
龍谷大学瀬田キャンパス
教科書販売のご案内

Web購入を希望される方は下記スケジュール等ご参照の上、
スマホ/PCから必要な手続きを行ってください。

 注文間違いは他に必要とする方の購入を妨げることにもなります。ご確認のうえ間違いのないようにお申込みください
 乱丁や落丁は交換対応いたします。但し、購入後に書き込みをしてしまったり、汚したものは対象外です。

購入教科書が決まったらQR
コードをスキャンしてください！

購入スケジュール

日時 備考

Webサイト公開期間 3/16（月）～ 4/16（木） ＊Web購入は左記期間内のみとさせて
いただきます。売店ではこの期間外も
常時販売しております。

コンビニお支払い期限 購入手続き後、2日以内のお支払 ＊忘れずにお支払いください

受け取り期間（配送） 4/7（火）以降、適宜発送予定
＊配送申込の受付後、できる限り速やか
に発送しますが、作業時間も必要です
ので、余裕をもってお申し込みください。

クレジット/コンビニ決済

コンビニ払いなら近所や
通学途中で楽々手続き

クレジットは一括払い
ご家族の方の決済も可能です

スマホで登録 受け取り 店頭/配送

登録に必要な項目はご確認ください

購入手続き

右上のQRコードをスキャンして
購入サイトへ

簡単購入手続き

必要な教科書を
絞り込んで選択スマホだけでなく

タブレットやPCでも可能です

いつでも、どこでも、シンプルに
教科書購入はonSMaRTで

出荷メールで問い合わせ番号も事
前確認可能

①メールアドレス ②学生氏名
③学籍番号 ④学部 ⑤学科・課程

絞込項目は下記の通り

①学部 ②学科・課程 ③学年
④授業名 ⑤先生名

※宅配料は商品代別途900円必要です。

店頭受取と配送受取の選択
が可能です

配送は希望受取先の指定が
可能です

http://bit.ly/306t7WW

新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、店頭受取については全面取りやめとし、
配送での受け取りのみに変更致しました。 （4月2日更新）



仮登録のメールが届きません・・・

onSMaRTのFAQ

●本サイトでは、一度ブラウザを閉じる、あるいは支払画面で
支払を中断する等した場合、最初からやり直しになります。

●購入時には中断する事なく選択から支払作業までを完了
してください。

●なお、内容確認画面であれば、誤って選択した教科書の
削除や再選択など、やり直しは可能となっております。

手続き途中ならやり直し可能です

●コンビニ支払をご選択された場合：
間違ってお申込みされた分の支払を行わず、
新規に教科書をお申込みください。

●クレジット支払をご選択された場合：
onSMaRT担当デスク へご連絡ください。

●お支払いが完了した後での購入内容の変
更は承れません。

申し込みから購入まで一気に！

「maruzen.co.jp」ドメイン指定をしていますか？
利用者登録画面から、各携帯キャリアのHPを参照してください。
不明な場合は、各携帯キャリアへお問い合わせください。
※当社へお問い合わせいただいてもお答えできないことご了承ください

●購入手続きを最後までしていただいて支払完了を確認し
た方へお引渡しいたします。

●未支払いの場合は引き渡しできませんので、予めご了承
ください。

●特にコンビニ払いは支払い期限がありますのでご注意く
ださい。

未払いは教科書が受け取れません

●教科書購入の際は、学科・学年を必ずご確認ください。
●同じセットを複数選択することはできません。
間違って複数購入することはないのでご安心ください。
購入する教科書は、内容確認画面で必ず確認してく
ださい。

買い間違いにご注意ください

Q

A

教科書の探し方がわかりません・・・

onSMaRT右上虫眼鏡で、各種条
件から絞り込みできるので、必要な教
科書がすぐ見つけられます！

Q

A

間違えて購入してしまいました・・・

お支払い手続き途中の場合は、やり直しが可能です。下記
注意事項を参考にしてください。
お支払い手続きが完了した後では、onSMaRT上のやり直
しができません。
商品がご自宅に届いた後、5日以内に間違って購入した商品
と購入伝票を持って、キャンパス内書籍購買部に来店してくだ
さい。事情をお伺いした上でご返品の対応を行わせていただき
ます。

Q

A

宅配の問い合わせ番号はわかりますか？

配送の場合、「出荷しましたメール」が登録メールアドレスに届き
ます。そこに指定の宅配会社名と問い合わせ番号が記載され
ますので、宅配会社のHPでご確認ください。

購入手続きはムービーでチェック！

【onSMaRT推奨環境】
●スマートフォン
[OS] iOS8- 、Android4.1-
[Browser] Safari, GoogleChrome

●PC
[[Browser] Internet Explorer 11.x, Microsoft Edge, Safari, 
Google Chrome いずれも最新版

※Androidの「ブラウザ」は
ご利用いただけません

LINEのQRコードリーダは文字化けして読み取れません。
他のアプリをインストールしてお使いください。

注意事項

※使用した通信データはお客様負担となりますので、ご注意ください
（Wi-Fi環境推奨）

Q

A

品切れ商品の対応について

営業部門からのご連絡

販売・発送：龍谷大学瀬田 丸善書籍購買部

滋賀県大津市瀬田大江町横谷１－５

利用者登録前 ログイン後・・・左上メニューから

【教科書販売のお問い合わせ】

●onSMaRT担当デスク smarts@maruzen.co.jp

もしくは、onSMaRTの
Web問い合わせフォームから
※メールが届かないドメイン指定の問い合わせは

別途携帯キャリアへお願いいたします

購入方法解説
動画QRコード

動画URL： https://vimeo.com/317186747

●品切れ商品は「予約購入」という
形でご購入いただくことが可能で
す。

●ご購入時に品切れ表示が間に合
わず、商品がお出しできない場合
がございます。その際、ご注文いた
だいた商品はすべて「予約購入」
扱いとさせていただくことになります。

●ご予約商品は配送の対象とはな
りません。入荷後、店頭でのお引
渡しとなります。

mailto:smarts@maruzen.co.jp
https://vimeo.com/317186747


2020年度 龍谷大学瀬田学舎 教科書目録 
 

     ・教科書は、WEB販売（アドレス http://bit.ly/306t7WW）をご利用ください。原則配送のみの対応です。 

・教科書や一般書籍は店頭・WEBとも「１０％引き」にて販売しております。（図書カードは店頭でご利用いただ 

けますが「10%引き」にはなりません。クレジットやコンビニ払いをご希望の場合は WEB 販売をご利用下さい。

店頭は対応していません。） 

・生協カードはご使用頂けません。 

・本の返品・交換は、乱丁・落丁以外はお受けできません。よく確かめてからご購入ください。 

・後期、3Q、4Q開講科目は、9月中旬より販売いたします。 

・この教科書目録のデータは、2020年 3月 15日現在のものです。その後に変更等が発生した場合、販売所にて 

その旨お知らせいたします。WEB販売では変更時にデータを更新いたします。 

 

＜販売スケジュール＞ 

 

WEB申込期間  3月 16日（月）～4月 16日（木） ※状況によって期間を延長することがあります。 

 

         受け取り(配送のみ)  4/7（火）以降、適宜発送予定   ※配送申込の受付後、できる限り速やかに発送 
しますが、作業時間も必要ですので、余裕を 

もってお申し込みください。 

 

 

http://bit.ly/306t7WW
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

1 初級者に優しい独和辞典　新装廉価版 朝日出版社 2,000

2 アポロン独和辞典 第3版 同学社 4,200

3 クラウン独和辞典 第5版 三省堂 4,200

4 新マイスター独和辞典 大修館書店 4,200

5 プログレッシブ独和辞典　第2版 小学館 3,800

6 エクセル独和辞典　新装版 郁文堂 2,800

7 アクセス独和辞典 第3版 三修社 4,100

8 クラウン仏和辞典 第7版 三省堂 4,000

9 クラウン仏和辞典（小型版） 第7版 三省堂 3,600

10 プチ・ロワイヤル仏和辞典　第5版 旺文社 4,200

11 プチ・ロワイヤル仏和辞典（小型版）　第5版 旺文社 3,800

12 ディコ仏和辞典　新装版 白水社 3,700

13 ジュネス仏和辞典 大修館書店 3,500

14 精選日中・中日辞典　改訂版 東方書店 2,500

15
プログレッシブスペイン語辞典　第2版
カレッジエディション

小学館 3,300

16 デイリー六法2020　令和2年版 三省堂 1,900

英語（先端理工学部1年）火２（数理・情報科学課程　・　電子情報通信課程　・　機械工学・ロボティクス課程）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

100 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 1 大西　祥惠 吉野成美　他
Outstanding Monozukuri Companies in Japan
（知られざる日本の「ものづくり」企業の世界）

松柏社						 2,000

101 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 1 大西　祥惠 石井隆之　他　 Science Explorer　（身近な科学の世界） 成美堂 1,900

102 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 2 アントワン　チャールズ　フランシス David Cotton 他 New Language Leader Pre-Intermediate Coursebook Pearson 2,450

102 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 2 アントワン　チャールズ　フランシス David Cotton 他 New Language Leader Pre-Intermediate Coursebook Pearson 2,450

103 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 3 里井　久輝 小堂俊孝、永田博人、Bill Benfield　 Science Makes Life Exciting（おもしろサイエンス） 成美堂 1,700

103 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 3 里井　久輝 小堂俊孝、永田博人、Bill Benfield　 Science Makes Life Exciting（おもしろサイエンス） 成美堂 1,700

104 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 4 川田　伸道 本多吉彦 、土屋武久
College Grammar Pathfinder
(基本文法から始める大学英語)

金星堂 1,900

104 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 4 川田　伸道 本多吉彦 、土屋武久
College Grammar Pathfinder
(基本文法から始める大学英語)

金星堂 1,900

105 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 5 オーガスティン　ジョナサン Jonathan Berman、島岡丘 Life Topics: Reflections　（総合英語ライフトピックス4） 南雲堂 2,300

105 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 5 オーガスティン　ジョナサン Jonathan Berman、島岡丘 Life Topics: Reflections　（総合英語ライフトピックス4） 南雲堂 2,300

101 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 6 五十嵐　海理 石井隆之　他　 Science Explorer　（身近な科学の世界） 成美堂 1,900

101 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 6 五十嵐　海理 石井隆之　他　 Science Explorer　（身近な科学の世界） 成美堂 1,900

106 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 7 赤尾　美和 早川幸治
MASTERY DRILLS FOR THE TOEIC(R) L&R TEST All in One
Target 500　[New Edition]
（TOEIC(R) L&R TEST マスタリードリル［全パート編］）

桐原書店 1,700

106 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 7 赤尾　美和 早川幸治
MASTERY DRILLS FOR THE TOEIC(R) L&R TEST All in One
Target 500　[New Edition]
（TOEIC(R) L&R TEST マスタリードリル［全パート編］）

桐原書店 1,700

107 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 8 松本　敬子 Timothy Knowles 他 British News Update (映像で学ぶ イギリス公共放送の最新ニュース) 金星堂 2,600

107 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 8 松本　敬子 Timothy Knowles 他 British News Update (映像で学ぶ イギリス公共放送の最新ニュース) 金星堂 2,600

108 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 9 宇野　誠一 宇野　誠一 Listen and Speak in English（身近な話題で発信しよう） 三修社 2,000

108 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 9 宇野　誠一 宇野　誠一 Listen and Speak in English（身近な話題で発信しよう） 三修社 2,000

先端理工学部・理工学部・社会学部・農学部　英語科目

辞典・六法

1 ページ



教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

109 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 10 前田　悦子 Laurie Blass、 Mari Vargo Pathways：Reading, Writing, and Critical Thinking 2　(2nd ed) Cengage 3,270

109 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 10 前田　悦子 Laurie Blass、 Mari Vargo Pathways：Reading, Writing, and Critical Thinking 2　(2nd ed) Cengage 3,270

110 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 11 安村　恵子 John S. Lander Hollywood English −Movie Reviews from VOA− 朝日出版社 1,800

110 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 11 安村　恵子 John S. Lander Hollywood English −Movie Reviews from VOA− 朝日出版社 1,800

英語（先端理工学部1年）金２（数理・情報科学課程　・　電子情報通信課程　・　機械工学・ロボティクス課程）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

111 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 1 田中　惠子 Paul MacIntyre 他 Reading Explorer 4 (Text Only) (3ed) Cengage 2,750

111 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 1 田中　惠子 Paul MacIntyre 他 Reading Explorer 4 (Text Only) (3ed) Cengage 2,750

112 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 2 前田　悦子 Stephanie Alexander Hot Topics Japan 1 Compass Publishing 2,400

113 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 2 前田　悦子 Stephanie Alexander Hot Topics Japan 2 Compass Publishing 2,400

114 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 3 前川　貴子 本多吉彦、Robert Hickling
English Grip
（大学生のための基本英文法とTOEIC®テスト必修単語）

金星堂 1,900

114 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 3 前川　貴子 本多吉彦、Robert Hickling
English Grip
（大学生のための基本英文法とTOEIC®テスト必修単語）

金星堂 1,900

115 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 4 長田　希好 宍戸真　他 Supreme Reading 1（スプリーム リーディング 1 ） 成美堂 1,900

115 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 4 長田　希好 宍戸真　他 Supreme Reading 1（スプリーム リーディング 1 ） 成美堂 1,900

116 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 5 太田　純 Tim Knight
Welcome to Britain (Revised ed)
（英国の〈いま〉を知りたい［改訂新版］）

音羽書房鶴見書店 1,800

116 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 5 太田　純 Tim Knight
Welcome to Britain (Revised ed)
（英国の〈いま〉を知りたい［改訂新版］）

音羽書房鶴見書店 1,800

117 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 6 鈴木　綾子 Joseph Tabolt、森永弘司
Our Society, Our Diversity, Our Movies
（映画に観る多文化社会のかたち）

金星堂 1,900

118 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 6 鈴木　綾子 Joseph Tabolt 、森永弘司
Our Time, Our Lives, Our Movies
（映画で読むわたしたちの時代と社会）

金星堂 1,900

119 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 7 川田　伸道 宍戸真　他 Supreme Reading 2（スプリーム リーディング 2 ） 成美堂 1,900

119 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 7 川田　伸道 宍戸真　他 Supreme Reading 2（スプリーム リーディング 2 ） 成美堂 1,900

120 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 8 岩佐　匠 Paul Stapleton, Atsuko Uemura Future Times Cengage 2,150

120 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 8 岩佐　匠 Paul Stapleton, Atsuko Uemura Future Times Cengage 2,150

121 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 9 藤井　香子 荒木英彦 英語で学ぶやさしい科学 朝日出版社 1,800

121 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 9 藤井　香子 荒木英彦 英語で学ぶやさしい科学 朝日出版社 1,800

121 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 10 竹村　理世 荒木英彦 英語で学ぶやさしい科学 朝日出版社 1,800

121 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 10 竹村　理世 荒木英彦 英語で学ぶやさしい科学 朝日出版社 1,800

122 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 11 薗田　浩一 Joe McVeigh、Jennifer Bixby Q: Skills for Success, Reading and Writing 2 (3rd ed) Oxford 3,300

122 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 11 薗田　浩一 Joe McVeigh、Jennifer Bixby Q: Skills for Success, Reading and Writing 2 (3rd ed) Oxford 3,300

英語（先端理工学部1年）火３（応用化学課程・知能情報メディア課程・環境生態工学課程）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

123 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 1 ベズート　マイケル Warren Wilson, Roger Barnard Fifty-Fifty Book 1 (3ed) Pearson 2,810

123 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 1 ベズート　マイケル Warren Wilson, Roger Barnard Fifty-Fifty Book 1 (3ed) Pearson 2,810

124 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 2 薗田　浩一 Richard R. Day 他 Cover to Cover 3 Oxford 3,000

124 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 2 薗田　浩一 Richard R. Day 他 Cover to Cover 3 Oxford 3,000

125 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 3 中島　剛 Nancy Douglas、 David Bohlke Reading Explorer 1 (Text Only) (3ed) Cengage 2,750

125 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 3 中島　剛 Nancy Douglas、 David Bohlke Reading Explorer 1 (Text Only) (3ed) Cengage 2,750

126 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 4 竹村　理世 Casey Malarcher、原田慎一 
Basic Faster Reading -New Edition-
（速読の基礎演習　―最新版― ）

成美堂 1,900

126 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 4 竹村　理世 Casey Malarcher、原田慎一 
Basic Faster Reading -New Edition-
（速読の基礎演習　―最新版― ）

成美堂 1,900

110 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 5 安村　恵子 John S. Lander Hollywood English −Movie Reviews from VOA− 朝日出版社 1,800
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

110 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 5 安村　恵子 John S. Lander Hollywood English −Movie Reviews from VOA− 朝日出版社 1,800

127 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 6 長田　希好 Andrew E. Bennett　他 Quick-Step English 2 南雲堂 1,700

127 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 6 長田　希好 Andrew E. Bennett　他 Quick-Step English 2 南雲堂 1,700

128 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 7 前川　貴子 Anthony Sellick　他 World of Wonders Shaping Tomorrow　（知の創造） 成美堂 1,900

128 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 7 前川　貴子 Anthony Sellick　他 World of Wonders Shaping Tomorrow　（知の創造） 成美堂 1,900

109 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 8 前田　悦子 Laurie Blass、 Mari Vargo Pathways：Reading, Writing, and Critical Thinking 2　(2nd ed) Cengage 3,270

109 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 8 前田　悦子 Laurie Blass、 Mari Vargo Pathways：Reading, Writing, and Critical Thinking 2　(2nd ed) Cengage 3,270

107 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 9 松本　敬子 Timothy Knowles 他 British News Update (映像で学ぶ イギリス公共放送の最新ニュース) 金星堂 2,600

107 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 9 松本　敬子 Timothy Knowles 他 British News Update (映像で学ぶ イギリス公共放送の最新ニュース) 金星堂 2,600

106 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 10 赤尾　美和 早川幸治
MASTERY DRILLS FOR THE TOEIC(R) L&R TEST All in One
Target 500　[New Edition]
（TOEIC(R) L&R TEST マスタリードリル［全パート編］）

桐原書店 1,700

106 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 10 赤尾　美和 早川幸治
MASTERY DRILLS FOR THE TOEIC(R) L&R TEST All in One
Target 500　[New Edition]
（TOEIC(R) L&R TEST マスタリードリル［全パート編］）

桐原書店 1,700

129 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 11 高　岩 角山照彦、　Simon Capper　
English with Hit Songs -New Edition-
 (ポップスで学ぶ総合英語　-改訂新版- )

成美堂 2,100

129 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 11 高　岩 角山照彦、　Simon Capper　
English with Hit Songs -New Edition-
 (ポップスで学ぶ総合英語　-改訂新版- )

成美堂 2,100

英語（先端理工学部1年）金1（応用化学課程・知能情報メディア課程・環境生態工学課程）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

130 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 1 竹村　理世 Kevin Cleary　他　 Science Square　（科学の愉しみ ） 成美堂 1,800

130 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 1 竹村　理世 Kevin Cleary　他　 Science Square　（科学の愉しみ ） 成美堂 1,800

131 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 2 鈴木　綾子 Dave Rear 、杉藤久志 Understanding Our New Challenges　（新しい世界の読み方） 成美堂 1,900

131 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 2 鈴木　綾子 Dave Rear 、杉藤久志 Understanding Our New Challenges　（新しい世界の読み方） 成美堂 1,900

132 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 3 垣口　由香 早川幸治　他
SCORE BOOSTER FOR THE TOEIC® L&R TEST : BEGINNER
（レベル別 TOEIC® L&Rテスト実力養成コース：初級編）

金星堂 1,900

132 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 3 垣口　由香 早川幸治　他
SCORE BOOSTER FOR THE TOEIC® L&R TEST : BEGINNER
（レベル別 TOEIC® L&Rテスト実力養成コース：初級編）

金星堂 1,900

129 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 4 谷　綾子 角山照彦、　Simon Capper　
English with Hit Songs -New Edition-
 (ポップスで学ぶ総合英語　-改訂新版- )

成美堂 2,100

129 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 4 谷　綾子 角山照彦、　Simon Capper　
English with Hit Songs -New Edition-
 (ポップスで学ぶ総合英語　-改訂新版- )

成美堂 2,100

133 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 5 田中　惠子 Nancy Douglas　他 Reading Explorer 3 (Text Only) (3ed) Cengage 2,750

133 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 5 田中　惠子 Nancy Douglas　他 Reading Explorer 3 (Text Only) (3ed) Cengage 2,750

134 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 6 西川　隆 安浪 誠佑、Richard S. Lavin Science Quest　(未来科学への誘い) 成美堂 1,900

134 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 6 西川　隆 安浪 誠佑、Richard S. Lavin Science Quest　(未来科学への誘い) 成美堂 1,900

120 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 7 岩佐　匠 Paul Stapleton、 Atsuko Uemura Future Times Cengage 2,150

120 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 7 岩佐　匠 Paul Stapleton、 Atsuko Uemura Future Times Cengage 2,150

127 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 8 長田　希好 Andrew E. Bennett　他 Quick-Step English 2 南雲堂 1,700

127 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 8 長田　希好 Andrew E. Bennett　他 Quick-Step English 2 南雲堂 1,700

135 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 9 川田　伸道 永田博人、 Bill Benfield Science Updates　（最新科学の知見） 成美堂 1,900

135 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 9 川田　伸道 永田博人、 Bill Benfield Science Updates　（最新科学の知見） 成美堂 1,900

136 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 10 古賀　功 Jonathan Lynch、 委文光太郎 Two Sides to Every Discussion 　（英語で考え、英語で発信する） 成美堂 1,900

136 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 10 古賀　功 Jonathan Lynch、 委文光太郎 Two Sides to Every Discussion 　（英語で考え、英語で発信する） 成美堂 1,900

137 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 11 今野　勝幸 J. Richards、 D. Bohlke Four Corners Cambridge 2,850

137 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 11 今野　勝幸 J. Richards、 D. Bohlke Four Corners Cambridge 2,850
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

英語（理工学部２年）金３（数理情報学科・電子情報学科・機械システム工学科）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

139 英語総合３ 2年 前期　 金3 1 里井　久輝 前沢浩子 他 SCOPE 研究社 1,900

139 英語総合４ 2年 後期　 金3 1 里井　久輝 前沢浩子 他 SCOPE 研究社 1,900

140 英語総合３ 2年 前期　 金3 2 メーラン　ジャンセバスチャン John Pak Let's Chat! EFL Press 2,500

140 英語総合４ 2年 後期　 金3 2 メーラン　ジャンセバスチャン John Pak Let's Chat! EFL Press 2,500

141 英語総合３ 2年 前期　 金3 3 中村　秩祥子 高橋優身　他
15 Selected Units of English through the News Media
-2020 Edition-
（15章版：ニュースメディアの英語演習と解説2020年度版）

朝日出版社 1,200

141 英語総合４ 2年 後期　 金3 3 中村　秩祥子 高橋優身　他
15 Selected Units of English through the News Media
-2020 Edition-
（15章版：ニュースメディアの英語演習と解説2020年度版）

朝日出版社 1,200

142 英語総合３ 2年 前期　 金3 4 西川　隆 Robert Hickling、Jun Yashima Jigsaw Cengage 2,150

142 英語総合４ 2年 後期　 金3 4 西川　隆 Robert Hickling、Jun Yashima Jigsaw Cengage 2,150

143 英語総合３ 2年 前期　 金3 5 藤井　香子 Philip　Zamrej　Graham　他 Eureka! （世界を飛躍させた偉人たち―英語で学ぶ理工系の常識） 南雲堂 1,700

143 英語総合４ 2年 後期　 金3 5 藤井　香子 Philip　Zamrej　Graham　他 Eureka! （世界を飛躍させた偉人たち―英語で学ぶ理工系の常識） 南雲堂 1,700

144 英語総合３ 2年 前期　 金3 6 藤木　直子 小林敏彦、Bill Benfield Science in Our Daily Life　（科学の恩恵と私たちの暮らし） 成美堂 1,900

144 英語総合４ 2年 後期　 金3 6 藤木　直子 小林敏彦、Bill Benfield Science in Our Daily Life　（科学の恩恵と私たちの暮らし） 成美堂 1,900

145 英語総合３ 2年 前期　 金3 7 前田　悦子 Martin Milner World English 2 (3ed) Cengage 3,000

145 英語総合４ 2年 後期　 金3 7 前田　悦子 Martin Milner World English 2 (3ed) Cengage 3,000

146 英語総合３ 2年 前期　 金3 8 辻　早代加 永田博人、Geraldine Twilley Mysteries in Science　（科学の不思議） 南雲堂 1,800

146 英語総合４ 2年 後期　 金3 8 辻　早代加 永田博人、Geraldine Twilley Mysteries in Science　（科学の不思議） 南雲堂 1,800

147 英語総合３ 2年 前期　 金3 9 中島　剛 Robin Longshaw 他
21st Century Reading 3 Student Book
 (Creative Thinking and Reading with TED Talks)

Cengage 2,900

147 英語総合４ 2年 後期　 金3 9 中島　剛 Robin Longshaw 他
21st Century Reading 3 Student Book
 (Creative Thinking and Reading with TED Talks)

Cengage 2,900

148 英語総合３ 2年 前期　 金3 10 菊川　雅子 Laurie Blass、 Mari Vargo Pathways：Reading, Writing, and Critical Thinking 1A (2ed) Cengage 2,810

149 英語総合４ 2年 後期　 金3 10 菊川　雅子 Laurie Blass、 Mari Vargo Pathways：Listening, Speaking, and Critical Thinking 1B (2ed) Cengage 2,810

150 英語総合３ 2年 前期　 金3 11 柴田　広志 石井隆之　他 Funny Laws in the World　（世界おもしろ比較文化） 南雲堂 1,700

150 英語総合４ 2年 後期　 金3 11 柴田　広志 石井隆之　他 Funny Laws in the World　（世界おもしろ比較文化） 南雲堂 1,700

英語（理工学部２年）火１（物質化学科・情報メディア学科・環境ソリューション工学科）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

105 英語総合３ 2年 前期　 火1 1 オーガスティン　ジョナサン Jonathan Berman、島岡丘 Life Topics: Reflections　（総合英語ライフトピックス4） 南雲堂 2,300

105 英語総合４ 2年 後期　 火1 1 オーガスティン　ジョナサン Jonathan Berman、島岡丘 Life Topics: Reflections　（総合英語ライフトピックス4） 南雲堂 2,300

151 英語総合３ 2年 前期　 火1 2 佐々木　郁子 番場直之　他
SCORE BOOSTER FOR THE TOEIC® L&R TEST :
INTERMEDIATE
（レベル別 TOEIC® L&Rテスト実力養成コース：中級編）

金星堂 2,000

151 英語総合４ 2年 後期　 火1 2 佐々木　郁子 番場直之　他
SCORE BOOSTER FOR THE TOEIC® L&R TEST :
INTERMEDIATE
（レベル別 TOEIC® L&Rテスト実力養成コース：中級編）

金星堂 2,000

152 英語総合３ 2年 前期　 火1 3 和田　未穂子 Terry O’Brien　他 English Here and There （読解と基本文法で極める総合英語） 南雲堂 2,200

152 英語総合４ 2年 後期　 火1 3 和田　未穂子 Terry O’Brien　他 English Here and There （読解と基本文法で極める総合英語） 南雲堂 2,200

153 英語総合３ 2年 前期　 火1 4 大西　祥惠 佐藤臨太郎
Let’s Output in Basic English
（アウトプットのための基本英語）

金星堂 1,900

154 英語総合４ 2年 後期　 火1 4 大西　祥惠 Robert Hickling、臼倉美里 Reading Link　（基本文法で学ぶ大学英語リーディング） 金星堂 2,000

