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1 コンプリヘンシブ・イングリッシュ(13) 盛田 有貴 教 Reader's Forum 2 Everyday English. Jim Knudsen.  南雲堂 2,100

3(7)(12) コンプリヘンシブ・イングリッシュ(15) 横山 三鶴 教
Exploring the Globe through

The Times and The Gardian.
田中孝信 他.  鶴見書店 2,000

4 コンプリヘンシブ・イングリッシュ(16) 横山 三鶴 教 Reading Dynamics: Skills for Academic Success. 山科美和子 他.
センゲージ

ラーニング
2,000

5 コンプリヘンシブ・イングリッシュ(17) 友田 奈津子 教 The Best Essays of Isaac Asimov. Isaac Asimov. 成美堂 1,300

6 コンプリヘンシブ・イングリッシュ(18) 江藤 あさじ 教
15 Selected Units of English through
the News Media.

高橋優身 他.  朝日出版 1,200

7(3)(12) コンプリヘンシブ・イングリッシュ(19) 太田 純 教
Exploring the Globe through
The Times and The Guardian.

田中孝信 他.  鶴見書店 2,000

8(40) コンプリヘンシブ・イングリッシュ(20) 小森 道彦 教
21st Century Reading Student Book 1

: Creative Thinking and Reading with TED Talks.
Robin Longshaw 他.

センゲージ

ラーニング
2,650

10 コンプリヘンシブ・イングリッシュ(22) 江藤 あさじ 教 CNN Student News. 関戸冬彦 他. 朝日出版 1,900

12 コンプリヘンシブ・イングリッシュ(24) 太田 純 教
Exploring the Globe through
The Times and The Guardian.

田中孝信 他. 鶴見書店 2,000

13 プラクティカル・イングリッシュ(29) Haase, Gary O. 教
face2face Upper Intermediate,
Student's Book with DVDROM, 2nd ed.

Chris Redston, Gillie
Cunningham.

 Cambridge
University
Press

3,200

15 プラクティカル・イングリッシュ(31) Ramon, Santos 教 Impact Issues 3.
Richard Day, Joseph
Shaules.

 Pearson
Longman

3,070

16 プラクティカル・イングリッシュ(32) 花﨑 知子 教
UNLOCK Listening & Speaking Skills Level 4

Student’s Book and Online Workbook.
Lewis Lansford.

Cambridge
University

Press

3,000

17 プラクティカル・イングリッシュ(33) 和泉 緻香 教 ABC World News 19. Shigeru Yamane 他. 金星堂 2,400

18 プラクティカル・イングリッシュ(34) 伊達 桃子 教
Exchange Views! 意見交換のための英語

—リーディングからスピーチへ.
幸重美都子 他. 三修社 2,000

19 プラクティカル・イングリッシュ(35) 奥田 隆一 教 Exploring Debate 1.
Jack Clancy, Sean

Bienert.

 WorldCom

ELT.
2,400

21 プラクティカル・イングリッシュ(37) 横山 茂雄 教 プラダを着た悪魔. 神谷久美子.  松柏社 2,200

22(62) プラクティカル・イングリッシュ(38) 西口 範子 教 Impact Issues 2. Richard R. Day 他
 Pearson

Longman
3,070

23 プラクティカル・イングリッシュ(39) 伊達 桃子 教
Exchange Views! 意見交換のための英語
—リーディングからスピーチへ.

幸重美都子 他. 三修社 2,000

24 プラクティカル・イングリッシュ(40) 長辻 幸 教
A Guide with Models for Process Writing

（モデルで学ぶプロセス・ライティング入門）.
柴田美紀.  松柏社 1,950

25 プラクティカル・イングリッシュ(41) 松井 ゆう子 教 Write it Right! 木塚晴夫.  鶴見書店 1,800

26 プラクティカル・イングリッシュ(42) 雲島 知恵 教
Keynote (Level 3)

Combo Split 3B with My Keynote Online.
Paul Dummett 他.

 センゲージ

ラーニング
2,300

27 プラクティカル・イングリッシュ(43) 中川 千帆 教 Inside Writing 2.
Jennifer Bixby, Nigel A.

Caplan.

