
授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

宗教学 高橋 先生 1 世界の神話（岩波ジュニア新書） 岩波書店 891

文学 堀井 先生 2 こころ（新潮文庫） 新潮社 366

（社会系科目）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

社会学 服部 先生 412 改訂　ストレス・スパイラル ジャパン・フォト・プレス 1,188

憲法 石川 先生 3 国民国家と憲法　改訂版 三和書籍 2,079

経済学 大塚 先生 4 実験で学ぶ経済学 創成社 2,574

教育学 佐久間 先生 5 現代教育概論　第５次改訂版 学陽書房 2,376

（理学系科目）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

科学史 江川 先生 6 科学哲学への招待（ちくま学芸文庫） 筑摩書房 1,089

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

言語から見た世界 野田 先生 8 日本語を分析するレッスン 大修館書店 1,485

（社会系科目）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

メディア論 佐幸 先生 10 空間と統治の社会学 青弓社 1,980

ジェンダー論 中村 先生 11 社会学ドリル 新曜社 1,881

労働と労働者の権利 松井 先生 12 労働法（Next教科書シリーズ） 弘文堂 1,980

国際法１ 西川 先生 14 よくわかる国際法 ミネルヴァ書房 2,772

（理学系科目）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

人類の進化 デビット先生 15 人間の本質にせまる科学 東京大学出版会 2,475

（公募制科目群）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

キャリアデザイン 西村 先生 18 多様化する公務員試験 桜門書房 2,178

（国際教養科目群）

（国際日本学）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

Japan in the World1 渡 先生 19 The Japanese Mind Tuttle Pub 1,683

（アカデミック・ライティング）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

落合 先生 17 人類の歩み 文眞堂

ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ１

（日本語）
渡 先生 20 思考を鍛えるレポート論文作成法

慶応義塾大学

出版会
1,188

備考欄

備考欄

令和５年度前学期使用教科書一覧（教科書使用教科のみ掲載）　　　　　　　　　　

Ⅰ総合教育科目

総合Ⅰ群

（人文系科目）

備考欄

宇宙を理解する

総合Ⅲ群

備考欄

2,772

備考欄

少子化・高齢化社会

を生きる
山田 先生 9 社会保障入門　２０２３ 中央法規出版 2,574

総合Ⅱ群

（人文系科目）

備考欄

異文化間

コミュニケーション論
野田 先生 7 多文化社会で多様性を考えるワークブック 研究社 2,178

備考欄

競技プログラミングの鉄則アルゴリズム力

と思考を高める７７の技術
マイナビ出版 3,34616村上 先生

備考欄

備考欄

現代ビジネスと

企業の社会的責任
堀野 先生 13 アプローチ商法 弘文堂 2,772

（キャリア教育科目群）

備考欄

総合研究１～８
人類の歩み

２１世紀の岐路



（日本語教育コース）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

日本語教育学入門 松崎 先生 21 いちばんやさしい日本語教育入門 アスク出版 1,980

日本語教育実習 井上 先生 ２１A みんなの日本語初級Ⅰ第2版　本冊 ｽﾘｰｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ 2,475

