026 前期
ケア文化論英語演習 （English
Literature for Caring and
Nursing）（専門関連科目）

選択 大田垣　裕子

 Oliver Sacks' Awakenings―Understanding
Medical Issues: AFocus on Critical Thinking
(『レナードの朝』で学ぶ医療問題とクリティカ
ル・シンキング』）南雲堂

1,900 1,985

N027
夏季
集中

学校保健 選択 古川　惠美
「新訂版 学校保健実務必携　第5次改訂版」
学校保健・安全実務研究会編著　第一法規 4,000 4,180

●必修科目
教科書NO. 期 講義名 クラス 教官名 テキスト名 本体価格 割引後税込価格 ○印

N028 前期
疾病論（女性医学） （Clinical
Medicine (Obstetrics and
Gynecology)）

必修 山崎 峰夫
病気がみえるvol. 9婦人科・乳腺外科第4版、
MEDIC MEDIA　平成30年10月発行 3,300 3,448

N029 前期
疾病論（女性医学） （Clinical
Medicine (Obstetrics and
Gynecology)）

必修 山崎 峰夫
病気がみえるvol. 10産科第4版、MEDIC
MEDIA 　平成30年10月発行 3,600 3,762

N030 前期 保健医療福祉論 必修 上村 浩一
標準保健師講座別巻１　保険医療福祉行政論
第4版（医学書院）

3,000 3,135

N031 前期
疾病論（小児科学） （Clinical
Medicine (Pediatrics)）

必修 田中 亮二郎
白木和夫，高田哲 編：ナースとコメディカルの
ための小児科学，日本小児医事 出版
使用する箇所…総論（1～10）

3,800 3,971

N032 前期
成人健康看護論（慢性） （Adult
Health Nursing (Chronic)）

必修 森 菊子
鈴木志津枝　他編集：成人看護学　慢性期看
護論　第3版,　ヌーヴェルヒロカワ

2,600 2,717

前期
高齢者健康看護論
（Gerontological Nursing -
Theory 2）

必修 中筋 美子
最新　老年看護学　第3版　水谷信子監修
日本看護協会出版会

２年前期
購入済み

前期
小児健康看護論 （Child Health
Nursing）

必修 本田　順子
中野綾美編 ：小児看護学①小児の発達と看
護、ナーシング・グラフィカ

２年後期
購入済み

前期
小児健康看護論 （Child Health
Nursing）

必修 本田　順子
中野綾美編：小児看護学②小児看護技術、
ナーシング・グラフィカ

２年後期
購入済み

前期
小児健康看護論 （Child Health
Nursing）

必修 本田　順子
白木和夫・高田哲編：ナースとコメディカルのた
めの小児科学、日本小児医事出版社

疾病論
（小児科学）
と同じ

N033 前期
精神障害看護論 （Psychiatric
Nursing）

必修 西池　絵衣子
武井麻子　末安民生　小宮敬子他；≪系統看
護学講座 専門分野Ⅱ≫精神看護学[2]精神看
護の展開(第5版) 　医学書院　2017

2,300 2,403

前期 母性健康看護論 必修 能町　しのぶ
森恵美ら、系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母
性看護学２ 　母性看護学各論　第13版、医学
書院、2016

2年後期
購入済み

N034 前期
在宅援助技術論 （Home Care
Nursing Methods）

必修 大村 佳代子
臺 有桂，石田 千絵，山下 留理子編：在宅看
護論② 在宅療養を支える技術，メディカ出版，
2018

2,800 2,926

N035 前期
看護組織論 （Organizational
Theory in Nursing）

必修 撫養　真紀子
吉田千文，志田京子，手島恵，武村雪絵編者：
ナーシンググラフィカ看護の統合と実践①看護
管理，メディカ出版，2018

2,800 2,926

前期
コミュニティ・公衆衛生看護活動
論

必修 牛尾 裕子
最新　公衆衛生看護学　第2版　総論（日本看
護協会出版会）（2年次購入済み）

２年前期
購入済み

N036 前期
コミュニティ・公衆衛生看護活動
論

必修 牛尾 裕子
最新　公衆衛生看護学　第2版　各論１（日本
看護協会出版会）

4,900 5,120

N037 前期
コミュニティ・公衆衛生看護活動
論

必修 牛尾 裕子 最新 公衆衛生看護学　各論2 3,700 3,866

N038 前期 看護研究 （Nursing Research） 必修 坂下 玲子
坂下玲子、宮芝智子、小野博史：看護研究、医
学書院、2016 2,400 2,508