英語総合３ 2年 前期　 火1 5 ヘロン　エリザベス テキスト不要

英語総合４ 2年 後期　 火1 5 ヘロン　エリザベス テキスト不要

155 英語総合３ 2年 前期　 火1 6 アントワン　チャールズ　フランシス David Cotton 他 New Language Leader Intermediate Coursebook Pearson 2,450
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

155 英語総合４ 2年 後期　 火1 6 アントワン　チャールズ　フランシス David Cotton 他 New Language Leader Intermediate Coursebook Pearson 2,450

156 英語総合３ 2年 前期　 火1 7 宇治丸　みち子 Josh Norman　他
A View from Painters’ Palettes: Food and Culture
（絵画を彩る食文化）

朝日出版社 1,700

156 英語総合４ 2年 後期　 火1 7 宇治丸　みち子 Josh Norman　他
A View from Painters’ Palettes: Food and Culture
（絵画を彩る食文化）

朝日出版社 1,700

129 英語総合３ 2年 前期　 火1 8 高　岩 角山照彦、　Simon Capper　
English with Hit Songs -New Edition-
 (ポップスで学ぶ総合英語　-改訂新版- )

成美堂 2,100

129 英語総合４ 2年 後期　 火1 8 高　岩 角山照彦、　Simon Capper　
English with Hit Songs -New Edition-
 (ポップスで学ぶ総合英語　-改訂新版- )

成美堂 2,100

157 英語総合３ 2年 前期　 火1 9 西川　隆 宮本惠子
Science at Hand：Articles from Smithsonian Magazine’s Smart
News
（スミソニアンで読む日常の科学）

金星堂 2,100

157 英語総合４ 2年 後期　 火1 9 西川　隆 宮本惠子
Science at Hand：Articles from Smithsonian Magazine’s Smart
News
（スミソニアンで読む日常の科学）

金星堂 2,100

135 英語総合３ 2年 前期　 火1 10 川田　伸道 永田博人、 Bill Benfield Science Updates　（最新科学の知見） 成美堂 1,900

135 英語総合４ 2年 後期　 火1 10 川田　伸道 永田博人、 Bill Benfield Science Updates　（最新科学の知見） 成美堂 1,900

158 英語総合３ 2年 前期　 火1 11 北川　幸子 Patricia Ackert 他 Reading and Vocabulary Development 2　(Updated ed) Cengage 3,340

158 英語総合４ 2年 後期　 火1 11 北川　幸子 Patricia Ackert 他 Reading and Vocabulary Development 2　(Updated ed) Cengage 3,340

英語（社会学部１年）火３（社会学科・コミュニティマネジメント学科）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

159 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 1 クロザース　・マイケル Warren Wilson、Roger Barnard Fifty-Fifty Book 2 (3ed) Pearson 2,810

159 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 1 クロザース　・マイケル Warren Wilson、Roger Barnard Fifty-Fifty Book 2 (3ed) Pearson 2,810

117 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 2 古賀　功 Joseph Tabolt、森永弘司
Our Society, Our Diversity, Our Movies
（映画に観る多文化社会のかたち）

金星堂 1,900

117 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 2 古賀　功 Joseph Tabolt、森永弘司
Our Society, Our Diversity, Our Movies
（映画に観る多文化社会のかたち）

金星堂 1,900

152 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 3 岩佐　匠 Terry O’Brien　他 English Here and There （読解と基本文法で極める総合英語） 南雲堂 2,200

152 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 3 岩佐　匠 Terry O’Brien　他 English Here and There （読解と基本文法で極める総合英語） 南雲堂 2,200

160 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 4 今野　勝幸 Kristin Johannsen　他 World English 2 (Text Only) (2ed) Cengage 3,000

160 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 4 今野　勝幸 Kristin Johannsen　他 World English 2 (Text Only) (2ed) Cengage 3,000

161 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 5 宮尾　元子 永本義弘　他 Dear Learners （英語の世界へ踏み出そう） 南雲堂 2,300

161 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 5 宮尾　元子 永本義弘　他 Dear Learners （英語の世界へ踏み出そう） 南雲堂 2,300

162 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 6 谷　綾子 井村誠　他
English on Screen：Learning Real English through
Erin Brockovich
（映画『エリン・ブロコビッチ』で学ぶ実践英語の基本）

金星堂 1,900

162 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 6 谷　綾子 井村誠　他
English on Screen：Learning Real English through
Erin Brockovich
（映画『エリン・ブロコビッチ』で学ぶ実践英語の基本）

金星堂 1,900

163 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 7 宇治丸　みち子 佐藤明彦、Valerie Tidwell Reading Success 3 成美堂 2,000

163 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 7 宇治丸　みち子 佐藤明彦、Valerie Tidwell Reading Success 3 成美堂 2,000

108 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 8 宇野　誠一 宇野　誠一 Listen and Speak in English（身近な話題で発信しよう） 三修社 2,000

108 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 8 宇野　誠一 宇野　誠一 Listen and Speak in English（身近な話題で発信しよう） 三修社 2,000

100 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 9 大西　祥惠 吉野成美　他
Outstanding Monozukuri Companies in Japan
（知られざる日本の「ものづくり」企業の世界）

松柏社						 2,000

100 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 9 大西　祥惠 吉野成美　他
Outstanding Monozukuri Companies in Japan
（知られざる日本の「ものづくり」企業の世界）

松柏社						 2,000

164 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 10 近藤　未奈 池田真生子 他
Success with Reading Book 1
（リーディング力アップのための7つの方略 Book 1）

成美堂 2,500

164 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 10 近藤　未奈 池田真生子 他
Success with Reading Book 1
（リーディング力アップのための7つの方略 Book 1）

成美堂 2,500

5 ページ



教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

165 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 11 神尾　春香 宮本 文
15 Topics for Tomorrow’s World
(世界の未来を占う最重要トピック15)

松柏社						 1,900

165 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 11 神尾　春香 宮本 文
15 Topics for Tomorrow’s World
(世界の未来を占う最重要トピック15)

松柏社						 1,900

166 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 12 五十嵐　海理 VELC研究会教材開発グループ　他
AMBITIONS: Pre-intermediate
（４技能統合型で学ぶ英語コース：準中級編）

金星堂 2,000

166 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 12 五十嵐　海理 VELC研究会教材開発グループ　他
AMBITIONS: Pre-intermediate
（４技能統合型で学ぶ英語コース：準中級編）

金星堂 2,000

167 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火3 13 田辺　翔平 Anthony Allan　他 Insight into Britain　（イギリス探訪） 金星堂 1,800

167 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火3 13 田辺　翔平 Anthony Allan　他 Insight into Britain　（イギリス探訪） 金星堂 1,800

英語（社会学部１年）金３（社会学科・コミュニティマネジメント学科）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

100 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金3 1 垣口　由香 吉野成美　他
Outstanding Monozukuri Companies in Japan
（知られざる日本の「ものづくり」企業の世界）

松柏社						 2,000

100 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金3 1 垣口　由香 吉野成美　他
Outstanding Monozukuri Companies in Japan
（知られざる日本の「ものづくり」企業の世界）

松柏社						 2,000

159 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金3 2 クロザース　・マイケル Warren Wilson、Roger Barnard Fifty-Fifty Book 2 (3ed) Pearson 2,810

159 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金3 2 クロザース　・マイケル Warren Wilson、Roger Barnard Fifty-Fifty Book 2 (3ed) Pearson 2,810

168 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金3 3 五十嵐　海理 Joan McConnell、 山内 圭 Good Reading, Better Grammar （リーディングで深める英文法） 成美堂 1,900

168 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金3 3 五十嵐　海理 Joan McConnell、 山内 圭 Good Reading, Better Grammar （リーディングで深める英文法） 成美堂 1,900

169 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金3 4 牧野内　美帆 Joan McConnell、山内圭 Changing Times, Changing Worlds （やさしく読める社会事情） 成美堂 1,900

169 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金3 4 牧野内　美帆 Joan McConnell、山内圭 Changing Times, Changing Worlds （やさしく読める社会事情） 成美堂 1,900

116 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金3 5 太田　純 Tim Knight
Welcome to Britain (Revised ed)
（英国の〈いま〉を知りたい［改訂新版］）

音羽書房鶴見書店 1,800

116 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金3 5 太田　純 Tim Knight
Welcome to Britain (Revised ed)
（英国の〈いま〉を知りたい［改訂新版］）

音羽書房鶴見書店 1,800

170 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金3 6 薗田　千寿子 仲谷都　他 CLIL: Discuss the Changing World （CLIL: 英語で考える現代社会） 成美堂 2,200

170 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金3 6 薗田　千寿子 仲谷都　他 CLIL: Discuss the Changing World （CLIL: 英語で考える現代社会） 成美堂 2,200

171 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金3 7 佐々木　郁子 山本成代、Kelly Kimura
Taking Action：Communication with Fluency and Accuracy
（ディクトグロスで学ぶコミュニカティブ英文法）

金星堂 1,800

171 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金3 7 佐々木　郁子 山本成代、Kelly Kimura
Taking Action：Communication with Fluency and Accuracy
（ディクトグロスで学ぶコミュニカティブ英文法）

金星堂 1,800

172 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金3 8 川田　伸道 宮本文
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)

松柏社						 1,900

173 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金3 8 川田　伸道 山﨑達朗、 Stella M. Yamazaki
NHK NEWSLINE 3
（映像で学ぶ NHK英語ニュースが伝える日本3）

金星堂 2,400

127 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金3 9 長田　希好 Andrew E. Bennett　他 Quick-Step English 2 南雲堂 1,700

127 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金3 9 長田　希好 Andrew E. Bennett　他 Quick-Step English 2 南雲堂 1,700

174 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金3 10 今野　勝幸 Kristin L. Johannsen 他 World English 3（Text Only） (2ed) Cengage 3,000

174 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金3 10 今野　勝幸 Kristin L. Johannsen 他 World English 3（Text Only） (2ed) Cengage 3,000

122 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金3 11 薗田　浩一 Joe McVeigh、Jennifer Bixby Q: Skills for Success, Reading and Writing 2 (3rd ed) Oxford 3,300

122 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金3 11 薗田　浩一 Joe McVeigh、Jennifer Bixby Q: Skills for Success, Reading and Writing 2 (3rd ed) Oxford 3,300

152 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金3 12 高橋　勝忠 Terry O’Brien　他 English Here and There （読解と基本文法で極める総合英語） 南雲堂 2,200

152 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金3 12 高橋　勝忠 Terry O’Brien　他 English Here and There （読解と基本文法で極める総合英語） 南雲堂 2,200

150 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金3 13 竹村　理世 石井隆之　他 Funny Laws in the World　（世界おもしろ比較文化） 南雲堂 1,700
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

150 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金3 13 竹村　理世 石井隆之　他 Funny Laws in the World　（世界おもしろ比較文化） 南雲堂 1,700

英語（社会学部１年）火４（現代福祉学科）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

123 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火4 1 ベズート　マイケル Warren Wilson, Roger Barnard Fifty-Fifty Book 1 (3ed) Pearson 2,810

123 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火4 1 ベズート　マイケル Warren Wilson, Roger Barnard Fifty-Fifty Book 1 (3ed) Pearson 2,810

176 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火4 2 宮尾　元子 Alison　Kitzman　他
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　４＜Ｕｐｐｅｒ　Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ＞
（英語総合インディケーター＜中上級＞）

南雲堂 2,000

176 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火4 2 宮尾　元子 Alison　Kitzman　他
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　４＜Ｕｐｐｅｒ　Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ＞
（英語総合インディケーター＜中上級＞）

南雲堂 2,000

153 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火4 3 古賀　功 佐藤臨太郎
Let’s Output in Basic English
（アウトプットのための基本英語）

金星堂 1,900

153 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火4 3 古賀　功 佐藤臨太郎
Let’s Output in Basic English
（アウトプットのための基本英語）

金星堂 1,900

177 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火4 4 安村　恵子 Paul Snowden、Emily Snowden London Alive -Survival English- （さあ行こう　London！） 朝日出版社 2,400

177 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火4 4 安村　恵子 Paul Snowden、Emily Snowden London Alive -Survival English- （さあ行こう　London！） 朝日出版社 2,400

178 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火4 5 オーガスティン　ジョナサン Ｄａｖｉｄ　Ｐｅａｔｙ You, Me and the World　（地球市民のための１２章） 金星堂 2,100

178 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火4 5 オーガスティン　ジョナサン Ｄａｖｉｄ　Ｐｅａｔｙ You, Me and the World　（地球市民のための１２章） 金星堂 2,100

179 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火4 6 里井　久輝 John H. Randle、  椋平淳 Britain at a Watershed　（鼓動するイギリス） 成美堂 1,900

179 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火4 6 里井　久輝 John H. Randle、  椋平淳 Britain at a Watershed　（鼓動するイギリス） 成美堂 1,900

108 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火4 7 宇野　誠一 宇野　誠一 Listen and Speak in English（身近な話題で発信しよう） 三修社 2,000

108 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火4 7 宇野　誠一 宇野　誠一 Listen and Speak in English（身近な話題で発信しよう） 三修社 2,000

英語（社会学部１年）金４（現代福祉学科）
教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

180 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金4 1 川田　伸道 Todd Rucynski、中川洋子
American Vibes：People, Places and Perspectives
（映像で学ぶアメリカの素顔：都市・人々・視点）

金星堂 2,700

181 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金4 1 川田　伸道 Anthony Sellick　他　 World of Wonders Inspiring the Future　（知の挑戦） 成美堂 1,900

英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金4 2 ルオン　エリック テキスト不要

英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金4 2 ルオン　エリック テキスト不要

182 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金4 3 薗田　千寿子 Carmella　Lieske、 Scott Menking Reading Adventures 1 Cengage 2,720

182 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金4 3 薗田　千寿子 Carmella　Lieske、 Scott Menking Reading Adventures 1 Cengage 2,720

183 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金4 4 薗田　浩一 Richard R. Day 他 Cover to Cover 1 Oxford 3,000

183 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金4 4 薗田　浩一 Richard R. Day 他 Cover to Cover 1 Oxford 3,000

184 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金4 5 中島　剛 Robin Longshaw 他
21st Century Reading 2 Student Book
 (Creative Thinking and Reading with TED Talks)

Cengage 2,900

184 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金4 5 中島　剛 Robin Longshaw 他
21st Century Reading 2 Student Book
 (Creative Thinking and Reading with TED Talks)

Cengage 2,900

152 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金4 6 高橋　勝忠 Terry O’Brien　他 English Here and There （読解と基本文法で極める総合英語） 南雲堂 2,200

152 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金4 6 高橋　勝忠 Terry O’Brien　他 English Here and There （読解と基本文法で極める総合英語） 南雲堂 2,200

131 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金4 7 辻　早代加 Dave Rear 、杉藤久志 Understanding Our New Challenges　（新しい世界の読み方） 成美堂 1,900

131 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金4 7 辻　早代加 Dave Rear 、杉藤久志 Understanding Our New Challenges　（新しい世界の読み方） 成美堂 1,900

英語（社会学部２年）火２（社会学科・コミュニティマネジメント学科）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

158 英語総合３ 2年 前期　 火2 1 北川　幸子 Patricia Ackert 他 Reading and Vocabulary Development 2　(Updated ed) Cengage 3,340

158 英語総合４ 2年 後期　 火2 1 北川　幸子 Patricia Ackert 他 Reading and Vocabulary Development 2　(Updated ed) Cengage 3,340

159 英語総合３ 2年 前期　 火2 2 クロザース　・マイケル Warren Wilson、Roger Barnard Fifty-Fifty Book 2 (3ed) Pearson 2,810

159 英語総合４ 2年 後期　 火2 2 クロザース　・マイケル Warren Wilson、Roger Barnard Fifty-Fifty Book 2 (3ed) Pearson 2,810
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

185 英語総合３ 2年 前期　 火2 3 田中　惠子 Nancy Douglas　他 Reading Explorer 2 (Text Only) (3ed) Cengage 2,750

185 英語総合４ 2年 後期　 火2 3 田中　惠子 Nancy Douglas　他 Reading Explorer 2 (Text Only) (3ed) Cengage 2,750

186 英語総合３ 2年 前期　 火2 4 中島　剛 David Bohlke、 Rebecca Tarver Chase Reading Explorer Foundations (TEXT ONLY) (3ed) Cengage 2,750

186 英語総合４ 2年 後期　 火2 4 中島　剛 David Bohlke、 Rebecca Tarver Chase Reading Explorer Foundations (TEXT ONLY) (3ed) Cengage 2,750

156 英語総合３ 2年 前期　 火2 5 宇治丸　みち子 Josh Norman　他
A View from Painters’ Palettes: Food and Culture
（絵画を彩る食文化）

朝日出版社 1,700

156 英語総合４ 2年 後期　 火2 5 宇治丸　みち子 Josh Norman　他
A View from Painters’ Palettes: Food and Culture
（絵画を彩る食文化）

朝日出版社 1,700

128 英語総合３ 2年 前期　 火2 6 前川　貴子 Anthony Sellick　他 World of Wonders Shaping Tomorrow　（知の創造） 成美堂 1,900

128 英語総合４ 2年 後期　 火2 6 前川　貴子 Anthony Sellick　他 World of Wonders Shaping Tomorrow　（知の創造） 成美堂 1,900

187 英語総合３ 2年 前期　 火2 7 近藤　未奈 池田真生子 他
Success with Reading Book 2
（リーディング力アップのための7つの方略 Book 2）

成美堂 2,500

187 英語総合４ 2年 後期　 火2 7 近藤　未奈 池田真生子 他
Success with Reading Book 2
（リーディング力アップのための7つの方略 Book 2）

成美堂 2,500

147 英語総合３ 2年 前期　 火2 8 薗田　浩一 Robin Longshaw 他
21st Century Reading 3 Student Book
 (Creative Thinking and Reading with TED Talks)

Cengage 2,900

147 英語総合４ 2年 後期　 火2 8 薗田　浩一 Robin Longshaw 他
21st Century Reading 3 Student Book
 (Creative Thinking and Reading with TED Talks)

Cengage 2,900

140 英語総合３ 2年 前期　 火2 9 メーラン　ジャンセバスチャン John Pak Let's Chat! EFL Press 2,500

140 英語総合４ 2年 後期　 火2 9 メーラン　ジャンセバスチャン John Pak Let's Chat! EFL Press 2,500

141 英語総合３ 2年 前期　 火2 10 中村　秩祥子 高橋優身　他
15 Selected Units of English through the News Media
-2020 Edition-
（15章版：ニュースメディアの英語演習と解説2020年度版）

朝日出版社 1,200

141 英語総合４ 2年 後期　 火2 10 中村　秩祥子 高橋優身　他
15 Selected Units of English through the News Media
-2020 Edition-
（15章版：ニュースメディアの英語演習と解説2020年度版）

朝日出版社 1,200

188 英語総合３ 2年 前期　 火2 11 竹村　理世 Norma Reveler 、根間弘海 Reading the World　（世界の潮流を読み解く！） 南雲堂 1,700

188 英語総合４ 2年 後期　 火2 11 竹村　理世 Norma Reveler 、根間弘海 Reading the World　（世界の潮流を読み解く！） 南雲堂 1,700

189 英語総合３ 2年 前期　 火2 12 松岡　絵梨子 S.ゲイツ、石黒昭博
Childrens Stories from England and America
（総合：英米児童文学への招待）

英宝社 1,600

190 英語総合４ 2年 後期　 火2 12 松岡　絵梨子 Aline Brosh McKenna
Communicate in English with The Devil Wears Prada
(『プラダを着た悪魔』で学ぶコミュニケーション英語)

松柏社						 2,200

159 英語総合３ 2年 前期　 火2 13 ベズート　マイケル Warren Wilson、Roger Barnard Fifty-Fifty Book 2 (3ed) Pearson 2,810

159 英語総合４ 2年 後期　 火2 13 ベズート　マイケル Warren Wilson、Roger Barnard Fifty-Fifty Book 2 (3ed) Pearson 2,810

英語（社会学部2年）火１（現代福祉学科）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

159 英語総合３ 2年 前期　 火1 1 クロザース　・マイケル Warren Wilson、Roger Barnard Fifty-Fifty Book 2 (3ed) Pearson 2,810

159 英語総合４ 2年 後期　 火1 1 クロザース　・マイケル Warren Wilson、Roger Barnard Fifty-Fifty Book 2 (3ed) Pearson 2,810

191 英語総合３ 2年 前期　 火1 2 宇野　誠一 Kevin L.Mark Solving problems（総合教材『問題解決の技法』） 音羽書房鶴見書店 1,600

191 英語総合４ 2年 後期　 火1 2 宇野　誠一 Kevin L.Mark Solving problems（総合教材『問題解決の技法』） 音羽書房鶴見書店 1,600

192 英語総合３ 2年 前期　 火1 3 鈴木　綾子 James M. Vardaman Front Page of the Future　（総合英語　未来の扉を開いて） 三修社 1,800

192 英語総合４ 2年 後期　 火1 3 鈴木　綾子 James M. Vardaman Front Page of the Future　（総合英語　未来の扉を開いて） 三修社 1,800

114 英語総合３ 2年 前期　 火1 4 前川　貴子 本多吉彦、Robert Hickling
English Grip
（大学生のための基本英文法とTOEIC®テスト必修単語）

金星堂 1,900

114 英語総合４ 2年 後期　 火1 4 前川　貴子 本多吉彦、Robert Hickling
English Grip
（大学生のための基本英文法とTOEIC®テスト必修単語）

金星堂 1,900

133 英語総合３ 2年 前期　 火1 5 田中　惠子 Nancy Douglas　他 Reading Explorer 3 (Text Only) (3ed) Cengage 2,750

133 英語総合４ 2年 後期　 火1 5 田中　惠子 Nancy Douglas　他 Reading Explorer 3 (Text Only) (3ed) Cengage 2,750

147 英語総合３ 2年 前期　 火1 6 中島　剛 Robin Longshaw 他
21st Century Reading 3 Student Book
 (Creative Thinking and Reading with TED Talks)

Cengage 2,900
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

147 英語総合４ 2年 後期　 火1 6 中島　剛 Robin Longshaw 他
21st Century Reading 3 Student Book
 (Creative Thinking and Reading with TED Talks)

Cengage 2,900

141 英語総合３ 2年 前期　 火1 7 中村　秩祥子 高橋優身　他
15 Selected Units of English through the News Media
-2020 Edition-
（15章版：ニュースメディアの英語演習と解説2020年度版）

朝日出版社 1,200

141 英語総合４ 2年 後期　 火1 7 中村　秩祥子 高橋優身　他
15 Selected Units of English through the News Media
-2020 Edition-
（15章版：ニュースメディアの英語演習と解説2020年度版）

朝日出版社 1,200

英語（農学部1年）火４（植物生命科学科・資源生物科学科）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

193 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火4 1 岩佐　匠 村尾純子　他 Insights 2020　（世界を読むメディア英語入門2020） 金星堂 1,900

193 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火4 1 岩佐　匠 村尾純子　他 Insights 2020　（世界を読むメディア英語入門2020） 金星堂 1,900

135 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火4 2 長田　希好 永田博人、 Bill Benfield Science Updates　（最新科学の知見） 成美堂 1,900

135 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火4 2 長田　希好 永田博人、 Bill Benfield Science Updates　（最新科学の知見） 成美堂 1,900

194 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火4 3 神尾　春香 阿野幸一　他
Journeys: Communication for the Future
（コミュニケーションのための総合英語）

朝日出版社 2,000

194 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火4 3 神尾　春香 阿野幸一　他
Journeys: Communication for the Future
（コミュニケーションのための総合英語）

朝日出版社 2,000

153 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火4 4 前田　悦子 佐藤臨太郎
Let’s Output in Basic English
（アウトプットのための基本英語）

金星堂 1,900

153 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火4 4 前田　悦子 佐藤臨太郎
Let’s Output in Basic English
（アウトプットのための基本英語）

金星堂 1,900

122 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火4 5 薗田　浩一 Joe McVeigh、Jennifer Bixby Q: Skills for Success, Reading and Writing 2 (3rd ed) Oxford 3,300

122 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火4 5 薗田　浩一 Joe McVeigh、Jennifer Bixby Q: Skills for Success, Reading and Writing 2 (3rd ed) Oxford 3,300

167 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火4 6 田辺　翔平 Anthony Allan　他 Insight into Britain　（イギリス探訪） 金星堂 1,800

167 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火4 6 田辺　翔平 Anthony Allan　他 Insight into Britain　（イギリス探訪） 金星堂 1,800

150 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火4 7 竹村　理世 石井隆之　他 Funny Laws in the World　（世界おもしろ比較文化） 南雲堂 1,700

150 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火4 7 竹村　理世 石井隆之　他 Funny Laws in the World　（世界おもしろ比較文化） 南雲堂 1,700

159 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火4 8 クロザース　・マイケル Warren Wilson、Roger Barnard Fifty-Fifty Book 2 (3ed) Pearson 2,810

159 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火4 8 クロザース　・マイケル Warren Wilson、Roger Barnard Fifty-Fifty Book 2 (3ed) Pearson 2,810

英語（農学部1年）金２（植物生命科学科・資源生物科学科）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

195 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 1 前川　貴史 Nancy Douglas　他 Reading Explorer 3A (Text Only) (3rd Split ed) Cengage 2,000

195 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 1 前川　貴史 Nancy Douglas　他 Reading Explorer 3A (Text Only) (3rd Split ed) Cengage 2,000

196 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 2 ハーズ　ゲーリー Redston, C. 、 Cunningham, G.
face2face Pre-intermediate
Student's Book with DVD-ROM（2ed）

Cambridge 3,200

196 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 2 ハーズ　ゲーリー Redston, C. 、 Cunningham, G.
face2face Pre-intermediate
Student's Book with DVD-ROM（2ed）

Cambridge 3,200

197 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 3 西川　隆 服部 圭子　他 Science for Fun!　（楽しんで読む最新科学） 金星堂 1,900

197 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 3 西川　隆 服部 圭子　他 Science for Fun!　（楽しんで読む最新科学） 金星堂 1,900

168 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 4 辻　早代加 Joan McConnell、 山内 圭 Good Reading, Better Grammar （リーディングで深める英文法） 成美堂 1,900

168 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 4 辻　早代加 Joan McConnell、 山内 圭 Good Reading, Better Grammar （リーディングで深める英文法） 成美堂 1,900

198 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 5 藤木　直子 森田 彰　他 BBC World Profile on DVD BBC （やさしい英語と映像で学ぶ総合英語） 南雲堂 2,500

198 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 5 藤木　直子 森田 彰　他 BBC World Profile on DVD BBC （やさしい英語と映像で学ぶ総合英語） 南雲堂 2,500

170 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 6 薗田　千寿子 仲谷都　他 CLIL: Discuss the Changing World （CLIL: 英語で考える現代社会） 成美堂 2,200

170 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 6 薗田　千寿子 仲谷都　他 CLIL: Discuss the Changing World （CLIL: 英語で考える現代社会） 成美堂 2,200

184 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 7 中島　剛 Robin Longshaw 他
21st Century Reading 2 Student Book
 (Creative Thinking and Reading with TED Talks)

Cengage 2,900
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

184 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 7 中島　剛 Robin Longshaw 他
21st Century Reading 2 Student Book
 (Creative Thinking and Reading with TED Talks)

Cengage 2,900

120 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金2 8 和田　未穂子 Paul Stapleton、Atsuko Uemura Future Times Cengage 2,150

120 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金2 8 和田　未穂子 Paul Stapleton、Atsuko Uemura Future Times Cengage 2,150

英語（農学部1年）火２（食品栄養学科・食料農業システム学科）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 1 ヘロン　エリザベス テキスト不要