基礎教育科目

（健康スポーツ教育科目）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

健康・ｽﾎﾟｰﾂ教育論 担当者全員 22 大学生のための最新健康・スポーツ科学 八千代出版 2,228

（コンピュータ科目）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

情報リテラシー 担当者全員 23 デジタル情報の活用と技術 共立出版 2,178

24 データ処理の手法と考え方 共立出版 2,178

24A 解きながら学ぶ統計学超入門 技術評論社 2,673

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

備考欄

小林 先生 25 Ipｖ６ネットワーク構築実習 共立出版 2,376
次世代情報基盤

　　　構築基礎

データ処理基礎 担当者全員

備考欄



外国語教育科目

（英語）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

アボット先生 40 Breakthrou Plus ２ 2nd Edition Macmillan 3,109

ｱﾝﾀﾞｰｳｯﾄﾞ先生 26 Keynote 1 Student Book ｾﾝｹﾞｰｼﾞラーニング 3,218

ウィーバー先生 27 Key Questions 播磨書院 2,178

オルダー先生 28 Communication Strategies１ ｾﾝｹﾞｰｼﾞラーニング 3,425

シュルツ先生 38 Interchange２　５th Edition ケンブリッジ 3,218

30 Communication Spotlight Pre-Intermediate ABAX 2,693

31 X-Reading　One Year Access シェーン 2,500

スピガニシー先生 32 Interchange１　５th Edition ケンブリッジ 3,218

ソーントン先生 33 SPEAKOUT　Pre-Intermediate Peason 3,475

30 Communication Spotlight Pre-Intermediate ABAX 2,693

31 X-Reading　One Year Access シェーン 2,500

トパー先生 34 Weaving It Together ２ National Geographic 3,574

ﾄﾞｩｲｯﾁ先生 35 Fifty-Fifty 1 Peason 3,099

ハッセイ先生 37 Breakthrou Plus 1 　2nd Edition Macmillan 3,109

ハーディー先生 38 Interchange２　５th Edition ケンブリッジ 3,218

ハードランド先生 39 read write speak listen 2,200

バーンズ先生 40 Breakthrou Plus ２ 2nd Edition Macmillan 3,109

パワー先生 32 Interchange１　５th Edition ケンブリッジ 3,218

バンビ先生 40A Working  in Japan ｾﾝｹﾞｰｼﾞラーニング 2,525

ベデロ先生 43 On Air 金星堂 2,079

マリッカール先生 44 Core English for Global Communication 朝日出版社 1,782

ﾓﾊﾒｯﾄﾞ先生 45 English File pre-Intermediate 4th Edition Oxford U・P 3,267

リター先生 40 Breakthrou Plus ２ 2nd Edition Macmillan 3,109

リベラ先生 46 Four Corners 2 ケンブリッジ 3,218

石黒 先生 47 Business Encounters 南雲堂 2,079

大庭 先生 48 Hello New York！ 金星堂 2,475

佐藤 先生 49 Smart Choice 3　４th Edition Oxford U・P 3,049

水野 先生 50 English Upload 金星堂 1,881

ハッセイ先生 37 Breakthrou Plus 1 　2nd Edition Macmillan 3,109

バンビ先生 40A Working in Japan ｾﾝｹﾞｰｼﾞラーニング 2,525

青木 先生 51 Message from the 20th Century 成美堂 1,683

一條 先生 52 Reading Choice  New Edition National Geographic 2,277

井上 先生 53 英文法基礎１０題ドリル 駿台文庫 891

上滝 先生 54 Healthy Habits for a  Better Life 成美堂 1,980

植村先生（史・社会） 55 キックオフ・ミステリー 南雲堂 2,178

大内田 先生 57 Global Business Case Studies 成美堂 2,376

大久 先生 58 英語で学ぶ異文化の不思議 開文社 1,782

59 On Board for More World Adventures 金星堂 2,277

60 Dialog Dictation Exercises Advanced Course 鶴見書店 792

大庭 先生 61 American Spirits in Movies 成美堂 2,376

金森 先生 62 リーディング力アップのための７つの方略３ 成美堂 2,475

ﾌﾟｽﾄｩﾙｶ先生

（独・地球）
42A

ﾌﾟｽﾄｩﾙｶ先生

（体育）(哲）
42 English on the Move　（Blue Color）

English on the Move　（Green Color） MEP

MEP 2,420

2,420

英語３

備考欄

ジャンフーン先生

令和５年度前学期教科書一覧

植村 先生

（独・地理・地球）
56 時事英語の総合演習　２０２３ 朝日出版社 1,782

大西 先生

英語１（再履）

ティモシー先生

英語１



授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

佐々木 先生 67 Trend Scope 成美堂 2,376

髙坂 先生 68 English Stream Intermediate 金星堂 1,881

田中（智）先生 69 グローバル化の中で学ぶ日本文化 南雲堂 1,980

72 読解力につなげるコア英文法 朝日出版社 1,584

73 新装版　TOEICテストスーパー英単語 アルク 1,485

中村 先生 74 Mindfulness 南雲堂 1,782

西浦 先生 75 総合英語ライフトッピクス 南雲堂 2,079

原田 先生 76 大学生の総合基礎英語 南雲堂 1,980

77 CLIL 英語で考えるSDGｓ 三修社 1,980

78 大学基礎英文法総復習 ｵｾｱﾆｱ出版 644

亦部 先生 81 ＴＯＥＩＣ L&R TEST パーフェクト演習 成美堂 2,277

真砂 先生 82 オンライン文書で学ぶ英文ライティングの基礎 金星堂 1,881

茂木 先生 83 コミュニケーションのための総合英語 朝日出版社 1,980

山下 先生 85 アプリで演習　英語の基礎　中級編 桐原書店 1,881

井上 先生 53 英文法基礎１０題ドリル 駿台文庫 891

佐々木 先生 86 Grammar Plus 南雲堂 2,574

青木 先生 87 パラグラフ構造で読む２１のイノベーション 南雲堂 1,980

尼子 先生 88 人類の輝ける軌跡 朝日出版社 1,683

石川 先生 89 On Topic 金星堂 2,376

板倉 先生 90 映画に観る多文化社会のかたち 金星堂 1,881

市川 先生 91 人間の知恵ー環境と健康 郁文堂 1,782

植村 先生 92 教養課程の科学技術英語 南雲堂 1,980

大木 先生 69 Enjoy Different Cltues 南雲堂 1,980

大久 先生 93 English for Science and Technology Students 朝日出版社 1,782

大庭 先生 94 グローバル社会の異文化コミュニケーション 金星堂 1,782

奥井 先生 95 英米・傑作短編集 金星堂 1,188

賀美 先生 96 アスリート、スポーツの世界と英語の基礎固め 英宝社 1,980

閑田 先生 97 Consider the Differences 鶴見書店 1,683

木村 先生 98 English Indicator 2　Pre-Intermediate 南雲堂 1,980

桐井 先生 99 テクニカル・イングリッシュ入門 成美堂 1,980

小山 先生 100 英国の〈いま〉を知りたい　改訂新版 鶴見書店 1,782

佐々木 先生 102 NorthStar 3　第５版 Peason 3,623

鈴木（孝）先生 103 未来を拓く日本の企業 松柏社 1,931

鈴木（英）先生 104 Sports Paradise！ 南雲堂 1,485

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

廣瀬 先生

田中（洋） 先生

（哲・中・物・生命）
70 Reading Choice

齊藤 先生

（哲・中・物・生命）

（数・情報）（体育）

65 Say It Right in English 2 英宝社

センゲージ 2,277

廣田 先生

（国文）
79

Q:Skills for Success 3a Reading and Writing

 ３rd Edition　スプリットバージョン
Oxford U・P 2,604

廣田 先生

（体育）
80

Q:Skills for Success 2a Reading and Writing

                                                 3rd Edition
Oxford U・P 2,604

塚田 先生

田中（洋） 先生

（数・情報）
71 Dear Learners 南雲堂 2,277

1,980

齊藤 先生

（国文）
66 A Glance at America 英宝社 1,980

英語５

3,366

英語３

小林 先生

（史・社）（英・心）
63

Q:Skills for Success 2 Reading and Writing

                                                 3rd Edition
Oxford U・P 3,366

小林 先生

（独・地理・地球）
64

Q:Skills for Success ３ Reading and Writing

                                                  3rd Edition
Oxford U・P

英語３（再履）



授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

高松 先生 105 VOA Science＆Technology Report 成美堂 2,277

田中 先生 106 Attention All Sports Fans！ 英宝社 1,980

西浦 先生 75 総合英語ライフトッピクス 南雲堂 2,079

秦 先生 111 Life Topics Advanced 南雲堂 2,079

廣瀬 先生 112 Longman Academic Reading Series2 Peason 3,307

堀 先生 115 CBS News Break ６ 成美堂 2,574

松野 先生 116 コミュニケーション・ギャップと異文化理解 金星堂 1,881

水野 先生 111 Life Topics Advanced 南雲堂 2,079

宗形 先生 117 Japanese Literature in the World １ 弓プレス 1,188

森 先生 99 テクニカル・イングリッシュ入門 成美堂 1,980

山木 先生 120 British Perspectives 弓プレス 1,584

山下 先生 121 Readers’Forum:Preface-Simply English 南雲堂 2,079

市川 先生 91 人間の知恵ー環境と健康 郁文堂 1,782

秦 先生 111 Life Topics Advanced 南雲堂 2,079

尼子 先生 122 文法復習型TOEIC L&R Test対策 松柏社 2,079

大住 先生 123 GIGA BOOSTER FOR THE TOEIC L&R TEST 金星堂 2,277

125 絵画を彩る食文化 朝日出版社 1,683

126 速習基本英語 イディオム編 鳳書房 990

127 A Communicative Approach to the TOEIC L&R Test2 成美堂 2,277

128 A Shorter Course in TOEIC Test Vocabulary Quizzes 南雲堂 693

井上 先生 129 公式TOEIC Listening＆Reading問題集９ 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ協会 2,970

大木 先生 130 Reading Upgrade for the TOEIC Test 金星堂 1,287

賀美 先生 123 全パート・全頻出！TOEIC L&Rテスト実践問題GIGA 金星堂 2,277

北原 先生 131 TOEIC L&R Test直前の技術 アルク 2,178

木村 先生 132 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙが身につくTOEIC L&R Test 中級編 成美堂 2,277

小林 先生 81 Perfect Practice for the TOEIC L&R Test 成美堂 2,277

佐々木 先生 133A A Communicative Approach to the TOEIC L&R Test１ 成美堂 2,277

鈴木 先生 135 Multi-Strategy Leaning for the TOEIC Test 朝日出版社 3,762

136 Succesful Steps for the TOEIC L&R Test 成美堂 2,178

57 Global Business Case Studies 成美堂 2,376

高松 先生 137 Progressive Strategy for the TOEIC L&R Test 成美堂 2,178

中村 先生 139 TOEIC L&R Test:On Target 2 南雲堂 2,178

Reflect Reading and Writing 3
National

　Geographic
3,366

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

Improving Academic English

英語５

古溝 先生

（史学）

109 英語で学ぶ福祉と社会 朝日出版社 1,782

冨樫 先生

（体育）
107 Sport and English 南雲堂 1,980

中尾 先生

（情報科学）
110 サイエンス・コミュニケーション 朝日出版社

中尾 先生

（心理）

朝日出版社

1,881

田中 先生

佐藤 先生

英語７

石川 先生 124
Power-Up Practice for the TOEIC

            Listening and Reading Test
英宝社 2,178

133

1,683

成美堂 2,277

Advance Your Practical Skills

　　　　　　for the TOEIC L＆R Test
138

総合英語Evergreen English Grammar

　　　　　　　　47 Lessons Updated

石黒 （恭）先生

134 いいずな書店

1,782

石黒 （智）先生

小山 先生

644

冨樫 先生 松柏社

113

古溝 先生

(生命）
114 Reflect Reading and Writing ５

National

　Geographic
3,366

All-Round Training for the TOEIC L&R Test

英語５（再履）

冨樫 先生

（心理）
108



授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

原田 先生 140 The TOEIC Test Trainer Target ６５０ ｾﾝｹﾞｰｼﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ 2,079

141 Level-Up Trainer for the TOEIC Test ｾﾝｹﾞｰｼﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ 2,079

78 大学基礎英文法総復習 ｵｾｱﾆｱ出版 644

堀 先生 123 GIGA BOOSTER FOR THE TOEIC L&R TEST 金星堂 2,277

松野 先生 145 TOEIC L&Rテスト マスタリードリル全パート編 桐原書店 1,683

真砂 先生 146 Full Gear for the TOEIC L&R Test 金星堂 1,980

宗形 先生 147 Listening Steps 金星堂 2,376

森 先生 133 TOEIC L&R Testオールラウンド演習 成美堂 2,277

山木 先生 150 The TOEIC Test Vocablary Grammar～ 朝日出版社 1,782

賀美 先生 151 Primary Trainer for the TOEIC L&R Test ｾﾝｹﾞｰｼﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ 2,079

