
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年4月13日

西九州大学短期大学部　学生の皆様へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸善雄松堂株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学術情報ソリューション事業部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡営業部

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年前期教科書販売・受け渡し方法の変更に関するご案内

前略
今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、4月15日からの教科書は大学での販売でなく、配送にて
対応させていただくこととなりましたのでご了承ください。つきましては、教科書の申込・受け取り方法を下記のとおりご案内申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草々

　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1. ご注文
・ 注文書に必要事項を記入して、FAX、メール、郵送にて、下記へお送りください。
・ 記入内容に漏れがあった場合、発送できません。学籍番号・お名前・電話番号・住所は番地・棟・部屋番号など記入漏れ、間違いのないよ
うご記入ください。

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
〒815-0031　福岡市南区清水町2丁目15番11号
丸善雄松堂（株）九州支店　福岡営業部
　　TEL: 092-561-1831   　FAX: 092-561-1854
　　e-mail：FCSC@maruzen.co.jp
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

2. お届け
・ お申込みより、約1～２週間後の到着予定となります。
・ 佐川急便のeコレクト（代金引換サービス）にてお届けいたします。
・ 配達時に、教科書代金と送料及び代引手数料の500円を、現金でお支払いください。

3. 注意事項
・ ご注文の後のキャンセル・返品はできません。
・ 注文書の購入ご希望の教科書右側の購入欄に〇印を記入下さい。お間違いのないよう記載をお願いいたします。
・ 品切れの教科書が発生した場合に希望される対応を選び、チェックボックスにチェックをお願いします。
・ お問い合わせは、上記へお願いいたします。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



学科 授業科目 先生名 教科書名 販売価格 N0 備考

あすなろう 春原　淑雄 スタディスキルズ・トレーニング 改訂版 1,260 1

情報リテラシーⅠ 石橋　良亮 30時間でマスターWord & Excel 2016 1,000 2

保育原理 春原　淑雄 最新　保育原理 2,490 3

教育総論 春原　淑雄 いまがわかる教育原理(シリーズ知のゆりかご） 2,200 4
保育内容（音楽表現）の理論
と方法

野口　美乃里 改訂 幼児のための音楽教育 幼稚園教諭・保育士養成課程 2,090 5
保育内容（音楽表現）の理論
と方法

野口　美乃里
新・たのしい子どものうたあそび 現場で活かせる保育実践 第２
版 2,300 6

保育内容（リズム表現）の理論
と方法

米倉　慶子 子どもに学ぶ 1,000 7
保育内容（造形表現）の理論
と方法）

牛丸　和人 保育をひらく造形表現 第2版 2,410 8

図画工作 牛丸　和人 ユーキャンの製作・造形なんでも大百科 2,830 9

発達心理学 川邊　浩史 新　乳幼児発達心理学 2,200 10

子ども家庭福祉 占部　尊士 新　基本保育シリーズ３　子ども家庭福祉 2,090 11

乳児保育Ⅰ/乳児保育Ⅱ 丹羽　ヤエ子 健やかな育ちを支える乳児保育I・II 2,510 12
保育内容（環境）の理論と方
法

福元　芳子 体験する・調べる・考える　領域「環境」〈第２版〉 2,090 13

ピアノⅠ 中島　加奈 保育士・幼稚園教諭・小学校教諭養成のためのピアノテキスト 2,510 14
保育内容（人間関係）の理論
と方法

井上　聖子 子どもと社会の未来を拓く-保育内容-人間関係 2,090 15

子どもの保健 緒方　悦子 子どもの保健テキスト 2,090 16
保育内容（健康）の理論と方
法

西田　明史 子どもの元気を取り戻す保育内容「健康」 2,090 17

総合英語（初級） 福元　健志 大学生の英語入門改訂新版　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐｒｉｍｅｒ 1,990 18