 Oxford

University
3,360

28 プラクティカル・イングリッシュ(44) 西 美都子 教 A Good Read 2 Japan Edition. 山岡浩一.  松柏社 2,100

29 プラクティカル・イングリッシュ(45) ダフィー 美佐 教 Writing Paragraphs from Sentence to Paragraph.
Dorothy E. Zemach,

Carlos Islam.
 Macmillan 2,600

30 プラクティカル・イングリッシュ(46) 藤井 佳子 教 プレゼンテーションのための基礎英語. 仲谷都.  成美堂 1,900

32 プラクティカル・イングリッシュ(48) 山本 尚子 教
Developing Interpreting Skills for Communication,
revised ed

Ayako Saito 他. . 南雲堂 1,900

33 プラクティカル・イングリッシュ(49) 申 幸月 教 Common Errors in English Writing, 6th ed.
木塚晴夫,Roger
Northridge.

マクミランラ
ンゲージハ

1,800

34 プラクティカル・イングリッシュ(50) 福地 浩子 教 Write from Your Heart  第11版. 上杉恵美, 中西千春.  三修社 1,800

35 プラクティカル・イングリッシュ(51) 雲島 知恵 教
Keynote (Level 1)

Combo Split 1B with My Keynote Online.
David Bohlke.

センゲージ

ラーニング
2,300

37 プラクティカル・イングリッシュ(53) 須賀 あゆみ 教
Smart Writing

: Active Approach to Paragraph Writing.
Miyako Nakaya 他 成美堂 2,000

38 プラクティカル・イングリッシュ(54) 堂村 由香里 教 映画『タイタニック』で学ぶ総合英語.
角山　照彦, Simon
Capper.

成美堂 2,300

40(8) プラクティカル・イングリッシュ(56) 西出 良郎 教
21st Century Reading Student Book 1

: Creative Thinking and Reading with TED Talks.
Robin Longshaw 他.

センゲージ

ラーニング
2,650
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41(43) アカデミック・イングリッシュ(10) 齊藤 美和 教 Seeing the World through the News (4). Timothy Knowles.  金星堂 2,500

42(44) アカデミック・イングリッシュ(11) 福地 浩子 教 Burning Issues: Advanced Level. 静哲人 松柏社 1,900

語　学



43(41) アカデミック・イングリッシュ(12) 小森 道彦 教 Seeing the World through the News (4). Timothy Knowles. 金星堂 2,500

44(42) アカデミック・イングリッシュ(13) 伊達 桃子 教 Burning Issues: Advanced Level.  Cheryl Pavlik. 松柏社 1,900

47 アカデミック・イングリッシュ(16) 福地 浩子 教
Different Realities
: Adventures in Intercultural Communication.

J. Shaules, J. Abe.  南雲堂 2,000

48 アカデミック・イングリッシュ(17) 西 美都子 教 The Secret of Success. 小林純子, Brian Bond. 朝日出版社 1,700

49 アカデミック・イングリッシュ(18) 江藤 あさじ 教 English for the Global Age with CNN.
関西大学CNN英語研究

会.
朝日出版 2,000

50 プレゼンテーション・イングリッシュ(20) Ramon, Santos 教 Speaking of Speech 1
David Harrington,

Charles LeBeau.

Macmillan

Education.
2,600

52 プレゼンテーション・イングリッシュ(22) 齊藤 美和 教 『１分間英語で日本のことを話す』 広瀬直子.
KADOKAW
A

600

53 プレゼンテーション・イングリッシュ(23) 花﨑 知子 教 Presentations in English with DVD 4. Erica J. Williams.  Macmillan 2,800

54 プレゼンテーション・イングリッシュ(24) 和泉 緻香 教 Debating Current Issues. Toru Nishimoto 他.  成美堂 1,800

55 プレゼンテーション・イングリッシュ(25) 横山 三鶴 教 Keynote (Combo Split) 3A. Paul Dammett 他.
 センゲージ

ラーニング
2,300

57 プレゼンテーション・イングリッシュ(27) 和泉 緻香 教 Which side are you on? Gillian Flaherty. 成美堂 2,100