英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 1 ヘロン　エリザベス テキスト不要

199 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 2 谷　綾子 Kay Nakago　他
Boost your skills for the TOEIC Test with Casablanca
（めざせ！６００ 名作映画でTOEIC カサブランカ）

英宝社 1,900

199 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 2 谷　綾子 Kay Nakago　他
Boost your skills for the TOEIC Test with Casablanca
（めざせ！６００ 名作映画でTOEIC カサブランカ）

英宝社 1,900

200 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 3 垣口　由香 原田祐貨　他
A New Look at the World：Easy to Read Contemporary Topics
（英語リーディング入門新たな世界を開く15章）

金星堂 1,900

200 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 3 垣口　由香 原田祐貨　他
A New Look at the World：Easy to Read Contemporary Topics
（英語リーディング入門新たな世界を開く15章）

金星堂 1,900

201 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 4 宮尾　元子 Paul Chris McVay 、川田伸道
Let's Check Out the UK!
(マクベイ先生と行くイギリスを知る１５日間の旅)

金星堂 1,800

201 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 4 宮尾　元子 Paul Chris McVay 、川田伸道
Let's Check Out the UK!
(マクベイ先生と行くイギリスを知る１５日間の旅)

金星堂 1,800

134 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 5 西川　隆 安浪 誠佑、Richard S. Lavin Science Quest　(未来科学への誘い) 成美堂 1,900

134 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 5 西川　隆 安浪 誠佑、Richard S. Lavin Science Quest　(未来科学への誘い) 成美堂 1,900

131 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 6 鈴木　綾子 Dave Rear 、杉藤久志 Understanding Our New Challenges　（新しい世界の読み方） 成美堂 1,900

131 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 6 鈴木　綾子 Dave Rear 、杉藤久志 Understanding Our New Challenges　（新しい世界の読み方） 成美堂 1,900

129 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 7 高　岩 角山照彦、　Simon Capper　
English with Hit Songs -New Edition-
 (ポップスで学ぶ総合英語　-改訂新版- )

成美堂 2,100

129 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 7 高　岩 角山照彦、　Simon Capper　
English with Hit Songs -New Edition-
 (ポップスで学ぶ総合英語　-改訂新版- )

成美堂 2,100

120 英語総合１（Ａ） 1年 前期　 火2 8 和田　未穂子 Paul Stapleton、Atsuko Uemura Future Times Cengage 2,150

120 英語総合２（Ａ） 1年 後期　 火2 8 和田　未穂子 Paul Stapleton、Atsuko Uemura Future Times Cengage 2,150

英語（農学部1年）金１（食品栄養学科・食料農業システム学科）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

202 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 1 五十嵐　海理 VELC研究会教材開発グループ　他
AMBITIONS: Intermediate
(４技能統合型で学ぶ英語コース：中級編)

金星堂 2,000

202 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 1 五十嵐　海理 VELC研究会教材開発グループ　他
AMBITIONS: Intermediate
(４技能統合型で学ぶ英語コース：中級編)

金星堂 2,000

196 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 2 ハーズ　ゲーリー Redston, C. 、 Cunningham, G.
face2face Pre-intermediate
Student's Book with DVD-ROM（2ed）

Cambridge 3,200

196 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 2 ハーズ　ゲーリー Redston, C. 、 Cunningham, G.
face2face Pre-intermediate
Student's Book with DVD-ROM（2ed）

Cambridge 3,200

101 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 3 太田　純 石井隆之　他　 Science Explorer　（身近な科学の世界） 成美堂 1,900

101 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 3 太田　純 石井隆之　他　 Science Explorer　（身近な科学の世界） 成美堂 1,900

152 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 4 和田　未穂子 Terry O’Brien　他 English Here and There （読解と基本文法で極める総合英語） 南雲堂 2,200

152 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 4 和田　未穂子 Terry O’Brien　他 English Here and There （読解と基本文法で極める総合英語） 南雲堂 2,200

203 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 5 前川　貴史 Nancy Douglas　他 Reading Explorer 1A  (Text Only) (3rd Split ed) Cengage 2,000

203 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 5 前川　貴史 Nancy Douglas　他 Reading Explorer 1A  (Text Only) (3rd Split ed) Cengage 2,000
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

181 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 6 前川　貴子 Anthony Sellick　他　 World of Wonders Inspiring the Future　（知の挑戦） 成美堂 1,900

181 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 6 前川　貴子 Anthony Sellick　他　 World of Wonders Inspiring the Future　（知の挑戦） 成美堂 1,900

171 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 7 佐々木　郁子 山本成代、Kelly Kimura
Taking Action：Communication with Fluency and Accuracy
（ディクトグロスで学ぶコミュニカティブ英文法）

金星堂 1,800

171 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 7 佐々木　郁子 山本成代、Kelly Kimura
Taking Action：Communication with Fluency and Accuracy
（ディクトグロスで学ぶコミュニカティブ英文法）

金星堂 1,800

198 英語総合１（Ｂ） 1年 前期　 金1 8 藤木　直子 森田 彰　他 BBC World Profile on DVD BBC （やさしい英語と映像で学ぶ総合英語） 南雲堂 2,500

198 英語総合２（Ｂ） 1年 後期　 金1 8 藤木　直子 森田 彰　他 BBC World Profile on DVD BBC （やさしい英語と映像で学ぶ総合英語） 南雲堂 2,500

英語（農学部2年）火１（植物生命科学科・資源生物科学科）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

204 英語総合３ 2年 前期　 火1 1 今野　勝幸 中谷安男
Academic Writing Strategies
（大学生のためのアカデミックライティング・ストラテジー）

金星堂 2,000

204 英語総合４ 2年 後期　 火1 1 今野　勝幸 中谷安男
Academic Writing Strategies
（大学生のためのアカデミックライティング・ストラテジー）

金星堂 2,000

206 英語総合３ 2年 前期　 火1 2 松本　敬子 椋平淳 他 AFP Science Report　（AFPで知る科学の世界） 成美堂 2,500

206 英語総合４ 2年 後期　 火1 2 松本　敬子 椋平淳 他 AFP Science Report　（AFPで知る科学の世界） 成美堂 2,500

207 英語総合３ 2年 前期　 火1 3 安村　恵子 関戸冬彦　他
Enjoying English through Pop Songs（ソングス＆カルチャー
－ ポップソングで学ぶ初級英語 －）

朝日出版社 1,900

207 英語総合４ 2年 後期　 火1 3 安村　恵子 関戸冬彦　他
Enjoying English through Pop Songs（ソングス＆カルチャー
－ ポップソングで学ぶ初級英語 －）

朝日出版社 1,900

208 英語総合３ 2年 前期　 火1 4 近藤　未奈 Angela Buckingham、Lewis Lansford Passport 1 (2ed) Oxford 2,630

208 英語総合４ 2年 後期　 火1 4 近藤　未奈 Angela Buckingham、Lewis Lansford Passport 1 (2ed) Oxford 2,630

159 英語総合３ 2年 前期　 火1 5 ベズート　マイケル Warren Wilson、Roger Barnard Fifty-Fifty Book 2 (3ed) Pearson 2,810

159 英語総合４ 2年 後期　 火1 5 ベズート　マイケル Warren Wilson、Roger Barnard Fifty-Fifty Book 2 (3ed) Pearson 2,810

140 英語総合３ 2年 前期　 火1 6 メーラン　ジャンセバスチャン John Pak Let's Chat! EFL Press 2,500

140 英語総合４ 2年 後期　 火1 6 メーラン　ジャンセバスチャン John Pak Let's Chat! EFL Press 2,500

209 英語総合３ 2年 前期　 火1 7 赤尾　美和 Casey Malarcher Reading Advantage 2 (3ed) Cengage 2,640

209 英語総合４ 2年 後期　 火1 7 赤尾　美和 Casey Malarcher Reading Advantage 2 (3ed) Cengage 2,640

210 英語総合３ 2年 前期　 火1 8 古賀　功 Jonathan Lynch、 委文光太郎 Two Sides to Every Discussion 2 （英語で考え、英語で発信する 2） 成美堂 1,900

210 英語総合４ 2年 後期　 火1 8 古賀　功 Jonathan Lynch、 委文光太郎 Two Sides to Every Discussion 2 （英語で考え、英語で発信する 2） 成美堂 1,900

英語（農学部2年）金4（食品栄養学科・食料農業システム学科）

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

140 英語総合３ 2年 前期　 金4 1 メーラン　ジャンセバスチャン John Pak Let's Chat! EFL Press 2,500

140 英語総合４ 2年 後期　 金4 1 メーラン　ジャンセバスチャン John Pak Let's Chat! EFL Press 2,500

157 英語総合３ 2年 前期　 金4 2 西川　隆 宮本惠子
Science at Hand：Articles from Smithsonian Magazine’s Smart
News
（スミソニアンで読む日常の科学）

金星堂 2,100

157 英語総合４ 2年 後期　 金4 2 西川　隆 宮本惠子
Science at Hand：Articles from Smithsonian Magazine’s Smart
News
（スミソニアンで読む日常の科学）

金星堂 2,100

144 英語総合３ 2年 前期　 金4 3 藤木　直子 小林敏彦、Bill Benfield Science in Our Daily Life　（科学の恩恵と私たちの暮らし） 成美堂 1,900

144 英語総合４ 2年 後期　 金4 3 藤木　直子 小林敏彦、Bill Benfield Science in Our Daily Life　（科学の恩恵と私たちの暮らし） 成美堂 1,900

145 英語総合３ 2年 前期　 金4 4 前田　悦子 Martin Milner World English 2 (3ed) Cengage 3,000

145 英語総合４ 2年 後期　 金4 4 前田　悦子 Martin Milner World English 2 (3ed) Cengage 3,000

159 英語総合３ 2年 前期　 金4 5 クロザース　・マイケル Warren Wilson、Roger Barnard Fifty-Fifty Book 2 (3ed) Pearson 2,810

159 英語総合４ 2年 後期　 金4 5 クロザース　・マイケル Warren Wilson、Roger Barnard Fifty-Fifty Book 2 (3ed) Pearson 2,810
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211 英語総合３ 2年 前期　 金4 6 牧野内　美帆 深山晶子、村尾純子 Social Outlook　（ソーシャル・アウトルック　メディア英語で社会を視る ） 三修社 1,700

211 英語総合４ 2年 後期　 金4 6 牧野内　美帆 深山晶子、村尾純子 Social Outlook　（ソーシャル・アウトルック　メディア英語で社会を視る ） 三修社 1,700

148 英語総合３ 2年 前期　 金4 7 菊川　雅子 Laurie Blass、 Mari Vargo Pathways：Reading, Writing, and Critical Thinking 1A (2ed) Cengage 2,810

149 英語総合４ 2年 後期　 金4 7 菊川　雅子 Laurie Blass、 Mari Vargo Pathways：Listening, Speaking, and Critical Thinking 1B (2ed) Cengage 2,810

150 英語総合３ 2年 前期　 金4 8 柴田　広志 石井隆之　他 Funny Laws in the World　（世界おもしろ比較文化） 南雲堂 1,700

150 英語総合４ 2年 後期　 金4 8 柴田　広志 石井隆之　他 Funny Laws in the World　（世界おもしろ比較文化） 南雲堂 1,700

英語（再履修）先端理工学部・理工学部・社会学部・農学部

教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

154 英語総合（再） - 前期　 火4 - 佐々木　郁子 Robert Hickling、臼倉美里 Reading Link　（基本文法で学ぶ大学英語リーディング） 金星堂 2,000

154 英語総合（再） - 後期　 火4 - 佐々木　郁子 Robert Hickling、臼倉美里 Reading Link　（基本文法で学ぶ大学英語リーディング） 金星堂 2,000

英語総合（再） - 前期　 火4 - 前川　貴史 テキスト不要

英語総合（再） - 後期　 火4 - 前川　貴史 テキスト不要

英語総合（再） - 前期　 水2 - 赤尾　美和 テキスト不要

英語総合（再） - 後期　 水2 - 赤尾　美和 テキスト不要

194 英語総合（再） - 前期　 水2 - 神尾　春香 阿野幸一　他
Journeys: Communication for the Future
（コミュニケーションのための総合英語）

朝日出版社 2,000

194 英語総合（再） - 後期　 水2 - 神尾　春香 阿野幸一　他
Journeys: Communication for the Future
（コミュニケーションのための総合英語）

朝日出版社 2,000

212 英語総合（再） - 前期　 水2 - 熊懐　祐樹 Robert Hickling、 臼倉美里 
English Missions! Basic
（ミッション型 大学英語の総合演習：基礎編）

金星堂 1,900

212 英語総合（再） - 後期　 水2 - 熊懐　祐樹 Robert Hickling、 臼倉美里 
English Missions! Basic
（ミッション型 大学英語の総合演習：基礎編）

金星堂 1,900

英語総合（再） - 前期　 水3 - 赤尾　美和 テキスト不要

英語総合（再） - 後期　 水3 - 赤尾　美和 テキスト不要

194 英語総合（再） - 前期　 水3 - 神尾　春香 阿野幸一　他
Journeys: Communication for the Future
（コミュニケーションのための総合英語）

朝日出版社 2,000

194 英語総合（再） - 後期　 水3 - 神尾　春香 阿野幸一　他
Journeys: Communication for the Future
（コミュニケーションのための総合英語）

朝日出版社 2,000

212 英語総合（再） - 前期　 水3 - 熊懐　祐樹 Robert Hickling、 臼倉美里 
English Missions! Basic
（ミッション型 大学英語の総合演習：基礎編）

金星堂 1,900

212 英語総合（再） - 後期　 水3 - 熊懐　祐樹 Robert Hickling、 臼倉美里 
English Missions! Basic
（ミッション型 大学英語の総合演習：基礎編）

金星堂 1,900

156 英語総合（再） - 前期　 金4 - 藤井　香子 Josh Norman　他
A View from Painters’ Palettes: Food and Culture
（絵画を彩る食文化）

朝日出版社 1,700

156 英語総合（再） - 後期　 金4 - 藤井　香子 Josh Norman　他
A View from Painters’ Palettes: Food and Culture
（絵画を彩る食文化）

朝日出版社 1,700

213 英語総合（再） - 前期　 金4 - 中村　秩祥子 金森強、Braven Smillie
NHK BS Program: New York Streets
（DVDで楽しむニューヨーク街物語）

金星堂 2,300

214 英語総合（再） - 後期　 金4 - 中村　秩祥子 John S. Lander American Vision 朝日出版社 1,800

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

300 英語セミナーＡ１ 1年以降 前期　 月１ 宇野　誠一 千田潤一
English Trainer for the TOEIC Test
（TOEICテスト受験者のための英語トレーニング）

朝日出版社 2,000

300 英語セミナーＡ１ 1年以降 前期　 月２ 宇野　誠一 千田潤一
English Trainer for the TOEIC Test
（TOEICテスト受験者のための英語トレーニング）

朝日出版社 2,000

301 英語セミナーＡ２ 1年以降 後期　 月１ 宇野　誠一 Chizuko Tsumatori、 Masami Tahira　
First Time Trainer for the TOEIC TEST
Revised Edition

Cengage 2,100

301 英語セミナーＡ２ 1年以降 後期　 月２ 宇野　誠一 Chizuko Tsumatori、 Masami Tahira　
First Time Trainer for the TOEIC TEST
Revised Edition

Cengage 2,100

瀬田学舎　教養教育科目
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

302 英語セミナーＡ１ 1年以降 前期　 水３ 岩佐　匠 花田徹也　他
BASIC TEXTBOOK FOR THE TOEIC® L&R TEST
（TOEIC® L&R TESTのための基礎演習）

三修社 2,000

302 英語セミナーＡ１ 1年以降 前期　 水４ 岩佐　匠 花田徹也　他
BASIC TEXTBOOK FOR THE TOEIC® L&R TEST
（TOEIC® L&R TESTのための基礎演習）

三修社 2,000

303 英語セミナーＡ２ 1年以降 後期　 水３ 岩佐　匠 西谷敦子　他
Key Strategies for Success on the TOEIC®
L&R Test: Level 500
（TOEIC® L&R テスト戦略的トレーニングレベル500）

朝日出版社 1,800

303 英語セミナーＡ２ 1年以降 後期　 水４ 岩佐　匠 西谷敦子　他
Key Strategies for Success on the TOEIC®
L&R Test: Level 500
（TOEIC® L&R テスト戦略的トレーニングレベル500）

朝日出版社 1,800

304 英語セミナーＤ１ 2年以降 前期　 金２ 谷　綾子 Bram Stoker原作、細川祐子　著　
Dracula in simple English [retold]
（ドラキュラ リトールド版）

英宝社 2,000

305 英語セミナーＤ２ 2年以降 後期　 金２ 谷　綾子 ヘンリー・ジェイムズ原作、細川祐子　編著 The Turn of the Screw（ねじの回転） 開文社出版 1,800

306 英語セミナーＥ１ 2年以降 前期　 金１ 里井　久輝 里井久輝　 英語で歌おう　! スタンダード・ジャズ アルク 2,000

306 英語セミナーＥ２ 2年以降 後期　 金１ 里井　久輝 里井久輝　 英語で歌おう　! スタンダード・ジャズ アルク 2,000

307 コリア語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水１ 厳　廷美 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水１ 孫　才喜 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水２ 厳　廷美 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水２ 孫　才喜 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水２ 柳　綏美 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 後期　 月５ 朴　炫国 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水１ 厳　廷美 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水１ 厳　廷美 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水１ 孫　才喜 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水１ 孫　才喜 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 厳　廷美 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 厳　廷美 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 孫　才喜 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 孫　才喜 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 柳　綏美 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 柳　綏美 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅠＢ（選択必修） 2年以降 前期　 月５ 朴　炫国 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅡＡ（選択必修） 2年以降 前期　 月５ 朴　炫国 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅠＡ 1年以降 前期　 月２ 黒﨑　英花 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅠＢ 1年以降 後期　 月２ 黒﨑　英花 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅡＡ 1年以降 後期　 月２ 黒﨑　英花 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅠＣ 1年以降 前期　 水３ 孫　才喜 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅠＢ 1年以降 前期　 水３ 孫　才喜 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅠＤ 1年以降 後期　 水３ 孫　才喜 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語ⅡＢ 1年以降 後期　 水３ 孫　才喜 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語セミナーⅠＡ 2年以降 前期　 月４ 朴　炫国 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語セミナーⅠＢ 2年以降 後期　 月４ 朴　炫国 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語セミナーＡ 2年以降 前期　 月４ 朴　炫国 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

307 コリア語セミナーＢ 2年以降 後期　 月４ 朴　炫国 入佐信宏、文賢珠　共著　 よくわかる韓国語STEP1 CD付 白帝社 2,500

308 中国語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水１ 華　京碩 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水１ 張　健同 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水２ 韓　正愛 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水２ 張　健同 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400
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308 中国語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水２ 李　愛華 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水２ 李　佩蓉 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水２ 劉　梅玲 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 後期　 月５ 徐　光輝 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水１ 華　京碩 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水１ 華　京碩 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水１ 張　健同 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水１ 張　健同 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 韓　正愛 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 韓　正愛 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 張　健同 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 張　健同 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 李　愛華 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 李　愛華 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 李　佩蓉 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 李　佩蓉 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 劉　梅玲 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 劉　梅玲 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＢ（選択必修） 2年以降 前期　 月５ 徐　光輝 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅡＡ（選択必修） 2年以降 前期　 月５ 徐　光輝 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＡ 1年以降 前期　 月３ 張　健同 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＡ 1年以降 前期　 水４ 華　京碩 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＢ 1年以降 後期　 月３ 張　健同 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅡＡ 1年以降 後期　 月３ 張　健同 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅠＢ 1年以降 後期　 水４ 華　京碩 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

308 中国語ⅡＡ 1年以降 後期　 水４ 華　京碩 竹山相哲　他共著　 超中国語入門 晃洋書房 2,400

309 中国語ⅠＣ 1年以降 前期　 水３ 張　健同 陳浩、梁月軍　 基礎からの中国語会話 同学社 2,500

309 中国語ⅠＢ 1年以降 前期　 水３ 張　健同 陳浩、梁月軍　 基礎からの中国語会話 同学社 2,500

309 中国語ⅠＣ 1年以降 前期　 水４ 張　健同 陳浩、梁月軍　 基礎からの中国語会話 同学社 2,500

309 中国語ⅠＢ 1年以降 前期　 水４ 張　健同 陳浩、梁月軍　 基礎からの中国語会話 同学社 2,500

309 中国語ⅠＤ 1年以降 後期　 水３ 張　健同 陳浩、梁月軍　 基礎からの中国語会話 同学社 2,500

309 中国語ⅡＢ 1年以降 後期　 水３ 張　健同 陳浩、梁月軍　 基礎からの中国語会話 同学社 2,500

309 中国語ⅠＤ 1年以降 後期　 水４ 張　健同 陳浩、梁月軍　 基礎からの中国語会話 同学社 2,500

309 中国語ⅡＢ 1年以降 後期　 水４ 張　健同 陳浩、梁月軍　 基礎からの中国語会話 同学社 2,500

310 中国語ⅠＣ 1年以降 前期　 水３ 李　愛華 氷野善寛、伊藤大輔　他　 スタートダッシュ中国語 朝日出版社 2,300

310 中国語ⅠＢ 1年以降 前期　 水３ 李　愛華 氷野善寛、伊藤大輔　他　 スタートダッシュ中国語 朝日出版社 2,300

310 中国語ⅠＤ 1年以降 後期　 水３ 李　愛華 氷野善寛、伊藤大輔　他　 スタートダッシュ中国語 朝日出版社 2,300

310 中国語ⅡＢ 1年以降 後期　 水３ 李　愛華 氷野善寛、伊藤大輔　他　 スタートダッシュ中国語 朝日出版社 2,300

中国語セミナーⅠＡ 2年以降 前期　 水３ 華　京碩 ※講義時に指示します。

中国語セミナーⅠＢ 2年以降 後期　 水３ 華　京碩 ※講義時に指示します。

中国語セミナーＡ 2年以降 前期　 水３ 華　京碩 ※講義時に指示します。

中国語セミナーＢ 2年以降 後期　 水３ 華　京碩 ※講義時に指示します。

315 ドイツ語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水１ 高岡　智子 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

315 ドイツ語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水１ 永井　達夫 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500
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315 ドイツ語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水２ 高岡　智子 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

315 ドイツ語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水２ 永井　達夫 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

315 ドイツ語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水３ 飯森　伸哉 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

315 ドイツ語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水１ 高岡　智子 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

315 ドイツ語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水１ 高岡　智子 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

315 ドイツ語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水１ 永井　達夫 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

315 ドイツ語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水１ 永井　達夫 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

315 ドイツ語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 高岡　智子 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

315 ドイツ語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 高岡　智子 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

315 ドイツ語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 永井　達夫 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

315 ドイツ語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 永井　達夫 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

315 ドイツ語ⅠＢ（選択必修） 2年以降 前期　 水３ 飯森　伸哉 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

315 ドイツ語ⅡＡ（選択必修） 2年以降 前期　 水３ 飯森　伸哉 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

316 ドイツ語ⅠＡ 1年以降 前期　 月２ 橋本　淑恵 佐藤修子　他　
CD[MP3]付き　新・スツェーネン 1
場面で学ぶドイツ語
（Szenen 1 heute aktuell）

三修社 2,600

316 ドイツ語ⅠＡ 1年以降 前期　 月３ 橋本　淑恵 佐藤修子　他　
CD[MP3]付き　新・スツェーネン 1
場面で学ぶドイツ語
（Szenen 1 heute aktuell）

三修社 2,600

316 ドイツ語ⅠＢ 1年以降 後期　 月２ 橋本　淑恵 佐藤修子　他　
CD[MP3]付き　新・スツェーネン 1
場面で学ぶドイツ語
（Szenen 1 heute aktuell）

三修社 2,600

316 ドイツ語ⅡＡ 1年以降 後期　 月２ 橋本　淑恵 佐藤修子　他　
CD[MP3]付き　新・スツェーネン 1
場面で学ぶドイツ語
（Szenen 1 heute aktuell）

三修社 2,600

316 ドイツ語ⅠＢ 1年以降 後期　 月３ 橋本　淑恵 佐藤修子　他　
CD[MP3]付き　新・スツェーネン 1
場面で学ぶドイツ語
（Szenen 1 heute aktuell）

三修社 2,600

316 ドイツ語ⅡＡ 1年以降 後期　 月３ 橋本　淑恵 佐藤修子　他　
CD[MP3]付き　新・スツェーネン 1
場面で学ぶドイツ語
（Szenen 1 heute aktuell）

三修社 2,600

315 ドイツ語ⅠＣ 1年以降 前期　 水４ 飯森　伸哉 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

315 ドイツ語ⅠＢ 1年以降 前期　 水４ 飯森　伸哉 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

315 ドイツ語ⅠＤ 1年以降 後期　 水４ 飯森　伸哉 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

315 ドイツ語ⅡＢ 1年以降 後期　 水４ 飯森　伸哉 佐藤和弘　他　
ドイツに行ってみませんかVer.3
（Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.3）

郁文堂 2,500

ドイツ語セミナーⅠＡ 2年以降 前期　 木３ 高岡　智子
1年生で使用した（今まで使用してきた）
教科書と辞書を持ってきてください。

ドイツ語セミナーⅠＢ 2年以降 後期　 木３ 高岡　智子
1年生で使用した（今まで使用してきた）
教科書と辞書を持ってきてください。
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ドイツ語セミナーＡ 2年以降 前期　 木３ 高岡　智子
1年生で使用した（今まで使用してきた）
教科書と辞書を持ってきてください。

ドイツ語セミナーＢ 2年以降 後期　 木３ 高岡　智子
1年生で使用した（今まで使用してきた）
教科書と辞書を持ってきてください。

318 フランス語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水１ 佐々木　香理 佐々木香理　他 ウレカ！（Eurêka !） 白水社 2,500

318 フランス語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水２ 佐々木　香理 佐々木香理　他 ウレカ！（Eurêka !） 白水社 2,500

318 フランス語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 前期　 水２ 瓜生　濃世 佐々木香理　他 ウレカ！（Eurêka !） 白水社 2,500

318 フランス語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水１ 佐々木　香理 佐々木香理　他 ウレカ！（Eurêka !） 白水社 2,500

318 フランス語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水１ 佐々木　香理 佐々木香理　他 ウレカ！（Eurêka !） 白水社 2,500

318 フランス語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 佐々木　香理 佐々木香理　他 ウレカ！（Eurêka !） 白水社 2,500

318 フランス語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 佐々木　香理 佐々木香理　他 ウレカ！（Eurêka !） 白水社 2,500

318 フランス語ⅠＢ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 瓜生　濃世 佐々木香理　他 ウレカ！（Eurêka !） 白水社 2,500

318 フランス語ⅡＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水２ 瓜生　濃世 佐々木香理　他 ウレカ！（Eurêka !） 白水社 2,500

