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（税別）

0
コンプリヘンシブ・イング
リッシュ（１ー１２）

齊藤美和・西出良郎・

和泉緻香・太田純・

江藤あさじ・福地浩子・

松林和佳子・小森道彦・

横山三鶴・時政須美子 教 究極の英単語SVL　Vol.3 上級の3000語 アルク 1800

A1
コンプリヘンシブ・イング
リッシュ(1) 齊藤　美和 教 British News　Update Timothy Knowles 金星堂 2600

A2
コンプリヘンシブ・イング
リッシュ(2) 西出良郎 教

Reading Explorer 4 Third Edition Student
Book Split Edition 4A Text Only

David Bohlke

Nancy Douglasほ

か Cengage Learning 2000

A3
コンプリヘンシブ・イング
リッシュ(3) 和泉　緻香 教 Notting Hill Richard Curtis 松柏社 2100

A4
コンプリヘンシブ・イング
リッシュ(4) 太田　純 教 The Origin of a Theory

William H.

Brock 著 音羽書房鶴見書店 1600

A5
コンプリヘンシブ・イング
リッシュ(5) 江藤　あさじ 教

15 Selected Units of English through the
News Media

高橋優身ほか編

著 朝日出版社 1200

A6
コンプリヘンシブ・イング
リッシュ(6) 福地　浩子 教 CBS News Break 4

Nobuhiro Kumai

& Stephen

Timson著 成美堂 2400

A7
コンプリヘンシブ・イング
リッシュ(7) 松林　和佳子 教

NHK NEWSLINE3 映像で学ぶNHK英語ニュースが
伝える日本3

山﨑達朗 /

Stella M.

Yamazaki 編著 金星堂 2400

A8
コンプリヘンシブ・イング
リッシュ(8) 小森　道彦 教

21st Century ReadingCreative Thinking and
Reading with TED Talks <LEVEL 1>

Robin Longshaw

ほか著 センゲージ ラーニング 2900

A9
コンプリヘンシブ・イング
リッシュ(9) 横山　三鶴 教

Reading Dynamics  Skills for Academic
Success

山科美和子・横

山三鶴・沖野泰

子著

ナショナルジオグラフィッ

ク　ラーニング/センゲージ

ラーニング 2200

A10
コンプリヘンシブ・イング
リッシュ(10) 松林　和佳子 教

NHK NEWSLINE3 映像で学ぶNHK英語ニュースが
伝える日本3

山﨑達朗 /

Stella M.

Yamazaki 編著 金星堂 2400

A11
コンプリヘンシブ・イング
リッシュ(11) 江藤　あさじ 教 Messages from the Globe

Miwako

Yamashinaほか著 Cengage Learning 2500

A12
コンプリヘンシブ・イング
リッシュ(12) 時政　須美子 教 Reading in Action 靜哲人 編著 金星堂 1800

B2
プラクティカル・イングリッ
シュ(2) Leigh McDowell 教

Global Issues (Oxford Bookworms Library
Factfiles; Stage 3) Alex Raynham著 Oxford University Press 715

B3
プラクティカル・イングリッ
シュ(3) Gary Haase 教

face2face Upper Intermediate Student's
Book with DVDROM 2d　edition

Chris

Redston/Gillie

Cunningham著 Cambridge University Press 3200

B5
プラクティカル・イングリッ
シュ(5) 齊藤　美和 教 プレゼンテーションの英語表現

デイビッド・セ

イン/マーク・ス

プーン著 日本経済新聞出版社 830

B6
プラクティカル・イングリッ
シュ(6) 和泉　緻香 教

English on Screen  Learning Real English
through Erin Brockovich

井村誠/中井英民

ほか著 金星堂 1900

B7
プラクティカル・イングリッ
シュ(7) 堂村　由香里 教 グッド・ウィル・ハンティング

 Good Will

HuntingAlan

Rosen/楠元実子

編著 松柏社 1900

B9
プラクティカル・イングリッ
シュ(9) ダフィー美佐 教 Think Smart Michael Hood著 金星堂 1900

B10
プラクティカル・イングリッ
シュ(10) 藤井　佳子 教

Speaking in Public プレゼンテーションのた
めの基礎英語

仲谷都/John Pak

著 成美堂 1900

B11
プラクティカル・イングリッ
シュ(11) 中尾　朋子 教

Message Delivered 〈Intermediate〉パターンで
学ぶパラグラフ・ライティングとプレゼンテー
ション入門〈中級〉

Leonid Yoffeほ

か著 南雲堂 2200

B12
プラクティカル・イングリッ
シュ(12) 久保田　美佳 教 How Much Do You Agree?

KOBAYASHI

Toshihiko

Jeremie

BOUCHARD著 三修社 2000

B13
プラクティカル・イングリッ
シュ(13) 柑本  幸子 教

Composition UpgradeThink, Write &
Organize

Anthony S.

Rausch著 三修社 1900

B14
プラクティカル・イングリッ
シュ(14) 西口　範子 教 Impact Issues 2

Richard R.

Day/Joseph

Shaules/Junko

Yamanaka著 Pearson Longman 3070

B15
プラクティカル・イングリッ
シュ(15) 松井　ゆう子 教 Write it Right! 木塚晴夫 編著 音羽書房鶴見書店 1800

B16
プラクティカル・イングリッ
シュ(16) 伊達　桃子 教

Message Delivered 〈Intermediate〉パターンで
学ぶパラグラフ・ライティングとプレゼンテー
ション入門〈中級〉

Leonid Yoffeほ

か著 南雲堂 2200

B17
プラクティカル・イングリッ
シュ(17) 盛田　有貴 教

A Guide to English Academic Writing for
Beginners 田地野彰ほか著 朝日出版社 1800

B18
プラクティカル・イングリッ
シュ(18) 西　美都子 教

Academic Writing Strategies: Focus on
Global Issues for Sustainable Development
Goals 中谷安男 著 金星堂 2000