58 プレゼンテーション・イングリッシュ(28) 盛田 有貴 教 Academic Presentation. 幸重美津子 他. 三修社 1,900

59 プレゼンテーション・イングリッシュ(29) 藤井 佳子 教 英語スピーチとプレゼンの技術. 小林敏彦. 南雲堂 2,000

61（67） プレゼンテーション・イングリッシュ(31) 松井 ゆう子 教 Dynamic Presentations. Michael Hood.  金星堂 2,100

62（22） プレゼンテーション・イングリッシュ(32) 西口 範子 教 Impact Issues 2. Richard R. Day 他.
 Pearson

Longman
3,070

63 プレゼンテーション・イングリッシュ(33) ダフィー 美佐 教 Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎｓ ｔｏ Ｇｏ 松岡昇・三宅ひろ子
センゲージ

ラーニング
2,500

64 プレゼンテーション・イングリッシュ(34) 友田 奈津子 教
You, Me and the World: A Course in

Communicative English for Global Citizenship.
David Peaty. 金星堂 2,100

67(61) プレゼンテーション・イングリッシュ(37) 堂村 由香里 教 Dynamic Presentations. Michael Hood. 金星堂 2,100

68 プレゼンテーション・イングリッシュ(38) 申 幸月 教 World Adventures.
Scott Berlin, 小林めぐ

み.
金星堂 2,300

69 中国語Ⅰ（Ｏ）（Ｒ） 何穎 教 学ぶ中国語初中級編 王亜新　ほか 朝日出版社 2,200

70 中国語Ⅰ（Ｐ）（Ｑ） 西川ゆみ 教 ２年めの中国語ポイント４５ 本間史　ほか 白水社 2,300

71 中国語Ⅱ（D)(G) 何穎 教 日本に生きる中国語ー故事成語編ー 荒屋勧　ほか 朝日出版社 1,700

72 韓国語初級Ⅱ（Ａ）（Ｂ）中級Ⅱ 有吉登美子 教 キャンパス韓国語 白帝社 2,400

73 韓国語初級Ⅱ（Ａ）（Ｂ）中級Ⅱ 有吉登美子 参 辞書：「プログレッシブ韓日日韓辞典」 小学館 3,200

74 日本語ⅠＢ 吉川仁子 教 新完全マスター　文法　日本語能力試験Ｎ１ 友松悦子ほか
スリーエー

ネットワーク
1,200

75 日本語ⅠＤ 吉川仁子 教
日本語学習者のための読解厳選テーマ１０[中上
級]

清水正幸/奥山貴之 凡人社 2,000

76 日本語ⅡＤ 早川由美 教 留学生のためのここが大切文章表現のルール 石黒圭・筒井千絵
ｽﾘｰｴｰﾈｯﾄ
ﾜｰｸ

1,600

77 日本語ⅡＤ 早川由美 参 改訂版どんな時どう使う 日本語表現文型500 友松悦子ほか アルク 2,500
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100 日本国憲法（Ｂ） 中里見博 教 クローズアップ憲法第3版 小沢隆一編著 法律文化社 2,500

101 情報処理入門Ⅱ 城和貴 教 詳解HTML&CSS&JavaScript辞典 第7版 大藤幹, 半場方人
秀和システ
ム

2,000

102 情報基礎 駒谷昇一 教 らくらく合格ＩＴパスポート(平成2728年度版) よせだ　あつこ 中央経済社 1,680

103 心の進化と発達 亀島信也 教 進化と人間行動
長谷川寿一・長谷川真

理子著

東京大学出

版会
2,500

104 心の進化と発達 亀島信也 参 進化とこころの科学で学ふ人間関係の心理学 亀島信也ほか 福村出版 2,000

105 国際関係論 戸田真紀子 教 国際社会を学ぶ
戸田真紀子・三上貴教・
勝間靖（編）

晃洋書房 2,600

106 化学の常識 中沢隆 教 生命系の基礎有機化学 赤路健一、福田常彦 化学同人 2,600

107 環境と生物 渡邊利雄 参 これならわかる！分子生物学 渡邊　利雄 ナツメ社 2,000

108 自然環境の地理学 高田将志 教 新詳高等地図 帝国書院編集部編 帝国書院 1,500

109 キャリアデザイン・ゼミナールB（５３）
中山徹.公庄直
樹.戸田直美.