中尾 先生 152 Preparation for the TOEIC Test 南雲堂 1,386

島本 先生 153 Life as a Bilingual Cambridge U・P 5,000

田中 先生 154 英語音声学への扉　改訂版 英宝社 2,376

飯田 先生 155 マクベス（大修館シェイクスピア双書） 大修館書店 2,475

板倉 先生 156 Twelfth Nigtt Bloomsbury 2,534

元氏 先生 157 As You Like It Oxford UP 1,584

158 英検準１級 でる順パス単　５訂版 旺文社 1,634

158A DILY２５日間英検準１級集中ゼミ新試験対応版 旺文社 1,634

大木 先生 123 GIGA BOOSTER FOR THE TOEIC L&R TEST 金星堂 2,277

159 Essential Approach for the TOEIC L&R Test 成美堂 2,079

159A Essential English Vocablary 1400 朝日出版社 1,485

間瀬 先生 160 Skills for Better Writing〈Basic〉 南雲堂 1,980

163 キクタンTOEIC Test Score  800 アルク 1,584

160 Skills for Better Writing Basic 南雲堂 1,980

164 TOEIC Test英単語スピードマスター Ｊリサーチ

165 IELTS:ects and Strategies 南雲堂 2,079

166 文脈で覚えるIELTS英単語 ＤＨＣ 1,881

通訳英語 高松 先生 105 VOA Science＆Technology Report 成美堂 2,277

168 Encounter Abroad（English Edition） 南雲堂 2,376

169 ５分間英語観光 南雲堂 693

170 An Introduction to Effective Translation 南雲堂 1,089

171 英文法解説　改訂三版 金子書房 1,683

英文ライティング１ 北原 先生 172 コーパス活用英文ライティング入門 金星堂 1,782

ドゥルー先生 173 Let’s Talk 3　２nd Edition ケンブリッジ 2,822

リター先生 40 Breakthrou Plus ２ 2nd Edition Macmillan 3,109

オーラル英語３ バーンズ先生 31 X-Reading　One Year Access シェーン 2,500

162
一歩上を目指すTOEIC

       Listening and Reading Test 3
朝日出版社

間瀬 先生

Step-Up Skills for the TOEIC

　　　Listening and Reading Test 2
167古溝 先生

ＴＯＥＦＬ１

ＩＥＬＴＳ１

茂木 先生

（地球）
148 Raise Your Score 150 Plus on the TOEIC Test 松柏社 1,881

茂木 先生

（英文）
149

Succesful Keys to the TOEIC

         Listening and Reading Test 3
桐原書店 1,782

英語７

間瀬 先生

廣瀬 先生

塚田 先生ＴＯＥＩＣ３

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

英語１１

英語７（再履）

実用英語検定１ 島本 先生

1,683

髙坂 先生

観光英語 小林 先生

オーラル英語１

ＴＯＥＩＣ１

英語９

ビジネス英語 朝日出版社 1,683

英文翻訳法 一條 先生

亦部 先生

（社会・地理）
144 TOEIC Listening and Reading Testｵｰﾙﾊﾟﾜﾌﾙ演習 成美堂 2,178

亦部 先生

（哲学）
133 TOEIC L&R Test　オールランド演習 成美堂 2,277



（ドイツ語）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価 備考欄

渋谷 先生 175 改訂版 ドイツ文法ガイドA-Z 同学社 2,079

跡守 先生 176 気分はドイツ　改訂版 三修社 2,178

浜野 先生 177 ドイツ文法１４時間 三修社 1,980

川上 先生 178 たいむりぃ 朝日出版社 2,376

田村 先生 179 イン ドイチュラント 朝日出版社 2,574

川尻 先生 180 ブーメラン・エルエー 朝日出版社 2,475

ブリール先生 181 Wir Kommen aus Deutschland 郁文堂 2,574

ﾌｫｰｸﾞﾙ先生 182 Shritte International neu 1A 1.1 Hueber Verlag 5,049

山本 先生 176 気分はドイツ 三修社 2,178

本田 先生 184 アー・ツェット 楽しく学ぶドイツ語 朝日出版社 2,475

早崎 先生 185 ドイツに行ってみませんか　ｖｅｒ３ 郁文堂 2,475

本田 先生 186 ドイツ語ナビゲーション 3.0 朝日出版社 2,475

川尻 先生 180 ブーメラン・エルエー 朝日出版社 2,475

山本 先生 187 シュリット・フュア・シュリット 三修社 2,475

勅使川原 先生 188 しくみのわかるドイツ語初級文法 三修社 2,178

早崎 先生 189 パノラマ　初級ドイツ語ゼミナール 白水社 2,277

シュバルツ先生 191 studio express:Kompaktkurs DeutshA1 Cornelsen 4,356

山木 先生 192 Genau neu ！ 郁文堂 2,475

ﾄﾞｲﾂ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ３ ブリール先生 181 Wir Kommen aus Deutschland 郁文堂 2,574

（フランス語）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

川口 先生 194 新・東京-パリ、初飛行 駿河台出版 2,178

近藤 先生 195 ピエールとユゴー（コンパクト版） 白水社 2,376

福島 先生 196 Moi,je　コミュニケーションA1 アルマ出版 2,475

川口 先生 197 マ・グラメール　三訂版 白水社 2,277

近藤 先生 198 ミニマル　フランス語文法 朝日出版社 2,178

福島 先生 199 新ステマテックフランス語文法 早美出版社 2,277

フランス語５ 福島 先生 200 La culture fracaise アルマ出版 2,475

ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌ１ ｴﾘｱﾝﾇ先生 201 A vol d’oiseau 朝日出版社 2,475

ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌ３ ｴﾘｱﾝﾇ先生 202 Pascal au Japon 白水社 1,980

（中国語）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

中国語１・3（中文学科） 担当者全員 205 中国語初級テキスト 中文学科 1,100

中国語１（全学科） 担当者全員 206 中国語はじめの一歩　二訂版 白水社 2,178

中国語２（逆・中文） 稲葉 先生 205 中国語初級テキスト 中文学科 1,100

中国語３（全学科） 担当者全員 207 中国語会話① 中文学科 1,100

中国語４（逆・中文） 稲葉 先生 205 中国語初級テキスト 中文学科 1,100

中国語５（中文学科） 担当者全員 208 身につく中国語　改定新版 白帝社 2,277

中国語５（全学科） 担当者全員 209 中国語つぎへの一歩 白水社 2,178

中国語６（逆・中文） 藤本 先生 208 身につく中国語　改定新版 白帝社 2,277

中国語７（中文学科） 担当者全員 207 中国語会話① 中文学科 1,100

中国語７（全学科） 担当者全員 211 中国語会話② 中文学科 1,100

中国語８（逆・中文） 藤本 先生 207 中国語会話① 中文学科 1,100

（ドイツ文学科）

ドイツ語１１

（他学科用）

ドイツ語１

フランス語３

（ドイツ文学科）

ドイツ語１・３

令和５年度前学期教科書一覧

（他学科用）

ドイツ語３

ﾄﾞｲﾂ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ１

備考欄

本田 先生 190 シュビッツェ１ 朝日出版社 2,673

（ドイツ文学科）

ドイツ語５

（ドイツ文学科）

ドイツ語１０

（ドイツ文学科）

ドイツ語７

（他学科用）

ドイツ語５

備考欄

フランス語１



授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

中国語９（中文学科） 島田 先生 212 中国語のススメ 白帝社 2,277

長田 先生 213 標準中国語ー応用会話編 白帝社 2,376

陳 先生 214 さくら大学で中国語ー初級・中級ブリッジ 好文出版 2,178

王 先生 215 総合中級中国語教程　改訂版 白帝社 2,376

中国語１２（逆・中文） 林 先生 214 さくら大学で中国語ー初級・中級ブリッジ 好文出版 2,178

中国語１３（中文学科） 神谷 先生 216 新版 中国を知るための中国語中級テキスト 白帝社 2,475

中国語１４（逆・中文） 神谷 先生 216 新版 中国を知るための中国語中級テキスト 白帝社 2,475

（スペイン語）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

スペイン語１ 有田 先生 217 Paso Doble-Primer Paso 弘学社 2,178

スペイン語３ ディアス先生 218 ESTUDIO 1 TV DTP出版 2,970

スペイン語５ 有田 先生 217 Paso Doble-Primer Paso 弘学社 2,178

スペイン語７ ディアス先生 219 Tv Veo nivel intermedio DTP出版 2,970

（韓国語/朝鮮語）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

韓国語/朝鮮語１ 鄭 先生 220 韓国語初級 白帝社 2,772

韓国語/朝鮮語３ 鄭 先生 220 韓国語初級 白帝社 2,772

韓国語/朝鮮語５ 金 先生 221 もっとチャレンジ！韓国語 白水社 2,277

韓国語/朝鮮語７ 金 先生 221 もっとチャレンジ！韓国語 白水社 2,277

（ロシア語）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

222 初級ロシア語２０課 白水社 1,881

223 ロシア語習字ノート ナウカ出版 594

222 初級ロシア語２０課 白水社 1,881

223 ロシア語習字ノート ナウカ出版 594

ロシア語５ 岩崎 先生 224 はじめてのロシア語 ナツメ社 1,881

ロシア語７ 岩崎 先生 225 セメスターのロシア語読本 白水社 1,584

（日本語）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

226 まるごと日本のことばと文化入門A1かつどう 三修社 1,485

227 まるごと日本のことばと文化入門A１りかい 三修社 1,683

226 まるごと日本のことばと文化入門A1かつどう 三修社 1,485

227 まるごと日本のことばと文化入門A１りかい 三修社 1,683

228 まるごと日本のことばと文化 初級１A２かつどう 三修社 1,782

229 まるごと日本のことばと文化 初級１A２りかい 三修社 1,881

228 まるごと日本のことばと文化 初級１A２かつどう 三修社 1,782

229 まるごと日本のことばと文化 初級１A２りかい 三修社 1,881

日本語３ 金 先生 231 ﾄﾋﾟｯｸによる日本語総合演習　中級前期 ｽﾘｰｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ 1,485

日本語５ 三原 先生 232 ﾄﾋﾟｯｸによる日本語総合演習　上級 ｽﾘｰｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ 1,485