B19
プラクティカル・イングリッ
シュ(19) 福地　浩子 教

Communicate in English with The Devil
Wears Prada

Aline Brosh

Mckenna著 松柏社 2200

B20
プラクティカル・イングリッ
シュ(20) 花崎　知子 教

Straightforward Upper Intermediate Student's
Book with eBook & Practice Online access

Philip Kerr &

Ceri Jones著 Macmillan Education 2940

語学
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B21
プラクティカル・イングリッ
シュ(21) 由手口　幸恵 教

World Wide English on DVD Volume 1
Revised Edition

森田彰/佐藤明彦

ほか著 成美堂 2500

B22
プラクティカル・イングリッ
シュ(22) 栗尾　公子 教

On Topic An Integrated Approach to Better
Communication　英語で意見を述べるための総合学
習(CDあり)

神谷雅仁 /

Timothy Gould

著 金星堂 2400

B23
プラクティカル・イングリッ
シュ(23) 金　幸月 教 Insights 2020

村尾純子・深山

晶子ほか著 金星堂 1900

B24
プラクティカル・イングリッ
シュ(24) 山本　尚子 教

The Essential Guide to the TOEIC S&W
Tests

松岡 昇/ 傍島一

夫著 松柏社 1900

B25
プラクティカル・イングリッ
シュ(25) 伊達　桃子 教

Message Delivered 〈Intermediate〉パターンで
学ぶパラグラフ・ライティングとプレゼンテー
ション入門〈中級〉

Leonid Yoffeほ

か著 南雲堂 2200

B27
プラクティカル・イングリッ
シュ(27) 須賀　あゆみ 教 A Passage to Paragraph Writing Koki Endo著 Cengage Learning 2100

B28
プラクティカル・イングリッ
シュ(28) 中川　千帆 教 Inside Writing 1

Arline

Burgmeier and

Rachel Lange著 Oxford University Press 3360

C1
アカデミック・イングリッ
シュ(1) 江藤　あさじ 教 English for the Global Age with CNN

関西大学CNN英語

研究会 編著 朝日出版社 1900

C2
アカデミック・イングリッ
シュ(2) 中尾　朋子 教 Keynote 3A

Paul Dummett /

Helen

Stephenson /  

Lewis Lansford Cengage Learning 2700

C3
アカデミック・イングリッ
シュ(3) 太田　純 教 Breakfast at Tiffany's Truman Capote著 Penguin Essentials 1100

C4
アカデミック・イングリッ
シュ(4) 堂村　由香里 教 沈黙の春

 Silent

SpringRachel

Carson著 英宝社 1400

C5
アカデミック・イングリッ
シュ(5) 小森　道彦 教

British News Update 2映像で学ぶ イギリス
公共放送の最新ニュース2

Timothy Knowles

ほか著 金星堂 2600

C7
アカデミック・イングリッ
シュ(7) 由手口　幸恵 教 CBS News Break 2

熊井信弘

/Stephen Timson

著 成美堂 2400

C8
アカデミック・イングリッ
シュ(8) 時政　須美子 教

Reading Wonders　：　Food for Thought and
Communication

Robert Juppe/馬

場幸雄著 金星堂 2000

C9
アカデミック・イングリッ
シュ(9) 西　美都子 教

The World’s Big Deals: Art Language Food
Education Work Style and Heritage／世界を見
る：アート・言語・食育・働き方改革・歴史遺産 宮本 文著 松柏社 1900

D2
プレゼンテーション・イング
リッシュ(2) Leigh McDowell 教

Ready to Present: A Guide to Better
Presentations

Herman Bartelen

and Malcolm

Kostiuk著

National
Geographin 2700

D3
プレゼンテーション・イング
リッシュ(3) 金　幸月 教 Active Presentations 森田彰ほか 金星堂 1800

D4
プレゼンテーション・イング
リッシュ(4) 福地　浩子 教 Keynote 4A (Combo Split)

Helen

Stephenson著 Cengage Learning 2700

D5
プレゼンテーション・イング
リッシュ(5) 伊達　桃子 教 Dynamic Presentations Michael Hood著 金星堂 2100

D6
プレゼンテーション・イング
リッシュ(6) ダフィー美佳 教 Dynamic Presentations Michael Hood著 金星堂 2100

D7
プレゼンテーション・イング
リッシュ(7) 西口　範子 教 Impact Issues 3

Richard R.

Day/Joseph

Shaules/Junko

Yamanaka著 Pearson Longman 3070

D8
プレゼンテーション・イング
リッシュ(8) 福地　浩子 教 Keynote 4A (Combo Split)

Helen

Stephenson著 Cengage Learning 2700

D9
プレゼンテーション・イング
リッシュ(9) 横山　三鶴 教

College Presentation　 Bridge to Better
Communication プレゼンテーションを観て学ぶ英
語コミュニケーション

英語プレゼン

テーション教材

開発研究チーム

編 金星堂 2500

D10
プレゼンテーション・イング
リッシュ(10) 松林　和佳子 教

College Presentation　 Bridge to Better
Communication プレゼンテーションを観て学ぶ英
語コミュニケーション

英語プレゼン

テーション教材

開発研究チーム

編 金星堂 2500

D11
プレゼンテーション・イング
リッシュ(11) 藤井　佳子 教 In My Opinion 話して伸ばす発信型英語演習 飯野厚ほか著 金星堂 1900

D12
プレゼンテーション・イング
リッシュ(12) 和泉　緻香 教 WORLD ENGLISH 3 (Split A) Christien Lee著 National Geographic Learning 2750

D13
プレゼンテーション・イング
リッシュ(13) 松井　ゆう子 教

Message Delivered 〈Intermediate〉パターンで
学ぶパラグラフ・ライティングとプレゼンテー
ション入門〈中級〉

Leonid Yoffeほ

か著 南雲堂 2200

D14
プレゼンテーション・イング
リッシュ(14) 久保田　美佳 教

動画で学ぶ英語プレゼンテーション ―覚えておき
たい8つのモデル
Winning Presentations: 8 Types of Successful
Presentation

Akira Morita

Shinichi Harada

Kazuma Kitamura

Sayaka Sugimoto

Bill Benfield著 成美堂 2500

D15
プレゼンテーション・イング
リッシュ(15) 和泉　緻香 教 WORLD ENGLISH 3 (Split A) Christien Lee著 National Geographic Learning 2750



D16
プレゼンテーション・イング
リッシュ(16) 花崎　知子 教 Presentations in English

Erica J.