フランス語ⅠＢ（選択必修） 2年以降 前期　 水３ 瓜生　濃世 ⅠＡで使用したテキストを使用する予定です。

フランス語ⅡＡ（選択必修） 2年以降 前期　 水３ 瓜生　濃世 ⅠＡで使用したテキストを使用する予定です。

フランス語ⅠＡ（選択必修） 1年以降 後期　 水３ 瓜生　濃世
前期の授業の為に各自が購入した
教科書を使用する予定です。

318 フランス語ⅠＡ 1年以降 前期　 水４ 瓜生　濃世 佐々木香理　他 ウレカ！（Eurêka !） 白水社 2,500

318 フランス語ⅠＢ 1年以降 後期　 水４ 瓜生　濃世 佐々木香理　他 ウレカ！（Eurêka !） 白水社 2,500

318 フランス語ⅡＡ 1年以降 後期　 水４ 瓜生　濃世 佐々木香理　他 ウレカ！（Eurêka !） 白水社 2,500

320 フランス語ⅠＣ 1年以降 前期　 月２ 山本　健二 有富智世　他　
なびふらんせ 1　－パリをめぐる－
（navi.fr 1 ～Paris～）

朝日出版社 2,500

320 フランス語ⅠＢ 1年以降 前期　 月２ 山本　健二 有富智世　他　
なびふらんせ 1　－パリをめぐる－
（navi.fr 1 ～Paris～）

朝日出版社 2,500

320 フランス語ⅠＣ 1年以降 前期　 月３ 山本　健二 有富智世　他　
なびふらんせ 1　－パリをめぐる－
（navi.fr 1 ～Paris～）

朝日出版社 2,500

320 フランス語ⅠＢ 1年以降 前期　 月３ 山本　健二 有富智世　他　
なびふらんせ 1　－パリをめぐる－
（navi.fr 1 ～Paris～）

朝日出版社 2,500

320 フランス語ⅠＤ 1年以降 後期　 月２ 山本　健二 有富智世　他　
なびふらんせ 1　－パリをめぐる－
（navi.fr 1 ～Paris～）

朝日出版社 2,500

320 フランス語ⅡＢ 1年以降 後期　 月２ 山本　健二 有富智世　他　
なびふらんせ 1　－パリをめぐる－
（navi.fr 1 ～Paris～）

朝日出版社 2,500

320 フランス語ⅠＤ 1年以降 後期　 月３ 山本　健二 有富智世　他　
なびふらんせ 1　－パリをめぐる－
（navi.fr 1 ～Paris～）

朝日出版社 2,500

320 フランス語ⅡＢ 1年以降 後期　 月３ 山本　健二 有富智世　他　
なびふらんせ 1　－パリをめぐる－
（navi.fr 1 ～Paris～）

朝日出版社 2,500

321 フランス語ⅠＣ 1年以降 前期　 木３ 嶋崎　陽一 加藤豊子　他 新装 カフェ・フランセ（Café Français Nouveau ） 朝日出版社 2,400

321 フランス語ⅠＢ 1年以降 前期　 木３ 嶋崎　陽一 加藤豊子　他 新装 カフェ・フランセ（Café Français Nouveau ） 朝日出版社 2,400

321 フランス語ⅠＤ 1年以降 後期　 木３ 嶋崎　陽一 加藤豊子　他 新装 カフェ・フランセ（Café Français Nouveau ） 朝日出版社 2,400

321 フランス語ⅡＢ 1年以降 後期　 木３ 嶋崎　陽一 加藤豊子　他 新装 カフェ・フランセ（Café Français Nouveau ） 朝日出版社 2,400

322 フランス語セミナーⅠＡ 2年以降 前期　 木４ 嶋崎　陽一 フロランス・容子・シュードル　他　
カフェ・フランセ２
（Café français 2 -Destination Bordeaux- ）

朝日出版社 2,500

322 フランス語セミナーⅠＢ 2年以降 後期　 木４ 嶋崎　陽一 フロランス・容子・シュードル　他　
カフェ・フランセ２
（Café français 2 -Destination Bordeaux- ）

朝日出版社 2,500

322 フランス語セミナーＡ 2年以降 前期　 木４ 嶋崎　陽一 フロランス・容子・シュードル　他　
カフェ・フランセ２
（Café français 2 -Destination Bordeaux- ）

朝日出版社 2,500

322 フランス語セミナーＢ 2年以降 後期　 木４ 嶋崎　陽一 フロランス・容子・シュードル　他　
カフェ・フランセ２
（Café français 2 -Destination Bordeaux- ）

朝日出版社 2,500

経済学入門 1年以降 前期　 月１ 中道　眞
高校までの経済と社会に関する教科書を
授業開始までに各自準備してください。

経済学のすすめ 1年以降 前期　 月１ 中道　眞
高校までの経済と社会に関する教科書を
授業開始までに各自準備してください。
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324 経済学入門 1年以降 前期　 月３ 藤田　和孝 デービッド・Ａ．モス 世界のエリートが学ぶマクロ経済入門 日本経済新聞出版社 2,000

324 経済学のすすめ 1年以降 前期　 月３ 藤田　和孝 デービッド・Ａ．モス 世界のエリートが学ぶマクロ経済入門 日本経済新聞出版社 2,000

325 経済学入門 1年以降 前期　 木３ 渡邊　洋之 ロバート・L・ハイルブローナー著、八木甫 他訳　
入門経済思想史　世俗の思想家たち
（ちくま学芸文庫　ハ２０-１）【参考文献】

筑摩書房 1,500

326 経済学入門 1年以降 前期　 木３ 渡邊　洋之 根井雅弘 入門経済学の歴史（ちくま新書　８３７）【参考文献】 筑摩書房 800

325 経済学のすすめ 1年以降 前期　 木３ 渡邊　洋之 ロバート・L・ハイルブローナー著、八木甫 他訳　
入門経済思想史　世俗の思想家たち
（ちくま学芸文庫　ハ２０-１）【参考文献】

筑摩書房 1,500

326 経済学のすすめ 1年以降 前期　 木３ 渡邊　洋之 根井雅弘 入門経済学の歴史（ちくま新書　８３７）【参考文献】 筑摩書房 800

325 経済学入門 1年以降 後期　 木３ 渡邊　洋之 ロバート・L・ハイルブローナー著、八木甫 他訳　
入門経済思想史　世俗の思想家たち
（ちくま学芸文庫　ハ２０-１）【参考文献】

筑摩書房 1,500

326 経済学入門 1年以降 後期　 木３ 渡邊　洋之 根井雅弘 入門経済学の歴史（ちくま新書　８３７）【参考文献】 筑摩書房 800

325 経済学のすすめ 1年以降 後期　 木３ 渡邊　洋之 ロバート・L・ハイルブローナー著、八木甫 他訳　
入門経済思想史　世俗の思想家たち
（ちくま学芸文庫　ハ２０-１）【参考文献】

筑摩書房 1,500

326 経済学のすすめ 1年以降 後期　 木３ 渡邊　洋之 根井雅弘 入門経済学の歴史（ちくま新書　８３７）【参考文献】 筑摩書房 800

327 社会調査のすすめ 1年以降 後期　 木３ 有薗　真代 有薗真代　
ハンセン病療養所を生きる　隔離壁を砦に
【テキストは、初回の授業から
定期試験（持込可）まで必携です。】

世界思想社 2,800

328 統計入門 1年以降 前期　 月３ 中道　眞 総務省統計局　

データサイエンス・スクール初級テキスト
【以下のURLを参照して、上記テキストを
従業開始までに各自準備してください。
http://www.stat.go.jp/dss/getting/pdf/index.html
その他、授業中に適宜指示します。】

総務省統計局

328 社会統計学のすすめ 1年以降 前期　 月３ 中道　眞 総務省統計局　

データサイエンス・スクール初級テキスト
【以下のURLを参照して、上記テキストを
従業開始までに各自準備してください。
http://www.stat.go.jp/dss/getting/pdf/index.html
その他、授業中に適宜指示します。】

総務省統計局

328 統計入門 1年以降 後期　 月３ 中道　眞 総務省統計局　

データサイエンス・スクール初級テキスト
【以下のURLを参照して、上記テキストを
従業開始までに各自準備してください。
http://www.stat.go.jp/dss/getting/pdf/index.html
その他、授業中に適宜指示します。】

総務省統計局

328 社会統計学のすすめ 1年以降 後期　 月３ 中道　眞 総務省統計局　

データサイエンス・スクール初級テキスト
【以下のURLを参照して、上記テキストを
従業開始までに各自準備してください。
http://www.stat.go.jp/dss/getting/pdf/index.html
その他、授業中に適宜指示します。】

総務省統計局

329 企業と会計 2年以降 後期　 月４ 藤木　潤司 政岡光宏 初めて学ぶ財務諸表分析　三訂版 同文舘出版 1,800

330 言語学入門 1年以降 前期　 火５
五十嵐　海理
里井　久輝
前川　貴史

長谷川瑞穂　他 はじめての英語学 改訂版 研究社 2,500

331 環境の科学 2年以降 後期　 月２ 奥田　哲士 西岡秀三　他
地球環境がわかる　改訂新版
【テキストの購入が必要である。
必ず最新の版を入手する事。】

技術評論社 1,880

331 環境と人間Ａ 2年以降 後期　 月２ 奥田　哲士 西岡秀三　他
地球環境がわかる　改訂新版
【テキストの購入が必要である。
必ず最新の版を入手する事。】

技術評論社 1,880

332 環境と倫理 2年以降 後期　 木４ 柿本　佳美 地球環境問題を考える懇談会　

生存の条件-生命力溢れる太陽エネルギー社会へ
本編（上記の文献はなくてもかまいません。
絶版ですが、インターネットで参照できます。
本編：http://www.af-
info.or.jp/publication/doc/2010booklet_1.pdf）

公益財団法人旭硝子財団
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333 環境と倫理 2年以降 後期　 木４ 柿本　佳美 地球環境問題を考える懇談会　

生存の条件-生命力溢れる太陽エネルギー社会へ
データ編（上記の文献はなくてもかまいません。
絶版ですが、インターネットで参照できます。
データ編：http://www.af-
info.or.jp/publication/doc/2010booklet_2.pdf）

公益財団法人旭硝子財団

332 倫理学Ｂ 2年以降 後期　 木４ 柿本　佳美 地球環境問題を考える懇談会　

生存の条件-生命力溢れる太陽エネルギー社会へ
本編（上記の文献はなくてもかまいません。
絶版ですが、インターネットで参照できます。
本編：http://www.af-
info.or.jp/publication/doc/2010booklet_1.pdf）

公益財団法人旭硝子財団

333 倫理学Ｂ 2年以降 後期　 木４ 柿本　佳美 地球環境問題を考える懇談会　

生存の条件-生命力溢れる太陽エネルギー社会へ
データ編（上記の文献はなくてもかまいません。
絶版ですが、インターネットで参照できます。
データ編：http://www.af-
info.or.jp/publication/doc/2010booklet_2.pdf）

公益財団法人旭硝子財団

334 生命と共生 1年以降 前期　 木３ 柿本　佳美 香川知晶　
命は誰のものか（ディスカヴァー携書　０４２）
【テストの際にも必要ですので、
に置いてください。】

ディスカバー・トゥエンティワン 1,000

334 生命と共生 1年以降 前期　 木４ 柿本　佳美 香川知晶　
命は誰のものか（ディスカヴァー携書　０４２）
【テストの際にも必要ですので、
手元に置いてください。】

ディスカバー・トゥエンティワン 1,000

334 倫理学Ａ 1年以降 前期　 木３ 柿本　佳美 香川知晶　
命は誰のものか（ディスカヴァー携書　０４２）
【テストの際にも必要ですので、
手元に置いてください。】

ディスカバー・トゥエンティワン 1,000

334 倫理学Ａ 1年以降 前期　 木４ 柿本　佳美 香川知晶　
命は誰のものか（ディスカヴァー携書　０４２）
【テストの際にも必要ですので、
手元に置いてください。】

ディスカバー・トゥエンティワン 1,000

335
教養教育科目
特別講義Ｆ
（現代社会と栄養）

1年以降 前期　 月３ 岡﨑　史子 実教出版編集部　 オールガイド食品成分表　２０２０ 実教出版 800

335
教養教育科目
特別講義Ｆ
（現代社会と栄養）

1年以降 後期　 月３ 岡﨑　史子 実教出版編集部　 オールガイド食品成分表　２０２０ 実教出版 800

335
教養教育科目
特別講義
（現代社会と栄養）

1年以降 前期　 月３ 岡﨑　史子 実教出版編集部　 オールガイド食品成分表　２０２０ 実教出版 800

335
教養教育科目
特別講義
（現代社会と栄養）

1年以降 後期　 月３ 岡﨑　史子 実教出版編集部　 オールガイド食品成分表　２０２０ 実教出版 800

335 現代社会と栄養 1年以降 前期　 月３ 岡﨑　史子 実教出版編集部　 オールガイド食品成分表　２０２０ 実教出版 800

335 現代社会と栄養 1年以降 後期　 月３ 岡﨑　史子 実教出版編集部　 オールガイド食品成分表　２０２０ 実教出版 800

336 現代社会と労働 2年以降 後期　 火２ 妹尾　知則 労働運動総合研究所　 ディーセントワークの実現へ 新日本出版社 1,200

337 現代社会とマス・メディア 2年以降 後期　 水３ 中野　有 李相哲、小黒純　他　 超入門ジャーナリズム（101の扉） 晃洋書房 2,100

337 現代社会とマス・メディア 2年以降 前期　 水３ 中野　有 李相哲、小黒純　他　 超入門ジャーナリズム（101の扉） 晃洋書房 2,100

337 現代社会とメディア 2年以降 後期　 水３ 中野　有 李相哲、小黒純　他　 超入門ジャーナリズム（101の扉） 晃洋書房 2,100

337 現代社会とメディア 2年以降 前期　 水３ 中野　有 李相哲、小黒純　他　 超入門ジャーナリズム（101の扉） 晃洋書房 2,100

338 情報社会とメディア 1年以降 前期　 月３
外村　佳伸
野村　竜也

山田誠二　
本当は、ずっと愚かで、はるかに使えるAI
近未来 人工知能ロードマップ
【野村竜也先生ご使用】

日刊工業新聞社 1,400

338 情報社会とメディア 1年以降 前期　 月３
野村　竜也
外村　佳伸

山田誠二　
本当は、ずっと愚かで、はるかに使えるAI
近未来 人工知能ロードマップ
【野村竜也先生ご使用】

日刊工業新聞社 1,400
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338 情報社会とメディア 1年以降 後期　 月２
外村　佳伸
野村　竜也

山田誠二　
本当は、ずっと愚かで、はるかに使えるAI
近未来 人工知能ロードマップ
【野村竜也先生ご使用】

日刊工業新聞社 1,400

338 情報社会とメディア 1年以降 後期　 月２
野村　竜也
外村　佳伸

山田誠二　
本当は、ずっと愚かで、はるかに使えるAI
近未来 人工知能ロードマップ
【野村竜也先生ご使用】

日刊工業新聞社 1,400

国際社会と日本Ｃ 2年以降 前期　 金１ 池尾　靖志
今年６月頃出版予定の書籍をテキストとして使用する。
詳細は、初回講義で説明する。

法律文化社

国際社会論 2年以降 前期　 金１ 池尾　靖志
今年６月頃出版予定の書籍をテキストとして使用する。
詳細は、初回講義で説明する。

法律文化社

国際社会と日本Ａ 2年以降 後期　 金２ 池尾　靖志
今年６月頃出版予定の書籍をテキストとして使用する。
詳細は、開講時までに
オンラインシラバスにて通知する。

法律文化社

国際社会論 2年以降 後期　 金２ 池尾　靖志
今年６月頃出版予定の書籍をテキストとして使用する。
詳細は、開講時までに
オンラインシラバスにて通知する。

法律文化社

341 スポーツ文化論 2年以降 前期　 金３ 榎本　雅之 新井博　 スポーツの歴史と文化　新版 道和書院 2,300

341 スポーツ文化論 2年以降 後期　 金３ 榎本　雅之 新井博　 スポーツの歴史と文化　新版 道和書院 2,300

342 心理学入門 1年以降 前期　 月１ 破田野　智美 佐藤達哉　他 心理学スタンダード（学問する楽しさを知る） ミネルヴァ書房 2,800

342 心理学入門 1年以降 後期　 月１ 破田野　智美 佐藤達哉　他 心理学スタンダード（学問する楽しさを知る） ミネルヴァ書房 2,800

343 発達と教育Ｂ 2年以降 後期　 水１・水２ 松島　恵介 三浦正樹　 発達と教育の心理学 八千代出版 2,200

344 発達と教育Ｂ 2年以降 後期　 水１・水２ 松島　恵介 永江誠司 キーワード教育心理学 北大路書房 2,500

343 学習・発達論Ｂ 2年以降 後期　 水１・水２ 松島　恵介 三浦正樹　 発達と教育の心理学 八千代出版 2,200

344 学習・発達論Ｂ 2年以降 後期　 水１・水２ 松島　恵介 永江誠司 キーワード教育心理学 北大路書房 2,500

345 日本の文化 1年以降 前期　 火５ 泉　文明 泉　文明　 京ことばとその周辺 晃洋書房 1,800

人権論Ａ 1年以降 前期　 木３ 梁　陽日 適宜、レジュメや資料を配布して講義を行います。

349 人権論Ｂ 1年以降 後期　 月３ 上原　健太郎 ケイン樹里安、上原健太郎　 ふれる社会学 北樹出版 1,800

349 人権論Ｂ 1年以降 後期　 月５ 上原　健太郎 ケイン樹里安、上原健太郎　 ふれる社会学 北樹出版 1,800

350 歎異抄の思想Ⅰ 2年以降 前期　 金２ 打本　弘祐 梯實圓（解説）　 歎異抄（現代語訳付き）　文庫 本願寺出版社 400

350 歎異抄の思想Ⅱ 2年以降 後期　 金２ 打本　弘祐 梯實圓（解説）　 歎異抄（現代語訳付き）　文庫 本願寺出版社 400

351 仏教の思想Ｂ 3年以降 前期　 木５ 井上　見淳 龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ａ 3年以降 後期　 木５ 井上　見淳 龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ａ 1年以降 前期　 火２
井上　博文
香川　真二

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ａ 1年以降 前期　 水２
髙務　祐輝
道元　徹心

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ｂ 1年以降 後期　 火２
井上　博文
香川　真二

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ｂ 1年以降 後期　 水２
髙務　祐輝
道元　徹心

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ａ 1年以降 前期　 火１
井上　博文
香川　真二
亀山　隆彦

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500
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351 仏教の思想Ａ 1年以降 前期　 水１
髙務　祐輝
道元　徹心
壬生　泰紀

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ｂ 1年以降 後期　 火１
井上　博文
香川　真二
亀山　隆彦

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ｂ 1年以降 後期　 水１
髙務　祐輝
道元　徹心
壬生　泰紀

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ａ 1年以降 前期　 金１
井上　見淳
榎屋　達也

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ａ 1年以降 前期　 金２
井上　見淳
栗原　直子
堀　祐彰

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ａ 1年以降 前期　 金３
榎屋　達也
栗原　直子
堀　祐彰

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ｂ 1年以降 後期　 金１
井上　見淳
榎屋　達也

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ｂ 1年以降 後期　 金２
井上　見淳
栗原　直子
堀　祐彰

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ｂ 1年以降 後期　 金３
榎屋　達也
栗原　直子
堀　祐彰

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ａ 1年以降 前期　 水１
西村　慶哉
道元　大成
打本　弘祐

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ａ 1年以降 前期　 水２
西村　慶哉
道元　大成
打本　弘祐

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ｂ 1年以降 後期　 水１
西村　慶哉
道元　大成
打本　弘祐

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

351 仏教の思想Ｂ 1年以降 後期　 水２
西村　慶哉
道元　大成
打本　弘祐

龍谷ミュージアム編　
釈尊と親鸞（インドから日本への軌跡）
【購入する必要はありませんが、
再履修生で未購入の場合は、購入しておいてください】

法蔵館 1,500

先端理工学部（専門基礎科目）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

402 化学の基礎 1年 前期 金２
糟野　潤
中沖　隆彦

キンバリー・ウォールドロン　他 教養としての化学入門 化学同人 3,000

配布 情報基礎 1年 １Ｑ 木３、木４ 小堀　聡 龍谷大学情報メディアセンター編　
情報リテラシー支援プログラム
（無償配布される冊子を
使用する予定）

403 計算機実習Ⅰ 1年 ２Ｑ 木３、木４ 小堀　聡 中井　獏
ゼロからわかるＵＮＩＸ基礎講座
【6刷限定】

技術評論社 1,880

404 計算機実習Ⅱ 1年 後期 金１ 植村　渉 大槻有一郎
１２歳からはじめる
ゼロからのＰｙｔｈｏｎ
ゲームプログラミング教室

ラトルズ 2,200

先端理工学部・理工学部
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

406 生態学概論Ⅰ 1年 ３Ｑ 月２

遊磨　正秀
丸山　敦
三木　健
山中　裕樹

日本生態学会 生態学入門　第２版 東京化学同人 2,800

406 生態学概論Ⅱ 1年 ４Ｑ 月２

レイ　トーマス，
ティン
三木　健
宮浦　富保
横田　岳人

日本生態学会
生態学入門　第２版
【参考文献】

東京化学同人 2,800

407 生物学概論 1年 前期 月１ 波戸岡　清峰 鈴木孝仁
フォトサイエンス生物図録　三訂版
【参考文献】

数研出版 850

411 地学概論 1年 前期 火５ 三上　禎次
ニューステージ地学図表
(2020年版）

浜島書店 815

先端理工学部（数理・情報科学課程）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

408 フレッシャーズセミナー 1年 前期 金３

阪井　一繁
飯田　晋司
角川　裕次
中野　浩
樋口　三郎

Critical Thinking Logical Writing
（ベネッセi－キャリア制作・著作）

ベネッセ
1,720

値引なし

423 線形代数及び演習Ⅰ 1年 前期 火４、火５ 國府　宏枝 三宅敏恒
線形代数学
初歩からジョルダン標準形へ

培風館 1,900

424 線形代数及び演習Ⅰ 1年 前期 火４、火５ 國府　宏枝 木村俊一　他 線形代数　基幹講座数学【参考文献】　 東京図書 2,500

423 線形代数及び演習Ⅱ 1年 後期 月４、月５ 森田　善久 三宅敏恒
線形代数学
初歩からジョルダン標準形へ

培風館 1,900

425 微積分及び演習Ⅰ 1年 前期 月４、月５ 川上　竜樹 三宅敏恒 入門微分積分 培風館 1,900

425 微積分及び演習Ⅱ 1年 後期 木３、金１ 川上　竜樹 三宅敏恒 入門微分積分 培風館 1,900

先端理工学部（電子情報通信課程）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

408 フレッシャーズセミナー 1年 前期 金３

市川　陽一
菊池　隆之助
水原　詞治
レイ　トーマス，ティン

Critical Thinking Logical Writing
（ベネッセi－キャリア制作・著作）

ベネッセ
1,720

値引なし

445 情報通信基礎 1年 １Ｑ 木1、木２ 小野　景子 安井浩之　他 基本を学ぶコンピュータ概論　改訂２版 オーム社 2,500

449 基礎数学Ⅰ・演習 1年 １Ｑ 月４、月５ 海川　龍治 香取真理　他
物理数学の基礎
新・数理科学ライブラリ　物理学＝７

サイエンス社 1,900

458 電気回路基礎・演習 1年 ３Ｑ 月４、木１ 和迩　浩一 山本伸一　他 電気電子回路基礎 電気書院 2,800

460 電子回路基礎・演習 1年 ４Ｑ 月１ 張　陽軍 田所嘉昭
ディジタル回路
（新インターユニバーシティ）

オーム社 2,300

先端理工学部（機械工学・ロボティクス課程）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

408 フレッシャーズセミナー 1年 前期 火５ 木村　睦
Critical Thinking Logical Writing
（ベネッセi－キャリア制作・著作）

ベネッセ
1,720

値引なし

480 線形代数Ⅰ 1年 ３Ｑ 月４
辻上　哲也
田原　大輔

佐藤和也　他 工学基礎はじめての線形代数学 講談社 2,200

480 線形代数Ⅱ 1年 ４Ｑ 月４
辻上　哲也
田原　大輔

佐藤和也　他 工学基礎はじめての線形代数学 講談社 2,200
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

488 微分積分 1年 １Ｑ 木４
大津　広敬
前田　英史

水本久夫 微分積分学の基礎　改訂版 培風館 1,680

488 微分方程式 1年 ２Ｑ 木４
野口　佳樹
前田　英史

水本久夫 微分積分学の基礎　改訂版 培風館 1,680

488 微分積分． 1年 ２Ｑ 月４ 大津　広敬 水本久夫 微分積分学の基礎　改訂版 培風館 1,680

数学・物理学演習Ⅰ 1年 前期 木１
渋谷　恒司
塩見　洋一

水本久夫
【微分積分，微分方程式，基礎力学Ⅰ，
基礎力学Ⅱの教科書を使う．】

488 偏微分 1年 ３Ｑ 火４
渋谷　恒司
大塩　裕哉

水本久夫 微分積分学の基礎　改訂版 培風館 1,680

488 重積分 1年 ４Ｑ 火４
渋谷　恒司
大塩　裕哉

水本久夫 微分積分学の基礎　改訂版 培風館 1,680

488 数学・物理学演習Ⅱ 1年 後期 金１
金子　康智
小川　圭二

水本久夫
微分積分学の基礎　改訂版
【微分積分，微分方程式，偏微分，重積分，力学Ⅰ，
力学Ⅱで用いた教科書を使用する．】

培風館 1,680

489 数学・物理学演習Ⅱ 1年 後期 金１
金子　康智
小川　圭二

為近和彦
ビジュアルアプローチ　力学
【微分積分，微分方程式，偏微分，重積分，力学Ⅰ，
力学Ⅱで用いた教科書を使用する．】

森北出版 2,500

490 基礎力学Ⅰ 1年 １Ｑ 月２
左近　拓男
譽田　登

リードα物理基礎・物理　四訂版 数研出版 980

491 基礎力学Ⅰ 1年 １Ｑ 月２
左近　拓男
譽田　登

高校教科書　改訂版　物理基礎 数研出版 762非課税

492 基礎力学Ⅰ 1年 １Ｑ 月２
左近　拓男
譽田　登

高校教科書　改訂版　物理 数研出版 1,098非課税

489 基礎力学Ⅱ 1年 ２Ｑ 月２
左近　拓男
譽田　登

為近和彦 ビジュアルアプローチ　力学 森北出版 2,500

490 基礎力学Ⅰ． 1年 ２Ｑ 火３ 左近　拓男 リードα物理基礎・物理　四訂版 数研出版 980

491 基礎力学Ⅰ． 1年 ２Ｑ 火３ 左近　拓男 高校教科書　改訂版　物理基礎 数研出版 762非課税

492 基礎力学Ⅰ． 1年 ２Ｑ 火３ 左近　拓男 高校教科書　改訂版　物理 数研出版 1,098非課税

489 力学Ⅰ 1年 ３Ｑ 火３
左近　拓男
森　正和

為近和彦
ビジュアルアプローチ　力学
【購入済】

森北出版 2,500

489 力学Ⅱ 1年 ４Ｑ 火３
左近　拓男
野口　佳樹

為近和彦
ビジュアルアプローチ　力学
【購入済】

森北出版 2,500

先端理工学部（応用化学課程）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

408 フレッシャーズセミナー 1年 前期 火４

宮武　智弘
青井　芳史
糟野　潤
河内　岳大
富崎　欣也

Critical Thinking Logical Writing
（ベネッセi－キャリア制作・著作）

ベネッセ
1,720

値引なし

509 数学の基礎 1年 前期 水２ 白神　達也 大竹　眞一 数学　《基礎固め》シリーズ　 化学同人 1,800

510 数学の基礎 1年 前期 水２ 白神　達也 川野日郎、四ツ谷晶二　他
微分積分＋微分方程式
（理工系の数理）

裳華房 2,700

512 物理化学Ⅰ 1年 後期 火４ 河内　岳大 ピーター・W.アトキンス　他 アトキンス物理化学要論　第７版 東京化学同人 5,900

514 物理の基礎 1年 後期 木３ 和田　隆博 原康夫 物理学基礎　第５版 学術図書出版社 2,400

519 無機化学Ⅰ 1年 後期 木１ 藤原　学 鵜沼英郎　他 無機化学（理工系基礎レクチャー） 化学同人 2,800

523 有機化学Ⅰ 1年 後期 木２ 岩澤　哲郎 ジョン・マクマリー　他 マクマリー有機化学　上　第９版 東京化学同人 4,600
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