室﨑千重

教 木育の本 煙山泰子/西川栄明
北海道新聞

社
1,500

110 教職論（Ａ）（Ｂ）教育原理（Ａ）
西村拓生・
吉岡眞知子

教 「人間と教育」を語り直す 皇紀夫ほか
ミネルヴァ
書房

2,500

111 教育原理（B） 岸優子 教 中学校学習指導要領解説　総則編 文部科学省
（株）ぎょう
せい

208

112 中等教科教育法英語B 西本有逸 教 これからの英語学力評価のあり方 田中正道　監修 教育出版 2,500

113 中等教科教育法数学ⅡＢ 吉田明史 教 数学教育の理論と実際　中学校・高等学校 数学教育学研究会編 聖文新社 2,500

114 中等教科教育法数学ⅡＢ 吉田明史 教 中学校学習指導要領解説　数学編 文部科学省 教育出版 230

115 中等教科教育法数学ⅡＢ 吉田明史 参 小学校学習指導要領解説　算数編 文部科学省 東洋館出版 238

116
中等数学科教材内容論Ｂ・

中等教科教育法数学Ⅳ
山上成美 参 中学校学習指導要領解説数学編 230

117

中等教科教育法理科Ⅱ・中等教科教育
法理科　Ｂ中等理科教材内容論　Ｂ中

等教科教育法理科Ⅳ

石井俊行 教 中学校学習指導要領解説 理科編 文部科学省 105

118
中等教科教育法理科Ⅳ・

中等理科教材内容論　Ｂ
石井俊行 教 中学総合的研究　理科 旺文社 2,800

119 情報科教育法ⅡB 伊藤剛和 教 高等学校学習指導要領解説 情報編 210

120 初等教科教育法社会 薄田太一 教 小学校学習指導要領解説社会科編 文部科学省 東洋舘出版 193

121 初等教科教育法音楽 藤井康之 教
音楽を学ぶということ

—これから音楽を教える・学ぶ人のために—
今川恭子監修 教育芸術社 1,800

122 保育内容指導法（総論） 森本伊津子 教 幼稚園教育要領解説 文部科学省
フレーベル

館
190

123 保育内容指導法（言葉） 増井啓子 教 最新保育講座　保育内容「言葉」
柴崎正行・戸田雅美・秋
田喜代美編

ミネルヴァ
書房

2,200

125
保育内容指導法（健康）

（平成２４年度以降入学生用）

阪本一英.

角田三友紀
教 幼稚園教育要領解説 文部科学省

フレーベル

館
190

126
保育内容指導法（健康）
（平成２４年度以降入学生用）

阪本一英.
角田三友紀

教 事例で学ぶ保育内容・領域「健康」 無藤隆　倉持清美 萌文書林 2,000

127 生徒指導・進路指導論（Ｂ） 山本桂子 教 生涯学習時代の生徒指導・キャリア教育 西岡正子・桶谷守編 教育出版 2,200

128 教育相談（Ｂ） 上田裕美 教 実践をふりかえる教育心理学 大久保智生・牧　郁子
ナカニシヤ

出版
2,200

129 教育相談（Ｂ） 上田裕美 教 ＭINERVA教職講座10学校教育相談
一丸藤太郎・菅野信夫

編著

ミネルヴァ

書房
2,200

130 博物館教育論 黒岩啓子 教 博物館教育論 黒沢浩編 講談社 2,400

共　通・教　職
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200
日本言語文化学概論Ａ・上代国文学演
習Ⅱ