35,200 36,782

★必修科目合計： ¥36,782 円(割引後税込価格)

2020年度　看護学部３年生前期テキスト購入表



※購入価格は本体価格×0.95（５％組合員割引）×1.1（消費税）となります。

今回は送付対応のため、５％組合員割引一律適用（※組合員でない方は購入後お早めに、組合員加入の手続きをお願いします。）

※購入を希望される科目のチェックボックスに○印を入れてください。

※実際の合計購入金額は、記載されています割引後税込価格の合計とは違ってくる場合があります。
※乱丁・落丁以外の返品、交換はできませんのでご注意下さい。

●選択科目
教科書NO. 期 講義名 クラス 教官名 テキスト名 本体価格 割引後税込価格 ○印

前期 総合ゼミ （Synthetic Seminar） 選択 柴田 真志
健康づくり運動のための運動の科学（「体力科
学論」で使用したもの）

２年前期
（「体力科学
論」購入済
み

N039 前期 基礎助産論 選択 岡邑　和子
我部山キヨ子他編　助産学講座１ 「助産学概
論」（第5版）. 医学書院

3,800 3,971

N040 前期 基礎助産論 選択 岡邑　和子
我部山キヨ子他編　助産学講座２ 「母子の基
礎科学」（第5版）. 医学書院

4,300 4,493

N041 前期 基礎助産論 選択 岡邑　和子
我部山キヨ子他編　助産学講座3 「母子の健
康科学」（第5版）. 医学書院

3,800 3,971

N042 前期 基礎助産論 選択 岡邑　和子
我部山キヨ子他編　助産学講座4 「母子の心
理・社会学」（第5版）. 医学書院

3,800 3,971

N043 前期 基礎助産論 選択 岡邑　和子
福井トシ子編:助産師業務要覧Ⅰ基礎編（第3
版）.日本看護協会出版会

2,800 2,926

N044 前期 助産管理 選択 岡邑　和子
我部山キヨ子編:助産学講座9 地域母子保健・
国際母子保健（第５版）.医学書院

3,300 3,448

N045 前期 助産管理 選択 岡邑　和子
我部山キヨ子他編:助産学講座10 助産管理
（第5版）.医学書院

3,200 3,344

前期 助産管理 選択 岡邑　和子
福井トシ子編:助産師業務要覧Ⅰ基礎編（第3
版）.日本看護協会出版会

上記、基礎助
産論と同じ

N046 前期 助産診断技術論演習 選択 岡邑　和子
堀内成子編:助産学講座5 助産診断・技術学Ⅰ
（第5版）. 医学書院

3,800 3,971

N047 前期 助産診断技術論演習 選択 岡邑　和子
我部山キヨ子他編:助産学講座6 助産診断・技
術学Ⅱ（妊娠期）（第5版）. 医学書院

4,800 5,016

N048 前期 助産診断技術論演習 選択 岡邑　和子
我部山キヨ子他編:助産学講座7 「助産診断・
技術学Ⅱ（分娩期・産褥期）（第5版）. 医学書院 4,800 5,016

N049 前期 助産診断技術論演習 選択 岡邑　和子
横尾京子編:助産学講座8 助産診断・技術学Ⅱ
（新生児期・乳幼児期）（第5版）. 医学書院

3,400 3,553

N050 前期 助産診断技術論演習 選択 岡邑　和子
細野茂春:日本版救急蘇生ガイドライン2015に
基づく新生児蘇生法テキスト第3版.メジカル
ビュー社，2016

4,000 4,180

N051 前期 助産診断技術論演習 選択 岡邑　和子
仁志田博司:新生児学入門（第5版）.医学書院，
2018

5,800 6,061

N052 前期 助産診断技術論演習 選択 岡邑　和子
NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協
会編集:母乳育児支援スタンダード（第2版）.医
学書院，2015

4,400 4,598

N053 前期 助産実習 選択 岡邑　和子
武谷雄二他監修：プリンシプル産科婦人科学２
産科編（第3版）.メジカルビュー社，2014

13,000 13,585

前期 助産診断技術論Ⅰ 選択 岡邑　和子
上記、一連の
書籍と同じ

前期 助産診断技術論Ⅱ 選択 岡邑　和子
上記、一連の
書籍と同じ

前期 実践研究 （Practical Study） 必修 小西　美和子
坂下玲子：系統看護学講座　別巻　看護研究、
医学書院、2019

3年前期購
入済み

2020年度　看護学部４年生前期テキスト購入表
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