Williams著 Macmillan Education 2940

教科書
Ｎｏ. 開設科目名 担当 種別 書名 著者 出版社

本体価格
（税別）

D18
プレゼンテーション・イング
リッシュ(18) 江藤　あさじ 教 Thinking about Japan Now and Future

James　M

Vardaman 編著 音羽書房鶴見書店 1600

D19
プレゼンテーション・イング
リッシュ(19) 松林　和佳子 教

動画で学ぶ英語プレゼンテーション ―覚えておき
たい8つのモデル
Winning Presentations: 8 Types of Successful
Presentation

Akira Morita

Shinichi Harada

Kazuma Kitamura

Sayaka Sugimoto

Bill Benfield著 成美堂 2500

101 ドイツ語ⅠA(14)(5)(7)(9)

吉田孝夫・千田春彦・池田晋也・

小松紀子・横山香・亀井明子・

池田晋也・小松紀子・横山香 教
『ドイツ語の時間〈話すための文法〉　Web練
習問題付き』 清野智明 朝日出版社 2200

102 ドイツ語ⅠB(14)
マリー・ディルンベルガー・

トーマス・ハックナー 教 Netzwerk neu A1.1 Klett Verlag　 3770

103 ドイツ語ⅠB(5)
長谷川健一・麻生陽子・西井美幸・

小松紀子・長谷川健一 教 ドイツ語＋α　コミュニケーション 田原憲和ほか 郁文堂 2800

104 ドイツ語ⅡA(5) 西井　美幸 教 ドイツ語エコー２　〈中級編〉 高橋秀彰 朝日出版社　 2400

106 ドイツ語Ⅲ 千田　春彦 教 CD付　ドイツ人の生活を知る11章 大谷弘道 三修社 2500

107 ﾌﾗﾝｽ語ⅠA(1ｰ4) 高岡　尚子 教 増補改訂版　新・リュミエール
森本英夫・三野

博司 駿河台出版社 2100

111 ﾌﾗﾝｽ語ⅠA(5ｰ6) 藤田　あゆみ パリ・ボルドー 藤田裕二 朝日出版社 2500

113 ﾌﾗﾝｽ語ⅠB(1ｰ4) 小山俊輔・イザベル殿村 教 Totem　1 Hachette Livre 3500

9116 ﾌﾗﾝｽ語ⅠB(5ｰ6) 寺迫　紀子 教 PPP
高橋秀雄・セル

ジュ・ジュンタ 第三書房 2300

9118 ﾌﾗﾝｽ語ⅡA(5) 各務　奈緒子 教
パリブルゴーニュ フランスの世界遺産と食文
化を巡る旅 2 藤田裕二 朝日出版社 2500

119 ﾌﾗﾝｽ語ⅡB(5) イザベル　殿村 教 Totem2 Hachette Livre 3500

120 スペイン語初級Ⅰ 長縄　祐弥 教 基礎から学ぶスペイン語教室 西川喬 同学社 2500

121 スペイン語中級Ⅰ 長縄　祐弥 教 表現のためのスペイン語作文
木越勉、古川亜

矢 朝日出版社 1900

122 スペイン語初級Ⅰ・中級Ⅰ 長縄　祐弥 参考 ポケットプログレッシブ　西和・和西辞典
高垣敏博 編者代

表 小学館 2800

123 中国語Ⅰ(A)～(H)
前田真砂美・野村鮎子・

大平久代・何穎・大平幸代 教 初級中国語きっかけ２４ 相原茂ほか 朝日出版社 2400

124 中国語Ⅰ(J)～(M) 何穎・伊藤令子 教 極める中国語　改訂版 同学社 2500

125 中国語Ⅲ 大平　幸代 教 チャレンジ！二年生の中国語 南　勇 朝日出版社 2200

126 中国語検定初級Ⅰ 曹　偉琴 教
学ぶ中国語　楽しく身につく初級トレーニン
グ 王亜新　劉素英 朝日出版社 2200

127 中国語検定中級Ⅰ 曹　偉琴 教 ことばと文化“一挙両得”中級中国語 朝日出版社 2200

128 ロシア語初級Ⅰ 大平　美智代 教 セメスターのロシア語ー改訂版 諫早勇一他 白水社 1500

129
韓国語初級Ⅰ（Ａ）（Ｂ）
韓国語中級Ⅰ 有吉登美子 教 キャンパス韓国語　第2版 白帝社 2400

130
韓国語初級Ⅰ（Ａ）（Ｂ）・
中級Ⅰ 有吉登美子 参考 辞書：「プログレッシブ韓日日韓辞典」 小学館 3200

131 日本語ⅠＡ 服部温子 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 1200

132 日本語ⅠＣ 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 2000

133 日本語ⅡＣ 今枝　杏子 教 小論文への１２のステップ 友松悦子 ｽﾘｰｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ 1600
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201 日本国憲法（Ａ） 大塚　浩 教 目で見る憲法第5版 初宿正典ほか 有斐閣 1600

共通



202 ジェンダー論入門

松岡悦子.髙岡尚子.

三成　美保.安田恵子.