奥村和美 教 新校注 萬葉集 井手至・毛利正守 和泉書院 2,200

201
日本言語文化学概論Ａ・上代国文学演
習Ⅱ

奥村和美 教 万葉事始
坂本信幸・毛利正守共
編

和泉書院 700

202 イギリス言語文化史概論Ⅱ 横山茂雄 教 はじめて学ぶイギリス文学史 神山妙子
ミネルヴァ

書房
2,800

203 音楽概論 藤井康之 教 楽典：理論と実習 石桁真礼生ほか 音楽之友社 1,950

204 哲学概論 柳澤有吾 教 私・今・そして神 永井均 講談社 720

205 西洋史特殊研究Ａ 山辺規子 教 ルネサンス P.バーク（亀長洋子訳） 岩波書店 3,500

206 西洋史特殊研究Ａ 山辺規子 教 世界の歴史〈16〉ルネサンスと地中海(文庫） 樺山紘一
中央公論新
社

1,524

207 西洋史特殊研究Ａ 山辺規子 教 ルネサンス 歴史と芸術の物語（新書） 池上英洋 光文社 950

208 西洋史特殊研究Ａ 山辺規子 参 イタリア・ルネサンスの文化 (上)(文庫） ブルックハルト
中央公論新

社
781

208 西洋史特殊研究Ａ 山辺規子 参 イタリア・ルネサンスの文化 (下)(文庫） ブルックハルト
中央公論新
社

800

209 西洋史特殊研究Ａ 山辺規子 参 ルネッサンス史 西本晃二 東大出版会 12,000

210 西洋史特殊研究Ａ 山辺規子 参 イタリア都市社会史入門 齋藤・山辺・藤内編 昭和堂 2,800

211 計量社会学特殊研究 林拓也 教 社会統計学入門 林拓也
放送大学教

育振興会
2,500

212 日本史講読Ｂ 田中希生 教 うひ山ぶみ 本居宣長 講談社 900

213 日本史講読Ｂ 田中希生 教 玉勝間(文庫） 本居宣長 岩波書店 860

214 日本史講読Ｂ 田中希生 教 霊の真柱(文庫） 平田篤胤 岩波書店 720

215 日本史講読Ｂ 田中希生 参 本居宣長（上） 小林秀雄 新潮社 750

216 日本史講読Ｂ 田中希生 参 本居宣長（下） 小林秀雄 新潮社 750

217 西洋史演習AⅡ 山辺規子 教 大学で学ぶ西洋史　古代中世 服部良久他編
ミネルヴァ

書房
2,800

218 西洋史演習AⅡ 山辺規子 教 西洋中世学入門 池上俊一・高山博編 東大出版会 3,800

219 西洋史演習AⅡ 山辺規子 教 人文学への接近法 —西洋史を学ぶ
服部 良久 南川 高志,

小山 哲, 金澤 周作  篇

京都大学学

術出版会
2,000

220 西洋史演習AⅡ 山辺規子 参 学術論文の技法（新訂版） 斉藤孝　西岡達裕
日本エディ
タースクー

1,500

221 西洋史演習AⅡ 山辺規子 参 学術論文の作法 近江幸治 成文堂 1,100

223 ジェンダー言語文化学特殊研究Ｂ
吉川仁子.
尾山慎

参 恋をする、とはどういうことか？ 高岡尚子・編 ひつじ書房 1,800

224 国語学特殊研究Ⅱ 鈴木広光 参 日本語活字印刷史 鈴木広光
名古屋大学

出版会
5,800

225 近代国文学講読Ⅱ 磯部敦 教 大学生のための文学トレーニング　現代編 浅野麗ほか 三省堂 2,500

226 英文法講読Ⅱ 今野弘章 教 A Student's Introduction to English Grammar
RodneyHuddleston and
Geoffrey K. Pullum

Cambridge

University
Press

5,986

227 イギリス文学テクスト論講読Ⅱ 横山茂雄 教
A Room with a View
(Penguin TwentiethCentury Classics)

