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教科書No 曜日 時限 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格 備考

100 月 1 英語ベーシックlBa 金原いれいね 教科書 世界を読み解く１５の扉　 1,980

101 木 1 英語ベーシックlCb 金原いれいね 教科書 世界を読み解く１５の扉　 1,980

102 月 1 英語ベーシックlAa 藤田祐 教科書 もっと知りたい！社会のいま　２　 2,090

103 月 1 英語ベーシックlCa 松浦愛子 教科書 マーフィーのケンブリッジ英文法 中級編 第4版　　　　　　　　　　　　　　　 3,080

104 木 1 英語ベーシックlFb 松浦愛子 教科書 マーフィーのケンブリッジ英文法 中級編 第４版　　　　　　　　　　　　　　　　 3,080

105 月 1 英語ベーシックlEa 栗山久策 教科書 New Perspectives 知の進化論　 2,090

106 木 1 英語ベーシックlDb 藤田祐 教科書 Ｉｎｓｉｇｈｔｓ　２０２１　 2,090

107 月 1 英語ベーシックlFa 吉田茂 教科書 グローバル・ビュー　 1,980

108 木 1 英語ベーシックlAb 阿部孝士 教科書 The Importance of Being Earnest 2,200

109 木 1 英語ベーシックlEb 細田雅也 教科書 Reading in Action Basic 1,980

110 月|木 1|1 露語l 永山ゆかり 教科書 ゼロからスタートロシア語文法編 1,540

111 月|木 1|1 露語l 永山ゆかり 必須 ロシア語習字ノート 660

112 月|木 1|1 露語l 永山ゆかり 任意 パスポート初級露和辞典 3,190

113 月|木 1|1 露語l 永山ゆかり 任意 博友社ロシア語辞典 6,407

115 月|木 1|1 ドイツ語I 高野敏行 教科書 プロムナードやさしいドイツ語文法　改訂版 2,640

116 月|木 1|1 ドイツ語I 高野敏行 辞書 クラウン独和辞典　第５版 4,620

118 月|木 1|1 仏語l 高橋忠一 教科書 アミカルマン〈プリュス〉　 2,530

119 月|木 1|1 仏語l 高橋忠一 辞書 ディコ仏和辞典　新装版 4,070

120 月|木 1|1 中国語l 岩本真利絵 教科書 大学生のための初級中国語２４回　改訂版 2,640

124 月|木 1|1 韓国語l 張愛心 教科書 これで話せる韓国語　ＳＴＥＰ　１　 2,530

130 月 3 日本史 中山大将 教科書 日本の歴史　００ 1,298

136 火 1 経済理論入門 秋山修一 参考書 ミクロ経済学をつかむ　 2,420

137 火 1 経済理論入門 秋山修一 参考書 入門マクロ経済学　第４版 3,278

138 水 1 マネジメント入門 加藤一郎 教科書 経営学への招待　第３版 2,860

140 水 2 基礎演習（曽我先生） 曽我寛人 教科書 知へのステップ 1,980

141 水 2 基礎演習（中山先生） 中山大将 教科書 方法序説 572

142 水 3 基礎演習（金子先生） 金子康朗 教科書 人間らしさの起源 2,200

143 水 3 基礎演習（松野先生） 松野奈都子 教科書 知へのステップ 1,980

144-1 水 3 基礎演習（東先生） 東裕三 教科書 ミクロ経済学をつかむ 2,420

144-2 水 3 基礎演習（東先生） 東裕三 教科書 知へのステップ 1,980

145 水 3 基礎演習（松浦先生） 松浦愛子 教科書 １８歳からの「大人の学び」基礎講座　 1,540

146 水 3 基礎演習（白川先生） 白川欽哉 教科書 財政から読みとく日本社会 968

147-1 水 3 基礎演習（島先生） 島信夫 教科書 リベラルとは何か　 902

147-2 水 3 基礎演習（島先生） 島信夫 教科書 われらの子ども　 4,070

147-3 水 3 基礎演習（島先生） 島信夫 教科書 ロールズ政治哲学史講義　１　 2,068

147-4 水 3 基礎演習（島先生） 島信夫 教科書 ロールズ政治哲学史講義　２　 2,002

148 水 3 基礎演習（田中先生） 田中達也 教科書 北海道のトリセツ　 1,540

149-1 水 3 基礎演習（神野先生） 神野照敏 教科書 地域をまわって考えたこと　 1,760

149-2 水 3 基礎演習（神野先生） 神野照敏 教科書 地域衰退　 880

149-3 水 3 基礎演習（神野先生） 神野照敏 教科書 国境のない生き方　 814

149-4 水 3 基礎演習（神野先生） 神野照敏 教科書 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　 1,485

150 水 3 基礎演習（申先生） 申賢洙 教科書 ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方　 1,210

155 木 5 企業システム入門 小路行彦 教科書 会社はこれからどうなるのか　 1,045

160 金 3 経済史入門 白川欽哉 教科書 一般経済史　 2,750

161 金 3 経済史入門 白川欽哉 参考書 有斐閣経済辞典　第５版（15％off対象) 3,927