山崎明子.吉田容子 参考 ジェンダー法学入門第3版 三成美保他 法律文化社 2500

203 異文化理解と国際協力 佐原康夫.小山俊輔.松永光代 参考 国際協力論を学ぶ人のために 内海成治 世界思想社 2800

204 現代宗教学への招待 芦名　裕子 参考 比較宗教学への招待 芦名裕子共著 晃洋書房 2200

205 心の科学への招待 亀島　信也 教 進化とこころの科学で学ぶ人間関係の心理学

亀島信也・最上

多美子・中込和

幸・西元直美・

高岸治人 福村出版 2000

206 心の科学への招待 亀島　信也 教 心理学 第5版
鹿取廣人・杉本

敏夫・鳥居修晃 東京大学出版会 2400

207 なら学
寺岡伸悟.内田忠賢.
佐藤宏明.山崎明子 参考 大学的奈良ガイド

なら学プロジェ

クト 昭和堂 2300

208 法律学 松尾　善紀 参考 デイリー六法(令和2年版) 鎌田薫ほか編 三省堂 1900

209 法律学 松尾　善紀 参考 ポケット六法（令和2年版） 山下友信ほか編 有斐閣 1900

210 統計学 浅野　耕太 教 政策研究のための統計分析 浅野耕太 ミネルヴァ書房 3500

211 科学史 杉本　舞 教 パラダイムと科学革命の歴史（学術文庫） 中山茂 講談社 1100

212 科学史 杉本　舞 教 十二世紀ルネサンス（学術文庫） 伊東俊太郎 講談社 1080

213 生活と色彩 酒井　英樹 教
カラーコーディネーターのための色彩心理入
門 近江源太郎 日本色研事業 1900

214
Global Studies and
Communication A キャサリン山根 教 Global Connections

Sarah Morikawa

and Luke

Harrington

National Geographic

Learning/Cengage

Learning 2600

215 ことばのしくみ 吉村あき子 教 ファンダメンタル英語学 中島平三ひつじ書房 1400
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300 教育制度論（Ａ）（Ｂ） 開沼　太郎 教 教育法規スタートアップ・ネクスト
高見　茂・開沼

太郎・宮村裕子 昭和堂 2200

301 教育心理学（Ａ） 崎濱　秀行 教
絶対役立つ教育心理学ー実践の理論、理論を
実践 藤田哲也 ミネルヴァ書房 2800

302
道徳教育の研究（Ａ）（Ｂ）・
道徳教育の理論と実践（Ａ） 池田華子・小野文生 教 小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編 文部科学省 廣済堂あかつき 135

303
道徳教育の研究（Ａ）
道徳教育の理論と実践（Ａ） 池田華子・小野文生 教 中学校学習指導要領解説　特別の教科 道徳編 文部科学省 教育出版 156

304 中等英語科教材内容論Ａ 南美佐江.秋山啓子 教 新・英語教育学概論[改訂版]
高梨庸雄・高橋

正夫 金星堂 2850

305 教育原理 米津美香 参考 教育の哲学・歴史 古屋恵太 学文社 2100

306 特別活動論（Ｂ） 藤原　靖浩 教
２１世紀社会に必要な「生き抜く力」を育む
特別活動の理論と実践 中園大三郎ほか BookWay 1900

307 初等教科教育法理科 中野　直人 教 小学校学習指導要領解説　理科編 文部科学省 東洋館出版社 111

308 初等教科教育法生活 清水　聖 教 小学校学習指導要領解説　生活編 文部科学省 日本文教出版 134

309

保育内容指導法（総論)(人間関
係）（表現・音楽分野）・初等
教育方法論

柿元みはる・
鎌内菜穂・藤井康之 教 幼稚園教育要領 文部科学省 フレーベル館 149

310

保育内容指導法（表現・造形分
野）（平成２４年度以降入学生
用） 竹井　史

教・
集中

造形道具の知識と技能が楽しくしぜんに育つ
本 竹井　史 アドグリーン企画 1800

311 生徒指導・進路指導論（Ａ） 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 2200

312 教育相談（Ａ） 牧　郁子 教 実践をふりかえるための教育心理学
大久保智生・牧

郁子 ナカニシヤ出版 2200

教科書
Ｎｏ. 開設科目名 担当 種別 書名 著者 出版社

本体価格
（税別）

教職

文学部



400 ジェンダー言語文化学概論 髙岡　尚子 教 恋をする、とはどういうことか？ 高岡尚子　ほか ひつじ書房 1800

401 西洋史概論Ａ 山辺　規子 参考 たべもの起源事典(世界編）（学芸文庫） 岡田哲 筑摩書房 2200

402 西洋史概論Ａ 山辺　規子 参考 物語食の文化 : 美味い話、味な知識(新書） 北岡正三郎 中央公論新社 940

403 日本美術史概論 佐藤　有希子 教 日本仏像史講義 山本勉 平凡社 860

404 日本の美と芸術 佐藤　有希子 教 奈良・京都の古寺めぐり　改版（新書） 水野敬三郎 岩波書店 860

405 環境社会学概論 川田　美紀 教 環境社会学 鳥越皓之 東京大学出版会 2400

406 日本アジア言語文化学入門Ａ 磯部敦 教 仮名手引 神戸平安文学会 和泉書院 500

407 日本アジア言語文化学入門Ａ 奥村　和美 参考 くずし字解読辞典 児玉幸多 東京堂出版 2200

408 日本アジア言語文化学入門Ａ 奥村　和美 参考 くずし字用例辞典 児玉幸多 東京堂出版 5800

409 中国語学概論Ⅰ 前田　真砂美 教 中国語はじめの一歩〔新版〕 木村　英樹 筑摩書房 1200

410 イギリス言語文化史概論Ⅰ 西出　良郎 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 2800