E. M. Forster
Penguin
Books

1,777

228 英語コミュニケーションＣⅡ キャサリン山根 教 Global Connections
Sarah Morikawa and

Luke Harrington

Cengage

Learning
2,400

229 英語コミュニケーションＤⅡ キャサリン山根 教 ABC WORLD NEWS 19
Kathleen Yamane and

Shigeru Yamane

Kinseido

Publishers
2,400

230 近代国文学演習Ⅱ 磯部敦 教 斜陽(文庫) 太宰治 新潮社 340

231 近代国文学演習Ⅱ 磯部敦 教 ゼロの焦点(文庫) 松本清張 新潮社 710

陳列番号 開設科目名 担当 種別書名 著者 出版社
本体価
格(税

232 近代国文学演習Ⅱ 磯部敦 教 或る「小倉日記」伝(文庫) 松本清張 新潮社 710

233 近代国文学演習Ⅱ 吉川仁子 教 それから　改版(文庫) 夏目漱石 岩波書店 600

文　学　部



234 英語対照論演習 須賀あゆみ 教 会話分析の基礎 高木智世他 ひつじ書房 3,500

235 倫理学特殊研究 柳澤有吾 教 パブリックアートの現在 柳澤有吾
かもがわ出
版

1,600

236
学校・保育臨床論特殊研究・学校臨床
心理学特殊研究

伊藤美奈子 教 よくわかる教育相談
春日井敏之・伊藤美奈
子

ミネルヴァ
書房

2,400

237
行動科学統計法Ⅱ（初等統計）・行動科
学統計法Ⅱ

中山満子 教 よくわかる心理統計 山田剛史・村井潤一郎
ミネルヴァ
書房

2,800

238 心理学研究法
中山満子.

本山方子
教 心理学研究法入門：調査・実験から実践まで 東京大学出版会

南風原朝和

ほか
2,800
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300 現代の物理 林井久樹 教 現代物理学　ＰＯＤ版 小野昱朗他 森北出版 3,400

301
化学実験Ⅰ・化学実験Ⅱ（B）・化学基礎
実験１（A)（B)

三方裕司.梶原孝
志.片岡悠美子.

竹内孝江.本田裕
樹.片岡靖隆.太

田靖人.棚瀬知
明.中沢隆.中前
佳那子.藤井浩

教 実験を安全に行うために　第８版 化学同人編集部　編 化学同人 800

302
化学実験Ⅰ・化学実験Ⅱ（B）・化学基礎
実験１（A)（B)

三方裕司.梶原孝
志.片岡悠美子.
竹内孝江.本田裕

樹.片岡靖隆.太
田靖人.棚瀬知

明.中沢隆.中前
佳那子.藤井浩

教
実験を安全に行うために
続（基本操作・基本測定編）　第４版

化学同人編集部　編 化学同人 800

303
化学実験Ⅰ・化学実験Ⅱ（B）・化学基礎
実験１（A)（B)