524 有機化学Ⅰ 1年 後期 木２ 岩澤　哲郎 スーザン・マクマリー
マクマリー有機化学問題の
解き方　第９版（英語版）

東京化学同人 5,900

先端理工学部（知能情報メディア課程）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

408 フレッシャーズセミナー 1年 前期 火１

野村　竜也
岡田　至弘
奥　健太
片岡　章俊
曽我　麻佐子
外村　佳伸
長谷　智弘
藤田　和弘
三好　力
山本　哲男
吉見　毅彦
渡邉　靖彦

Critical Thinking Logical Writing
（ベネッセi－キャリア制作・著作）

ベネッセ
1,720

値引なし

527 ネットワーク基礎 1年 前期 金２ 片岡　章俊 福永勇二 この一冊で全部わかるネットワークの基本 SBクリエイティブ 1,680

535 情報数学基礎 1年 後期 月５ 村井　実 小坂敏文　他 はじめての応用数学 近代科学社 2,400

510 微分積分・演習 1年 前期 金３、金４ 村井　実 川野日郎、四ツ谷晶二　他
微分積分＋微分方程式
（理工系の数理）

裳華房 2,700

537 プログラミング基礎演習Ⅰ 1年 ３Ｑ 火４、火５ 三好　力 大内川隆朗　他 かんたんＣ言語　改訂２版 技術評論社 2,700

537 プログラミング基礎演習Ⅱ 1年 ４Ｑ 火４、火５ 三好　力 大内川隆朗　他 かんたんＣ言語　改訂２版 技術評論社 2,700

先端理工学部（環境生態工学課程）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

408 フレッシャーズセミナー 1年 前期 金１
森　正和
大津　広敬
譽田　登

Critical Thinking Logical Writing
（ベネッセi－キャリア制作・著作）

ベネッセ
1,720

値引なし

544 地域環境概論Ｂ 1年 １Ｑ 火４ 菊池　隆之助 田中勝　他 循環型社会評価手法の基礎知識 技報堂出版 2,200

550 物理学概論 1年 後期 金４ 神山　保 ジム・ブライトハウプト　他 基礎コース　物理学 東京化学同人 2,800

理工学部（学部内共通科目）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

400 化学概論Ⅱ 1年以降 後期 月１ 中川　好秋 川端潤 ビギナーズ有機化学　第２版 化学同人 2,400

配布 化学基礎実験 2年以降 後期 木３、木４、木５ 富﨑　欣也 龍谷大学理工学部 化学実験書（実験の際配布する） 龍谷大学

配布 化学基礎実験 2年以降 後期 木３、木４、木５ 富﨑　欣也 化学同人編集部
化学実験を安全に行うために
（実験の際配布する）

化学同人

配布 化学基礎実験 2年以降 後期 木３、木４、木５ 富﨑　欣也 化学同人編集部
続化学実験を安全に行うために
（実験の際配布する）

化学同人

配布 科学技術英語 3年以降 後期 月２ 内田　欣吾 M. Irie
Chem. Rev.2014,114,12174-12277
（講義開講前にpdfファイルで
テキストを配布する。）

アメリカ化学会

配布 科学技術英語 3年以降 後期 月２ 内田　欣吾 M. Irie, Y. Yokoyama, T. Seki
New Frontiers in Photochromism
（講義開講前にpdfファイルで
テキストを配布する。）

Springer

配布 科学技術英語 3年以降 後期 月２ 内田　欣吾 M. Irie
Chem. Rev. 2000, 100, 1685-1716
（講義開講前にpdfファイルで
テキストを配布する。）

アメリカ化学会

401 環境科学 1年以降 前期 月３ 糟野　潤 及川紀久雄　他 新環境と生命　改訂版 三共出版 2,600

402 環境科学 1年以降 前期 金２
糟野　潤
中沖　隆彦

キンバリー・ウォールドロン　他 教養としての化学入門 化学同人 3,000
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

配布 計算機基礎実習Ⅰ 1年以降 １Ｑ 木３、木４ 小堀　聡 龍谷大学情報メディアセンター編　
情報リテラシー支援プログラム
（無償配布される冊子を
使用する予定）

404 計算機基礎実習Ⅱ 1年以降 後期 金１、金２ 植村　渉 大槻有一郎
１２歳からはじめる
ゼロからのＰｙｔｈｏｎ
ゲームプログラミング教室

ラトルズ 2,200

405 資源エネルギー論 1年以降 後期 金２ 白神　達也 世良　力
資源・エネルギー工学要論
第３版 【参考文献】

東京化学同人 2,500

406 生態学概論 1年以降 ３Ｑ、４Ｑ 月２

遊磨　正秀
丸山　敦
三木　健
山中　裕樹
レイ　トーマス，
ティン
宮浦　富保
横田　岳人

日本生態学会 生態学入門　第２版 東京化学同人 2,800

407 生物学概論Ⅰ 1年以降 前期 月１ 波戸岡　清峰 鈴木孝仁
フォトサイエンス生物図録　三訂版
【参考文献】

数研出版 850

407 生物学概論Ⅱ 1年以降 後期 月１ 波戸岡　清峰 鈴木孝仁
フォトサイエンス生物図録　三訂版
【参考文献】

数研出版 850

409 キャリアデザイン 1年以降 後期 火３
天野　勉
植田　香代子
澤田　幸子

東田晋三 新自分デザイン・ブックⅠ ドリームシップ 1,600

410 技術者倫理 2年以降 後期 火１ 岩井　正隆 北原義典 はじめての技術者倫理 講談社 2,000

411 地学概論Ⅰ 1年以降 前期 火５ 三上　禎次
ニューステージ地学図表
(2020年版）

浜島書店 815

411 地学概論Ⅱ 1年以降 後期 火５ 三上　禎次
ニューステージ地学図表
(2020年版）

浜島書店 815

412 地学概論Ⅱ 1年以降 後期 火５ 三上　禎次 平　朝彦
日本列島の誕生
（岩波新書　新赤版148）
【参考文献】

岩波書店 880

理工学部（数理情報学科）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

413
応用プログラミング演習
応用プログラミング及び実習

2年以降 後期 火１、火２
高橋　隆史
佐野　彰

柴田淳 みんなのＰｙｔｈｏｎ　第４版 SBクリエイティブ 2,700

414
確率統計・演習Ⅰ
確率統計及び演習Ⅰ

2年以降 後期 月１ 樋口　三郎 岩佐学、薩摩順吉、林利治 確率・統計（理工系の数理） 裳華房 2,500

415
関数論・演習
関数論及び演習

3年以降 前期 月２、月３ 森田　善久 原惟行　他 複素解析入門　第２版 共立出版 1,900

416 数理モデル基礎及び演習Ⅰ 2年以降 前期 木３ 森田　善久 井ノ口順一
常微分方程式
（日評ベーシック・シリーズ）

日本評論社 2,200

417 基礎セミナー 1年以降 前期 金２ 山岸　義和 前川淳 折る幾何学 日本評論社 2,000

418 基礎セミナー 1年以降 前期 金２ 山岸　義和 川崎敏和 ばらの夢折り紙 朝日出版社 2,000

419
グラフィックス基礎・演習
グラフィックス基礎及び実習

3年以降 前期 金４、金５ 高橋　隆史 立木秀樹　他
すべての人のための
Ｊａｖａプログラミング　第３版

共立出版 3,000

420
集合と位相・演習
集合と位相及び演習

2年以降 前期 木１、木２ 山岸　義和 小森洋平
集合と位相
（日評ベーシック・シリーズ）

日本評論社 2,100

464 計算科学及び実習B 3年以降 前期 火４、水３ 樋口　三郎 岩佐学、薩摩順吉、林利治
確率・統計（理工系の数理）
【2019年　購入済】

裳華房 2,500

422 数値計算法及び実習 2年以降 前期 金１、金２ 松木平　淳太 栗原正仁 わかりやすい数値計算入門　第２版 ムイスリ出版 2,250

423 線形代数及び演習Ⅰ 1年以降 前期 火４、火５ 國府　宏枝 三宅敏恒
線形代数学
初歩からジョルダン標準形へ

培風館 1,900
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

424 線形代数及び演習Ⅰ 1年以降 前期 火４、火５ 國府　宏枝 木村俊一　他 線形代数　基幹講座数学【参考文献】　 東京図書 2,500

423 線形代数及び演習Ⅱ 1年以降 後期 月４、月５ 森田　善久 三宅敏恒
線形代数学
初歩からジョルダン標準形へ

培風館 1,900

425 微積分及び演習Ⅰ 1年以降 前期 月４、月５ 川上　竜樹 三宅敏恒 入門微分積分 培風館 1,900

425 微積分及び演習Ⅱ 1年以降 後期 木３、金１ 川上　竜樹 三宅敏恒 入門微分積分 培風館 1,900

426 微分幾何 3年以降 後期 木３ 國府　宏枝 小林昭七 曲線と曲面の微分幾何　改訂版 裳華房 2,600

427
物理数学・演習Ⅱ
物理数学及び演習Ⅱ

1年以降 後期 金４、金５ 松木平　淳太 高木隆司 力学　Ⅰ 裳華房 2,000

428 ベクトル解析 2年以降 前期 月１ 川上　竜樹 川上　竜樹
ベクトル解析入門
（初歩からテンソルまで）

共立出版 2,500

429
離散数学・演習
離散数学及び演習

2年以降 後期 金２ 山岸　義和 小島定吉
離散構造
（現代基礎数学　１４）

朝倉書店 2,800

430 ネットワーク構成論 2年以降 後期 火２ 山本　哲男 網野衛二
３分間ネットワーク基礎講座
(改訂新版)

技術評論社 1,780

431 理論物理Ｂ 3年以降 後期 火５ 國廣　悌二 國廣悌二　他 量子力学　　基幹講座物理学 東京図書 3,500

理工学部（電子情報学科）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

432 量子力学基礎 3年以降 前期 月３ 篠原　忠臣 小野寺嘉孝　 演習で学ぶ量子力学 裳華房 2,300

433
半導体と集積回路
半導体デバイス工学

3年以降 前期 月４ 木村　睦 大村泰久
半導体デバイス工学
（OHM大学テキスト）

オーム社 2,600

434
半導体と集積回路
半導体デバイス工学

3年以降 前期 月４ 木村　睦 薄膜材料デバイス研究会 薄膜トランジスタ コロナ社 3,000

435
アナログ通信
通信工学基礎・演習

2年以降 前期 月５ 張　陽軍 植松友彦　他 通信工学（基本を学ぶ） オーム社 2,500

436 アナログ回路基礎・演習 3年以降 前期 金４ 石崎　俊雄 石橋幸男
アナログ電子回路
（電子・情報工学講座　４）

培風館 3,400

437 ベクトル解析・演習 2年以降 前期 月４、木３ 齊藤　光徳 戸田盛和
ベクトル解析　【旧版】
（理工系の数学入門コース　３）

岩波書店 2,600

438
フーリエ解析
フーリエ解析・演習

2年以降 後期 月５ 石崎　俊雄 大石進一
フーリエ解析　新装版
（理工系の数学入門コース）

岩波書店 2,600

439 回路設計・演習 3年以降 前期 木２ 木村　睦 棚木義則
電子回路シミュレータＰＳｐｉｃｅ
入門編

CQ出版 1,800

440 回路設計・演習 3年以降 前期 木２ 木村　睦 木村睦 搭載！！人工知能 電気書院 2,200

441 力学 1年以降 前期 月２ 木村　睦 阿部龍蔵　他
物理学　新訂版
（新物理学ライブラリ　１）

サイエンス社 1,750

441 力学・演習 1年以降 前期 月１、木１
木村　睦
張　陽軍
部谷　学

阿部龍蔵　他
物理学　新訂版
（新物理学ライブラリ　１）

サイエンス社 1,750

442 力学・演習 1年以降 前期 月１、木１
木村　睦
張　陽軍
部谷　学

鹿児島誠一
振動・波動入門
（新物理学ライブラリ　５）

サイエンス社 2,200

443 組込みシステム 3年以降 後期 火３ 植村　渉 トランジスタ技術special編集部
マイコンのしくみと動かし方
（トランジスタ技術special for
フレッシャーズNO.101）

CQ出版 1,800

444 計算機アーキテクチャ 3年以降 後期 月３ 川上　肇 城和貴 コンピュータアーキテクチャ入門 サイエンス社 2,200

445
情報通信基礎Ⅰ
計算機システム基礎

1年以降 後期 火５ 川上　肇 安井浩之　他 基本を学ぶコンピュータ概論　改訂２版 オーム社 2,500

446
情報通信基礎Ⅰ
計算機システム基礎

1年以降 後期 火５ 川上　肇 中井獏
ゼロからわかるＵＮＩＸ基礎講座
【6刷限定】

技術評論社 1,880

447 情報セキュリティ 3年以降 後期 月１ 植村　渉 情報処理推進機構 情報セキュリティ読本　５訂版 実教出版 600

445 情報・通信基礎 1年以降 １Ｑ 木1、木２ 小野　景子 安井浩之　他 基本を学ぶコンピュータ概論　改訂２版 オーム社 2,500

448 情報理論基礎 2年以降 前期 月１ 石崎　俊雄 植松友彦 代数系と符号理論 オーム社 2,800
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

448 符号理論 3年以降 前期 月１ 石崎　俊雄 植松友彦 代数系と符号理論 オーム社 2,800

449 線形代数学・演習Ⅰ 1年以降 １Ｑ、２Ｑ 月４、月５ 
海川　龍治
木村　昌弘

香取真理　他
物理数学の基礎
新・数理科学ライブラリ　物理学＝７

サイエンス社 1,900

450 通信工学 3年以降 前期 木４ 石崎　俊雄 中川正雄　他 モバイルコミュニケーション コロナ社 3,000

450 無線通信工学 3年以降 前期 木４ 石崎　俊雄 中川正雄　他 モバイルコミュニケーション コロナ社 3,000

451 ディジタル信号処理・演習 3年以降 前期 木５ 川上　肇 貴家　仁志 ディジタル信号処理 オーム社 2,600

452 電子物性・材料 3年以降 前期 火１ 海川　龍治 澤岡昭 電子・光材料　第２版 森北出版 2,200

453 電磁気学・演習 2年以降 後期 月３、月４
海川　龍治
松室　尭之

安達三郎　他 電気磁気学　第２版　新装版 森北出版 2,100

454 伝送線路と電磁波工学 2年以降 後期 木３ 張　陽軍 安達三郎　他
電波工学
（基礎電気・電子工学シリーズ１４）

森北出版 2,400

455 プログラミング法・演習 2年以降 前期 月２、金５ 川上　肇 岡田稔 Ｃによるプログラミング演習 近代科学社 2,300

456 高周波電子回路 3年以降 後期 金２ 石崎　俊雄 中島将光 マイクロ波工学 森北出版 3,500

457 離散数学・演習 2年以降 前期 木２ 戸田　健太郎 陳慰　他
離散数学　第２版
（情報工学レクチャーシリーズ）

森北出版 2,600

458
電気電子回路
電子回路・演習

2年以降 前期 月３、金２
張　陽軍
木村　睦
部谷　学

山本伸一　他 電気電子回路基礎　【購入済】 電気書院 2,800

459
電気電子回路
電子回路・演習

2年以降 前期 月３、金２
張　陽軍
木村　睦
部谷　学

堀桂太郎 絵ときディジタル回路の教室 オーム社 2,200

458 電気回路・演習 1年以降 ３Ｑ、４Ｑ 月４、木１ 和迩　浩一 山本伸一　他 電気電子回路基礎 電気書院 2,800

理工学部（機械システム工学科）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

461 微分方程式 2年以降 前期 月１ 中川　義行 梅野高司　他 基礎から学ぶ微分方程式 共立出版 1,900

462 応用数学 2年以降 後期 水２ 村井　実 小林亮　他 ベクトル解析入門 東京大学出版会 2,800

463 応用数学 2年以降 後期 水２ 村井　実 谷口健司、時弘哲治 複素解析（理工系の数理） 裳華房 2,200

464 確率・統計 3年以降 前期 火５ 中川　雅央 岩佐学、薩摩順吉、林利治 確率・統計（理工系の数理） 裳華房 2,500

465 機械加工学 1年以降 後期 金２ 小川　圭二 田中芳雄
エース機械加工
（エース機械工学シリーズ）

朝倉書店 3,800

466 機械材料学 1年以降 前期 火１ 森　正和 佐々木雅人
機械材料入門　第３版
（機械工学入門シリーズ）

オーム社 2,100

467 機械材料学 1年以降 前期 火１ 森　正和 W.D.キャリスター著、入戸野修監訳 材料の科学と工学　１ 培風館 2,500

467 物性工学 2年以降 後期 火１ 森　正和 W.D.キャリスター著、入戸野修監訳 材料の科学と工学　１ 培風館 2,500

468 物性工学 2年以降 後期 火１ 森　正和 W.D.キャリスター著、入戸野修監訳 材料の科学と工学　２ 培風館 2,400

469 機械製図Ⅰ 1年以降 後期 火３、火４ 小川　圭二 大柳康　他 ＪＩＳにもとづく標準機械製図集　第７版 オーム社 1,900

470 機械製図Ⅱ 2年以降 前期 火４、火５ 藤戸　義晶 プラーナー 図解ＳＯＬＩＤＷＯＲＫＳ実習　第３版 森北出版 2,800

471 振動工学 3年以降 後期 月２ 金子　康智 小寺忠　他 演習で学ぶ機械力学　第３版 森北出版 2,800

471 機械力学 2年以降 後期 月２ 金子　康智 小寺忠　他 演習で学ぶ機械力学　第３版 森北出版 2,800

472 機構学 2年以降 前期 木３ 渋谷　恒司 岩本太郎 機構学 森北出版 2,400

473 計算機プログラミング実習 2年以降 前期 火１、火２ 辻上　哲也 後藤良和　他 初級Ｃ言語　やさしいC 実教出版 2,200

474 計測工学 3年以降 前期 月１ 金子　康智 前田良昭　他
計測工学
（機械系教科書シリーズ　８）

コロナ社 2,700

475 材料強度学 3年以降 前期 火２ 譽田　登 改訂　機械材料学 日本材料学会 3,000

476 材料力学Ⅰ 2年以降 前期 木２ 辻上　哲也 伊藤勝悦 やさしく学べる材料力学　第３版 森北出版 2,600

476 材料力学Ⅱ 2年以降 後期 月１ 辻上　哲也 伊藤勝悦 やさしく学べる材料力学　第３版 森北出版 2,600

477
材料力学演習
材料力学・機械力学演習

3年以降 前期 月２ 金子　康智 小寺忠　他 例題で学ぶ機械振動学 森北出版 2,700
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478
材料力学演習
材料力学・機械力学演習

3年以降 前期 月２ 田原　大輔 萩原国雄 材料力学　第４版（考え方解き方） 東京電機大学出版局 3,000

479 特別講義 3年以降 前期 火３ 田原　大輔 竹園茂男 弾性力学入門 森北出版 3,000

476 特別講義 3年以降 前期 火３ 田原　大輔 伊藤勝悦
やさしく学べる材料力学　第３版
（材料力学Ⅰ・Ⅱで用いたテキストであり、
一部補助的に用いる。）

森北出版 2,600

480 線形代数 1年以降 ３Ｑ、４Ｑ 月４
辻上　哲也
田原　大輔

佐藤和也　他 工学基礎はじめての線形代数学 講談社 2,200

481 電子・制御演習 3年以降 前期 木３
堤　一義
永瀬　純也

鷹野英司　他
電子機械制御入門　第２版
（機械工学入門シリーズ）

オーム社 2,340

482 電子・制御演習 3年以降 前期 木３
堤　一義
永瀬　純也

高橋晴雄　他
機械系の電子回路
（機械系教科書シリーズ10）

コロナ社 2,300

483 電子・制御演習 3年以降 前期 木３
堤　一義
永瀬　純也

田中正吾　他 制御工学の基礎 森北出版 2,400

481 電子制御Ⅱ 2年以降 前期 月２ 堤　一義 鷹野英司　他
電子機械制御入門　第２版
（機械工学入門シリーズ）

オーム社 2,340

482 電子制御Ⅱ 2年以降 前期 月２ 堤　一義 高橋晴雄　他
機械系の電子回路
（機械系教科書シリーズ10）

コロナ社 2,300

481 電子制御Ⅰ 1年以降 後期 金１ 堤　一義 鷹野英司　他
電子機械制御入門　第２版
（機械工学入門シリーズ）

オーム社 2,340

482 電子制御Ⅰ 1年以降 後期 金１ 堤　一義 高橋晴雄　他
機械系の電子回路
（機械系教科書シリーズ10）

コロナ社 2,300

483 制御工学Ⅱ 3年以降 前期 金２ 永瀬　純也 田中正吾　他 制御工学の基礎 森北出版 2,400

483 制御工学Ⅰ 2年以降 後期 木３ 渋谷　恒司 田中正吾　他 制御工学の基礎 森北出版 2,400

484 設計製図 3年以降 後期 月４、月５ 小川　圭二 機械設計研究会 手巻きウインチの設計　第３版 オーム社 2,000

485 伝熱工学 3年以降 後期 月２ 塩見　洋一 田坂英紀
伝熱工学　第２版
（機械工学入門講座）

森北出版 2,200

486 熱工学 2年以降 後期 金１ 野口　佳樹 中島健 やさしく学べる工業熱力学 森北出版 2,800

487 熱力学 2年以降 前期 月３ 大津　広敬 日本機械学会 熱力学（ＪＳＭＥテキストシリーズ　４） 丸善 1,886

488 微分積分Ⅰ・演習 1年以降 前期 木１、木４

大津　広敬
渋谷　恒司
塩見　洋一
野口　佳樹
前田　英史

水本久夫 微分積分学の基礎　改訂版 培風館 1,680

488 微分積分Ⅱ・演習 1年以降 後期 火４、金１

渋谷　恒司
大塩　裕哉
金子　康智
小川　圭二

水本久夫 微分積分学の基礎　改訂版 培風館 1,680

490 力学Ⅰ 1年以降 １Ｑ、２Ｑ 月２
左近　拓男
譽田　登

リードα物理基礎・物理　四訂版 数研出版 980

491 力学Ⅰ 1年以降 １Ｑ、２Ｑ 月２
左近　拓男
譽田　登

高校教科書　改訂版　物理基礎 数研出版 762非課税

492 力学Ⅰ 1年以降 １Ｑ、２Ｑ 月２
左近　拓男
譽田　登

高校教科書　改訂版　物理 数研出版 1,098非課税

489 力学Ⅰ 1年以降 １Ｑ、２Ｑ 月２
左近　拓男
譽田　登

為近和彦 ビジュアルアプローチ　力学 森北出版 2,500

489 力学Ⅱ 1年以降 ３Ｑ、４Ｑ 火３
左近　拓男
森　正和
野口　佳樹

為近和彦
ビジュアルアプローチ　力学
【購入済】

森北出版 2,500

493 電磁気学 2年以降 前期 木１ 左近　拓男 永田一清 基礎物理学シリーズ　電磁気学 東京教学社 1,700

494 要素設計 3年以降 前期 木４、木５ 譽田　登 塚田忠夫　他 機械設計法　第３版 森北出版 2,600

495 流体工学 2年以降 前期 金２ 塩見　洋一 日本機械学会 流体力学（ＪＳＭＥテキストシリーズ　５ ） 丸善 1,886

495 流体力学 2年以降 後期 火２ 大津　広敬 日本機械学会 流体力学（ＪＳＭＥテキストシリーズ　５ ） 丸善 1,886
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496 メカトロニクス 2年以降 後期 金２ 渋谷　恒司 渋谷　恒司 メカトロニクスの基礎 森北出版 2,400

理工学部（物質化学科）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

497 化学英語演習 3年以降 前期 火１

糟野　潤
宮武　智弘
別府　孝介
服部　陽平

Chemistry Made Simpie Broadway Books 2,649

498 化学工学概論 2年以降 前期 木１ 青井　芳史 林順一　他 ビギナーズ化学工学 化学同人 2,500

499 化学数学 2年以降 後期 火４ 白神　達也 黒田考郎　他
高等学校の確率・統計
（ちくま学芸文庫　ノ4-3）

筑摩書房 1,600

500 化学数学 2年以降 後期 火４ 白神　達也 小暮陽三 なっとくするフーリエ変換 講談社 2,700

501 化学数学 2年以降 後期 火４ 白神　達也 川野日郎、四ツ谷晶二　他
微分積分＋微分方程式
（理工系の数理）

裳華房 2,700

502 化学数学 2年以降 後期 火４ 白神　達也 薩摩順吉、四ツ谷晶二
キーポイント線形代数
（理工系数学のキーポイント２）
【29刷限定】

岩波書店 2,300

503 機器分析化学 3年以降 前期 木１ 藤原　学 庄野利之　他 入門機器分析化学　新版 三共出版 3,000

504 機能材料工学 3年以降 後期 火２ 西谷　幹彦 小長井誠 半導体物性（電子・情報工学講座　８ ） 培風館 3,600

505 構造解析学 3年以降 後期 火１ 白神　達也 佐々木義典 結晶化学入門（基本化学シリーズ　１２） 朝倉書店 3,500

506 構造解析学 3年以降 後期 火１ 白神　達也 中井泉　他 粉末Ｘ線解析の実際　第２版 朝倉書店 5,800

507 高分子化学 2年以降 後期 月１ 河内　岳大 蒲池　韓治 高分子化学入門　三訂 エヌ・ティー・エス 3,800

508 高分子プロセス化学 3年以降 前期 水３ 中沖　隆彦 村橋俊介　他
高分子化学　第５版
【参考図書】

共立出版 3,900

508 高分子材料化学 3年以降 後期 金３ 中沖　隆彦 村橋俊介　他
高分子化学　第５版
【参考図書】

共立出版 3,900

509 基礎数学・演習 1年以降 前期 水２ 白神　達也 大竹　眞一 数学　《基礎固め》シリーズ　 化学同人 1,800

510 基礎数学・演習 1年以降 前期 水２ 白神　達也 川野日郎、四ツ谷晶二　他
微分積分＋微分方程式
（理工系の数理）

裳華房 2,700

511 化学系数学Ⅱ・演習 2年以降 前期 火２ 白神　達也 薩摩順吉、四ツ谷晶二
キーポイント線形代数
（理工系数学のキーポイント２）
【29刷限定】

岩波書店 2,300

510 化学系数学Ⅱ・演習 2年以降 前期 火２ 白神　達也 川野日郎、四ツ谷晶二　他
微分積分＋微分方程式
（理工系の数理）

裳華房 2,700

512 物理化学Ⅰ・演習 1年以降 後期 火４ 河内　岳大 ピーター・W.アトキンス　他 アトキンス物理化学要論　第７版 東京化学同人 5,900

512 物理化学Ⅱ・演習 2年以降 前期 木３ 河内　岳大 ピーター・W.アトキンス　他
アトキンス物理化学要論　第７版
【第6版　購入済】

東京化学同人 5,900

512 物理化学Ⅲ 2年以降 後期 金３ 富﨑　欣也 ピーター・W.アトキンス　他 アトキンス物理化学要論　第７版 東京化学同人 5,900

512 物理化学Ⅳ 2年以降 後期 水３ 白神　達也 ピーター・W.アトキンス　他
アトキンス物理化学要論　第７版
【第6版　購入済】

東京化学同人 5,900

514 基礎物理・演習 1年以降 後期 木３ 和田　隆博 原康夫 物理学基礎　第５版 学術図書出版社 2,400

515 化学系物理Ⅰ・演習 2年以降 前期 水３ 白神　達也 戸田盛和 力学　新装版　（物理入門コース）　 岩波書店 2,400

516 化学系物理Ⅱ・演習 2年以降 後期 水２ 和田　隆博 近藤龍一
１２歳の少年が書いた
量子力学の教科書【参考文献】

ベレ出版 1,600

512 化学系物理Ⅱ・演習 2年以降 後期 水２ 和田　隆博 ピーター・W.アトキンス　他
アトキンス物理化学要論
第７版【参考文献】

東京化学同人 5,900

517 分子設計化学 3年以降 後期 水１ 岩澤　哲郎 C. L. ウィリス著、富岡 清 訳 有機合成の戦略 化学同人 2,000

518 分析化学 1年以降 前期 月４ 糟野　潤 大橋弘三郎 分析化学【最新刷り】 三共出版 3,300

519 無機化学Ⅰ・演習 1年以降 後期 木１ 藤原　学 鵜沼英郎　他 無機化学（理工系基礎レクチャー） 化学同人 2,800

520 無機化学Ⅱ・演習 1年以降 後期 金１ 藤原　学 鈴木晋一郎　他 ベーシック無機化学 化学同人 2,500

521 無機化学Ⅲ 2年以降 前期 金１ 青井　芳史 泉生一郎　他 基礎からわかる電気化学　第２版 森北出版 2,800
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522 生化学 3年以降 前期 水１ 富﨑　欣也 ジョン・マクマリー　他 マクマリー有機化学　下　第９版 東京化学同人 4,500