日本語８ リティ先生 234 協働で学ぶクリティカル・リーディング ひつじ書房 1,683

ビジネス日本語１ リティ先生 235 伸ばす！就活能力・ビジネス日本語力 国書刊行会 1,782

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

西川 先生

ロシア語３ 中澤 先生

備考欄

日本語初級１ リティ先生

備考欄

ロシア語１ 中澤 先生

日本語初級３

備考欄

備考欄

中国語１１（中文学科）

吉川 先生

日本語初級５ リティ先生

日本語初級７

日本語７ リティ先生 233
留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ

　　　　　　　　　　　動画で学ぶ大学の講義
ｽﾘｰｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ 1,980

日本語１ 松崎 先生 230
上級へのとびら

コンテンツとマルチメディアで学ぶ日本語
くろしお出版 3,267



（学科専門科目）

（哲学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

ｸﾘﾃｨｶﾙ・ｼﾝｷﾝｸﾞ１ 三平 先生 236 論証の教室（入門編） 新曜社 2,673

哲学概論 古田 先生 237 考える力をつける哲学問題集（ちくま学芸文庫） 筑摩書房 1,485

哲学基礎講読１ 鈴木 先生 238 哲学するってどんなこと？（ちくまプリマー新書） 筑摩書房 871

記号論理１ 古田 先生 239 タブローの方法による論理学入門 朝倉書店 2,772

倫理学基礎講読１ 磯部 先生 240 功利主義 岩波書店 772

古典語・古典学１ 土屋 先生 241 古典ギリシア語初歩 岩波書店 3,465

古典語・古典学３ 長綱 先生 242 新ラテン文法 東洋出版 2,970

美学基礎講読１ 櫻井 先生 243 「かわいい」論（ちくま新書） 筑摩書房 752

宗教学概論 合田 先生 244 よくわかる宗教学 ミネルヴァ書房 2,376

教理学１ 合田 先生 245 詳説 日本仏教１３宗派のわかる本 講談社 1,584

哲学演習３ 鈴木 先生 246 最小の結婚 白澤社 4,158

倫理学演習３ 磯部 先生 247 実戦・倫理学 勁草書房 2,475

倫理学特殊講義３ 金子 先生 248 自分の人生を考える倫理学 北樹出版 1,683

倫理学課題研究１ 土屋 先生 249 国家　下巻（岩波文庫） 岩波書店 1,307

美学課題研究５ 櫻井 先生 250 ホラーの哲学 ﾌｨﾙﾑｱｰﾄ社 3,168

美学演習３ 高橋 先生 251 技術とは何だろうか（講談社学術文庫） 講談社 713

美学演習７ 櫻井 先生 252 笑いの哲学（講談社選書メチエ） 講談社 1,733

（史学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

武井 先生 253 古代史講義　邪馬台国から平安時代まで 筑摩書房 871

古川 先生 254 くずし字読解辞典　普及版 東京堂出版 2,178

西洋史基礎実習１ 土屋 先生 255 英語リーディング教本 研究社 1,485

考古学特講３ 濱田 先生 256 探究　弥生文化（上） 雄山閣 2,376

日本史料研究１ 武井 先生 257 地下から出土した文字 山川出版社 792

古文書・古記録学１ 渡邊 先生 258 古文書学入門 法政大学出版局 3,267

東洋史料文献研究１ 粕谷 先生 259 トルコ語文法　初級・中級　改訂版 東京外国語大学 1,848

260 パスポート初級露和辞典 白水社 2,871

261 しっかり学ぶロシア語 ベレ出版 1,881

（国文学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

日本語学入門１ 井上 先生 262 現代日本語学入門 明治書院 2,079

梶川 先生 263 訳文万葉集 笠間書院 1,782

久保木 先生 264 字典かな 出典明記 笠間書院 376

袴田 先生 265 新版 伊勢物語 KADOKAWA 713

藤平 先生 266 百人一首　全訳注 講談社 1,406

神話・伝承研究 袴田 先生 267 新版　遠野物語（角川ソフィア文庫） KADOKAWA 515

批評研究 久米 先生 268 小説の生存戦略 青弓社 1,980

創作方法論 中上 先生 269 群像短篇名作選 2000-2014（講談社文芸文庫） 講談社 2,277

創作方法論（実習含む） 中上 先生 269 群像短篇名作選 2000-2015（講談社文芸文庫） 講談社 2,277

書学・書学１ 徳泉 先生 270 書の古典と理論 光村図書出版 1,980

271 リング KADOKAWA 594

272 江戸川乱歩全集　第４巻　孤島の鬼 光文社 1,208

273 純白の夜 KADOKAWA 515

274 恋の都 筑摩書房 713

275 女神 新潮社 624

276 永すぎた春 新潮社 545

277 お嬢さん KADOKAWA 594

278 三島由紀夫レター教室 筑摩書房 614

279 若人よ甦れ・黒蜥蝪他一篇 岩波書店 901

280 複雑な彼 KADOKAWA 673

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

基礎演習１

西洋史料文献研究１ 土屋 先生

備考欄

備考欄

日本史基礎演習１

応用研究２ 堀井 先生

応用研究４ 武内 先生



授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

上代文学史 梶川 先生 263 訳文万葉集 笠間書院 1,208

中古文学講義 久保木 先生 264 字典かな 出典明記 笠間書院 376

中世文学講義 藤平 先生 281 新古今和歌集（角川ソフィア文庫） KADOKAWA 623

282 ノルウェイの森（上） 講談社 644

283 ノルウェイの森（下） 講談社 644

284 センセイの鞄 文藝春秋 614

285 I'm sorry,mama 集英社 584

286 空の怪物アグイー 新潮社 545

日本語史１ 鈴木 先生 287 国語史を学ぶ人のために 世界思想社 2,871

日本語音声学 林 先生 288 日本語の発音教室 くろしお出版 1,980

272 訳文万葉集 笠間書院 1,208

289 新版　古事記 KADOKAWA 1,148

264 字典かな 出典明記 笠間書院 376

290 書誌学入門 勉成出版 1,782

武内 先生 291 読むための理論 世織書房 2,475

袴田 先生 292 源氏物語（二） 岩波書店 1,307

林 先生 293 データで学ぶ日本語学入門 朝倉書店 2,574

藤平 先生 294 校訂新古今和歌集 武蔵野書院 1,584

295 野火（新潮文庫） 新潮社 485

296 ひかりごけ（新潮文庫） 新潮社 545

297 夏の花（ちくま文庫） 筑摩書房 733

272 訳文万葉集 笠間書院 1,208

289 新版　古事記 KADOKAWA 1,148

264 字典かな 出典明記 笠間書院 376

290 書誌学入門 勉成出版 1,782

武内 先生 291 読むための理論 世織書房 2,475

袴田 先生 292 源氏物語（二） 岩波書店 1,307

林 先生 293 データで学ぶ日本語学入門 朝倉書店 2,574

藤平 先生 294 校訂新古今和歌集 武蔵野書院 1,584

295 野火（新潮文庫） 新潮社 485

296 ひかりごけ（新潮文庫） 新潮社 545

297 夏の花（ちくま文庫） 筑摩書房 733

（中国語中国文化学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

自主創造の基礎 担当者全員 298 最新版 大学生のための論文・レポート術 講談社 792

中国学入門１ 小浜 先生 299 中国の歴史 筑摩書房 1,188

呉 先生 300 音で覚える中国語会話特訓 同学社 2,475

王 先生 301 会話時間 白帝社 2,376

島田 先生 302 初級中国語教室 白帝社 2,079

陳 先生 303 徹底解説！中国語の構文攻略ドリル 改訂版 白水社 2,376

中国語学演習１ 歐 先生 304 ニューエクスプレス　プラス　広東語 白水社 2,673

中国古典文学概説１ 渡邉 先生 305 教養のための中国古典文学史 研文出版 1,584

上級中国語３ 長田 先生 306 中国の短い小説 朝日出版社 1,634

中国古典文学演習１ 渡邉 先生 307 全訳漢辞海 三省堂 2,970

神谷 先生 308 中国現代文化１４講（ドラゴン解剖学） 関西学院大学 1,782

戸内 先生 309 １厘米　１センチ 東方書店 1,188

卒業ゼミ１ 神谷 先生 308 中国現代文化１４講（ドラゴン解剖学） 関西学院大学 1,782

現代文学講義 武内 先生

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

堀井 先生

特殊研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ１

梶川 先生

特殊研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ３

梶川 先生

久保木 先生

備考欄

久保木 先生

堀井 先生

中国語ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ１

中国語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ１

研究ゼミ



（英文学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

310 Academic Writing Skills 1 Cambridge U・P 2,911

312 Linguistic Soup Perceptia Press 2,475

牧野 先生 313 アメリカ文学と映画 三修社 2,970

前島 先生 314 映画化された英米文学２４そのさわりを読む 鶴見書店 1,782

英語学概説１ 担当者全員 315 英語学概論 くろしお出版 2,475

310 Academic Writing Skills 1 Cambridge U・P 2,911

311 Discovering Fiction 1 Cambridge U・P 2,772

312 Linguistic Soup Perceptia Press 2,475

317 ことばを彩る1テンス・アスペクト 研究社 2,772

171 英文法解説 金子書房 1,683

英語音声学１ 森 先生 319 英語音声学の基礎 研究社 2,178

吉良 先生 320 Meaning and the English Verb ひつじ書房 2,376