411 ドイツ言語文化史概論Ⅰ 千田　春彦 教 ドイツ文化55のキーワード 宮田真治他 ミネルヴァ書房 2500

412 西洋史講読Ａ 山辺　規子 教 新もういちど読む山川世界史
「世界の歴史」

編集委員会 山川出版社 1600

413 西洋史講読Ａ 山辺　規子 教 最新世界史図説タペストリー18訂版
監修　川北稔・

桃木至朗 帝国書院 870

414 西洋史講読Ａ 山辺　規子 参考 詳説世界史研究 木村靖二 山川出版社 2500

415 西洋史講読Ａ 山辺　規子 参考 新しく学ぶ西洋の歴史　アジアから考える 南塚信吾ほか ミネルヴァ書房 3200

416 社会情報学入門講読A 村田 賀依子 教 社会学への招待（文庫）
ピーター・L・

バーガー 筑摩書房 1200

417 文化メディア学講読Ａ 小川　伸彦 教
「かわいい」の世界ー
ザ・パワー・オブ・キュート サイモン・メイ 青土社 2200

418 文化メディア学講読Ａ 小川　伸彦 教 図説日本のメディア　新版 藤竹暁ほか NHK出版 1500

419 西洋史演習AⅠ 山辺　規子 参考 西洋中世史研究入門 増補改訂版
佐藤彰一・池上

俊一・高山博 名古屋大学出版会 3600

420 西洋史演習AⅠ 山辺　規子 参考 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 2800

421 西洋史演習AⅠ 山辺　規子 参考 大学で学ぶ西洋史　近現代 小山哲ほか編 ミネルヴァ書房 2800

422 歴史学卒業論文演習Ⅰ 山辺　規子 教 日本語表記ル－ルブック　第２版
日本エディター

スクール

日本エディ
タースクール 500

423

ドイツ文学テクスト論特殊研究Ⅰ・

ドイツ文学テクスト論演習Ⅰ・

卒論演習・基礎演習D 吉田　孝夫 教 定本昔話と日本人の心 河合隼雄ほか 岩波書店 1400

424
上代国文学講読Ⅰ・上代国文
学演習Ⅰ 奥村　和美 教 新校注 萬葉集

井手至・毛利正

守共編 和泉書院 2200

425
上代国文学講読Ⅰ・上代国文
学演習Ⅰ 奥村　和美 教 万葉事始

坂本信幸・毛利

正守共編 和泉書院 700

426 近代国文学講読Ⅰ 吉川　仁子 教 友情(文庫) 武者小路実篤 新潮社 370

427 近代国文学講読Ⅰ 吉川　仁子 教 ろまん燈籠(文庫) 太宰治 新潮社 490

428 近代国文学講読Ⅰ 吉川　仁子 参考 河童・或阿呆の一生(文庫) 芥川龍之介 新潮社 400

429 近代国文学講読Ⅰ 吉川　仁子 参考 文鳥・夢十夜(文庫) 夏目漱石 新潮社 430

430 近代国文学講読Ⅰ 吉川　仁子 参考 清兵衛と瓢箪・網走まで(文庫) 志賀直哉 新潮社 550

431 英語コミュニケーションＤⅠ キャサリン山根 教
Ｂｒｏａｄｃａｓｔ：ＡＢＣ Ｗｏｒｌｄ Ｎ
ｅｗｓ Ｔｏｎｉｇｈｔ　２

山根キャサリン

ほか 金星堂 2600

432
フランス語コミュニケーショ
ンＡⅠ トノムライザベル 教 Alter Ego A2 Plus Annie Berthet Hachette 3980

教科書
Ｎｏ. 開設科目名 担当 種別 書名 著者 出版社

本体価格
（税別）

433 中古中世国文学演習Ⅰ 岡崎真紀子 教 俊秘抄ー和泉古典文庫10 源俊頼ほか 和泉書院 1900



434 英語分析論演習 上田　功
教・
集中 新装英語音声学入門

竹林滋・斎藤弘

子 大修館書店 2400

435 英語対照論演習 須賀　あゆみ 教 会話分析の基礎 高木智代ほか ひつじ書房 3500

436
基礎演習D・フランス地域文化
論演習Ⅰ・卒論演習 トノムライザベル 教 Alter Ego B1 Plus

Catherine

Dollez Hachette 4480

437 行動科学統計法Ⅰ 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 2800

438 行動科学統計法Ⅲ 高原　龍二 教 増補改訂 SPSSのススメ1 竹原卓真 北大路書房 3200

439 心理学実験実習・心理学実験
天ヶ瀬正博.狗巻修司.
中山満子 教 実験とテスト＝心理学の基礎　実習編

心理学実験指導

研究会編 培風館 1800

440 心理学実験実習・心理学実験
天ヶ瀬正博.狗巻修司.
中山満子 教 実験とテスト＝心理学の基礎　解説編

心理学実験指導

研究会編 培風館 3000

441 心理学実験実習・心理学実験
天ヶ瀬正博.狗巻修司.
中山満子 教 心理学実習　基礎編

高石浩一・谷口

高士編 培風館 2300

442 心理学研究法 天ヶ瀬正博.狗巻修司 教 心理学研究法入門：調査・実験から実践まで

南風原朝和・市

川伸一・下山晴

彦 東京大学出版会 2800

443 公認心理師の職責 狗巻 修司 教 公認心理師の職責ー公認心理師の基礎と実践1 野島一彦 遠見書房 2000

444 産業・組織心理学 高原　龍二 教 産業・組織心理学への招待 白樫三四郎 有斐閣ブックス 2200

445 算数 橋本　隆公 教 算数科内容論×算数科指導法 橋本隆公 東洋館出版 2700

446 英語理論概論Ⅰ 吉村　あき子 教 日英対照　英語学の基礎 三原健一ほか くろしお出版 1800

447
計量社会学特殊研究・
計量社会学特論 林　拓也 教 社会統計学入門 改訂版 林拓也

NHK出版（放送大

学教育振興会） 2900

448 英語コミュニケーションC1 Leigh McDowell 教 Present Yourself Level 1 Student's Book Steven Gershon