523 有機化学Ⅰ・演習 1年以降 後期 木２ 岩澤　哲郎 ジョン・マクマリー　他 マクマリー有機化学　上　第９版 東京化学同人 4,600

524 有機化学Ⅰ・演習 1年以降 後期 木２ 岩澤　哲郎 スーザン・マクマリー
マクマリー有機化学問題の
解き方　第９版（英語版）

東京化学同人 5,900

523 有機化学Ⅱ・演習 1年以降 サ前 集中 岩澤　哲郎 ジョン・マクマリー　他 マクマリー有機化学　上　第９版 東京化学同人 4,600

524 有機化学Ⅱ・演習 1年以降 サ前 集中 岩澤　哲郎 スーザン・マクマリー
マクマリー有機化学問題の
解き方　第９版（英語版）

東京化学同人 5,900

525 有機化学Ⅲ 2年以降 前期 木２ 内田　欣吾 ジョン・マクマリー　他 マクマリー有機化学　中　第９版 東京化学同人 4,500

525 有機化学Ⅳ 2年以降 後期 水１ 宮武　智弘 ジョン・マクマリー　他 マクマリー有機化学　中　第９版 東京化学同人 4,500

522 有機化学Ⅳ 2年以降 後期 水１ 宮武　智弘 ジョン・マクマリー　他 マクマリー有機化学　下　第９版 東京化学同人 4,500

526 有機材料化学 3年以降 後期 金１ 内田　欣吾 松浦和則　他 有機機能材料　基礎から応用まで 講談社 2,800

理工学部（情報メディア学科）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

408 情報メディア基礎セミナー 1年以降 前期 火１

野村　竜也
岡田　至弘
奥　健太
片岡　章俊
曽我　麻佐子
外村　佳伸
長谷　智弘
藤田　和弘
三好　力
山本　哲男
吉見　毅彦
渡邉　靖彦

Critical Thinking Logical Writing
（ベネッセi－キャリア制作・著作）

ベネッセ
1,720

値引なし

527 インターネットリテラシー 1年以降 前期 金２ 片岡　章俊 福永勇二 この一冊で全部わかるネットワークの基本 SBクリエイティブ 1,680

528 応用アルゴリズム 2年以降 後期 火３ 三好　力 荒木雅弘 フリーソフトではじめる機械学習入門　第２版 森北出版 3,600

529 データ構造とアルゴリズム・演習 2年以降 前期 火２、火３ 奥　健太 柴田望洋　

新・明解Ｃ言語で学ぶ
アルゴリズムとデータ構造
【旧版に『新・明解C言語によるアルゴリズムとデータ構造』
があるので間違わないように注意すること。】

SBクリエイティブ 2,500

530 オブジェクト指向プログラミング・演習 2年以降 後期 金３、金４ 奥　健太 柴田望洋 新・明解Ｊａｖａ入門 SBクリエイティブ 2,700

531 音声・音響メディア処理論 3年以降 前期 木３ 片岡　章俊 飯田一博 音響工学基礎論 コロナ社 2,600

532 システム設計論 2年以降 後期 木２ 長谷　智弘 角谷一成　他
基本情報技術者合格教本
令和０２年【春期】【秋期】

技術評論社 1,680

533 ハードウェア構成論 3年以降 前期 月２ 長谷　智弘 加藤肇
図解・わかる電子回路
（ブルーバックス　Ｂ-１０８４）

講談社 1,300

534 画像メディア処理論 3年以降 前期 月１ 藤田　和弘 田村秀行 コンピュータ画像処理 オーム社 3,900

535
情報構造と論理
情報数学基礎

1年以降 後期 月５ 村井　実 小坂敏文　他 はじめての応用数学 近代科学社 2,400

511 基礎数理Ⅱ・演習 2年以降 前期 木１、木２ 野村　竜也 薩摩順吉、四ツ谷晶二
キーポイント線形代数
（理工系数学のキーポイント２）
【29刷限定】

岩波書店 2,300

536 ソフトコンピューティング 3年以降 後期 木３ 野村　竜也 岩田彰
ソフトコンピューティング
（インターユニバーシティ）

オーム社 2,300

510 基礎数理Ⅰ・演習 1年以降 前期 金３、金４ 村井　実 川野日郎、四ツ谷晶二　他
微分積分＋微分方程式
（理工系の数理）

裳華房 2,700

537 計算機基礎実習Ⅱ 1年以降 ３Ｑ 火４、火５ 三好　力 大内川隆朗　他 かんたんＣ言語　改訂２版 技術評論社 2,700

537 プログラミング基礎 1年以降 ４Ｑ 火４、火５ 三好　力 大内川隆朗　他 かんたんＣ言語　改訂２版 技術評論社 2,700

538 プログラミング言語論 3年以降 前期 月３ 渡邉　靖彦 Bratko著、安部憲広　訳 Ｐｒｏｌｏｇへの入門 近代科学社 2,700
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539 プログラミング言語論 3年以降 前期 月３ 渡邉　靖彦 ジョン・マコーミック、長尾高弘 世界でもっとも強力な９のアルゴリズム 日経BP社 2,000

539
メディア処理論
言語メディア処理論

2年以降 後期 火４ 渡邉　靖彦 ジョン・マコーミック、長尾高弘 世界でもっとも強力な９のアルゴリズム 日経BP社 2,000

540 数値計算基礎 2年以降 後期 金１ 福森　隆寛 皆本晃弥 Ｃ言語による数値計算入門 サイエンス社 2,400

541 ヒューマンコンピュータインタラクション 3年以降 前期 木３ 渡邉　靖彦 スーザン・ワインチェンク　他 インタフェースデザインの心理学 オーム社 2,800

理工学部（環境ソリューション工学科）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

542 保全生態学 3年以降 前期 金２ 神松　幸弘 鷲谷いづみ　他 保全生態学入門【参考文献】 文一総合出版 3,000

543 保全生態学 3年以降 前期 金２ 神松　幸弘 リチャード・B．プリマック 保全生物学のすすめ　改訂版【参考文献】 文一総合出版 3,800

542 環境倫理学 2年以降 後期 月４ 安倍　里美 鬼頭秀一　他 環境倫理学 東京大学出版会 3,000

543 環境倫理学 2年以降 後期 月４ 安倍　里美 伊勢田哲治 動物からの倫理学入門 名古屋大学出版会 2,800

544 資源循環工学 3年以降 前期 木２ 菊池　隆之助 田中勝　他 循環型社会評価手法の基礎知識 技報堂出版 2,200

545 基礎数学 1年以降 前期 月２ 中川　義行 丸本嘉彦 他
数学プライマリ
【購入済】

学術図書出版社 950

546 数学Ⅰ 1年以降 後期 金２ 荒井　徳充 加藤文元
大学教養微分積分
（数研講座シリーズ）

数研出版 2,500

547 廃棄物工学 2年以降 後期 月２ 菊池　隆之助 田中信壽　他
リサイクル・適正処分のための
廃棄物工学の基礎知識

技報堂出版 2,800

548 基礎物理 1年以降 前期 木１ 徳田　陽明 桑子研　他
まるわかり！基礎物理
教養基礎シリーズ

南山堂 1,700

549 基礎物理 1年以降 前期 木１ 徳田　陽明 廣岡秀明
大学新入生のための物理入門
第２版

共立出版 2,100

550 物理学Ⅰ 1年以降 後期 金４ 神山　保 ジム・ブライトハウプト　他 基礎コース　物理学 東京化学同人 2,800

550 物理学Ⅱ 2年以降 前期 金５ 神山　保 ジム・ブライトハウプト　他 基礎コース　物理学 東京化学同人 2,800

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

551 数理計画法 3年以降 後期 木１ 諏訪　晴彦 玉置久 システム最適化 オーム社 2,500

552 オートマトン 3年以降 前期 木３ 戸田　健太郎 藤原暁宏 はじめて学ぶオートマトンと言語理論 森北出版 2,400

553 画像計測 3年以降 後期 火２ 川上　肇 ディジタル画像処理編集委員会 デイジタル画像処理　改訂第２版 画像情報教育振興協会 3,900

数理情報学専攻

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

560院 理論物理学特論 1年以降 後期　 月４ 樋口　三郎 Kohei Adachi　
Matrix-Based Introduction
 to Multivariate Data Analysis

Springer

電子情報学専攻

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

561院 オートマトン理論特論 1年以降 後期　 木１ 植村　渉 富田悦次、横森貴　 オートマトン・言語理論　第２版 森北出版 2,800

オートマトン理論特論 1年以降 後期　 木１ 植村　渉 Richard S. Sutton and Andrew G. Barto　
Reinforcement learning : an introduction
【Sutton先生がオンラインで公開しています】

Cambridge, Mass. : MIT Press　

オートマトン理論特論 1年以降 後期　 木１ 植村　渉 Richard S. Sutton and Andrew G. Barto　
Reinforcement learning : an introduction
【Sutton先生がオンラインで公開しています】

A Bradford Book; second版　

563院 電子ディスプレイ特論 1年以降 前期　 木３ 木村　睦 木村睦　 スッキリ！がってん！ 有機EL の本 電気書院 1,200

564院 電子物性特論 1年以降 後期　 火１ 海川　龍治 黒沢達美　 物性論 改訂版 裳華房 2,800

565院 マイクロ波通信工学特論 1年以降 前期　 木２ 石崎　俊雄 R.E.Collin　
Foundations for Microwave Engineering
【絶版になっているようなので、
講義に使う分はコピーして各人に渡します。】

理工学研究科（大学院）　修士課程科目
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

567院 生体システム特論 1年以降 後期　 木３ 小堀　聡 赤澤 堅造　 生体情報工学 東京電機大学出版局 2,500

機械システム工学専攻

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

568院 機械力学特論 1年以降 前期　 金１ 金子　康智 日本機械学会　 事例に学ぶ流体関連振動　第３版 技報堂出版　 4,800

569院 材料強度・解析学特論 1年以降 前期　 木３ 辻上　哲也 福田博、邉吾一　著　 複合材料の力学序説 古今書院 2,900

570院 エネルギー工学特論 1年以降 前期　 火３ 野口　佳樹 牛山泉、山地憲治共編　 エネルギー工学 = Energy engineering オーム社 3,000

571院 計測システム特論 1年以降 後期　 木４ 左近　拓男 沼居貴陽著　 固体物性入門 森北出版 3,400

572院 材料・加工特論 1年以降 前期　 金２ 譽田　登 益田森治、室田忠雄　 改訂　工業塑性力学 養賢堂 3,600

573院 材料物性特論 1年以降 前期　 木１ 森　正和 Callister, William D、 入戸野　修　 材料の科学と工学 １ 培風館 2,500

574院 材料物性特論 1年以降 前期　 木１ 森　正和 Callister, William D、 入戸野　修　 材料の科学と工学 ２ 培風館 2,400

575院 知能制御特論 1年以降 後期　 金１ 永瀬　純也 佐藤和也　他　 はじめての現代制御理論 講談社 2,600

576院 ロボット工学特論 1年以降 前期　 月３ 渋谷　恒司 川崎　晴久　 ロボット工学の基礎　第2版 森北出版 2,500

物質化学専攻

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

577院 有機合成化学特論 1年以降 前期　 水１ 岩澤　哲郎 有機合成化学協会　 企業研究者たちの感動の瞬間 化学同人 3,500

578院 有機合成化学特論 1年以降 前期　 水１ 岩澤　哲郎 日本プロセス化学会　 医薬品のプロセス化学　第2版 化学同人 2,400

579院 英語プレゼンテーション特論Ⅰ 1年以降 前期　 金１ オーガスティン　ジョナサン Milada Broukal　 What a World 2　第２版　 Reading Pearson 2,370

579院 英語プレゼンテーション特論Ⅱ 1年以降 後期　 金１ オーガスティン　ジョナサン Milada Broukal　 What a World 2　第２版　 Reading Pearson 2,370

580院 高度物質化学特論・演習 1年以降 前期　 火２
中沖　隆彦
青井　芳史

J. F. Shackelford　
Introduction to Materials Science
for Engineers 6th Ed.
【プリント配布】

Pearson Prentice Hall

情報メディア学専攻

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

581院 メディア構成特論 1年以降 後期　 月３ 渡邉　靖彦 長尾真　 マルチメディア情報学の基礎【絶版】 岩波書店 3,400

582院 情報システム特論 1年以降 後期　 木３ 長谷　智弘 家電製品協会　 AV情報家電のプロダクツ技術【品切れ】 NHK出版

583院 ヒューマンインタフェース特論 1年以降 前期　 金５ 奥　健太 北原 義典　 イラストで学ぶヒューマンインタフェース　改訂第２版　 講談社 2,600

知的情報処理特論 1年以降 前期　 木３ 三好　力 課題論文を配布する。

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

601 有機化学 1年以降 後期　 月５ 森　直樹　 山口良平、山本行男、田村　類　 ベーシック有機化学　第２版 化学同人 2,800

601 有機化学 1年以降 後期　 月５ 森　直樹　 山口良平、山本行男、田村　類　 ベーシック有機化学　第２版 化学同人 2,800

602 くらしと経済 1年以降 前期　 月２ 嶋田　大作　 辻正次、八田英二　 Ｗｈａｔ’ｓ経済学　第３版補訂版（有斐閣アルマ） 有斐閣 1,900

603 事例に学ぶ食品マーケティング 1年以降 前期　 金３ 青谷　実知代　 石井淳蔵　他 １からのマーケティング　第４版
中央経済
グループ
パブリッシング

2,400

604 地学概論 2年以降 前期　 水３ 森泉　美穂子　 数研出版編集部　
もういちど読む数研の高校地学
【高校で地学を履修したものは、
その教科書でよい。】

数研出版 2,000

606 食品の安全と法律 1年以降 後期　 月２ 明田　幸宏　 藤井建夫、塩見一雄 新・食品衛生学　第２版 恒星社厚生閣 2,800

607 生物統計学 2年以降 後期　 月２ 浅水　恵理香　 向井文雄　
生物統計学
（基礎生物学テキストシリーズ　９）

化学同人 3,200

611 畜産学概論 2年以降 サ集　 集中 廣岡　博之　 広岡博之 ウシの科学  シリーズ〈家畜の科学〉　１ 朝倉書店 4,200

農学部
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

612 土壌学Ⅰ 2年以降 後期　 水１ 森泉　美穂子　 松中照夫　 土壌学の基礎　新版　（農学基礎シリーズ） 農山漁村文化協会 4,200

615 農業環境工学 1年以降 サ集　 集中 北宅　善昭　 古在豊樹　他 最新施設園芸学 朝倉書店 4,500

農業気象学 3年以降 サ集　 集中 山本　晴彦　

授業では毎回資料を配布し、
それに基づいて講義を行う。
配布した資料のみ、
試験に持ち込むことを可とする。

資源生物科学科・植物生命科学科

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

618 分子遺伝学 3年以降 前期　 火２ 別役　重之　 中村千春　
遺伝学
（基礎生物学テキストシリーズ　１）

化学同人 3,400

619 分子遺伝学 3年以降 前期　 火２ 別役　重之　 近藤昭彦、芝崎誠司　
遺伝子工学
（基礎生物学テキストシリーズ　１０）

化学同人 3,800

620 分子遺伝学 3年以降 前期　 火２ 別役　重之　 福井希一、向井康比己、佐藤和広　 植物の遺伝と育種　第２版 朝倉書店 4,300

601 生物制御学 2年以降 サ集　 集中 森　直樹　 山口良平、山本行男、田村　類　 ベーシック有機化学　第２版 化学同人 2,800

618 遺伝学Ⅰ（旧：遺伝学基礎） 1年以降 後期　 火３ 竹中　祥太朗　 中村千春　
遺伝学
（基礎生物学テキストシリーズ　１）

化学同人 3,400

618 遺伝学基礎 1年以降 後期　 火３ 竹中　祥太朗　 中村千春　
遺伝学
（基礎生物学テキストシリーズ　１）

化学同人 3,400

618 遺伝学Ⅰ（旧：遺伝学基礎） 1年以降 後期　 金１ 竹中　祥太朗　 中村千春　
遺伝学
（基礎生物学テキストシリーズ　１）

化学同人 3,400

618 遺伝学基礎 1年以降 後期　 金１ 竹中　祥太朗　 中村千春　
遺伝学
（基礎生物学テキストシリーズ　１）

化学同人 3,400

621 作物学Ⅰ 1年以降 後期　 火１ 畑　信吾　 後藤雄佐、 新田洋司、中村聡 　 作物学の基礎Ⅰ（農学基礎シリーズ）　食用作物 農山漁村文化協会 3,800

621 作物学Ⅰ 1年以降 後期　 金１ 畑　信吾　 後藤雄佐、 新田洋司、中村聡 　 作物学の基礎Ⅰ（農学基礎シリーズ）　食用作物 農山漁村文化協会 3,800

622 植物生理・生化学Ⅰ 1年以降 後期　 水１ 古本　強　 三村徹郎、鶴見誠二　
植物生理学　第２版
（基礎生物学テキストシリーズ　７）

化学同人 3,400

植物生理・生化学Ⅱ 3年以降 後期　 金１ 古本　強　 参考資料としてプリントを配布する。

625 果樹園芸学Ⅰ 2年以降 後期　 木２ 米森　敬三　 米森敬三 他 果樹園芸学 朝倉書店 3,800

625 果樹園芸学Ⅱ 3年以降 前期　 金２ 米森　敬三　 米森敬三 他 果樹園芸学 朝倉書店 3,800

626 植物栄養学Ⅰ 2年以降 後期　 火２ 玉井　鉄宗　 間藤徹　他 植物栄養学　第２版　【参考文献】 文永堂出版 4,800

627 植物栄養学Ⅰ 2年以降 後期　 火２ 玉井　鉄宗　 米山忠克　他 新植物栄養・肥料学　【参考文献】 朝倉書店 3,600

626 植物栄養学Ⅱ 3年以降 前期　 火１ 畑　信吾　 間藤徹　他 植物栄養学　第２版　【参考文献】 文永堂出版 4,800

627 植物栄養学Ⅱ 3年以降 前期　 火１ 畑　信吾　 米山忠克　他 新植物栄養・肥料学　【参考文献】 朝倉書店 3,600

分子育種学Ⅰ（旧：植物分子育種学） 2年以降 後期　 木２ 土岐　精一　 未定【シラバス参照下さい】

植物分子育種学 2年以降 後期　 木２ 土岐　精一　 未定【シラバス参照下さい】

土壌学Ⅱ 3年以降 後期　 火１ 森泉　美穂子　 授業にて指示する

632 農学基礎実験A 1年以降 サ集　 集中
古本　強
塩尻　かおり
畑　信吾

盛口満　 生き物の描き方　【参考文献】 東京大学出版 2,200

633 総合演習Ⅰ 3年以降 後期　 木１ 森泉　美穂子　 西出利一　 理系のための文章術入門 化学同人 1,800

634 総合演習Ⅱ 4年次 前期　 月４ 森泉　美穂子　 土壌環境分析法編集委員会　 土壌環境分析法 博友社 5,200

食品栄養学科

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

635 運動生理学 3年以降 前期　 金１ 石原　健吾　 富樫健二　他　 スポーツ生理学 化学同人 2,600

栄養生理学実験 2年以降 後期　 木５ 鈴木　公　 未定【シラバス参照下さい】

栄養生理学実験 2年以降 後期　 火５ 鈴木　公　 未定【シラバス参照下さい】

638 解剖生理学 1年以降 後期　 木４ 楠　隆　 内田さえ　他　 人体の構造と機能　第5版 医歯薬出版 2,800
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

639 解剖生理学実験 2年以降 前期　 月３
石原　健吾
楠　隆

坂井建雄、橋本尚詞 ぜんぶわかる　人体解剖図 成美堂出版 1,900

639 解剖生理学実験 2年以降 前期　 木３
石原　健吾
楠　隆

坂井建雄、橋本尚詞 ぜんぶわかる　人体解剖図 成美堂出版 1,900

640 健康管理概論 1年以降 後期　 火３ 川添　禎浩　 川添禎浩　他 健康と環境の科学 講談社 2,800

641 公衆衛生学Ⅰ 2年以降 前期　 木２
中村　保幸
鈴木　太朗

木村 美恵子 　他
公衆衛生学 第３版
（エキスパート管理栄養士養成シリーズ　１）

化学同人 2,800

642 公衆衛生学Ⅱ 2年以降 後期　 木２
中村　保幸
鈴木　太朗

　 厚生の指標臨時増刊　国民衛生の動向 厚生労働統計協会

643 食品衛生学 2年以降 後期　 火２ 田邊　公一　 川添禎浩　
食品衛生学　新版
（新食品・栄養科学シリーズ　食べ物と健康　５）

化学同人 2,500

644 食品化学 1年以降 後期　 水２ 土居　幸雄　 森田潤司、成田宏史　
食品学総論　第３版
（新食品・栄養科学シリーズ　食べ物と健康　１）

化学同人 2,800

645 食品加工学 3年以降 前期　 金２ 林　由佳子　 菅原龍幸　他　 Ｎブックス　四訂　食品加工学 建帛社 2,700

646 食品学 2年以降 前期　 火２ 土居　幸雄　 土居幸雄　他
食べ物と健康Ⅱ
（Ｖｉｓｕａｌ栄養学テキスト）食品学各論

中山書店 2,700

647 生化学 1年以降 前期　 木１ 山﨑　正幸　 木元幸一、後藤潔　他 Nブックス　三訂　生化学　人体の構造と機能　　 建帛社 2,600

648 調理学 1年以降 前期　 木４ 山崎　英恵　 山崎英恵　他
食べ物と健康Ⅳ
（Ｖｉｓｕａｌ栄養学テキスト）
調理学　食品の調理と食事設計

中山書店 2,700

649 調理学実習Ⅰ 1年以降 前期　 金３・金４・金５ 山崎　英恵　 おいしい調理のデザイン研究会編　 おいしく作り，味わうための　クッキング 化学同人 2,200

649 調理学実習Ⅱ 1年以降 後期　 木１・木２・木３ 山崎　英恵　 おいしい調理のデザイン研究会編　 おいしく作り，味わうための　クッキング 化学同人 2,200

650 調理学実習Ⅱ 1年以降 後期　 木１・木２・木３ 山崎　英恵　 女子栄養大学出版部　 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 1,800

651 調理学実習Ⅱ 1年以降 後期　 木１・木２・木３ 山崎　英恵　 食品成分表（出版社未定）

652 入門ゼミ 1年次 前期　 金２ 石原　健吾　 小野章史　
めざせ！栄養士・管理栄養士
まずはここからナビゲーション　第２版

第一出版 2,200

652 入門ゼミ 1年次 前期　 金２ 岡﨑　史子　 小野章史　
めざせ！栄養士・管理栄養士
まずはここからナビゲーション　第２版

第一出版 2,200

652 入門ゼミ 1年次 前期　 金２ 田邊　公一　 小野章史　
めざせ！栄養士・管理栄養士
まずはここからナビゲーション　第２版

第一出版 2,200

652 入門ゼミ 1年次 前期　 金２ 土居　幸雄　 小野章史　
めざせ！栄養士・管理栄養士
まずはここからナビゲーション　第２版

第一出版 2,200

652 入門ゼミ 1年次 前期　 金２ 中村　富予　 小野章史　
めざせ！栄養士・管理栄養士
まずはここからナビゲーション　第２版

第一出版 2,200

652 入門ゼミ 1年次 前期　 金２ 伏木　亨　 小野章史　
めざせ！栄養士・管理栄養士
まずはここからナビゲーション　第２版

第一出版 2,200

652 入門ゼミ 1年次 前期　 金２ 山崎　英恵　 小野章史　
めざせ！栄養士・管理栄養士
まずはここからナビゲーション　第２版

第一出版 2,200

入門ゼミ 1年次 前期　 金２ 担当者未定　 未定【シラバス参照下さい】

654 分子栄養学 3年以降 前期　 水３ 松村　成暢　 池田彩子　他　 生化学・基礎栄養学　第２版 朝倉書店 2,700

654 分子栄養学 1年以降 後期　 金２
山﨑　正幸
石原　健吾

池田彩子　他　 生化学・基礎栄養学　第２版 朝倉書店 2,700

655 分子栄養学 1年以降 後期　 金２
山﨑　正幸
石原　健吾

木元幸一、後藤潔　他 Nブックス　三訂　生化学　人体の構造と機能　　 建帛社 2,600

656 臨床医学概論 2年以降 前期　 火１ 楠　隆　 福井次矢　他　 臨床医学入門 【4月上旬出版予定】 建帛社 予価3,700

657 臨床病態学 2年以降 後期　 月１ 楠　隆　 竹中優　 疾病の成因・病態・診断・治療　第２版 医歯薬出版 3,500

658 栄養疫学 2年以降 前期　 月１ 鈴木　太朗　 鈴木 良雄、 廣津 信義　 基礎統計学 (栄養科学シリーズNEXT) 講談社 2,400

658 栄養疫学 2年以降 前期　 月２ 鈴木　太朗　 鈴木 良雄、 廣津 信義　 基礎統計学 (栄養科学シリーズNEXT) 講談社 2,400

659 栄養カウンセリング論 3年以降 後期　 木１
宮崎　由子
岡﨑　史子

赤松利恵、永井成美　 栄養カウンセリング論 化学同人 1,800

660 栄養教育論Ⅰ 2年以降 後期　 金３
岡﨑　史子
上田　由喜子

中山玲子、宮崎由子　
栄養教育論　第5版
（新食品・栄養科学シリーズ）

化学同人 3,200
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660 栄養教育論Ⅱ 3年以降 前期　 火４
岡﨑　史子
上田　由喜子