佐藤 先生 171 英文法解説 金子書房 1,683

島本 先生 320 Meaning and the English Verb ひつじ書房 2,376

塚本 先生 322 英語史入門（クリスタル） 金星堂 2,673

英語史１ 保坂 先生 323 英語の歴史 中央公論新社 812

ロ・ディコ先生 324 The Essential Bible Stories Everyone Needs to Know Harper One 3,168

325 Shakespeare's Tragic Heroines 弓プレス 1,634

326 ロミオとジュリエット 筑摩書房 653

高橋 先生 327 ホーソン文学への誘い 開文社出版 2,871

前島 先生 328 Wuthering Heights Penguin 1,485

文学・文化批評理論１ 閑田 先生 329 The Art of Fiction 英宝社 1,881

キャラカー先生 312 Linguistic Soup Perceptia Press 2,475

パワー先生 329A NorthStar 3　第５版 Peason 3,564

英語統語論演習１ 山岡 先生 330 生成文法の新展開 研究社 2,970

英語コーパス演習１ 塚本 先生 331 改訂版 英語コーパス言語学 研究社 3,762

イギリス文学史３ 閑田 先生 333 イギリス文学史 成美堂 2,376

ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ朝文学演習１ 松山 先生 334 King Richard Ⅲ Cambridge U・P 2,158

ｳﾞｨｸﾄﾘｱ朝文学演習１ ロ・ディコ先生 335 Victorian Fairy Tales Oxford UP 1,782

19世紀ｱﾒﾘｶ文学演習１ 高橋 先生 337 メルビル短篇集 開文社出版 1,386

キャラカー先生 312 Linguistic Soup Perceptia Press 2,475

338 The Labors of Hercules Morrow 1,804

310 Academic Writing Skills 1 Cambridge U・P 2,911

飯田 先生 603 Love and Marriage in Shakespear’ｓ 弓プレス 1,634

閑田 先生 339 A Guide to Literary Study 南雲堂 2,178

吉良 先生 320 Meaning and the English Verb ひつじ書房 2,376

桐井 先生 340 これからの英語授業にひと工夫 大修館書店 1,782

高橋 先生 341 Moby-Dick Library of America 2,317

堀切 先生 342 The Catcher in the Rye. Little Brown 1,782

前島 先生 343 Jane Eyre Penguin 1,188

344 A Pale View of Hills Faber＆Faber 2,049

345 The Summer After the War 鶴見書店 1,188

317 ことばを彩る1テンス・アスペクト 研究社 2,772

171 英文法解説 金子書房 1,683

310 Academic Writing Skills 1 Cambridge U・P 2,911

346 The Canterbury Tales Penguin 1,188

牧野 先生

卒業論文研究ゼミ１

英語学特殊講義１ 吉良 先生

ロ・ディコ先生卒業論文

現代ｲｷﾞﾘｽ文学演習１ 前島 先生 336 Atonement Vintage 2,475

ロ・ディコ先生

英語学演習１

Advanced

Communication1

飯田 先生
英米文学演習１

青木 先生 316 This is Culture 南雲堂 1,881

備考欄

Academic English1 担当者全員

英語文学概説１

Academic English３ 担当者全員

英文法１ 吉良 先生

異文化間

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ概論１

令和５年度前学期教科書一覧



授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

飯田 先生 347 The Modern Language Association of America MLA 4,990

一條 先生 348 これならできる！レポート・論文のまとめ方 すばる舎 1,386

（ドイツ文学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

ドイツ文学入門１ 関口 先生 349 増補 ドイツ文学案内 岩波書店 960

森田 先生 178 たいむりぃ 朝日出版社 2,376

保阪 先生 350 ミュンヘンに夢中 同学社 2,475

横山 先生 351 現代ドイツを学ぶための１０章　改訂版 三修社 2,178

川上 先生 352 ドイツ語トライアングル 同学社 1,980

森田 先生 353 ドイツを知る９章＋１ 三修社 2,475

関口 先生 352 もっとつながるドイツ語みっとりーべ２ 朝日出版社 2,376

ドイツ語表現演習１ ﾌｫｰｸﾞﾙ先生 354 Schritte International neu 2 A1.2 Hueber Verlag 5,871

ﾄﾞｲﾂ語表現演習３ ﾌｫｰｸﾞﾙ先生 355 Schritte International neu 3 A2.1 Hueber Verlag 5,871

ﾄﾞｲﾂ文化専門講義１ 森田 先生 356 ドイツの歴史と現在 郁文堂 1,584

（社会学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

社会調査入門 担当者全員 358 新・社会調査へのアプローチ ミネルヴァ書房 2,475

359 ファクトフルネス 日経BP社 1,782

360 歴史にこだわる社会学 八千代出版 2,079

杉谷 先生 361 行為、構造、文化の社会学 学文社 2,475

松岡 先生 361 行為、構造、文化の社会学 学文社 2,475

362 基礎社会学 世界思想社 1,881

298 最新版 大学生のためのレポート・論文術 講談社 792

松崎 先生 363 社会学がわかる事典 日本実業出版 1,485

社会学史１ 仲川 先生 364 社会学史入門 ミネルヴァ書房 3,465

国際社会論 石岡 先生 365 人間と社会のうごきをとらえるﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ入門 ミネルヴァ書房 3,168

現代家族論 久保田 先生 366 家族をこえる社会学 新曜社 2,178

社会問題論 中村 先生 11 社会学ドリル 新曜社 1,881

基礎統計学 菅野 先生 367 初等統計学 培風館 2,277

ﾏｽ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 仲川 先生 368 マス・コミュニケーションの世界 ミネルヴァ書房 2,475

文化人類学 石岡 先生 365 人間と社会のうごきをとらえるﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ入門 ミネルヴァ書房 3,168

流行の社会学 仲川 先生 370 H・ブルーマーの集合行動論 学文社 3,267

社会学特殊講義Ⅱ 濱本 先生 371 データサイエンスのための数学 講談社 2,772

372 消えたい（ちくま文庫） 筑摩書房 772

373 「母と子」という病（ちくま新書） 筑摩書房 812

374 親は選べないが人生は選べる（ちくま新書） 筑摩書房 832

犬飼 先生 375 社会学の名著３０ 筑摩書房 832

菊池 先生 20 思考を鍛えるレポート・論文作成法 慶応義塾大学 1,188

久保田 先生 376 基礎からわかる論文の書き方 講談社 1,188

濱本 先生 377 教育の社会学 有斐閣 1,980

378 基礎から学ぶ社会調査の計量分析 北樹出版 1,782

379 社会調査の方法論 丸善 2,970

ビジュアル社会学 後藤 先生 380 ビジュアル調査法と社会学的想像力 ミネルヴァ書房 3,366

犬飼 先生 381 新訳君主論（中公新書） 中央公論新社 792

菊池 先生 382 震災復興学 ミネルヴァ書房 2,970

後藤 先生 383 ドキュメンタリー・マスタークラス 玄光社 1,980

濱本 先生 384 社会学の方法（文庫クセジュ） 白水社 941

菊池 先生 382 震災復興学 ミネルヴァ書房 2,970

380 ビジュアル調査法と社会学的想像力 ミネルヴァ書房 3,366

358 新・社会調査へのアプローチ ミネルヴァ書房 2,475

ドイツ語

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究３
シュバルツ先生 357

中村 先生社会学特殊講義Ⅴ

社会学入門１
濱本 先生

ゼミナール１

後藤 先生

社会学演習

社会調査実習１ 濱本 先生

社会学概論

犬飼 先生

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

卒業論文

備考欄

ﾄﾞｲﾂ語基礎演習１

ﾄﾞｲﾂ語基礎演習３

studio exress:Kompaktkurs Deutsch B1 Cornelsen 4,455

備考欄

ゼミナール３



授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

石岡 先生 381A 質的社会調査の方法 有斐閣 1,881

後藤 先生 358 新・社会調査へのアプローチ ミネルヴァ書房 2,475

（社会福祉学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

公的扶助論 久保田 先生 385 貧困に対する支援 中央法規出版 2,475

高齢者福祉論 山田 先生 9 社会保障入門　2023 中央法規出版 2,574

387 人体の構造と機能及び疾病 中央法規出版 2,178

388 学生のためのリハビリテーション医学概論 医歯薬出版 2,970

ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの理論と方法１ 久保田 先生 389 ソーシャルワークの理論と方法 中央法規出版 2,871

精神保健学 小田 先生 391 現代の精神保健の課題と支援 へるす出版 3,168

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｸ実習 太田 先生 392 スクールソーシャルワーク実践スタンダード 明石書店 1,980