社会福祉 占部　尊士 新　基本保育シリーズ４　社会福祉 2,090 19

保育実習指導Ⅰ/教育実習指導 大村　綾 実習の日誌と指導案サポートブック 1,470 20

保育実習指導Ⅰ 大村　綾 保育所保育指針解説<平成30年3月> 340 21

保育実習指導 大村　綾 幼稚園教育要領解説<平成30年3月> 260 22

22冊 41,400
＜選択科目＞

学科 授業科目 先生名 教科書名 販売価格 N0 注文欄：○

生命科学 平田　孝治 生命とは何か 2,090 88

レクリエーション概論 鶴　和也
楽しさをとおした心の元気づくり～レクリエーション支援の理論と
方法～ 1,890 89

日本国憲法 真子　靖弘 目で見る憲法 第5版 1,680 90

英会話II Eric　Raschke Passport: Level 1 : Student Book with CD 2nd ed. 2,750 91

下記必要事項を記入して、注文欄に○印をご記入の上申し込み下さい。

住所

郵便番号(                      )

学籍番号　　　　　　　　　　　

電話番号：

2020年前期

合計冊数　　　　　　冊
教科書代金￥　　　　　　　　　　　　     ＋送料（500円）　合計金額　￥

丸善雄松堂（株）九州支店　担当　渡　電話092-561-1831

*品切れタイトルが発生した場合 （☐　キャンセルする　・　☐　揃ってから出荷　・　□　別送を希望する　）

2020年度　西九州大学短期大学部　幼児保育学科1年生　教科書一覧

幼
児
保
育
学
科
1
年
生

全
学
科

フリガナ

お名前



学科 授業科目 先生名 教科書名 販売価格 N0 備考

あすなろう 春原　淑雄 スタディスキルズ・トレーニング 改訂版 1,260 31
情報リテラシーⅠ/情報リテラ
シーⅡ

高元　宗一郎 30時間でマスターWord & Excel 2016 1,000 32

生化学 平田　孝治 Nブックス　生化学の基礎 2,510 33

基礎栄養学 平田　孝治 基礎栄養学　第2版(エスカベーシック) 2,000 34

食品学Ⅰ 田中　知恵
食べ物と健康Ⅰ第2版 食品成分を理解するための基礎(はじめ
て学ぶ健康・栄養系教科書シリーズ 3) 2,090 35

食品学Ⅱ 田中　知恵
食べ物と健康Ⅱ第2版(はじめて学ぶ健康・栄養系教科書シ
リーズ　4) 2,200 36

食品衛生学 田中　知恵 食品衛生学(はじめて学ぶ健康・栄養系教科書シリーズ　11) 2,090 37

調理学 西岡　征子 NEW基礎調理学 2,300 38

調理実習
西岡　征子/
武富　和美

日本食品成分表<2020> 1,360 39

栄養指導論Ⅰ 西岡　征子 Nブック　改訂栄養指導論 2,300 40

健康福祉概論 村岡　早苗 図説　国民衛生の動向　2019-2020　厚生労働統計協会 1,670 41

解剖生理学 岸川　由紀 栄養科学イラストレイテッド　解剖生理学 3,040 42

病態生理学 久本　弥生 イラスト人体の構造と機能および疾病の成り立ち第3版 3,980 43

運動生理学 久富　守 運動生理学（人体の構造と機能）第２版 2,720 44

給食経営管理論 武富　和美 エッセンシャル給食経営管理論 第4版 3,240 45

公衆衛生学 小副川　まち子 公衆衛生学　2019/2020 2,620 46

16冊 36,380
＜選択科目＞

学科 授業科目 先生名 教科書名 販売価格 N0 注文欄：○

韓国語 文　芝瑛 最新チャレンジ！韓国語
2,410 85

ホスピタリティ概論 橋本　由美子 ホスピタリティ　サービスの原点
1,500 86

英会話Ⅰ Eric　Raschke Passport: Level 1 : Student Book with CD 2nd ed.
2,750 87

英会話Ⅱ Eric　Raschke Passport: Level 1 : Student Book with CD 2nd ed.
2,750 91

生命科学 平田　孝治 生命とは何か
2,090 88

レクリエーション概論 鶴　和也
楽しさをとおした心の元気づくり～レクリエーション支援の理論と
方法～ 1,890 89

日本国憲法 真子　靖弘 目で見る憲法 第5版
1,680 90

下記必要事項を記入して、注文欄に○印をご記入の上申し込み下さい。

住所

郵便番号(                      )