中山玲子、宮崎由子　
栄養教育論　第5版
（新食品・栄養科学シリーズ）【購入済】

化学同人 3,200

660 栄養教育論実習 3年以降 前期　 金３
岡﨑　史子
上田　由喜子

中山玲子、宮崎由子　
栄養教育論　第5版
（新食品・栄養科学シリーズ）【購入済】

化学同人 3,200

661 栄養評価論 3年以降 後期　 木２
上田　由喜子
宮本　賢一

木戸康博　他　
栄養管理プロセス　第２版　基礎と概念
 （管理栄養士養成課程における
モデルコアカリキュラム2015準拠　第1巻）

医歯薬出版 2,200

662 応用栄養学 2年以降 後期　 水４・水５ 木戸　康博　 木戸康博　他　 応用栄養学(栄養科学シリーズNEXT) 講談社 2,800

664 応用栄養学実習 3年以降 前期　 月３
宮本　賢一
上田　由喜子

渡邉早苗、宮崎由子　他 これからの応用栄養学演習・実習 朝倉書店 2,300

665 学校栄養指導論 3年以降 後期　 火３
平木　敦子
山川　佐代子

金田雅代 栄養教諭論　４訂　理論と実際 建帛社 2,800

666 学校栄養指導論 3年以降 後期　 火３
平木　敦子
山川　佐代子

文部科学省   食に関する指導の手引き　第二次改訂版 東山書房 1,300

666 学校栄養実践論 3年以降 後期　 火４
山川　佐代子
平木　敦子

文部科学省   食に関する指導の手引き　第二次改訂版 東山書房 1,300

667 給食経営管理論Ⅰ 2年以降 前期　 金２ 朝見　祐也　 朝見祐也、小松龍史、外山健二　 三訂給食経営管理論　（管理栄養士講座） 建帛社 3,300

667 給食経営管理論Ⅱ 2年以降 後期　 火１ 朝見　祐也　 朝見祐也、小松龍史、外山健二　 三訂給食経営管理論　（管理栄養士講座） 建帛社 3,300

667 給食経営管理実習Ⅰ 3年以降 前期　 火１・火２・火３ 朝見　祐也　 朝見祐也、小松龍史、外山健二　 三訂給食経営管理論　（管理栄養士講座）【購入済】 建帛社 3,300

668 給食経営管理実習Ⅰ 3年以降 前期　 火１・火２・火３ 朝見　祐也　 冨田教代、神田知子、朝見祐也　

給食経営管理論実習
（給食の運営の実際と
給食経営管理の総合的理解）
【第1版　4刷限定】

医歯薬出版 2,800

669 給食経営管理実習Ⅰ 3年以降 前期　 火１・火２・火３ 朝見　祐也　 女子栄養大学出版部　 調理のためのベーシックデータ　第５版【購入済】 女子栄養大学出版部 1,800

670 給食経営管理実習Ⅰ 3年以降 前期　 火１・火２・火３ 朝見　祐也　 女子栄養大学出版部、五明紀春　他　 食品の栄養とカロリー事典 　改訂版【購入済】 女子栄養大学出版部 1,500

667 給食経営管理実習Ⅰ 3年以降 前期　 木１・木２・木３ 朝見　祐也　 朝見祐也、小松龍史、外山健二　 三訂給食経営管理論　（管理栄養士講座）【購入済】 建帛社 3,300

668 給食経営管理実習Ⅰ 3年以降 前期　 木１・木２・木３ 朝見　祐也　 冨田教代、神田知子、朝見祐也　

給食経営管理論実習
（給食の運営の実際と
給食経営管理の総合的理解）
【第1版　4刷限定】

医歯薬出版 2,800

669 給食経営管理実習Ⅰ 3年以降 前期　 木１・木２・木３ 朝見　祐也　 女子栄養大学出版部　 調理のためのベーシックデータ　第５版【購入済】 女子栄養大学出版部 1,800

670 給食経営管理実習Ⅰ 3年以降 前期　 木１・木２・木３ 朝見　祐也　 女子栄養大学出版部、五明紀春　他　 食品の栄養とカロリー事典 　改訂版【購入済】 女子栄養大学出版部 1,500

667 給食経営管理実習Ⅰ 2年以降 後期　 水１・水２・水３ 朝見　祐也　 朝見祐也、小松龍史、外山健二　 三訂給食経営管理論　（管理栄養士講座） 建帛社 3,300

668 給食経営管理実習Ⅰ 2年以降 後期　 水１・水２・水３ 朝見　祐也　 冨田教代、神田知子、朝見祐也　

給食経営管理論実習
（給食の運営の実際と
給食経営管理の総合的理解）
【第1版　4刷限定】

医歯薬出版 2,800

669 給食経営管理実習Ⅰ 2年以降 後期　 水１・水２・水３ 朝見　祐也　 女子栄養大学出版部　 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 1,800

670 給食経営管理実習Ⅰ 2年以降 後期　 水１・水２・水３ 朝見　祐也　 女子栄養大学出版部、五明紀春　他　 食品の栄養とカロリー事典 　改訂版 女子栄養大学出版部 1,500

667 給食経営管理実習Ⅱ 3年以降 前期　 木１・木２・木３ 朝見　祐也　 朝見祐也、小松龍史、外山健二　 三訂給食経営管理論　（管理栄養士講座）【購入済】 建帛社 3,300

668 給食経営管理実習Ⅱ 3年以降 前期　 木１・木２・木３ 朝見　祐也　 冨田教代、神田知子、朝見祐也　

給食経営管理論実習
（給食の運営の実際と
給食経営管理の総合的理解）
【第1版　4刷限定】

医歯薬出版 2,800

669 給食経営管理実習Ⅱ 3年以降 前期　 木１・木２・木３ 朝見　祐也　 女子栄養大学出版部　 調理のためのベーシックデータ　第５版【購入済】 女子栄養大学出版部 1,800

670 給食経営管理実習Ⅱ 3年以降 前期　 木１・木２・木３ 朝見　祐也　 女子栄養大学出版部、五明紀春　他　 食品の栄養とカロリー事典 　改訂版【購入済】 女子栄養大学出版部 1,500

667 給食経営管理実習Ⅱ 3年以降 前期　 火１・火２・火３ 朝見　祐也　 朝見祐也、小松龍史、外山健二　 三訂給食経営管理論　（管理栄養士講座）【購入済】 建帛社 3,300

668 給食経営管理実習Ⅱ 3年以降 前期　 火１・火２・火３ 朝見　祐也　 冨田教代、神田知子、朝見祐也　

給食経営管理論実習
（給食の運営の実際と
給食経営管理の総合的理解）
【第1版　4刷限定】

医歯薬出版 2,800
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669 給食経営管理実習Ⅱ 3年以降 前期　 火１・火２・火３ 朝見　祐也　 女子栄養大学出版部　 調理のためのベーシックデータ　第５版【購入済】 女子栄養大学出版部 1,800

670 給食経営管理実習Ⅱ 3年以降 前期　 火１・火２・火３ 朝見　祐也　 女子栄養大学出版部、五明紀春　他　 食品の栄養とカロリー事典 　改訂版【購入済】 女子栄養大学出版部 1,500

654 基礎栄養学 2年以降 前期　 金５
石原　健吾
宮本　賢一

池田彩子　他　 生化学・基礎栄養学　第２版 朝倉書店 2,700

671 公衆栄養活動論 3年以降 後期　 火２ 中村　富予　 井上浩一　他　
公衆栄養学　２０２０年版
サクセス管理栄養士・栄養士養成講座
【３月下旬出版予定】

第一出版 2,400

672 公衆栄養活動論 3年以降 後期　 火２ 中村　富予　 徳留裕子、東あかね　 公衆栄養学実習ワークブック　新版 みらい 2,200

671 公衆栄養学 3年以降 前期　 水１ 中村　富予　 井上浩一　他　
公衆栄養学　２０２０年版
サクセス管理栄養士・栄養士養成講座
【３月下旬出版予定】

第一出版 2,400

672 公衆栄養学実習 3年以降 後期　 月３・月４・月５ 中村　富予　 徳留裕子、東あかね　 公衆栄養学実習ワークブック　新版 みらい 2,200

673 スポーツ栄養学 3年以降 後期　 水２ 石原　健吾　 岡村浩嗣　他 市民からアスリートまでのスポーツ栄養学　第２版 八千代出版 2,500

674 臨床栄養学Ⅰ 2年以降 後期　 木１ 宮本　賢一　 本田佳子　
臨床栄養学Ⅰ総論
（Ｖｉｓｕａｌ栄養学テキスト）

中山書店 2,700

675 臨床栄養学Ⅰ 2年以降 後期　 木１ 宮本　賢一　 本田佳子　
臨床栄養学Ⅱ各論
（Ｖｉｓｕａｌ栄養学テキスト）

中山書店 2,700

675 臨床栄養学Ⅱ 3年以降 前期　 水２ 宮本　賢一　 本田佳子　
臨床栄養学Ⅱ各論
（Ｖｉｓｕａｌ栄養学テキスト）

中山書店 2,700

676 臨床栄養学実習Ⅰ 3年以降 前期　 月４・月５
中村　富予
矢野　真友美

中村富予、高岸和子　他　
臨床栄養学実習 改訂第2版
フローチャートで学ぶ臨床栄養管理

建帛社 2,600

676 臨床栄養学実習Ⅱ 3年以降 後期　 金３・金４・金５
宮本　賢一
矢野　真友美

中村富予、高岸和子　他　
臨床栄養学実習 改訂第2版
フローチャートで学ぶ臨床栄養管理

建帛社 2,600

677 臨床栄養実践論 4年次 前期　 水２・金２
小松　龍史
東森　佳子

東山幸恵

臨床栄養学
（疾患別の栄養管理プロセスを
正しく理解するために）【購入済】
（東森先生担当回でご使用）

化学同人 3,200

臨地実習Ⅱ（公衆栄養学） 4年次 前期　 月
上田　由喜子
中村　富予

『公衆栄養学臨地実習ノート』本学作成 　

臨地実習Ⅲ（臨床栄養学） 4年次 前期　 火 中村　富予　 『臨床栄養学臨地実習ノート』本学作成 　

679 基礎生物化学 1年次 前期　 水４ 水谷　公彦　 田島眞　他 基礎からのやさしい化学 建帛社 2,300

652 基礎演習Ⅰ 2年 後期　 月２ 伏木　亨　 小野章史　
めざせ！栄養士・管理栄養士
まずはここからナビゲーション　第２版
【購入済】

第一出版 2,200

652 基礎演習Ⅱ 3年次 前期　 月２ 伏木　亨　 小野章史　
めざせ！栄養士・管理栄養士
まずはここからナビゲーション　第２版
【第1版購入済】

第一出版 2,200

680 総合演習Ⅰ 3年以降 後期　 金１ 中村　富予　 伊達ちぐさ、徳留裕子、吉池信雄　 食事調査マニュアル　改訂３版 南山堂 2,800

652 総合演習Ⅰ 3年以降 後期　 金１ 伏木　亨　 小野章史　
めざせ！栄養士・管理栄養士
まずはここからナビゲーション　第２版
【第1版購入済】

第一出版 2,200

681 総合演習Ⅰ 3年以降 後期　 金１ 宮本　賢一　 竹谷豊　他 新・臨床栄養学　（栄養科学シリーズNEXT） 講談社 3,800

680 総合演習Ⅱ 4年次 前期　 水５ 中村　富予　 伊達ちぐさ、徳留裕子、吉池信雄　 食事調査マニュアル　改訂３版 南山堂 2,800

682 総合演習Ⅱ 4年次 前期　 水５ 伏木　亨　 Nakano et al.　
Analyzing comprehensive palatability
 of cheese products by multivariate regression
 to its subdomains【プリント配布】

Wiley Periodicals Inc

681 総合演習Ⅱ 4年次 前期　 水５ 宮本　賢一　 竹谷豊　他 新・臨床栄養学　（栄養科学シリーズNEXT） 講談社 3,800

680 総合演習Ⅲ 4年次 後期　 水５ 中村　富予　 伊達ちぐさ、徳留裕子、吉池信雄　 食事調査マニュアル　改訂３版 南山堂 2,800

682 総合演習Ⅲ 4年次 後期　 水５ 伏木　亨　 Nakano et al.　
Analyzing comprehensive palatability
 of cheese products by multivariate regression
 to its subdomains【プリント配布】

Wiley Periodicals Inc

681 総合演習Ⅲ 4年次 後期　 水５ 宮本　賢一　 竹谷豊　他 新・臨床栄養学　（栄養科学シリーズNEXT） 講談社 3,800
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680 特別研究 4年次 後期　 集中 中村　富予　 伊達ちぐさ、徳留裕子、吉池信雄　 食事調査マニュアル　改訂３版 南山堂 2,800

682 特別研究 4年次 後期　 集中 伏木　亨　 Nakano et al.　
Analyzing comprehensive palatability
 of cheese products by multivariate regression
 to its subdomains【プリント配布】

Wiley Periodicals Inc

食品栄養学科・食料農業システム学科

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

618 遺伝の考え方 1年以降 前期　 火１ 小野木　章雄　 中村千春　
遺伝学　（基礎生物学テキストシリーズ　１）
【参考文献】

化学同人 3,400

食品栄養学科・食料農業システム学科

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

685 基礎演習Ⅱ 3年次 前期　 金３ 落合　雪野　 沼野恭子　 世界を食べよう！東京外国語大学の世界料理 東京外国語大学出版会 1,800

686 基礎演習Ⅱ 3年次 前期　 金３ 末原　達郎　 山泰幸、川田牧人、古川彰　 環境民俗学 昭和堂 2,600

687 総合演習Ⅰ 3年以降 後期　 水２ 末原　達郎　 日本村落研究学会　他 むらの社会を研究する 農山漁村文化協会 2,095

688 総合演習Ⅰ 3年以降 後期　 水２ 渡邊　洋之　 工藤保則　他　
質的調査の方法　第２版
都市・文化・メディアの感じ方

法律文化社 2,600

689 総合演習Ⅰ 3年以降 後期　 水２ 渡邊　洋之　 荒木一視、林紀代美編　 食と農のフィールドワーク入門 昭和堂 2,400

690 総合演習Ⅲ 4年次 後期　 月５ 末原　達郎　 日本村落研究学会　他 むらの社会を研究する 農山漁村文化協会 2,095

総合演習Ⅲ 4年次 後期　 木３ 山口　道利　
現時点ではとくに指定しないが、
参加者の関心に応じてテキストを
指定することがある。

基礎統計学 2年以降 後期　 火１ 北野　慎一　 最初の講義時に指示します。

694 数学基礎 1年次 前期　 木４ 吉田　大悟　 小川淑人、島田勉　 独習基礎数学　第２版 学術図書出版社 1,800

695 数学基礎 1年次 前期　 木５ 吉田　大悟　 摂南大学数学研究室編　 数学基礎 第４版（４刷） 学術図書出版社 1,000

696 統計処理実習 1年次 後期　 火２ 浦出　俊和　 橋本紀子　 Ｅｘｃｅｌで読み取る経済データ分析 サイエンス社 1,700

696 統計処理実習 1年次 後期　 火２ 北野　慎一　 橋本紀子　 Ｅｘｃｅｌで読み取る経済データ分析 サイエンス社 1,700

696 統計処理実習 1年次 後期　 火２ 嶋田　大作　 橋本紀子　 Ｅｘｃｅｌで読み取る経済データ分析 サイエンス社 1,700

697 マクロ経済学 2年以降 前期　 木１ 山口　道利　 家森信善　 マクロ経済学の基礎
中央経済
グループ
パブリッシング

2,000

698 環境経済学 3年以降 前期　 火２ 宇山　満　 宇山満　
食と農の環境経済学　持続可能社会に向けて
（食と農の教室　３ ）

昭和堂 2,000

699 食料流通システム論 2年以降 後期　 木２ 山口　道利　 薬師寺哲郎、中川隆　
フードシステム入門　　基礎からの食料経済学
【講義内容の一部はテキストから離れるが、
最低限の資料はmanaba等で配布する。】

建帛社 2,200

700 地域農業経済論 3年以降 前期　 金４ 嶋田　大作　 荏開津典生、鈴木宣弘　 農業経済学　第5版　（岩波テキストブックス） 岩波書店 2,400

701 フードビジネスマーケティング論 3年以降 後期　 火４ 金子　あき子　 金子あき子　
日系食品企業の海外販売戦略
中国・香港・台湾における実証研究からみえるもの

農林統計出版 2,000

社会学科・コミュニティマネジメント学科専攻科目（一部　現代福祉学科含む）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

800 子ども社会学 2年以降 前期　 月３ 工藤　保則 工藤保則　他　
〈オトコの育児〉の社会学
【授業後半（「オトコの育児」を扱う授業）
では、教科書を用いる。】

ミネルヴァ書房 2,400

社会学部
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

800 子ども社会学 3年以降 前期　 月３ 工藤　保則 工藤保則　他　
〈オトコの育児〉の社会学
【授業後半（「オトコの育児」を扱う授業）
では、教科書を用いる。】

ミネルヴァ書房 2,400

社会学科専攻科目（一部　コミュニティマネジメント学科・現代福祉学科含む）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

外国書講読（英書） 3年以降 前期　 月３ 水垣　源太郎 初回授業時に説明する。

外書講読A 2年以降 前期　 月３ 水垣　源太郎 初回授業時に説明する。

802 環境思想 3年以降 後期　 月２ 浅沼　光樹 加茂直樹　他
環境思想を学ぶ人のために（品切れ）
【テキストの購入は必須ではありません。】

世界思想社 1,893

802 環境思想 3年以降 後期　 月２ 浅沼　光樹 加茂直樹　他
環境思想を学ぶ人のために（品切れ）
【テキストの購入は必須ではありません。】

世界思想社 1,893

803 環境社会学Ⅰ 2年以降 後期　 木３ 脇田　健一 鳥越皓之　他
よくわかる環境社会学　第２版
やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ

ミネルヴァ書房 2,800

環境社会学Ⅱ 3年以降 前期　 木１ 土屋　雄一郎 授業中に適宜、参考文献や資料等について紹介します。

環境政治学 3年以降 前期　 木１ 土屋　雄一郎 授業中に適宜、参考文献や資料等について紹介します。

言語と社会 3年以降 後期　 金２ 今野　勝幸 授業で使用するテキストは、初回の授業で指示する。

806 社会統計学Ⅰ 1年以降 後期　 月２ 津島　昌弘 津島昌弘、山口洋、田邊浩　 数学嫌いのための社会統計学　第２版 法律文化社 2,700

807 社会統計学Ⅱ 2年以降 前期　 月２ 黒田　浩一郎 林拓也
社会統計学入門　改訂版
（放送大学教材　６０６２）

NHK出版 2,900

809 社会問題論Ⅱ 3年以降 後期　 月３ 黒田　浩一郎 中川輝彦、黒田浩一郎　
現代医療の社会学　新版
日本の現状と課題

世界思想社 2,300

809 医療社会学 3年以降 後期　 月３ 黒田　浩一郎 中川輝彦、黒田浩一郎　
現代医療の社会学　新版
日本の現状と課題

世界思想社 2,300

811 宗教社会学Ⅰ 2年以降 後期　 金３ 猪瀬　優理 櫻井義秀、三木英　
よくわかる宗教社会学
やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ

ミネルヴァ書房 2,400

811 宗教社会学 2年以降 後期　 金３ 猪瀬　優理 櫻井義秀、三木英　
よくわかる宗教社会学
やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ

ミネルヴァ書房 2,400

812 宗教社会学Ⅱ 3年以降 前期　 金３ 猪瀬　優理 大谷栄一、川又俊則、猪瀬優理　 基礎ゼミ　宗教学 世界思想社 1,900

812 現代宗教論 3年以降 前期　 金３ 猪瀬　優理 大谷栄一、川又俊則、猪瀬優理　 基礎ゼミ　宗教学 世界思想社 1,900

813 観光社会学 2年以降 後期　 火３ 寺田　憲弘 田中滋 都市の憧れ、山村の戸惑い 晃洋書房 3,000

813 観光社会学 3年以降 後期　 火３ 寺田　憲弘 田中滋 都市の憧れ、山村の戸惑い 晃洋書房 3,000

814 考現学 3年以降 後期　 木２ 松本　章伸 今和次郎、藤森照信　 考現学入門（ちくま文庫　こ-２-１） 筑摩書房 1,000

816 文化社会学Ⅰ 2年以降 前期　 木３ 工藤　保則 近森高明、工藤保則　
無印都市の社会学
【授業後半（「現代の都市文化」を扱う授業）
では、教科書を用いる。】

法律文化社 2,600

816 文化社会学 2年以降 前期　 木３ 工藤　保則 近森高明、工藤保則　
無印都市の社会学
【授業後半（「現代の都市文化」を扱う授業）
では、教科書を用いる。】

法律文化社 2,600

817 デジタルメディア論Ⅱ 3年以降 後期　 木２ 築地　達郎 西垣通、 伊藤守　
よくわかる社会情報学
やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ

ミネルヴァ書房 2,500

818 デジタルメディア論Ⅱ 3年以降 後期　 木２ 築地　達郎 ディヴィッド・ライアン　
膨張する監視社会
個人識別システムの進化とリスク

青土社 2,200

819 デジタルメディア論Ⅱ 3年以降 後期　 木２ 築地　達郎 井上 智洋　
純粋機械化経済
頭脳資本主義と日本の没落

日本経済新聞出版社 2,300

820 デジタルメディア論Ⅱ 3年以降 後期　 木２ 築地　達郎 野口 竜司　
文系AI人材になる
統計・プログラム知識は不要

東洋経済新報社 1,600

821 デジタルメディア論Ⅱ 3年以降 後期　 木２ 築地　達郎 海老原城一、中村彰二朗　
Smart City 5.0
地方創生を加速する都市OS

インプレス 2,000

社会学への招待 1年以降 前期　 火１ 村澤　真保呂
どのようなものでもかまわないので、
市販の社会学の教科書に目を通しておくこと。

グローバリゼーション文化論 3年以降 前期　 木２ 椿原　敦子 授業中に指示します
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

グローバリゼーション論 2年以降 前期　 木２ 椿原　敦子 授業中に指示します

コミュニティマネジメント学科専攻科目（一部　社会学科・現代福祉学科含む）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

826 地域開発論 3年以降 後期　 水１ 李　复屏 黒崎卓、栗田匡相　 ストーリーで学ぶ開発経済学 有斐閣 1,800

826 貧困と開発 3年以降 後期　 水１ 李　复屏 黒崎卓、栗田匡相　 ストーリーで学ぶ開発経済学 有斐閣 1,800

827 キャリアデザイン論 1年以降 後期　 火２ 澤田　幸子 東田晋三　 新自分デザイン・ブックⅠ ドリームシップ 1,600

828 コミュニティマネジメント入門 1年以降 前期　 火２ 渡邉　悟史 米澤穂信　 Iの悲劇 文藝春秋 1,500

829 コミュニティマネジメント特論 1年以降 通年　 火１ 三谷　はるよ 工藤保則　他　 基礎ゼミ　社会学 世界思想社 2,100

830 コミュニティマネジメント特論 1年以降 通年　 火１ 三谷　はるよ 友枝敏雄　他　
社会学で描く現代社会のスケッチ
（ファーストステップ教養講座）

みらい 2,200

829 コミュニティマネジメント特論２Ａ 1年以降 前期　 火１ 三谷　はるよ 工藤保則　他　 基礎ゼミ　社会学 世界思想社 2,100

830 コミュニティマネジメント特論２Ａ 1年以降 前期　 火１ 三谷　はるよ 友枝敏雄　他　
社会学で描く現代社会のスケッチ
（ファーストステップ教養講座）

みらい 2,200

829 コミュニティマネジメント特論２Ｂ 1年以降 後期　 火１ 三谷　はるよ 工藤保則　他　 基礎ゼミ　社会学 世界思想社 2,100

830 コミュニティマネジメント特論２Ｂ 1年以降 後期　 火１ 三谷　はるよ 友枝敏雄　他　
社会学で描く現代社会のスケッチ
（ファーストステップ教養講座）

みらい 2,200

832 多様性の倫理学 1年以降 前期　 木２ 山本　めゆ ジョージ・M・フレドリクソン 人種主義の歴史　新装版 みすず書房 3600

833 多様性の倫理学 1年以降 前期　 木２ 山本　めゆ 下地ローレンス吉孝
「混血」と「日本人」
ハーフ・ダブル・ミックスの社会史

青土社 3200

832 臨床哲学 1年以降 前期　 木２ 山本　めゆ ジョージ・M・フレドリクソン 人種主義の歴史　新装版 みすず書房 3600

833 臨床哲学 1年以降 前期　 木２ 山本　めゆ 下地ローレンス吉孝
「混血」と「日本人」
ハーフ・ダブル・ミックスの社会史

青土社 3200

834 広報論 2年以降 後期　 木１ 築地　達郎 高木　徹　
ドキュメント戦争広告代理店
情報操作とボスニア 紛争
（講談社文庫　た９８-１）

講談社 760

834 メディア特論B 2年以降 後期　 木１ 築地　達郎 高木　徹　
ドキュメント戦争広告代理店
情報操作とボスニア 紛争
（講談社文庫　た９８-１）

講談社 760

835 メディアと倫理 1年以降 後期　 木２ 畑仲　哲雄 畑仲哲雄　 ジャーナリズムの道徳的ジレンマ 勁草書房 2,300

836 ジャーナリズム論Ⅱ 2年以降 後期　 火１ 李　相哲 李相哲　
日中韓の戦後メディア史
【講義時にプリントを配る。】

藤原書店 3,800

837 ファシリテーション技法 2年以降 前期　 火４ 坂本　清彦 堀公俊　
ファシリテーション入門　　第２版
（日経文庫　１３９８）

日本経済新聞出版社 860

838 はなし技法 3年以降 後期　 木３ 竜尾　浩月 高津和彦　 「話し方」の授業 日本実業出版社 1,400

839 はなし技法 3年以降 後期　 木３ 竜尾　浩月 池上　彰　
わかりやすく<伝える>技術
（講談社現代新書２００３）

講談社 740

840 はなし技法 3年以降 後期　 木３ 竜尾　浩月 齋藤　孝　
1分で大切なことを伝える技術
（PHP新書５７３）

PHP研究所 720

841 比較宗教論 2年以降 後期　 水４ 根無　一行 共訳聖書実行委員会編　 小型聖書　新共同訳　NI４４ 日本聖書協会 3,000

844 心と身体と宗教 2年以降 前期　 木２ 根無　一行 シモーヌ・ヴェイユ（冨原眞弓訳）　
シモーヌ・ヴェイユ選集　３
【テキストは邦訳を用い、コピーを配布するが、
購入できる場合はそうすること。】

みすず書房 5,600

846 レクリエーション運営 2年以降 前期　 水２ 久保　和之 日本レクリエーション協会　 やさしいレクリエーション実践 日本レクリエーション協会 2,000

847 レクリエーション実技Ａ 2年以降 後期　 水２ 河北　純子 江橋信四郎、池田勝　 レクリエーションハンドブック（品切れ） 国土社 2,718

847 レクリエーション実技Ｂ 3年以降 前期　 木２ 久保　和之 江橋信四郎、池田勝　 レクリエーションハンドブック（品切れ） 国土社 2,718

現代福祉・地域福祉・臨床福祉学科専攻科目（一部　社会学科・コミュニティマネジメント学科含む）

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

848 医療ソーシャルワーク 2年以降 前期　 月１ 大坪　勇 硯川眞旬　 医療福祉学（品切れ） みらい 2,477
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教科書ＮＯ 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