（教育学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

杉森 先生 394 崩壊するアメリカの公教育 岩波書店 1,782

395 新・知のツールボックス 専修大学 792

396 ヒューマニティーズ教育学 岩波書店 1,386

397 現代教職論 弘文堂 2,079

398 教育小六法　２０２３ 学陽書房 2,871

399 レポート・論文の書き方入門　第４版 慶応義塾大学 990

400 日本の教育はダメじゃない 筑摩書房 812

佐藤 先生 401 コミュニティ・スクール　増補改訂版 エイデル研究所 1,782

中橋 先生 402 メディア・リテラシーの教育論 北大路書房 2,178

教育心理学 吉田 先生 403 教職のための心理学 大学教育学術出版 1,980

404 校長の挑戦 教育開発研究所 2,178

405 みんなの「今」を幸せにする学校 時事通信 1,683

授業開発論 中橋 先生 406 教材設計マニュアル 北大路書房 2,178

教育相談 望月 先生 407 絶対役立つ教育相談 ミネルヴァ書房 2,178

環境教育論 髙瀬 先生 408 環境教育 教育出版 2,277

アメリカの教育 北野 先生 409 日米のテスト戦略 風間書房 1,980

社会教育論 佐藤 先生 410 生涯学習概論 学陽書房 2,574

生涯学習論（他学科用） 稲葉 先生 410 生涯学習概論 学陽書房 2,574

野外教育論（含実習）１ 桜井・西島先生 411 小さな組織の「番頭」論 みくに出版 ー

社会教育経営論 坪内 先生 411A 社会教育経営実践論 放送大学 3,168

社会学総合特講Ⅲ 服部 先生 412 改訂　ストレス・スパイラル ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌﾟﾚｽ・ﾌｫﾄ 1,188

414 一斉休校 その時教育委員会はどう動いたか？ 明石書店 2,277

404 校長の挑戦 教育開発研究所 2,178

間瀬 先生 415 ポップカルチャーの教育思想 晃洋書房 2,277

望月 先生 416 「日本」ってどんな国？ 筑摩書房 911

卒業論文 間篠 先生 417 リサーチの技法 ソシム 2,574

人体の構造と

　機能及び疾病
小山 先生

ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの理論と

方法（専門）１
金子 先生 390 相談援助の理論と方法Ⅱ 中央法規出版 2,574

備考欄

教育経営論 末冨 先生

絶版

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

卒業論文

備考欄

ソーシャルワークの

基盤と専門職
金子 先生 386 ソーシャルワーク

河野 先生

教育学演習１

杉森 先生

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｸ

　　　　実習指導
太田 先生 392 スクールソーシャルワーク実践スタンダード 明石書店 1,980

弘文堂 2,178

教育学演習３

教育学基礎論１

現代教職論

末冨 先生

広田 先生



（体育学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

生理学 長澤 先生 418 いちばんやさしい生理学 成美堂出版 1,584

ｺｰﾁﾝｸﾞ論（原論） 青山 先生 419 コーチング学への招待 大修館書店 2,673

体育・スポーツ史 川井 先生 420 体育・スポーツ史概論 市村出版 2,574

運動生理学（基礎） 長澤 先生 421 運動生理学の基礎と応用 NAP 2,178

機能解剖学 小山 先生 422 運動学とバイオメカニクスの基礎 南江堂 4,752

スポーツ栄養学 松本 先生 423 スポーツ栄養学 市村出版 2,970

ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 小山 先生 424 アスレティックケア NAP 3,465

ｽﾎﾟｰﾂ栄養学演習 松本 先生 427 エッセンシャル スポーツ栄養学 市村出版 2,772

ｽﾎﾟｰﾂ医学（内科） 櫛 先生 428 スポーツ医学入門 文光堂 3,465

コーチング論 水島 先生 419 コーチング学への招待 大修館書店 2,673

430 水泳コーチ教本 大修館書店 ー

425 水泳指導教本 大修館書店 2,376

ｽﾎﾟｰﾂ方法論（陸上競技） 青山 先生 431 陸上競技のコーチング学 大修館書店 2,574

（心理学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

心理学概論１ 畦地 先生 432 心理学概説 冨山房ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 2,970

臨床心理学概論 河野 先生 433 ポテンシャル臨床心理学 サイエンス社 2,376

心理学統計法１ 堀川 先生 434 心理・教育のための統計法 サイエンス社 2,525

心理学研究 担当者全員 435 Psychology:A Short Introduction Oxford U・P 1,614

学習・言語心理学 眞邉 先生 436 ポテンシャル学習心理学 サイエンス社 2,574

知覚・認知心理学 内藤 先生 437 基礎から学ぶ認知心理学 有斐閣 1,782

438 ポテンシャル心理学実験 サイエンス社 2,277

439 SPSSによるデータ分析 東京図書

障害者・障害児心理学 松浦 先生 440 障害者心理学 遠見書房 2,574

心理情報処理実習２ 担当者全員 439 SPSSによるデータ分析 東京図書

心理検査法実習 狩野 先生 441 シナリオで学ぶ医療現場の臨床心理検査 誠信書房 2,277

産業・組織心理学 村中 先生 442 産業・組織心理学 遠見書房 2,574

443 教育相談 弘文堂 2,178

444 学校心理学ハンドブック 教育出版 1,980

臨床心理学特講 津川 先生 433 ポテンシャル臨床心理学 サイエンス社 2,376

環境心理学特講 羽生 先生 447 環境心理学 サイエンス社 1,881

臨床社会心理学特講 坂本 先生 448 「新型」うつとは何だったのか 遠見書房 1,980

関係行政論Ａ 内藤 先生 449 関係行政論 遠見書房 2,772

関係行政論B 松浦・野田先生 449 関係行政論 遠見書房 2,772

福祉心理学 内藤・鏡先生 450 福祉分野 創元社 2,376

心理学的支援法B 松浦 先生 451 心理学的支援法 誠信書房 2,178

453 改訂新版　心理学論文の書き方 河出書房新社 1,931

298 最新版 大学生のための論文・レポート術 講談社 792

2,178

購入済・客注

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

備考欄

スポーツ方法論

（水泳）
野口 先生 425 水泳指導教本 大修館書店 2,376

心理学実験 担当者全員
購入済・客注

ｽﾎﾟｰﾂ実習（ダンス）

ｽﾎﾟｰﾂ指導法（水泳） 野口 先生
出版社品切れ

秋田 先生 426 改訂版 明日からトライ！ダンスの授業 大修館書店

感情・人格心理学B

（感情心理学）
則近 先生 446 よくわかる情動発達 ミネルヴァ書房 2,475

教育・学校心理学 狩野 先生

社会・集団・

　　家族心理学B

（家族心理学）

堀込 先生 445
家族心理学

　家族システムの発達と臨床的援助
有斐閣 2,475

卒業論文

津川 先生 452
初心者のための

　臨床心理学研究実践マニュアル　第２版
金剛出版 2,574

山口 先生



（地理学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

自然地理学の基礎 佐藤 先生 454 歩いてわかった地球のなぜ 山川出版社 1,782

地図学 佐藤 先生 455 絵でわかる地図と測量 講談社 2,178

456 気候 丸善 990

457 新詳資料 地理の研究 帝国書院 ー

測量学 佐藤 先生 455 絵でわかる地図と測量 講談社 ー １年次購入済み

地理学卒業研究１ 関根 先生 458 ジオビジネス 古今書院 3,564

（地球科学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

基礎物理学 村瀬 先生 459 理工系の物理学入門 裳華房 2,772

地質情報科学 千葉 先生 460 図説わかる測量 学芸出版 2,772

地球科学調査研究法１ 鵜川 先生 461 地球の教科書 岩波書店 1,782

（数学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

自主創造の基礎 担当者全員 462 数学基礎セミナー 日本評論社 2,178

解析入門 井手 先生 463 微分積分学の基礎 培風館 1,663

464 微分積分学 講義ノート 文成印刷 2,530

465 微分積分学 用語集および基礎 文成印刷 2,750

466 微分積分学１ 演習書 文成印刷 2,750

467 微分積分学２ 演習書 文成印刷 2,750

468 微分積分学演習書解答集 文成印刷 2,750

線形代数１ （含演習） 泊 先生 470 具体例から始める線型代数 日本評論社 2,376

数学序論１ 三村 先生 600 微分積分学の基礎 数研出版 2,772

代数学序論 （含演習） 吉田・大関先生 472 代数の世界 朝倉書店 3,762

集合と写像（含演習） 大野 先生 475 幾何学序論 日本評論社 2,475

プログラミング入門 小室 先生 476 新版 C言語プログラミングレッスン　入門編 SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 2,356