学籍番号　　　　　　　　　　　

電話番号：

2020年前期

合計冊数　　　　　　冊
教科書代金￥　　　　　　　　　　　　     ＋送料（500円）　合計金額　￥

丸善雄松堂（株）九州支店　担当　渡　電話092-561-1831

*品切れタイトルが発生した場合 （☐　キャンセルする　・　☐　揃ってから出荷　・　□　別送を希望する　）

2020年度　西九州大学短期大学部 食健康ｺｰｽ　1年生　教科書一覧

食
健
康
ｺｰ

ｽ
　
1
年
生

全
学
科

フリガナ

お名前



教科書No.51～68の18冊はご自宅へお送り致します。
学科 授業科目 先生名 教科書名 販売価格 N0 備考

あすなろう 春原　淑雄 スタディスキルズ・トレーニング 改訂版 1,260 51
情報リテラシーⅠ/情報リテラ
シーⅡ

高元　宗一郎 30時間でマスターWord & Excel 2016 1,000 52

コミュニケーション技術B 竹田　壽和 点訳のてびき 第4版 1,470 53

コミュニケーション技術B 香田　佳子 手話を学ぼう手話で話そう～手話奉仕員養成テキスト～ 3,140 54
介護総合演習Ⅰ/介護総合演習
Ⅱ

馬場　由美子 介護実習で困らないためのQ＆A 1,890 55

レクリエーション活動援助法Ⅰ 鍋島　恵美子
お年寄りとコミュニケーションが深まる!楽しく盛り上がるレクリ
エーション100 1,890 56

人間関係とコミュニケーション/人
間の尊厳と自立

鍋島恵美子/占部
尊士

最新介護福祉士養成講座<1> 人間の理解 2,300 57

社会の理解I 占部　尊士 最新介護福祉士養成講座<2> 社会の理解 2,300 58
介護の基本IA/介護の基本IB/
介護の基本ⅡA

立川　かおり/
馬場　由美子

最新介護福祉士養成講座<3> 介護の基本 2,300 59

コミュニケーション技術A 立川　かおり 最新介護福祉士養成講座<5> コミュニケーション技術 2,300 60
生活支援技術A/生活支援技術
B

鶴　和也/
馬場　由美子

最新介護福祉士養成講座<6> 生活支援技術Ⅰ 2,300 61
生活支援技術A/生活支援技術
C

鶴　和也/
馬場　由美子

最新介護福祉士養成講座<7> 生活支援技術Ⅱ 2,300 62
介護過程Ⅰ/介護過程Ⅱ/介護
過程Ⅳ

馬場　由美子/
鍋島　恵美子

最新介護福祉士養成講座<9> 介護過程 2,300 63
介護総合演習Ⅰ/介護総合演習
Ⅱ

馬場由美子 最新介護福祉士養成講座<10> 介護総合演習・介護実習 2,300 64
こころとからだのしくみⅠ/
こころとからだのしくみⅡ

吉村　浩美 最新介護福祉士養成講座<11> こころとからだのしくみ 2,720 65
発達と老化の理解Ⅰ/
発達と老化の理解Ⅱ

高尾　兼利/
吉村　浩美

最新介護福祉士養成講座<12> 発達と老化の理解 2,300 66

認知症の理解Ⅰ 鶴　和也 最新介護福祉士養成講座<13> 認知症の理解 2,300 67

障害の理解I 占部　尊士 最新介護福祉士養成講座<14> 障害の理解 2,300 68

18冊 38,670
＜選択科目＞

学科 授業科目 先生名 教科書名 販売価格 N0 購入は○

韓国語 文　芝瑛 最新チャレンジ！韓国語 2,410 85

ホスピタリティ概論 橋本　由美子 ホスピタリティ　サービスの原点 1,500 86

英会話Ⅰ Eric　Raschke Passport: Level 1 : Student Book with CD 2nd ed. 2,750 87

英会話Ⅱ Eric　Raschke Passport: Level 1 : Student Book with CD 2nd ed. 2,750 91

生命科学 平田　孝治 生命とは何か 2,090 88

レクリエーション概論 鶴　和也
楽しさをとおした心の元気づくり～レクリエーション支援の理論と
方法～ 1,890 89