Cambridge

University Press 2900

449 ドイツ文学テクスト論講読 吉田　孝夫 教 くるみ割り人形とねずみの王さま／ブランビラ王女ホフマン 光文社 1260

450 ドイツ文学テクスト論講読 吉田　孝夫 教 妖女サイベルの呼び声 マキリップ 早川書房 780

451 ドイツ文学テクスト論講読 吉田　孝夫 教 鼻／外套／査察官 ゴーゴリ 光文社 680

教科書
Ｎｏ. 開設科目名 担当 種別 書名 著者 出版社

本体価格
（税別）

500

微分積分学概論Ⅰ(Ａ)(Ｂ)・
解析概論Ⅰ・Ⅲ・
解析概論Ⅰ演習・Ⅲ演習・
微分積分学Ⅰ(Ａ)(Ｂ)・Ⅰ演習
（A)・
微分積分学Ⅲ・Ⅲ演習

谷口雅彦・高橋亮・
森藤紳哉・松澤淳一・
柳沢卓・張娟姫・
篠田正人 教 入門微分積分 三宅敏恒 培風館 1900

501
線型代数学概論Ⅰ(Ａ)・
線形代数学Ⅰ（B) 柳沢　卓・村井紘子 教 線形代数通論 内田・浦川共著 裳華房 1900

502
線型代数学概論Ⅰ(Ｂ)・
線型代数学概論 I 川口　良 教 入門線形代数 三宅 敏恒 培風館 1500

503 分子の化学入門・化学概論Ⅰ 梶原　篤 教 基礎化学
梶原　篤，金折

賢二 サイエンス社 2150

504 情報倫理 駒谷　昇一 教 情報とネットワーク社会 駒谷昇一他 オーム社 2200

505

線型代数学Ⅰ・Ⅲ・
線型代数学Ⅰ演習・
線形代数学Ⅰ（A)・
ベクトルと空間の幾何学

松澤淳一・小林毅・
村井紘子 教 線形代数学 三宅敏恒 培風館 1900

506 相対性理論 林井　久樹 教 相対性理論入門講義 風間洋一 培風館 2400

507 物理数学１・ベクトル解析 上江洌　達也 教 テキスト理系の数学４　物理数学 上江洌達也 数学書房 2800

508 基礎化学Ⅰ･Ⅱ 梶原孝志・高島弘・藤井浩 教 ブラウン一般化学　１
セオドア・L・ブ

ラウン 丸善出版 3000

509 基礎化学Ⅰ･Ⅱ 梶原孝志・高島弘・藤井浩 教 ブラウン一般化学　2
セオドア・L・ブ

ラウン 丸善出版 3200

510 基礎化学Ⅱ 中前　佳那子 教 クリスチャン分析化学 原書7版 I.基礎編

G. D. クリス

チャン、P. K.

ダスグプタ、K.

