
開講科目名 クラス名 学年 開講期 担当教員名 著者 書名 出版社 価格(税込)

コンピュータシステムⅠ 1 後期開講 鈴木 隆宏
橋本 洋志, 松永 俊雄, 小林 裕之, 天野 直紀,
中後 大輔 (著)

図解コンピュータ概論　ハードウェア 改訂4版 オーム社 2,750

福祉用具論 1 後期開講 渡辺　崇史 テクノエイド協会編 福祉用具プランナーテキスト
テクノエイド協会/サンワ
(発売)

8,800

相談援助の基盤と専門職Ⅱ 1 後期開講 菱田　一哉/片山　徹 社会福祉士養成講座編集委員会 ソーシャルワークの基盤と専門職 中央法規 3,190

情報数学Ⅰ 1 後期開講 串田　淳一 硲野敏博・加藤芳文 理工系の基礎線形代数学 学術図書出版社 2,200

国際コミュニケーションⅡ 福祉工学科（A) 1 後期開講 若槻　なぎさ Robert Hickling   市川　泰弘 English Booster!
金星堂  ISBN978-4-
7647-4113-3

  

国際コミュニケーションⅡ 福祉工学科（B) 1 後期開講 松波　美熙 Robert Hickling, Misato Usukura English Aid KINSEIDO   

国際コミュニケーションⅡ 福祉工学科（中国語） 1 後期開講 王　秀崙 尹　景春・竹島　毅 中国語はじめの一歩 白水社   

国際コミュニケーションⅡ リハ学科（A) 1 後期開講 森西　香代子 山本厚子、大須賀直子他 English Ace 成美堂   

国際コミュニケーションⅡ リハ学科（B) 1 後期開講 若槻　なぎさ Robert Hickling　　臼倉　美里 English Missions! Basic 金星堂   

国際コミュニケーションⅡ リハ学科（C) 1 後期開講 藤井　良樹 Because We Care: English for Healthcare Professional (2nd Ed) センゲージラーニング   

国際コミュニケーションⅡ リハ学科（D) 1 後期開講 松波　美熙 佐藤臨太郎 Let's Output in Basic English KINSEIDO   

国際コミュニケーションⅡ 介護学専攻（中国語） 1 後期開講 王　秀崙 尹　景春・竹島　毅 中国語はじめの一歩 白水社   

国際コミュニケーションⅡ 福祉工学科（Ｃ) 1 後期開講 森西　香代子 Robert Hickling  臼倉美里 ENGLISH FIRST BASIC 金星堂   

国際コミュニケーションⅣ 介護学専攻（B） 1 後期開講 陳 麗華 尹　景春・竹島　毅　著 中国語　はじめの一歩 白水社   

国際コミュニケーションⅣ 介護学専攻（A） 1 後期開講 藤井　良樹 English Aid KINSEIDO 1,980

基礎数学Ⅱ 情報工学専修クラス 1 後期開講 矢野　秀樹 飯島徹穂編著　岩本悌治・佐々木隆幸著 Ability　大学生の数学リテラシー 共立出版株式会社   

建築材料Ⅱ 2 後期開講 下村　波基 松本進 改訂版　『図説　やさしい建築材料』 学芸出版社 3,080

環境政策論 2 後期開講 坂上 雅治 坂上雅治、栗山浩一 エコシステムサービスの環境価値 晃洋書房 2,420

建築構造力学応用 2 後期開講 下村　波基 浅野 清昭 図説やさしい構造力学 学芸出版社   

建築生産 2 後期開講 加田　文郷 ものづくり研究会 建築生産　ものづくりから見た建築のしくみ 彰国社 2,970

低所得者福祉論 2 後期開講 彦坂　亮
一般社団法人　日本ソーシャルワーク教育学
校連盟　編集

最新　社会福祉士養成講座　4　貧困に対する支援 中央法規出版 2,750

情報セキュリティ 2 後期開講 鈴木 隆宏 菊池浩明，上原哲太郎 ITtext ネットワークセキュリティ　情報処理学会編集 オーム社 3,080

確率統計学演習 情報工学専修 2 後期開講 坂上 雅治 涌井良幸、涌井貞美 実習統計学入門：エクセル演習でぐんぐん力がつく 技術評論社 2,178

建築環境工学 3 後期開講 高井　智代 辻原万規彦 図説　やさしい建築環境 学芸出版社 3,080

福祉サービス組織論 3 後期開講 柏原　正尚 社会福祉士養成講座編集委員会 福祉サービスの組織と経営（第５版） 中央法規 2,750

権利擁護と成年後見制度 3 後期開講 田嶋　順治 山口光治 権利擁護と成年後見制度 新社会福祉士養成課程対応 第３版 みらい 2,530

相談援助の理論と方法Ⅳ 3 後期開講 河端　啓吾 日本ソーシャルワーク教育学校連盟編 ソーシャルワークの基盤と専門職11 中央法規出版株式会社   

環境経済学 3 後期開講 坂上 雅治 村上芽、渡辺珠子 SDGｓ入門 日経文庫 990

環境分析評価演習 3 後期開講 坂上 雅治 寺島拓幸、廣瀬毅士 心理学社会学のためのＳＰＳＳによるデータ分析 東京図書 3,080

組込みプログラミング演習 3 後期開講 渡辺　崇史 高本孝頼 みんなのArduino入門 リックテレコム 2,420

健康情報総合演習Ⅱ 3 後期開講 宮田　美和子 財団法人テクノエイド協会 福祉用具プランナーテキスト 財団法人テクノエイド協会 8,800

福祉用具プランニング演習Ⅰ 3 後期開講 渡辺　崇史 テクノエイド協会編 福祉用具プランナーテキスト テクノエイド協会 8,800

社会保障論Ⅱ 3 後期開講 李　忻 増田雅暢・ 小島克久・ 李忻編著 よくわかる社会保障論 法律文化社 3,190

栄養学 4 後期開講 山本　和恵
文部科学省科学技術・学術審議会資源調査
分科会報告

新食品成分表ＦＯＯＤＳ 東京法令出版 880

医療システム開発演習 1 後期開講 鈴木　康雄 詳細! SwiftUI iPhoneアプリ開発入門ノート [2021] iOS15 + Xcode13対応 ソーテック社 3,080