三方裕司.梶原孝
志.片岡悠美子.
竹内孝江.本田裕

樹.片岡靖隆.太
田靖人.棚瀬知

明.中沢隆.中前
佳那子.藤井浩

参 改訂 化学のレポートと論文の書き方 泉　美治　他 監修 化学同人 1,700

304 地球科学２ 久慈誠 教 一般気象学【第２版補訂版】 小倉義光
東京大学出

版会
2,800

305 統計力学２ 吉岡英生 教 岩波基礎物理シリーズ７「統計力学」 長岡洋介 岩波書店 3,200

306 統計処理論 宮林謙吉 教 計測における誤差解析入門 J.R.Taylor、林・馬場訳
東京化学同

人
4,200

307 基礎化学Ⅳ 片岡靖隆 教 基礎有機化学　第２版 大嶌幸一郎
東京化学同

人
2,400

308 化学のための物理Ⅱ 衣川健一 教 電磁気学（Ⅰ）(裳華房フィジクスライブラリー) 原康男 裳華房 2,300

309 化学のための物理Ⅱ 衣川健一 教 振動・波動（裳華房テキストシリーズ—物理学） 小杉正男 裳華房 2,000

310 教 アトキンス「物理化学(上)第10版｣ アトキンス
東京化学同
人

5,700

311 教 アトキンス「物理化学(下)第10版｣ アトキンス
東京化学同

人
5,800

312 教 アトキンス「物理化学(上)第8版｣ 千原ら訳
東京化学同

人
5,700

313 教 アトキンス「物理化学(下)第8版｣ 千原ら訳
東京化学同
人

5,800

314 機器分析法Ⅰ
高島弘

本田裕樹
教 基礎から学ぶ機器分析化学

井村 久則、 樋上 照男

編
化学同人 2,400

315 機器分析法Ⅰ
高島弘.
本田裕樹

教 分析化学実技シリーズ機器分析編 有機質量分析
日本分析学会編 山口
健太郎書

共立出版 2,700

316 機器分析法Ⅰ・機器分析法Ⅲ
高島弘.本田裕

樹.三方裕司
教

有機化合物のスペクトルによる同定法

MS,IR,NMRの併用 第8版

Silverstein,Webster,Kie

mle, Bryce

東京化学同

人
4,600

317 化学概論Ⅱ 松尾貴史 教 大学で学ぶ化学
川瀬 雅也、山川 純次

共著
化学同人 2,000

318 環境科学応用プログラミング 久慈誠 教 アルゴリズムを、はじめよう 伊藤静香
インプレス
ジャパン

1,680

319 生物多様性学
西井一郎.井田
崇.片野泉

教 Biology: A Global Approach, 11th edition Neil A. Campbell 他
Pearson
Education

8,784

化学統計力学・量子化学・反応速度論・
固体化学・実践物理化学

吉村倫一・
竹内孝江・
梶原孝志

理　学　部

物理化学通論Ⅱ・化学熱力学・

機器分析法Ⅱ・基礎物理化学通論Ⅱ

太田靖人・

吉村倫一
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402 生活福祉論 髙地リベカ 教 三訂公衆衛生学第２版
伊達ちぐさ・松村康弘編
著

建帛社 3,600

403 食品化学総論 菊﨑泰枝 教 食品学ー食品成分と機能性ー
久保田紀久枝、森光康
次郎編

東京化学同
人

2,600

404 栄養教育論Ⅱ 大谷貴美子 教 栄養教育論　理論と実践 日本栄養改善学会監修 医歯薬出版 2,400

405 アパレル色彩論 才脇直樹 教 カラーコーディネーター入門　色彩 大井義雄・川崎英昭
日本色研事

業
1,500

406 アパレル色彩論 才脇直樹 参 カラーコーディネーターのための色彩科学入門 日本色彩研究所
日本色研事
業

1,800

407 アパレルデザイン実習 吉田哲也 教 Processingをはじめよう 第2版

 Casey Reas (著), Ben

Fry (著), 船田 巧 (翻
訳)

オライリー・
ジャパン

2,000

408 建築環境学 吉田伸治 教 最新　建築環境工学　改訂4版
田中、武田、岩田、土

屋、秋元、寺尾
井上書院 3,000

409 建築環境学 吉田伸治 参 図説テキスト 建築環境工学　第二版 加藤、大岡、土田 彰国社 2,400

410 建築環境学 吉田伸治 参 設計力を育てる建築計画100選
今井、桜井、明石、中
井、大月、吉田、柳沢

共立出版 4,500

411 建築装備学Ⅱ 井上容子 教 大学課程　建築環境工学 伊藤克三他４名 オーム社 3,300

412 住居デザイン学 長田直之 教 テキスト　建築意匠 平尾和洋、末包伸吾 学芸出版 3,200

413 住環境計画学 瀬渡章子 教 現代集合住宅のリ・デザイン 日本建築学会編 彰国社 2,600

414 住環境法規 渕上徳光 教 建築関係法令集　法令編S　平成29年版
総合資格学

院
2,800

415 人間関係文化論 安藤香織 教 暮らしの中の社会心理学 安藤・杉浦
ナカニシヤ

出版
2,200

416 教育臨床心理学 伊藤美奈子 教 よくわかる教育相談
春日井敏之・　伊藤美奈

子

ミネルヴァ

書房
2,400

417 ストレスの科学実習
森本恵子.

内田有希
教 メンタルヘルスを学ぶ 森本恵子ら編著

ミネルヴァ

書房
2,400

418 臨床栄養学実習 下田　紗子 教 臨床調理　第７版 玉川和子 医歯薬出版 2,400

419 建築施工学 伊藤 教 建築施工（第3版）
中澤明夫・　　　　　　角

田誠

市ヶ谷

出版社
3,000

420 臨床栄養学実習 下田妙子 教 糖尿病食事療法のための食品交換表 文光堂 900

430 臨床栄養学実習 下田妙子 教
日本食品成分表２０１７　七訂

 　    本表編
医歯薬出版 1,300

431 記号論理学 新出　尚之 教
数理論理学—合理的エージェントへの応用に向け

て—
加藤, 高田, 新出 コロナ社 2,800

432 シュミレーション科学 新出　尚之 教 Ｃによる数値計算とシミュレ－ション 小高知宏 オーム社 2,400

生活環境学部
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500 発達心理学特論 加藤奈々子 乳児の対人世界　理論編 ダニエル・スターン他
岩崎学術出
版社

4,500

大学院