A. シュグ 丸善出版 3900

理学部



511 化学のための物理Ⅰ・(a) 棚瀬　知明 教
「物理学入門 I.力学」（大学生のための基礎
シリーズ４ 市村・狩野 東京化学同人 2200

512
無機化学通論Ⅰ・基礎無機化
学通論Ⅰ・基礎化学Ⅰ 中島隆行・高島弘 教 ハウスクロフト無機化学　第１版（上） ハウスクロフト 東京化学同人 6500

513
無機化学通論Ⅰ・錯体化学・
基礎無機化学通論Ⅰ 中島隆行・棚瀬知明 教 ハウスクロフト無機化学　第１版（下） ハウスクロフト 東京化学同人 6400

514
物理化学通論Ⅰ・基礎物理化
学通論Ⅰ 衣川　健一 教  熱・統計力学 新装版 戸田盛和 岩波書店 2500

515
有機化学通論Ⅰ・芳香族有機
化学・基礎有機化学通論Ⅰ 三方裕司・浦康之 教

ボルハルト・ショアー現代有機化学（上）第
８版

K.P.C.Vollhardt

, N.E.Schore 化学同人 6500

516
脂肪族有機化学・芳香族有機
化学 片岡靖隆・浦康之 教

ボルハルト・ショアー現代有機化学（下）第
６版

K. P. C.

Vollhardt and

N. E. Schore 化学同人 6500

517 量子化学 太田　靖人 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 5700

518 化学統計力学 衣川　健一 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 5800

519 実践化学英語Ⅱ 藤井　浩 教 化学英語１０１ 國安　均 化学同人 3000

520 食品微生物学 前田　純夫 教 微生物学 坂本順司 裳華房 2500

521 発生生物学 安田恵子.渡邊利雄 教 ギルバート発生生物学 ギルバート

メディカルサ
イエンスイン 10000

522 基礎細胞生物学 西井　一郎 教 細胞の分子生物学 ニュートンプレス 22300

523 基礎遺伝学
奈良久美.岩口伸一.
春本晃江 教 エッセンシャル遺伝学 第3版

D.L.ハートル・

E.W.ジョーンズ

共著 培風館 9400

524 生物科学英語
佐藤宏明.酒井敦.
春本晃江 教

Biology: A Global Approach, Global
Edition

Campbell NA et

al. Pearson 8095

525

プログラミング言語１・演習
１・環境科学基礎プログラミン
グ・演習 高須　夫悟 教 新版 明解C 言語 入門編 柴田望洋

ソフトバンク
クリエイティ
ブ（株） 2200

526 情報理論 城　和貴 教 情報理論入門 吉田 裕亮 サイエンス社 1650

527 マルチメディア情報工学 城　和貴 教 ソーシャルコンピューティング入門 増永良文 サイエンス社 2400

528 情報と職業 駒谷　昇一 教 情報と職業　改訂２版 駒谷昇一他 オーム社 2500

教科書
Ｎｏ. 開設科目名 担当 種別 書名 著者 出版社

本体価格
（税別）

529 計算機システム論 松本　尚 教 オペレーティングシステム入門 並木 美太郎 サイエンス社 1900

530 微分積分学Ⅰ（A） 森藤紳哉・柳沢卓 教 数理系のための基礎と応用微分積分　１ 金子晃 サイエンス社 1800

531 確率論入門 篠田正人 教 確率の基礎から統計へ 吉田伸生 遊星社 2200

532 化学のための物理Ⅰ(b) 太田靖人 教 物理学基礎　第５版 原康夫 学術図書出版社 2400

533 化学統計力学・量子化学 衣川健一・太田靖人 教 マッカーリ・サイモン物理化学　上
マッカーリサイ

モン 東京化学同人 5400

534 化学統計力学・量子化学 衣川健一・太田靖人 教 マッカーリ・サイモン物理化学　下
マッカーリサイ

モン 東京化学同人 5600

535
環境科学応用プログラミング
演習 久慈誠 教 数値計算入門「C言語版」

河村哲也・桑名

杏奈 サイエンス社 1900

536 数値計算法 久慈誠 教 数値計算ーコンパクトシリーズ数学 河村哲也 インデックス出版 1200

教科書
Ｎｏ. 開設科目名 担当 種別 書名 著者 出版社

本体価格
（税別）

600 育児学 中川　愛 教 新保育学

岡野雅子、松橋

有子、熊澤幸

子、武田京子、

吉川はる奈 南山堂 1900

601 調理学実習（Ｄ） 久保加織 教 日本食品成分表2020 七訂 医歯薬出版 1300

602 調理学実習（Ｄ） 久保加織 教 調理のためのベーシックデータ　第5版 女子栄養大学出版部 1800

603 応用栄養生理学 小倉　裕範 教 看護につなげる病態生理 斉藤宣彦 照林社 2600

生活環境学部



604 栄養教育論Ⅰ 早渕　仁美 教 栄養教育論ー理論と実践 医歯薬出版 2400

605 栄養教育論Ⅰ 早渕　仁美 参考 栄養カウンセリング論 赤松利恵ほか 化学同人 1800

606
栄養教育論Ⅲ・栄養教育論実
習 早渕　仁美 教 実践に役立つ栄養指導事例集

井川聡子・齋藤

トシ子・廣田直

子編著 理工図書 2600

607
栄養教育論Ⅲ・栄養教育論実
習 早渕　仁美 参考

医療・保健スタッフのための健康行動理論ー
実践編 松本千明 医歯薬出版 1800

608 臨床栄養学Ⅰ 下田　妙子 教 臨床栄養学　疾病編
島津　孝、下田

妙子編 化学同人 3200

609 臨床栄養学Ⅰ 下田　妙子 教 臨床栄養学　アセスメント編 下田妙子編 化学同人 2800

610 臨床栄養学Ⅰ 下田　妙子 教 糖尿病食事療法のための食品交換表
日本糖尿病学会

編 文光堂 900

611 臨床栄養学Ⅱ 塚本　幾代 教
病態栄養専門管理栄養士のための病態栄養ガ
イドブック　改訂第６版

日本病態栄養学

会編 南江堂 3900

612 公衆栄養学Ⅰ 髙地　リベカ 教 公衆栄養学　第２版 吉池信男 第一出版 2800

613 公衆栄養学Ⅰ 髙地　リベカ 教 日本人の食事摂取基準　2020版 伊藤貞嘉ほか 第一出版 2800

614 給食経営管理学Ⅰ・Ⅱ 菊﨑　泰枝 教
「栄養科学ファウンデーションシリーズ３
給食経営管理論」 福井富穂 編 朝倉書店 2600

615 給食経営管理学実習 菊﨑　泰枝 教 PDCAに基づく給食経営管理実習
稲井玲子・上田

伸男編 化学同人 2000

616 有機化学Ⅰ 白井　隆一 教 ブルース有機化学概説（第３版）

Paula Y.

