
北海道教育大生協　釧路校 ２０２０年度 後期教科書　購入申込書

店頭でのご購入にご協力いただけますようお願い申し上げます。
店頭で購入時にも可能であれば本紙に必要書類に☑を入れ、お持ちいただけると迅速にお渡しできます。(個人情報不要)
生協の営業時間は、ホームページにてご確認願います。

生協へどうしても購入に行けない場合、発送業務を行います。メールにてご依頼下さい。
ご依頼確認後、メールまたは電話にてお振込金額をご連絡します。 生協営業時間QR
振込確認後、発送します。(送料は、ご依頼主が着払い負担となります。)

【振込口座情報】　　銀行名：ゆうちょ銀行　金融機関コード：９９００　　　　　店番：２７９　　　預金種目：当座
　　　　　　　　　　　　 店名：二七九店（ニナナキユウ店）　口座番号：００４４９１２

　＜注意＞1、この一覧は、２０２０年９月２８日現在までに教員の方々から連絡を受けた指定教科書が掲載されています。
2、返品できない為、時間割にて講義名・教官名・開講曜日を確認して購入してください。
3、掲載されていない講義の教材などは、シラバスを見た上で担当教員の方にお問い合わせてください。
4、教科書の使用に関するご質問は生協ではお答えできませんので予めご承知おきください。
5、下記掲載内容の時間割などは変更されている可能性がございますので購入前にご確認下さい。

↓必要な教科書に〇を付けて店頭で生協職員へ。生協職員が用意します。

必要 学年 曜日・時限日 講議名 担当教官 教科書名 出版名 税込価格

１ 月５ 幾何学１ 若狭先生 線形台数うと幾何 森北出版 2,420

１ 火５ 解析学１ 林 義実 微分 共立出版 1,760

１ 水１ 日本国憲法AC 辻 信幸 いちばんやさしい憲法入門　第６版 有斐閣 1,760

１ 水２ 日本国憲法BD 辻 信幸 いちばんやさしい憲法入門　第６版 有斐閣 1,760

１ 水３ 初等理科 中山 雅茂 小学校学習指導要領　理科 東洋館 122

１ 水３ 初等理科 中山 雅茂 小学校教科書　理科　３年生 教出 657

１ 水３ 初等理科 中山 雅茂 小学校教科書　理科　４年生 教出 907

１ 水３ 初等理科 中山 雅茂 小学校教科書　理科　５年生 教出 1,004

１ 水３ 初等理科 中山 雅茂 小学校教科書　理科　６年生 教出 1,004

１ 木１ 初等家庭BD 鎌田 浩子 小学校教科書　家庭科 開隆堂 288

１ 木１ 初等家庭BD 鎌田 浩子 小学校学習指導要領解説　家庭編 東洋館 104

１ 不定期 社会科学入門 浅井 継悟 正しく理解する教養としての心理学 福村出版 2,420

１－４ 後期集中予定 哲学特講 南 翔一朗 「いき」の構造 講談社 880

１－４ 未定 Bussiness Writing デボン先生 Academic Writing Startgies : Focus on Global Issues for～ 金星堂 2,200

2 月３ 教育の制度・経営と社会 玉井 康之 学級経営の基盤を創る５つの観点と１５の方策 学事出版 2,420

２ 火２ 教育の制度・経営と社会 楜澤 実 学級経営の基盤を創る５つの観点と１５の方策 学事出版 2,420

２ 火２ / 木２ 小学校国語科教育法BC 菊野 雅之 小学校学習指導要領　国語編 東洋館 178

２ 火４ 中等理科教育法Ⅱ、中学校理科教育法Ⅱ 中山 雅茂 中学校教科書　理科　２年生 教出 744

２ 火５ 数学購読２ 黒川 友紀 級数 共立 1,870

２ 水１ 学級経営論 楜澤 実 学級経営の基盤を創る５つの観点と１５の方策 学事出版 2,420

２ 木２ 初等算数科教育法D 早勢 裕明 小学校学習指導要領　算数編 日本文教出版 246

２ 不定期 教育心理学演習２ 浅井 継悟 自尊心からの解放‐幸福をかなえる 誠信書房 1,980

２ 不定期 教育心理実験２ 浅井 継悟 心理統計の使い方を学ぶ‐質問紙調査による実践を通して‐ 大正大学出版 1,870

２、３ 火１ ストレスマネジメント 安川 禎亮 イラスト版 １３歳からのメンタルケア 合同出版 1,870

２－４ 火４ 生理学・運動生理学 神林 勲 入門運動生理学 第４版 杏林書院 2,530

２－４ 重複障害児教育論 戸田 竜也 障害の重い子どもの発達と生活 全障研出版社 1,870

３ 月４ 高等学校国語科教育法Ⅰ 菊野 雅之 高等教育学習指導要領　国語編 東洋館 319

３ 火１ 教育課程と教育方法 星 裕 小学校学習指導要領　総則編 東洋館 170

３ 火２ 道徳の指導法 南 翔一朗 中学校指導要領　特別の教科道徳編 教育出版 171

３ 水１ 道徳の指導法 星 裕 小学校学習指導要領　道徳編 廣済堂 148

３－４ 知的障害児教育課程 戸田 竜也 特別支援学校幼稚部教育要領　小学部・中学部学習指導要領 海文堂出版 484

３－４ 知的障害児教育課程 戸田 竜也 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説　総則編（幼稚部・小学部・中学部） 開隆堂出版 377

３－４ 知的障害児教育課程 戸田 竜也 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説　自立活動編（幼稚部・小学部・中学部） 開隆堂出版 175

３－４ 知的障害児教育課程 戸田 竜也 特別支援学校学習指導要領解説　各教科等編（小学部・中学部） 開隆堂出版 551

水１ 特別活動の指導法(中・副) 宮前 耕史 持続可能な地域づくりと学校 ぎょうせい 2,090

水２ 外国語(英語) ４A・ⅣA 椙本 顕士 一度は読んでおきたい名文から学ぶ総合英語 DTP出版 1,870

水２ 外国語(フランス語)Ⅰ 高橋 忠一 アミカルマン 駿河台出版社 2,530

水３ 外国語コミュニケーション(フランス語)Ⅰ 高橋 忠一 アミカルマン 駿河台出版社 2,530

月５ 英語音声学 椙本 顕士 英語音声学入門 研究社 2,530

火２ 特別活動の指導法(中・主) 宮前 耕史 持続可能な地域づくりと学校 ぎょうせい 2,090

火５ 民俗学特講 宮前 耕史 家郷の訓 岩波文庫 924

異文化理解Ⅱ 阿部 孝士 When Harry Met Sally… (恋人たちの予感) 松柏社 2,035

初等音楽科教育法BD 小野 亮祐 最新初等科音楽教育法 音楽之友社 2,200

初等音楽ABCD 小野 亮祐 最新初等科音楽教育法 音楽之友社 2,200

高等学校音楽科教育法Ⅰ 小野 亮祐 中学校・高等学校教員養成課程　音楽科教育法 教育芸術社 2,750

竹内 康浩 物語　中国の歴史 中公新書 880

竹内 康浩 世説新語 大修館書店 770

竹内 康浩 科挙 中公新書 748

竹内 康浩 宦官 中公新書 924

合計金額

発送希望者記入欄

郵便番号 配送先住所　(建物名がある場合、必ず記入して下さい）

メール送付先 ucoopkus@hokkaido.seikyou.ne.jp

■最後に、教科書は返品できませんので、必ず講義や教科書名を確認して購入してください。

学年 氏名 電話番号