日本国憲法 真子　靖弘 目で見る憲法 第5版 1,680 90

日本語　Ⅰ 浅岡　高子 TRY!日本語能力試験N3 文法から伸ばす 改定版 1,780 92

日本語　Ⅱ 浅岡　高子 漢字マスターN3～日本語能力試験N3レベル～ 1,890 93
下記必要事項を記入して、注文欄に○印をご記入の上申し込み下さい。

住所

郵便番号(                      )

学籍番号　　　　　　　　　　　

電話番号：

2020年前期

合計冊数　　　　　　冊
教科書代金￥　　　　　　　　　　　　     ＋送料（500円）　合計金額　￥

丸善雄松堂（株）九州支店　担当　渡　電話092-561-1831

*品切れタイトルが発生した場合 （☐　キャンセルする　・　☐　揃ってから出荷　・　□　別送を希望する　）

2020年度　西九州大学短期大学部 介護福祉コース　1年生　教科書一覧

介
護
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ー
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全
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科

フリガナ

お名前



下記必要事項を記入して、注文欄に○印をご記入の上申し込み下さい。

住所

郵便番号(                      )

学籍番号　　　　　　　　　　　

電話番号：

2020年前期

合計冊数　　　　　　冊
教科書代金￥　　　　　　　　　　　　     ＋送料（500円）　合計金額　￥

丸善雄松堂（株）九州支店　担当　渡　電話092-561-1831

学科 授業科目 先生名 教科書名 販売価格 N0 備考

あすなろう 春原　淑雄 スタディスキルズ・トレーニング 改訂版
1,260 81

情報リテラシーⅠ/情報リテラ
シーⅡ

高元　宗一郎 30時間でマスターWord & Excel 2016
1,000 82

プレゼンテーション概論 平田　孝治 よくわかる　自信がつくプレゼンテーション　改訂版
1,890 83

プレゼンテーション演習 福元　健志 よくわかるMicrosoft PowerPoint 2016<基礎>
2,090 84

4冊 6,240
＜選択科目＞

学科 授業科目 先生名 教科書名 販売価格 N0 購入は○

韓国語 文　芝瑛 最新チャレンジ！韓国語
2,410 85

ホスピタリティ概論 橋本　由美子 ホスピタリティ　サービスの原点
1,500 86

英会話Ⅰ Eric　Raschke Passport: Level 1 : Student Book with CD 2nd ed.
2,750 87

英会話Ⅱ Eric　Raschke Passport: Level 1 : Student Book with CD 2nd ed.
2,750 91

生命科学 平田　孝治 生命とは何か
2,090 88

レクリエーション概論 鶴　和也
楽しさをとおした心の元気づくり～レクリエーション支援の理論と
方法～ 1,890 89

日本国憲法 真子　靖弘 目で見る憲法 第5版
1,680 90

日本語　Ⅰ 浅岡　高子 TRY!日本語能力試験N3 文法から伸ばす 改定版
1,780 92

日本語　Ⅱ 浅岡　高子 漢字マスターN3～日本語能力試験N3レベル～
1,890 93

多
文
化
コ
ー

ス
1
年
生

2020年度　西九州大学短期大学部 多文化コース1年生　教科書一覧

フリガナ

お名前

*品切れタイトルが発生した場合 （☐　キャンセルする　・　☐　揃ってから出荷　・　□　別送を希望する　）

多
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化
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ー

ス
1
年
生