Bruice、大船ら

監訳 化学同人 5500

617 基礎生物学演習 小倉　裕範 教 人体の構造と機能
エレイン　N　マ

リーブ 医学書院 5200

618 栄養教諭論 並河　信太郎
教・
集中 栄養教諭論　４訂 金田雅代 建帛社 2800

619 衣環境管理学 原田　雅史 教 衣服管理の科学 片山倫子編著 建帛社 2200

620 衣環境造形学 古田　貴美子 教 衣服製作の科学 松山容子他 建帛社 2400

621 応用数学Ⅰ（微分積分学） 吉田　哲也 教 数理系のための基礎と応用微分積分　１ 金子晃 サイエンス社 1800

622
応用数学Ⅱ（線形代数学）・
形態情報論 吉田　哲也 教 線形代数講義 金子　晃 サイエンス社 1850

623 アパレル情報論・形態情報論 吉田　哲也 教 折り紙数学教室 トーマス・ハル 日本評論社 3800

624 生活と多変量解析 吉田　哲也 教 多変量解析法入門
永田 靖, 棟近

雅彦 サイエンス社 2200

625 建築装備学Ⅰ 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 3300

626 空間デザイン学 長田　直之 教 テキスト 建築の20世紀 本田昌昭 学芸出版社 3400

627 住居デザイン学 加藤亜矢子 教 テキスト　建築意匠
平尾和洋、末包

伸吾 学芸出版 3200

628 建築計画学 瀬渡　章子 教 現代建築学[新訂]建築計画１ 岡田光正、他 鹿島出版会 2900

629 設計演習Ⅰ
長田直之.根本哲夫.
山本直彦 教 初めての建築製図

建築のテキスト

編集委員会編 学芸出版社 2800

630 建築一般構造学 瀧野　敦夫 教 やさしい建築一般構造
今村仁美・田中

美都 学芸出版社 2800

631 住環境工学実習 井上容子.吉田伸治 教 建築環境工学実験用教材・第2版 日本建築学会 丸善 1900

632 建築設備学 吉田　伸治 教 最新建築設備工学　改訂版

田中、宇田川、

大塚、秋元、田

尻、斎藤 井上書院 3200

教科書
Ｎｏ. 開設科目名 担当 種別 書名 著者 出版社

本体価格
（税別）

633 インテリアデザイン 近藤陽子.辻村久信 教 インテリアデザイン入門 Aiprah エクスナレッジ 2400

634 ジェンダー法文化史 三成　美保 教 ジェンダー法学入門(第3版）
三成美保・笹沼

朋子他 法律文化社 2500

635 消費者法 大塚　浩 教 18歳から考える消費者と法第2版
坂東俊矢・ 細川

幸一 法律文化社 2200

636 人体解剖学 辰巳　晃子 教 新版　からだの地図帳
監修・解説／佐

藤達夫 講談社　 4000

637 犯罪心理学 岡本　英生 教 コンパクト犯罪心理学
河野荘子・岡本

英生 北大路書房 1800



638 調理学実習（Ｇ） 和田　珠子 参考 調理のためのベーシックデータ　第5版 女子栄養大出版部 1800

639 調理学実習（Ｇ） 和田　珠子 参考 日本食品成分表２０２０　七訂 医歯薬出版 1300

640 学校臨床心理学 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 2400

641 生活と情報倫理 駒谷　昇一 教 情報とネットワーク社会 駒谷昇一他 オーム社 2200

642 情報と職業 駒谷　昇一 教 情報と職業　改訂２版 駒谷昇一他 オーム社 2500

643 家族関係学 菊地　真理 教 新しい家族関係学
長津美代子・小

澤千穂子編著 建帛社 2300

644 臨床心理学概論 黒川　嘉子 教
臨床心理学－全体的存在として人間を理解す
る（いちばんはじめに読む心理学の本） 伊藤良子 ミネルヴァ書房 2500

645 食物科学概論 髙村　仁知 教 食物科学概論(改訂版） 的場輝佳編著 朝倉書店 2900

646 食品化学各論 髙村　仁知 教 標準食品学各論［食品学］　２　新編 小西洋太郎ほか 医歯薬出版 2800

647 食品加工学 髙村　仁知 教 新しい食品加工学　改訂第2版 小川正ほか 南江堂 2400

648 基礎化学演習 髙村　仁知 教 食を中心とした化学　第4版 水﨑幸一 東京教学社 2000

教科書
Ｎｏ. 開設科目名 担当 種別 書名 著者 出版社

本体価格
（税別）

700 臨床心理学特論 加藤奈奈子 教 カウンセリングの実際（岩波文庫） 河合隼雄ほか 岩波書店 1260

701 心理療法特論 黒川　嘉子 教
症例でたどる子どもの心理療法－情緒的通い
あいを求 森さち子 金剛出版 3200

702 心理療法特論 黒川　嘉子 参考 新版プレイセラピー：関係性の営み G.L.ランドレス 日本評論社 3500

703
英語（子ども教育専修プログ
ラム専用科目） 伊達桃子 教 小学校英語はじめる教科書 小川隆夫ほか mpi松香フォニックス 2200

教科書
Ｎｏ. 開設科目名 担当 種別 書名 著者 出版社

本体価格
（税別）

1010 臨床栄養学1・Ⅱ 外山健二・小松龍史 教
臨床栄養学　改訂第３版
ー健康・栄養科学シリーズ 外山健二ほか 南江堂 3800

1011 臨床栄養学1・Ⅱ 外山健二・小松龍史 教
糖尿病食事療法のための食品交換表
第７版 日本糖尿病学会 文光堂 900

1012 臨床栄養学実習 外山健二 教 臨床調理　第７版 玉川知子ほか 医歯薬出版 2400

1013 臨床栄養学実習 外山健二 教 腎臓病食品交換表　第９版 中尾俊之ほか 医歯薬出版 1500

1014 地域メディア論演習 寺岡　伸悟 教 質的調査の方法（第２版）
工藤・寺

岡・宮垣 法律文化社 2600

1015 情報処理入門Ⅰ 駒谷昇一 教 情報と社会 駒谷昇一 オーム社 2500

1016 教育相談（中高A） 伊藤美奈子 教 よくわかる教育相談 伊藤美奈子ほか ミネルヴァ書房 2400

1017 住環境デザイン論 加藤亜矢子 マスメディアとしての近代建築 鹿島出版会 3000

大学院

追加

訂正・変更



520 食品微生物学 前田　純夫 教 微生物学 坂本順司 裳華房 2500

知ってる？今の中国～衣食住遊～
↓

125 中国語Ⅲ 大平　幸代 教 チャレンジ！二年生の中国語 南　勇 朝日出版社 2200

チャレンジ！二年生の中国語
↓

127 中国語検定中級Ⅰ 曹　偉琴 教 ことばと文化“一挙両得”中級中国語 朝日出版社 2200

PPP
↓

116 フランス語ⅠＢ（5-6） 寺迫　紀子 教 プティット・コンヴェルサスィオン
ロイク・
ホゲス 駿河台出版社 2300

パリブルゴーニュ フランスの世界遺産と食文化を巡る旅 2

↓

118 フランス語ⅡＡ（５） 各務　奈緒子 教 クロワッサン２
松村・エ
ディ 朝日出版社 2300

長縄　祐弥
↓

基礎から学ぶスペイン語教室
↓

120 スペイン語初級Ⅰ 松田　侑子 教 やさしくくわしいスペイン語の基礎 西川喬 第三書房 2400

長縄　祐弥
↓

表現のためのスペイン語作文
↓

121 スペイン語中級Ⅰ 松田　侑子 教
プラサ・マヨール II－レベルアップ・スペイ
ン語－

ピエダー・

ガルシア他 朝日出版社 2100

長縄　祐弥
↓

122 スペイン語初級Ⅰ・中級Ⅰ 松田　侑子 参考 ポケットプログレッシブ　西和・和西辞典
高垣敏博 編者代

表 小学館 2800

理学部→生活環境学部