大関 先生 477 代数学 朝倉書店 ー

小室 先生 478 基礎からの力学系 サイエンス社 1,980

泊 先生 472 代数の世界 朝倉書店 3,762

山崎 先生 479 数学の「よい授業」 明治図書出版 1,782

吉田 先生 480 正多面体を解く 東海大学出版会 1,980

複素解析学１（含演習） 三村・中石 先生 481 複素関数概説 サイエンス社 1,584

複素解析学 中石 先生 481 複素関数概説 サイエンス社 1,584

確率論 井手 先生 482 横浜発　確率・統計入門 産業図書 2,475

群論入門 泊 先生 483 群論入門　新訂版 サイエンス社 1,188

三村 先生 484 パターン形成と分岐理論 共立出版 3,168

吉田 先生 472 代数の世界 朝倉書店 3,762

備考欄

備考欄

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

気候学 森島 先生
全員所持済み

線形代数２

（含演習）（再履）
吉田・大関先生 471

計算で惑わされない

図形分野を通して学ぶ線形代数入門
日本評論社 2,277

山浦 先生
微分積分学１

（含演習）

微分積分学２

（含演習）（再履）
市原・立井先生 469 大学教養 微分積分の基礎 数研出版 2,475

微分積分学続論

（含演習）
三村 先生 473 微分積分 増補版 学術図書出版 1,980

数学研究１

出版社品切

数学講究１



（情報科学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

情報処理入門１ 尾上 先生 485 徹底攻略 基本情報技術者教科書 令和５年度 インプレス 1,564

情報科学実習１ 担当者全員 486 つくって学ぶProcessingﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ入門 コロナ社 2,376

基礎ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ１ 担当者全員 487 Processingなら簡単！はじめてのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ「超」入門 科学情報出版 2,673

基礎ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ２（再） 尾崎 先生 487 Processingなら簡単！はじめてのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ「超」入門 科学情報出版 2,673

基礎線形代数１ 柳田 先生 488 教養の線形代数 培風館 1,980

基礎微分積分1 齋藤 先生 489 新基礎コース 微分積分 学術図書出版 1,980

確率論 柳田 先生 490 確率・統計 岩波書店 2,475

線形代数１ 古市 先生 488 教養の線形代数 培風館 1,980

解析学１ 前澤 先生 489 新基礎コース 微分積分 学術図書出版 1,980

データ構造 谷 先生 490A 問題解決力を鍛える！アルゴリズムとデータ構造 講談社 2,970

大澤 先生 491 ドラえもんを本気でつくる PHP研究所 871

492 Pythonによるプログラミング入門 東大出版会 2,178

492A Python言語によるプログラミングイントロダクション 近代科学社 4,554

古市 先生 493 情報理論 日本評論社 3,168

宮田 先生 494 誰のためのデザイン？　増補改訂版 新曜社 3,267

森山 先生 495 数理最適化 オーム社 ー

情報理論１ 古市 先生 493 情報理論 日本評論社 3,168

大澤 先生 491 ドラえもんを本気でつくる PHP研究所 871

（物理学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

微分・積分１ 本澤 先生 497 例題で学ぶ微分積分学 森北出版 1,980

線形代数１ 村田 先生 498 線形代数学 日本評論社 3,762

物理数学１ 千葉 先生 499 物理のための数学 岩波書店 2,574

振動と波動 玉岡 先生 500 振動・波動入門 サイエンス社 2,178

電磁気学１ 高橋 先生 501 電磁気学Ⅰ電場と磁場 岩波書店 2,376

電磁気学１（演習） 高橋 先生 501 電磁気学Ⅰ電場と磁場 岩波書店 2,376

数値計算入門１ 中島 先生 502 C言語と数値計算法 培風館 2,970

電磁気学３ 原田 先生 503 理論電磁気学 紀伊国屋書店

量子力学１ 山本 先生 504 量子力学 岩波書店 2,970

量子力学１演習 山本 先生 504 量子力学 岩波書店 2,970

量子力学３ 村田 先生 505 現代の量子力学（上） 吉岡書店 5,445

量子光学 上岡 先生 506 光物性物理学 朝倉書店 3,366

阿部 先生 507 初歩から学ぶ固体物理学 講談社 3,564

高橋 先生 508 Superconductivity Oxford UP 1,465

（生命科学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

基礎物理１ 斎藤 先生 509 物理学入門 学術図書出版 1,980

基礎化学１ 杉本 先生 510 基礎の化学 東京化学同人 1,980

（化学科）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

自主創造の基礎 嶋田 先生 511 ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ学修ﾏﾆｭｱﾙなせば成る! 山形大学 792