849 権利擁護と成年後見制度 3年以降 前期　 月５ 香山　芳範 香山　芳範　

成年後見制度の社会化に向けた
ソーシャルワーク実践
（判断能力が不十分な人の自立を目指す
社会福祉協議会の取り組み）
【未刊　6月出版予定】

法律文化社 予価2000

849 権利擁護と成年後見制度 2年以降 前期　 月５ 香山　芳範 香山　芳範　

成年後見制度の社会化に向けた
ソーシャルワーク実践
（判断能力が不十分な人の自立を目指す
社会福祉協議会の取り組み）
【未刊　6月出版予定】

法律文化社 予価2000

850 高齢者福祉論 1年以降 前期　 月２ 大塩　まゆみ 大塩まゆみ、奥西英介　
高齢者福祉　第３版
新・基礎からの社会福祉　３

ミネルヴァ書房 2,600

850 高齢者福祉論 1年以降 後期　 月５ 大塩　まゆみ 大塩まゆみ、奥西英介　
高齢者福祉　第３版
新・基礎からの社会福祉　３

ミネルヴァ書房 2,600

850 高齢者福祉論Ⅰ 1年以降 前期　 月２ 大塩　まゆみ 大塩まゆみ、奥西英介　
高齢者福祉　第３版
新・基礎からの社会福祉　３

ミネルヴァ書房 2,600

850 高齢者福祉論Ⅱ 1年以降 後期　 月５ 大塩　まゆみ 大塩まゆみ、奥西英介　
高齢者福祉　第３版
新・基礎からの社会福祉　３

ミネルヴァ書房 2,600

社会福祉史　　　　　　　　　　 1年以降 後期　 金１ 倉持　史朗 適宜、講義時に提示します。

852 社会福祉調査実習 3年以降 通年　 木３ 安西　将也 安西将也　 社会福祉調査論（後日指示有り） いづみ企画 2,500

852 社会福祉調査論 2年以降 後期　 金３ 安西　将也 安西将也　 社会福祉調査論（後日指示有り） いづみ企画 2,500

853 社会保障論 3年以降 前期　 火１・火２ 田中　明彦 古橋エツ子 新・初めての社会保障論　第２版 法律文化社 2,300

853 社会保障論 2年以降 前期　 火１・火２ 田中　明彦 古橋エツ子 新・初めての社会保障論　第２版 法律文化社 2,300

854 ボランティア・ＮＰＯ論 3年以降 前期　 木１・木２ 早瀬　昇 早瀬 昇　
「参加の力」が創る共生社会
市民の共感・主体性をどう醸成するか

ミネルヴァ書房 2,000

854 ボランティア・ＮＰＯ論 2年以降 前期　 木１・木２ 早瀬　昇 早瀬 昇　
「参加の力」が創る共生社会
市民の共感・主体性をどう醸成するか

ミネルヴァ書房 2,000

855 手話コミュニケーション論 1年以降 前期　 水２ 中西　久美子
ＤＶＤで楽しく学べるはじめて出会う手話
【先生から授業で指示有り】

全日本聾唖連盟 1,800

856 障害児支援論 2年以降 前期　 水２ 坂本　彩 藤野友紀　
発達を学ぶ　発達に学ぶ
【4月中に購入を済ませておいてください】

全国障害者問題研究会出版部 　 1,700

857 医学概論 1年以降 後期　 火４ 苗村　光廣 社会福祉士養成講座編集委員会　
新・社会福祉士養成講座　１　第３版
（人体の構造と機能及び疾病）

中央法規出版 2,200

858 精神科リハビリテーション学 3年以降 前期　 月３・月４ 樽井　康彦 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編　

精神保健福祉士養成セミナー５　第６版
（精神保健福祉の理論と相談援助の展開２
精神保健福祉におけるリハビリテーション）

へるす出版 2,900

859 精神保健学 2年以降 後期　 月１・月２ 金子　秀明 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編　
精神保健福祉士養成セミナー２　第６版
（精神保健学）

へるす出版 3,200

860 精神保健福祉援助演習 4年次 通年　 木３ 樽井　康彦 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編　
精神保健福祉士養成セミナー７　第６版
（精神保健福祉援助演習［基礎］［専門］）

へるす出版 2,700

861 精神保健福祉援助技術各論 3年以降 前期　 月１・月２ 金子　秀明 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編　

精神保健福祉士養成セミナー３　第６版
（精神保健福祉相談援助の基盤
［基礎］［専門］）

へるす出版 2,900

861 精神保健福祉援助技術総論 4年次 前期　 金２ 樽井　康彦 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編　

精神保健福祉士養成セミナー３　第６版
（精神保健福祉相談援助の基盤
［基礎］［専門］）

へるす出版 2,900

862 精神保健福祉援助実習 4年次 通年　 集中 上村　啓子 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編　

精神保健福祉士養成セミナー８　第６版
（精神保健福祉援助実習指導・現場実習）
７月から９月までの期間の内、
２３日間（１８０時間）の実習期間

へるす出版 2,700

862 精神保健福祉援助実習 4年次 後期　 集中 上村　啓子 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編　

精神保健福祉士養成セミナー８　第６版
（精神保健福祉援助実習指導・現場実習）
７月から９月までの期間の内、
２３日間（１８０時間）の実習期間

へるす出版 2,700
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862 精神保健福祉援助実習 4年次 通年　 集中 樽井　康彦 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編　

精神保健福祉士養成セミナー８　第６版
（精神保健福祉援助実習指導・現場実習）
７月から９月までの期間の内、
２３日間（１８０時間）の実習期間

へるす出版 2,700

862 精神保健福祉援助実習 4年次 後期　 集中 樽井　康彦 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編　

精神保健福祉士養成セミナー８　第６版
（精神保健福祉援助実習指導・現場実習）
７月から９月までの期間の内、
２３日間（１８０時間）の実習期間

へるす出版 2,700

862 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 4年次 前期　 木１・木２ 上村　啓子 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編　
精神保健福祉士養成セミナー８　第６版
（精神保健福祉援助実習指導・現場実習）

へるす出版 2,700

862 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 4年次 後期　 木２ 上村　啓子 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編　
精神保健福祉士養成セミナー８　第６版
（精神保健福祉援助実習指導・現場実習）

へるす出版 2,700

862 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 4年次 前期　 木１・木２ 樽井　康彦 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編　
精神保健福祉士養成セミナー８　第６版
（精神保健福祉援助実習指導・現場実習）

へるす出版 2,700

862 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 4年次 後期　 木２ 樽井　康彦 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編　
精神保健福祉士養成セミナー８　第６版
（精神保健福祉援助実習指導・現場実習）

へるす出版 2,700

863 精神保健福祉論Ⅲ 2年以降 後期　 木５ 西川　健一 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編　

精神保健福祉士養成セミナー６　第６版
（精神保健福祉の制度・サービスと
生活支援システム）

へるす出版 3,300

864 精神保健福祉論Ⅱ 2年以降 前期　 水５ 吉池　毅志 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編　
精神保健福祉士養成セミナー４　第６版
（精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ）

へるす出版 3,100

ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ 2年以降 前期　 金４・金５ 栗田　修司

今年度は、教科書を指定しません。
なお、英語の単語を調べられる環境
（中辞典持参やネット活用など）
を整えて受講してください。

865 ソーシャルワークの基盤と専門職 2年以降 後期　 金２・金５ 山田　容 社会福祉士養成講座編集委員会　
新・社会福祉士養成講座　６　第３版
（相談援助の基盤と専門職）

中央法規出版 2,600

865 ソーシャルワークの基盤と専門職 1年以降 後期　 金２・金５ 山田　容 社会福祉士養成講座編集委員会　
新・社会福祉士養成講座　６　第３版
（相談援助の基盤と専門職）

中央法規出版 2,600

スクールソーシャルワーク 2年以降 後期　 木２ 栗田　修司

教科書は現段階で指定しませんが、
後期開始までに適切なテキストが
販売されるなどした場合には、
授業開始前あるいは開始時にて
紹介することもあります。

スクールソーシャルワーク 4年次 後期　 木２ 栗田　修司

教科書は現段階で指定しませんが、
後期開始までに適切なテキストが
販売されるなどした場合には、
授業開始前あるいは開始時にて
紹介することもあります。

867 支援コミュニケーション論 2年以降 前期　 火２ 山田　容 岡野雅雄
わかりやすいコミュニケーション学　改訂版
【参考文献】

三和書籍 2,400

867 支援コミュニケーション論 2年以降 前期　 火２ 山田　容 山辺朗子　他　
社会福祉支援のコミュニケーション
【参考文献】

あいり出版 1,700

868 人間の心理と発達 2年以降 前期　 木２ 金子　龍太郎 金子龍太郎　
抱っこで育つ「三つ子の魂」
（幸せな人生の始まりは、ほど良い育児から）

明石書店 1,800

803 環境社会学 2年以降 後期　 木３ 脇田　健一 鳥越皓之　他
よくわかる環境社会学　第２版
やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ

ミネルヴァ書房 2,800

869 重複障害教育総論 3年以降 後期　 木３ 原田　文孝 越野和之、三木裕和　 障害のある子どもの教育目標・教育評価 クリエイツかもがわ 2,000

病弱者教育指導論 3年以降 前期　 月１ 白石　正久 授業開始時に指示します。

872 肢体不自由者のこころとからだ 2年以降 前期　 月３ 坂野　幸江 猪狩恵美子　他　 【前半】テキスト　肢体不自由教育 全国障害者問題研究会出版部 　 2,200

873 肢体不自由者のこころとからだ 2年以降 前期　 月３ 坂野　幸江 清水貞夫、藤本文朗
【前半】キーワードブック障害児教育
改訂増補版
（参考文献）絶版

クリエイツかもがわ 2,800
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874 肢体不自由者のこころとからだ 2年以降 前期　 月３ 金子　龍太郎 野辺明子　他　
障害をもつ子が育つということ（参考文献）
【一部をコピーして全員に配布する。
その他、その都度資料を配る】

中央法規出版 1,800

875 肢体不自由者のこころとからだ 2年以降 前期　 月３ 金子　龍太郎 毛利子来　他　
障害をもつ子のいる暮らし（参考文献）
【一部をコピーして全員に配布する。
その他、その都度資料を配る】

筑摩書房 2,500

876 肢体不自由者のこころとからだ 2年以降 前期　 月３
金子　龍太郎
坂野　幸江

大阪障害者センター　 本人主体の「個別支援計画」ワークブック（参考文献） かもがわ出版 2,200

知的障害者教育指導論 2年以降 前期　 火２ 宮本　郷子 授業開始時に提示します。

878 知的障害者のこころとからだⅠ 2年以降 後期　 金３ 黒田　吉孝 黒田吉孝　他 発達障害児の病理と心理　改訂版 培風館 2,200

878 知的障害者のこころとからだⅡ 2年以降 後期　 金４ 黒田　吉孝 黒田吉孝　他 発達障害児の病理と心理　改訂版 培風館 2,200

879 福祉行財政と福祉計画 3年以降 前期　 金２ 大竹　晴佳 畑本裕介　
社会福祉行政　　行財政と福祉計画
【テキストを必携とし、
最新の情勢については資料を配布する。】

法律文化社 2,800

全学科共通

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

880 矯正・保護入門 1年以降 後期　 月５ 浜井　浩一 犯罪白書　令和元年版 昭和情報プロセス（官報） 3,341

881 経済原論 2年以降 通年　 水５ 大塚　晴之 大塚晴之　 実践経済学 同文舘出版 2,600

882 心理学概論 2年以降 通年　 月２ 破田野　智美 佐藤達哉、北岡明佳、土田宣明　 心理学スタンダード　　学問する楽しさを知る ミネルヴァ書房 2,800

哲学概論 2年以降 通年　 木１ 柿本　佳美 読むべき文献については授業中に適宜挙げる。

884 日本史概説 2年以降 通年　 月２ 松中　博 五味文彦、鳥海靖　 新　もういちど読む　山川日本史 山川出版社 1,600

885 人文地理学 2年以降 通年　 水１ 秋山　道雄 伊藤喜栄、藤塚吉浩　 図説　21世紀日本の地域問題 古今書院 2,500

886 政治学概論 2年以降 通年　 土１ 古賀　敬太

テキストは前期は使用せず、
後期は古賀敬太著
『世界の民主化の流れを読む』を使用
9月頃出版予定。
テキストは必ず購入すること。

887 真宗学概論 2年以降 通年　 木５ 長岡　岳澄

講義時には
『浄土真宗聖典（註釈版）第2版
（本願寺出版社）』
を手元に置いておくことが望ましい

本願寺出版社 5,200

888 仏教学概論 2年以降 通年　 水３ 上野　隆平 水野弘元　 仏教要語の基礎知識　新版 春秋社 2,000

889 真宗史 2年以降 通年　 火５ 下間　一頼 二葉憲香　他　 新編歴史のなかの親鸞 永田文昌堂　 2,800

教科書NO 科目名 年次 開講期 曜講時 クラス 担当者名 著者 教科書名 出版社 本体価格

900 社会科教育研究Ａ 2年以降 後期　 水４ 髙田　満彦 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　社会編　平成２９年７月
（平成２９年告示）

東洋館出版社 189

900 社会科教育研究Ｂ 4年次 前期　 水５ 髙田　満彦 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　社会編　平成２９年７月
（平成２９年告示）

東洋館出版社 189

901（新） 社会科・公民科教育法Ⅰ 3年以降 前期　 木５ 髙田　満彦 文部科学省　
高等学校学習指導要領解説　公民編　平成３０年７月
（平成３０年告示）【新版】

東京書籍 1,000

902（旧） 社会科・公民科教育法Ⅰ 3年以降 前期　 木５ 髙田　満彦 文部科学省　
高等学校学習指導要領解説　公民編　平成２２年
【旧版】

教育出版 320

900 社会科・公民科教育法Ⅰ 3年以降 前期　 木５ 髙田　満彦 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　社会編　平成２９年７月
（平成２９年告示）

東洋館出版社 189

901（新） 社会科・公民科教育法Ⅱ 3年以降 後期　 木５ 髙田　満彦 文部科学省　
高等学校学習指導要領解説　公民編　平成３０年７月
（平成３０年告示）【新版】

東京書籍 1,000

諸課程科目
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902（旧） 社会科・公民科教育法Ⅱ 3年以降 後期　 木５ 髙田　満彦 文部科学省　
高等学校学習指導要領解説　公民編　平成２２年
【旧版】

教育出版 320

900 社会科・公民科教育法Ⅱ 3年以降 後期　 木５ 髙田　満彦 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　社会編　平成２９年７月
（平成２９年告示）

東洋館出版社 189

903 社会科・地理歴史科教育法Ⅰ 3年以降 前期　 月５ 中本　和彦 文部科学省　

高等学校学習指導要領解説　地理歴史編
平成３０年７月　（平成３０年告示）【新版】
【高校時代に使用していた地図帳、
教科書等を持参するとよい。】

東洋館出版社 760

900 社会科・地理歴史科教育法Ⅰ 3年以降 前期　 月５ 中本　和彦 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　社会編　平成２９年７月
（平成２９年告示）

東洋館出版社 189

903 社会科・地理歴史科教育法Ⅱ 3年以降 後期　 火５ 中本　和彦 文部科学省　

高等学校学習指導要領解説　地理歴史編
平成３０年７月　（平成３０年告示）【新版】
【高校時代に使用していた地図帳、
教科書等を持参するとよい。】

東洋館出版社 760

900 社会科・地理歴史科教育法Ⅱ 3年以降 後期　 火５ 中本　和彦 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　社会編　平成２９年７月
（平成２９年告示）

東洋館出版社 189

905 教職論 2年以降 前期　 土２ 髙田　満彦 西川信廣、山本智也　 現代社会と教育の構造変容 ナカニシヤ出版 2,300

906 道徳教育指導法 3年以降 後期　 土１ 髙田　満彦 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　特別の教科道徳編
平成２９年７月

教育出版 156

907 生徒指導論 2年以降 後期　 金１ 多賀　優 文部科学省　 生徒指導提要 教育図書 337

908 生徒指導論 2年以降 後期　 金１ 多賀　優 文部科学省　 中学校キャリア教育の手引き 教育出版 780

907 生徒・進路指導論 2年以降 後期　 金１ 多賀　優 文部科学省　 生徒指導提要 教育図書 337

908 生徒・進路指導論 2年以降 後期　 金１ 多賀　優 文部科学省　 中学校キャリア教育の手引き 教育出版 780

909 生徒指導論（栄養教諭） 2年以降 後期　 金１ 上藤　伊知郎 文部科学省　

生徒指導提要【参考文献】
【教職採用試験を受けるまでには
購入しておくことが望ましい。
テキストプリントと毎回の資料を
講義時に配布する。】

教育図書 337

特別活動論 3年以降 前期　 金１ 滋野　哲秀 講義において指示します。

915 情報科教育法Ⅰ 3年以降 前期　 水１ 松原　伸一 松原伸一　
人間性に回帰する情報メディア教育の新展開
【3月20日頃出版予定】

開隆堂出版 1,800

915 情報科教育法Ⅱ 3年以降 後期　 水１ 松原　伸一 松原伸一　
人間性に回帰する情報メディア教育の新展開
【3月20日頃出版予定】

開隆堂出版 1,800

916 理科教育法Ⅰ 3年以降 前期　 水２ 多賀　優 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　理科編　平成２９年７月
（平成２９年告示）

学校図書 108

917 理科教育法Ⅰ 3年以降 前期　 水２ 多賀　優 文部科学省　
高等学校学習指導要領解説　理科編　理数編
平成３０年７月
（平成３０年告示）

実教出版 529

916 理科教育法Ⅰ 3年以降 前期　 月５ 多賀　優 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　理科編　平成２９年７月
（平成２９年告示）

学校図書 108

917 理科教育法Ⅰ 3年以降 前期　 月５ 多賀　優 文部科学省　
高等学校学習指導要領解説　理科編　理数編
平成３０年７月
（平成３０年告示）

実教出版 529

916 理科教育法Ⅱ 3年以降 後期　 水２ 多賀　優 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　理科編　平成２９年７月
（平成２９年告示）

学校図書 108

917 理科教育法Ⅱ 3年以降 後期　 水２ 多賀　優 文部科学省　
高等学校学習指導要領解説　理科編　理数編
平成３０年７月
（平成３０年告示）

実教出版 529

916 理科教育法Ⅱ 3年以降 後期　 金２ 多賀　優 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　理科編　平成２９年７月
（平成２９年告示）

学校図書 108

917 理科教育法Ⅱ 3年以降 後期　 金２ 多賀　優 文部科学省　
高等学校学習指導要領解説　理科編　理数編
平成３０年７月
（平成３０年告示）

実教出版 529
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916 理科教育研究Ａ 2年以降 前期　 水２ 荒川　忠彦 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　理科編　平成２９年７月
（平成２９年告示）【参考文献】

学校図書 108

917 理科教育研究Ａ 2年以降 前期　 水２ 荒川　忠彦 文部科学省　
高等学校学習指導要領解説　理科編　理数編
平成３０年７月
（平成３０年告示）【参考文献】

実教出版 529

918 理科教育研究Ａ 2年以降 前期　 水２ 荒川　忠彦 数研出版編集部　

フォトサイエンス地学図録　改訂版【参考文献】
【他の地学関係の講座で用いている
テキストや高校時代の教科書でもよい。
ない人は、「フォトサイエンス地学図録」があるとよい。】

数研出版 840

916 理科教育法Ａ 2年以降 前期　 水２ 荒川　忠彦 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　理科編　平成２９年７月
（平成２９年告示）【参考文献】

学校図書 108

917 理科教育法Ａ 2年以降 前期　 水２ 荒川　忠彦 文部科学省　
高等学校学習指導要領解説　理科編　理数編
平成３０年７月
（平成３０年告示）【参考文献】

実教出版 529

918 理科教育法Ａ 2年以降 前期　 水２ 荒川　忠彦 数研出版編集部　

フォトサイエンス地学図録　改訂版【参考文献】
【他の地学関係の講座で用いている
テキストや高校時代の教科書でもよい。
ない人は、「フォトサイエンス地学図録」があるとよい。】

数研出版 840

916 理科教育研究Ａ 2年以降 前期　 木３ 荒川　忠彦 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　理科編　平成２９年７月
（平成２９年告示）【参考文献】

学校図書 108

917 理科教育研究Ａ 2年以降 前期　 木３ 荒川　忠彦 文部科学省　
高等学校学習指導要領解説　理科編　理数編
平成３０年７月
（平成３０年告示）【参考文献】

実教出版 529

918 理科教育研究Ａ 2年以降 前期　 木３ 荒川　忠彦 数研出版編集部　

フォトサイエンス地学図録　改訂版【参考文献】
【他の地学関係の講座で用いている
テキストや高校時代の教科書でもよい。
ない人は、「フォトサイエンス地学図録」があるとよい。】

数研出版 840

916 理科教育法Ａ 2年以降 前期　 木３ 荒川　忠彦 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　理科編　平成２９年７月
（平成２９年告示）【参考文献】

学校図書 108

917 理科教育法Ａ 2年以降 前期　 木３ 荒川　忠彦 文部科学省　
高等学校学習指導要領解説　理科編　理数編
平成３０年７月
（平成３０年告示）【参考文献】

実教出版 529

918 理科教育法Ａ 2年以降 前期　 木３ 荒川　忠彦 数研出版編集部　

フォトサイエンス地学図録　改訂版【参考文献】
【他の地学関係の講座で用いている
テキストや高校時代の教科書でもよい。
ない人は、「フォトサイエンス地学図録」があるとよい。】

数研出版 840

916 理科教育研究Ｂ 2年以降 後期　 金２ 大黒　孝文 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　理科編　平成２９年７月
（平成２９年告示）【参考文献】

学校図書 108

917 理科教育研究Ｂ 2年以降 後期　 金２ 大黒　孝文 文部科学省　
高等学校学習指導要領解説　理科編　理数編
平成３０年７月
（平成３０年告示）【参考文献】

実教出版 529

916 理科教育法Ｂ 2年以降 後期　 金２ 大黒　孝文 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　理科編　平成２９年７月
（平成２９年告示）【参考文献】

学校図書 108

917 理科教育法Ｂ 2年以降 後期　 金２ 大黒　孝文 文部科学省　
高等学校学習指導要領解説　理科編　理数編
平成３０年７月
（平成３０年告示）【参考文献】

実教出版 529

916 理科教育研究Ｂ 2年以降 後期　 木１ 荒川　忠彦 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　理科編　平成２９年７月
（平成２９年告示）【参考文献】

学校図書 108

917 理科教育研究Ｂ 2年以降 後期　 木１ 荒川　忠彦 文部科学省　
高等学校学習指導要領解説　理科編　理数編
平成３０年７月
（平成３０年告示）【参考文献】

実教出版 529

919 理科教育研究Ｂ 2年以降 後期　 木１ 荒川　忠彦 塚田 捷　他　 未来へひろがるサイエンス１・マイノート【参考文献】 啓林館 733非課税

920 理科教育研究Ｂ 2年以降 後期　 木１ 荒川　忠彦 塚田 捷　他　 未来へひろがるサイエンス２・マイノート【参考文献】 啓林館 733非課税

921 理科教育研究Ｂ 2年以降 後期　 木１ 荒川　忠彦 塚田 捷　他　 未来へひろがるサイエンス３・マイノート【参考文献】 啓林館 733非課税
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916 理科教育法Ｂ 2年以降 後期　 木１ 荒川　忠彦 文部科学省　
中学校学習指導要領解説　理科編　平成２９年７月
（平成２９年告示）【参考文献】

学校図書 108

917 理科教育法Ｂ 2年以降 後期　 木１ 荒川　忠彦 文部科学省　
高等学校学習指導要領解説　理科編　理数編
平成３０年７月
（平成３０年告示）【参考文献】

実教出版 529

919 理科教育法Ｂ 2年以降 後期　 木１ 荒川　忠彦 塚田 捷　他　 未来へひろがるサイエンス１・マイノート【参考文献】 啓林館 733非課税

920 理科教育法Ｂ 2年以降 後期　 木１ 荒川　忠彦 塚田 捷　他　 未来へひろがるサイエンス２・マイノート【参考文献】 啓林館 733非課税

921 理科教育法Ｂ 2年以降 後期　 木１ 荒川　忠彦 塚田 捷　他　 未来へひろがるサイエンス３・マイノート【参考文献】 啓林館 733非課税

922 工業科教育法Ⅰ 3年以降 前期　 金２ 山田　哲也 中村豊久，島田和典　他　 工業科教育法の研究　改訂版 実教出版 2,850

925 工業科教育法Ⅰ 3年以降 前期　 金２ 山田　哲也 文部科学省
高等学校学習指導要領解説　工業編　平成３０年７月
（平成３０年告示）【参考文献】

実教出版 1,339

922 工業科教育法Ⅱ 3年以降 後期　 金２ 山田　哲也 中村豊久，島田和典　他　 工業科教育法の研究　改訂版 実教出版 2,850

925 工業科教育法Ⅱ 3年以降 後期　 金２ 山田　哲也 文部科学省
高等学校学習指導要領解説　工業編　平成３０年７月
（平成３０年告示）【参考文献】

実教出版 1,339

923 職業指導 3年以降 通年　 土１ 山田　哲也 吉田武男、藤田晃之　 キャリア教育 ミネルヴァ書房 2,200

922 職業指導 3年以降 通年　 土１ 山田　哲也 中村豊久，島田和典　他　 工業科教育法の研究　改訂版【参考文献】 実教出版 2,850

924 特別支援教育概論 2年以降 前期　 水４ 宮本　郷子 玉村公二彦　他 キーワードブック特別支援教育　新版 クリエイツかもがわ 2,800

926 農業科教育法Ⅰ 3年以降 サ集　 集中 土屋　英男 文部科学省
高等学校学習指導要領解説　農業編　平成３０年７月
（平成３０年告示）

海文堂出版 1,700

926 農業科教育法Ⅱ 3年以降 後期　 集中 土屋　英男 文部科学省
高等学校学習指導要領解説　農業編　平成３０年７月
（平成３０年告示）

海文堂出版 1,700

927 農業科教育法Ⅱ 3年以降 後期　 集中 土屋　英男 塩谷哲夫　他14名　 農業と環境　新訂版 実教出版　 1240非課税

福祉科教育法Ⅰ 3年以降 サ集　 集中 出沢　秀子 初回時に提示する。

福祉科教育法Ⅱ 3年以降 サ集　 集中 出沢　秀子 授業初回に提示する

929 真宗学概論 2年以降 通年　 木５ 長岡　岳澄
講義時には
『浄土真宗聖典（註釈版）第2版（本願寺出版社）』
を手元に置いておくことが望ましい

本願寺出版社 5,200

930 仏教学概論 2年以降 通年　 水３ 上野　隆平 水野弘元　 仏教要語の基礎知識　新版 春秋社 2,000

教化法 1年以降 通年　 水５
小池　秀章
宮部　雅文
和氣　秀剛

テキストについては、講義時に各担当教員から指示する。

932 勤式 1年以降 通年　 土４

桃園　裕成
寺本　聖史
土岐　好道
満田　宣也

勤式指導所　 浄土真宗本願寺派　勤式集 本願寺出版社 5,000

933 勤式 1年以降 通年　 土４

桃園　裕成
寺本　聖史
土岐　好道
満田　宣也

勤式指導所　 浄土真宗本願寺派　法式規範　増補版（青色表紙） 本願寺出版社 3,400

934 勤式 1年以降 通年　 土４

桃園　裕成
寺本　聖史
土岐　好道
満田　宣也

勤式指導所　 浄土真宗本願寺派　葬儀規範 本願寺出版社 800

935 勤式 1年以降 通年　 土４

桃園　裕成
寺本　聖史
土岐　好道
満田　宣也

勤式指導所　 浄土真宗本願寺派　葬儀勤行集 本願寺出版社 1,000

936 真宗史 1年以降 通年　 火５ 下間　一頼 二葉憲香　他　 新編歴史のなかの親鸞 永田文昌堂　 2,800

44 ページ


