
（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

堀井 先生

応用研究４ 武内 先生

備考欄

基礎演習１

西洋史料文献研究１ 土屋 先生

応用研究２

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

備考欄

日本史基礎演習１



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

研究ゼミ

中国語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ１

特殊研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ１

梶川 先生

久保木 先生

堀井 先生

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

備考欄

特殊研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ３

梶川 先生

久保木 先生

中国語ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ１



（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
卒業論文 ロ・ディコ先生

卒業論文研究ゼミ１

ロ・ディコ先生

牧野 先生

英語学特殊講義１

Advanced

Communication1

英語学演習１

英米文学演習１
飯田 先生

英文法１ 吉良 先生

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

Academic English1 担当者全員

英語文学概説１

Academic English３ 担当者全員

異文化間

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ概論１
青木 先生 316 This is Culture 南雲堂 1,881

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

吉良 先生



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

社会学演習

社会調査実習１ 濱本 先生

ゼミナール１

ゼミナール３
後藤 先生

ﾄﾞｲﾂ語基礎演習３

ﾄﾞｲﾂ語基礎演習１

備考欄

令和５年度前学期教科書一覧

卒業論文

備考欄

備考欄

ドイツ語

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究３
シュバルツ先生 357 studio exress:Kompaktkurs Deutsch B1 Cornelsen 4,455

社会学概論

犬飼 先生

社会学入門１
濱本 先生

社会学特殊講義Ⅴ 中村 先生



358 新・社会調査へのアプローチ ミネルヴァ書房 2,475

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

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 弘文堂 2,178

現代教職論 杉森 先生

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｸ

　　　　実習指導

教育学演習１

河野 先生

末冨 先生

390

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 相談援助の理論と方法Ⅱ 中央法規出版 2,574

教育学基礎論１
広田 先生

太田 先生 392

ゼミナール３
後藤 先生

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

備考欄

卒業論文

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

備考欄

教育経営論

教育学演習３
末冨 先生

絶版



（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

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 2,178

ｽﾎﾟｰﾂ指導法（水泳） 野口 先生

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

購入済・客注

感情・人格心理学B

（感情心理学）
則近 先生

購入済・客注

2,475

446 よくわかる情動発達 ミネルヴァ書房 2,475

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

スポーツ方法論

（水泳）
野口 先生 425 水泳指導教本

出版社品切れ

ｽﾎﾟｰﾂ実習（ダンス）

心理学実験 担当者全員

教育・学校心理学 狩野 先生

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

大修館書店 2,376

備考欄



298 最新版 大学生のための論文・レポート術 講談社 792

（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 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

出版社品切

数学講究１

全員所持済み

数学研究１

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

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

備考欄

微分積分学１

（含演習）
山浦 先生

卒業論文

山口 先生

令和５年度前学期教科書一覧

備考欄

備考欄

気候学 森島 先生



（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

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

有機化学１

（有機分子の基礎と構造）
嶋田 先生

備考欄

特別研究A

備考欄

客注

備考欄

令和５年度前学期教科書一覧

古市 先生

（令和元年以降入学者）

客注

備考欄

情報科学講究１

谷 先生

情報科学研究１
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



514 HGS分子構造模型C型セット有機化学実習用 丸善 3,960

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

展開有機化学特論 大﨑 先生

展開無機化学特論 尾関 先生

化学特別研究１ 大﨑 先生 客注

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

客注

出版社品切れ

令和５年度前学期教科書一覧

基礎化学実験

有機化学１

（有機分子の基礎と構造）
嶋田 先生

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）

備考欄

有機構造化学 早川 先生

機器・物理化学実験

（含演習）
担当者全員

分析化学２

（分離・検出の基礎）

大﨑 先生

物理化学２

（反応速度論）
周 先生

桒原 先生

有機化学実験

（含演習）
担当者全員

応用無機化学 吉田 先生