513 ボルハルト・ショアー現代有機化学（上） 化学同人 6,435

514 HGS分子構造模型C型セット有機化学実習用 丸善 3,960

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

谷 先生

客注

情報科学講究１

情報科学研究１

備考欄

特別研究A

備考欄

客注

古市 先生

（令和元年以降入学者）
493 情報理論 日本評論社 3,168

古市 先生

（令和２年以降入学者）
496 機械学習のための関数解析入門 内田老鶴圃 ー 客注

有機化学１

（有機分子の基礎と構造）
嶋田 先生

備考欄

無機化学１

（原子・分子の構造と性質）
岩堀 先生 512 ハウスクロフト無機化学（上） 東京化学同人 6,435



授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

藤森 先生 515 大学基礎・専門課程の化学実験マニュアル 共立出版 4,158

柳川 先生 515 大学基礎・専門課程の化学実験マニュアル 共立出版 4,158

512 ハウスクロフト無機化学（上） 東京化学同人 6,435

516 ハウスクロフト無機化学（下） 東京化学同人 6,336

513 ボルハルト・ショアー現代有機化学（上） 化学同人 6,435

518 ボルハルト・ショアー現代有機化学（下） 化学同人 6,435

519 現代物理化学 化学同人 5,445

520 数学いらずの化学反応論 化学同人 ー

521 クリスチャン分析化学Ⅰ基礎編 丸善 3,861

522 ベーシックマスター分析化学 オーム社 4,158

生物化学１（基礎） 垣田 先生 523 ヴォート基礎生化学 東京化学同人 7,524

化学数学 藤森 先生 524 マッカーリ化学数学 丸善 3,762

515 大学基礎・専門課程の化学実験間マニュアル 共立出版 4,158

525 イラストで見る化学実験の基礎知識 丸善 2,970

526 演習で学ぶ有機化合物のスペクトル解析 東京化学同人 2,772

512 ハウスクロフト無機化学（上） 東京化学同人 6,435

516 ハウスクロフト無機化学（下） 東京化学同人 6,336

518 ボルハルト・ショアー現代有機化学（下） 化学同人 6,435

527 ボルハルト・ショアー現代有機化学　問題の解き方 化学同人 4,653

有機応用化学 荻原 先生 528 現代有機工業化学 化学同人 3,564

分光化学 名越 先生 519 現代物理化学 化学同人 5,445

物質代謝学 門屋 先生 523 ヴォート基礎生化学 東京化学同人 7,524

529 ベーシック有機構造解析 化学同人 2,970

526 演習で学ぶ有機化合物のスペクトル解析 東京化学同人 2,772

530 シュライバー・アトキンス無機化学（上） 東京化学同人 6,435

531 シュライバー・アトキンス無機化学（下） 東京化学同人 6,435

532 パートナー天然物化学 南江堂 ー

533 資源天然物化学　改訂版 共立出版 ー

529 ベーシック有機構造解析 化学同人 2,970

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

基礎化学実験

分析化学２

（分離・検出の基礎）
桒原 先生

有機化学実験

（含演習）
担当者全員

無機化学３

（酸塩基と錯体化学）
尾関 先生

有機化学３
（有機分子の官能基と変換）

大﨑 先生

物理化学２

（反応速度論）
周 先生

出版社品切れ

機器・物理化学実験

（含演習）
担当者全員 515 大学基礎・専門課程の化学実験マニュアル 共立出版 4,158

応用無機化学 吉田 先生

有機構造化学 早川 先生

客注大﨑 先生化学特別研究１

大﨑 先生展開有機化学特論

尾関 先生展開無機化学特論

客注



コース科目

（教職コース）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

小林 先生 534 新時代の教職概論 ジダイ社 1,683

佐久間 先生 535 教職概論 学陽書房 2,376

397 現代教職論 弘文堂 2,079

398 教育小六法　２０２３ 学陽書房 2,871

536 中学校学習指導要領 東山書房 357

537 高等学校学習指導要領 東山書房 750

中橋 先生 538 教育の方法と技術 北大路書房 2,178

北野 先生 539 教育思想のルーツをもとめて 啓明出版 1,726

536 中学校学習指導要領 東山書房 357

537 高等学校学習指導要領 東山書房 750

542 中学校学習指導要領解説　総則編 東山書房 276

543 高等学校学習指導要領解説　総則編 東洋館出版社 376

間篠 先生 544 教育の哲学・歴史 学文社 2,079

池見 先生 545 発達と学習 弘文堂 1,980

大森 先生 545 発達と学習 弘文堂 1,980

546 人権としての特別支援教育 文理閣 1,800

536 中学校学習指導要領 東山書房 357

537 高等学校学習指導要領 東山書房 750

542 中学校学習指導要領解説 総則篇 東山書房 276

543 高等学校学習指導要領解説 総則編 東洋館出版 376

536 中学校学習指導要領 東山書房 357

537 高等学校学習指導要領 東山書房 750

542 中学校学習指導要領解説 総則篇 東山書房 276

543 高等学校学習指導要領解説 総則編 東洋館出版 376

547 教育課程論 大学教育学術出版 2,250

548 高校カリキュラム・マネジメントの基本 学事出版 1,881

佐久間 先生 549 新・教育の制度と経営　三訂版 学事出版 2,079

536 中学校学習指導要領 東山書房 357

537 高等学校学習指導要領 東山書房 750

542 中学校学習指導要領解説 総則篇 東山書房 276

543 高等学校学習指導要領解説 総則編 東洋館出版 376

教育の社会学 末冨 先生 550 現場で使える教育社会学 ミネルヴァ書房 2,772

551 いじめを生む教室 ＰＨＰ研究所 911

552 中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編 教育出版 154

長谷川 先生 552 中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編 教育出版 154

553 中学校学習指導要領解説 特別活動編 東山書房 382

554 中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間 東山書房 226

佐藤 先生 555 総合的な学習の時間の指導法 日本文教出版 2,277

中村 先生 556 新しい教職課程講座 教職教育編 特別活動 ミネルヴァ書房 1,980

553 中学校学習指導要領解説 特別活動編 東山書房 382

554 中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間 東山書房 367

望月 先生 557 特別活動・総合的学習の理論と指導法 弘文堂 1,980

土屋 先生 558 教師と保護者のための子ども理解の現象学 八千代出版 2,079

仲野 先生 559 生徒指導提要 教育図書 ー

藤平 先生 560 若手教員の力を引き出す研修でつかえる生徒指導事例５０ 学事出版 1,782

峯岸 先生 559 生徒指導提要 教育図書 ー

望月 先生 561 学生・教員・研究者のための進路指導・キャリア教育論 学事出版 2,178

麻谷 先生 443 教育相談 弘文堂 2,178

芳賀 先生 407 絶対役立つ教育相談 ミネルヴァ書房 2,178

教職特別講義 佐久間 先生 563 2023年度版 全国まるごと過去問題集 教職教養 協同出版 1,881

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

杉森 先生

現代教職論

教育原論

発達と学習

特別支援教育概論 田中 先生

小野澤 先生教育の方法・

　　　ICT活用論

田中 先生

藤平 先生

田中 先生
教育制度論

河野 先生

田中 先生特別支援教育総論

梶 先生教育課程論

教育相談

特別活動・

総合的な学習の時間の

指導法

ネットでダウンロード

ネットでダウンロード

生徒指導・

　進路指導論

道徳教育の

　　理論と方法

上野 先生



授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

542 中学校学習指導要領解説 総則篇 東山書房 276

543 高等学校学習指導要領解説 総則編 東洋館出版 376

564 文学国語入門 星海社 1,040

565 「こころ」をどう読むか　増補版 河出書房新社 1,881

566 学びの質を高める！ICTで変える国語の授業 明治図書 1,881

567 学びの質を高める！ICTで変える国語の授業２ 明治図書 2,138

568 中学校学習指導要領解説 社会編 東洋館出版 187

569 高等学校学習指導要領解説 地理・歴史編 東洋館出版 752

570 中学校社会科地図 帝国書院 1,138

568 中学校学習指導要領解説 社会編 東洋館出版 187

569 高等学校学習指導要領解説 地理・歴史編 東洋館出版 752

571 教職のための中等社会科教育の理論と指導法 三恵社 2,079

568 中学校学習指導要領解説 社会編 東洋館出版 187

572 高等学校学習指導要領解説　公民編 東洋館出版 990

573 社会科・地理歴史科・公民科教育法講義 大学教育学術出版 2,250

548 高校カリキュラム・マネジメントの基本 学事出版 1,881

数学科教育法Ⅰ 市原 先生 575 中学校学校学習指導要領解説 数学編 日本文教出版 206

575 中学校学校学習指導要領解説 数学編 日本文教出版 206

576 高等学校学習指導要領解説  数学編 学校図書 356

577 高等学校学習指導要領解説　理科編・理数編 実教出版 524

578 「資質・能力」を育む高校化学 化学同人 2,970

577 高等学校学習指導要領解説　理科編理数編 実教出版 524

578 「資質・能力」を育む高校化学 化学同人 2,970

581 中学校学校学習指導要領解説 保健体育編 東山書房 446

582 高等学校学習指導要領解説 保健体育編・体育編 東山書房 497

581 中学校学校学習指導要領解説 保健体育編 東山書房 446

582 高等学校学習指導要領解説 保健体育編・体育編 東山書房 497

581 中学校学校学習指導要領解説 保健体育編 東山書房 446

582 高等学校学習指導要領解説 保健体育編・体育編 東山書房 497

583 保健体育科教育法入門 大修館書店 1,683

581 中学校学校学習指導要領解説 保健体育編 東山書房 446

582 高等学校学習指導要領解説 保健体育編・体育編 東山書房 497

英語科教育法Ⅰ 桐井 先生 584 行動志向の英語科教育の基礎と実践 三修社 2,574

英語科教育法Ⅲ 桐生 先生 585 英語科教育実習ハンドブック 大修館書店 2,178

書道科教育法Ⅰ 山下 先生 537 高等学校学習指導要領 東山書房 750

586 情報Ⅰ 日本文教出版 1,027

587 高等学校学習指導要領解説 情報編 開隆堂 460

法学通論 松井 先生 588 法学(Next教科書シリーズ） 弘文堂 2,178

政治学概論 上岡 先生 589 新編 現代政治過程 三和書籍 2,574

経済学概論 大塚 先生 4 実験で学ぶ経済学 創成社 2,574

鹿野 先生 590 日本語表現法 翰林書房 970

高橋 先生 590 日本語表現法 翰林書房 970

渡 先生 20 思考を鍛えるレポート論文作成法 慶応義塾大学 1,188

書法１ 徳泉 先生 270 書の古典と理論 光村図書出版 1,980

書法２ 徳泉 先生 270 書の古典と理論 光村図書出版 1,980

書の鑑賞 徳泉 先生 270 書の古典と理論 光村図書出版 1,980

理科教育法Ⅲ 後藤 先生

保健体育科教育法Ⅰ

伊佐野 先生

鈴木 先生

指導と評価の一体化のための

学習評価に関する参考資料　高等学校理科
579 東洋館出版 1,683

指導と評価の一体化のための

学習評価に関する参考資料　高等学校理科
東洋館出版 1,683579

保健体育科教育法Ⅲ 伊佐野 先生

保健体育科教育法Ⅳ 鈴木 先生

中橋 先生情報科教育法Ⅰ

文章表現法

卜部 先生
社会科・

地理歴史科教育法Ⅰ

西村 先生

宇内 先生

梶 先生

社会科・

公民科教育法Ⅰ

数学科教育法Ⅲ 山崎 先生

理科教育法Ⅰ 後藤 先生

小澤 先生

野中 先生

国語科教育法Ⅲ

教職実践演習

（中・高）
藤平 先生

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄



（司書教諭コース）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

学習指導と学校図書館 内海 先生 591 中高生からの論文入門 講談社 832

（司書コース）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

図書館制度・経営論 吉井 先生 592 事例で学ぶ図書館制度・経営論 青弓社 1,980

図書館サービス概論 吉井 先生 601 事例で学ぶ図書館サービス概論 青弓社 1,980

情報資源組織論 村上 先生 593 情報資源組織論 樹村房 2,079

情報資源組織演習１ 丹 先生 592A 目録法キイノート 樹村房 1,485

情報サービス論 大曲 先生 594 情報サービス論 樹村房 1,980

情報サービス演習１ 川瀬 先生 595 情報サービス演習 ミネルヴァ書房 2,772

264 字典かな 笠間書院 376

290 書誌学入門 勉誠出版 1,782

（学芸員コース）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

博物館資料保存論１ 佐野 先生 596 文化財保存環境学　第２版 朝倉書店 3,465

博物館実習(学内) 清田 先生 597 図説 鉱物肉眼鑑定事典 秀和システム 1,683

（社会教育主事コース）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

社会教育演習１ 趙 先生 598 オーストラリア先住民族の主体形成と大学開放 明石書店 3,762

社会教育実習 佐藤 先生 410 生涯学習概論 学陽書房 2,574

生涯学習支援論１ 廣瀬 先生 599 生涯学習・社会教育・地域づくり とちぎ市民協働研究会 2,000

生涯学習支援論２ 廣瀬 先生 599 生涯学習・社会教育・地域づくり とちぎ市民協働研究会 2,000

令和５年度前学期教科書一覧

図書館情報資源特論 久保木 先生

備考欄

備考欄

備考欄

備考欄


