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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



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

201 月 2 英語リーディングAb 栗山久策 教科書 Eat the World Alive 世界の今に切り込む　 1,980

202 月 2 英語リーディングAa 吉田茂 教科書 時事英語の総合演習　２０２１年度版　 1,870

204 木 2 英語リーディングBa 阿部孝士 教科書 GOOD WILL HUNTING 2,090

205 木 2 英語リーディングBc 鈴木 健太郎 教科書 循環型で学ぶ英語リーディング演習　 2,090

206 木 2 英語リーディングBb 椙本顕士 教科書 総合英語　改訂新版 1,870

207 月|木 2|2 英語ライティングa 金原いれいね 教科書 Writing Skills  for Readers 2,420

208 月|木 2|2 時事英語a 藤田祐 教科書 知の探索　 2,090

210 月|木 2|2 中国語lll 岩本真利絵 教科書 大学生のための中級中国語２０回　 2,640

212 月|木 1|1 露語llla 永山ゆかり 教科書 新・ロシア語レッスン初級　 2,860

213 月|木 1|1 露語llla 永山ゆかり 選択 博友社ロシア語辞典 6,407

214 月|木 1|1 露語llla 永山ゆかり 選択 パスポート初級露和辞典 3,190

216 月 3 経済学説史 神野照敏 教科書 スミス・マルクス・ケインズ　 3,960

217 月 3 経済学説史 神野照敏 教科書 入門経済思想史世俗の思想家たち　 1,650

218 月 3 西洋経済史A 白川欽哉 教科書 西洋経済史　新版 1,980

221 月 4 北海道の歴史 中山大将 教科書 北海道の歴史がわかる本 1,760

222 月 4 北海道の歴史 中山大将 教科書 先住民アイヌはどんな歴史を歩んできたか 1,100

228 火 2 簿記論ll 濱田弘樹 教科書 簿記入門 3,960

229 火 2 簿記論ll 濱田弘樹 教科書 商業簿記練習帳　I.II 611

230 火 3 日本経済史Ａ 宮下弘美 教科書 概説日本経済史 2,750

231 火 3 選択演習Aa 東裕三 教科書 入門財政学 3,080

232 水 1 計量経済学 秋山修一 参考書 計量経済学 3,630

233 水 1 計量経済学 秋山修一 参考書 経済統計 2,860

234 水 1 計量経済学 秋山修一 参考書 計量経済学の第一歩 2,200

235 水 1 財務会計論l 島信夫 教科書 財務会計講義　第22版 4,180

236 水 2 マクロ経済分析 宮下徹 教科書 入門マクロ経済学　第４版 3,278

237 水 3 労働経済論 大澤理沙 教科書 労働経済学　 3,520
252 水 4_5 社会科・教科教育法l 宮本裕士 教科書 中学校学習指導要領解説　社会編　平成29年7月　 207
253 木 4 介護等体験 金子康朗 教科書 新フィリア　 1,540
254 木 4 介護等体験 金子康朗 教科書 教師をめざす人の介護等体験ハンドブック　５訂版 1,320

255 木 4 介護等体験 金子康朗 教科書 ルールとマナー 1,320

256 木 4 介護等体験 金子康朗 教科書 よくわかる社会福祉施設　第５版 660

257 木 4 選択演習Ａｅ 神野照敏 教科書 雇用，利子および貨幣の一般理論　上　 1,177

258 木 4 選択演習Ａｅ 神野照敏 教科書 ＭＭＴ現代貨幣理論入門　 3,740

259 木|金 3|3 民法A 岩澤哲 教科書 民法（全）　第２版 5,060

260 木|金 3|3 民法A 岩澤哲 教科書 ポケット六法　令和３年版　 2,090

262 金 1 教師論 田中達也 教科書 教職概論　第５次改訂版 2,640

263 金 2 生徒指導論 宮下祐司 教科書 生徒指導提要 370

264 金 2 企業史 宮下弘美 教科書 １からの経営史　 2,640

265 金 4 経済数学 水田浩之 教科書 公務員試験最初でつまずかない経済学　ミクロ編　 1,980



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

300 月 1 地方財政論 東裕三 教科書 新しい地方財政論 2,530

301 月 2 社会保障論 大澤理沙 教科書 はじめての社会保障 -- 福祉を学ぶ人へ 第18版 1,980

302 月 3 管理会計論 濱田弘樹 教科書 管理会計　第２版 3,520

303 月 3 労働法 菅野　淑子 教科書 ベーシック労働法　第８版 2,090

304 月 4 経済成長論 宮下徹 教科書 入門マクロ経済学　第４版 3,278

305 火|木 1|3 行政法 辻信幸 教科書 はじめての行政法　第４版 1,980

306 火|木 1|3 行政法 辻信幸 参考書 行政判例百選　１　第７版 2,530

307 火|木 1|3 行政法 辻信幸 参考書 行政判例百選　２　第７版 2,530

308 月|火 4|1 行政法 辻信幸 参考書 ポケット六法　令和３年版　 2,090

317 水 3 経済発展論 三輪加奈 教科書 開発経済を学ぶ 2,970

319 木 2 国際経済学 水田浩之 教科書 どうなる世界経済　 836

320 火 4 専門演習l（神野先生） 神野照敏 課題図書 スモール・イズ・ビューティフル　 1,518

321 火 4 専門演習l（神野先生） 神野照敏 課題図書 スティグリッツＰＲＯＧＲＥＳＳＩＶＥ　ＣＡＰＩＴＡＬＩＳＭ　 2,640

322 火 4 専門演習l（神野先生） 神野照敏 課題図書 社会的共通資本　 924

323 火 4 専門演習l（東先生） 東裕三 教科書 地方財政論入門 3,080

324 火 4 専門演習l（東先生） 東裕三 教科書 まちづくり構造改革 1,980

325 火 4 専門演習l（東先生） 東裕三 教科書 地方消滅 902

326 火 4 専門演習l（北島先生） 北島義和 教科書 質的社会調査の方法 2,090

327 火 4 専門演習l（中山先生） 中山大将 教科書 歴史を歴史家から取り戻せ！ 1,100

328 火 4 専門演習I（中山先生） 中山大将 教科書 歴史とは何か 946

330 木 4 専門演習l（三輪先生） 三輪加奈 課題図書 ストーリーで学ぶ開発経済学　 1,980

331 木 4 専門演習l（千田先生） 千田航 教科書 リベラルとは何か 902

332 木 4 専門演習l（千田先生） 千田航 教科書 なぜ働き続けられない？ 902

333 木 4 専門演習l（千田先生） 千田航 教科書 政治改革再考 1,540

334 木 4 専門演習l（白川先生） 白川欽哉 教科書 資本主義の歴史 2,420

335 木 4 専門演習l（胡先生） 胡　青 教科書 プラクティカル産業組織論 2,090

336 木 4 専門演習l（辻先生） 辻信幸 教科書 教材憲法判例 第5版 3,520

337 木 4 専門演習l（辻先生） 辻信幸 教科書 憲法　第7版　高橋和之 3,410

338 木 4 専門演習l（辻先生） 辻信幸 教科書 憲法判例百選　１ 2,530

339 木 4 専門演習l（辻先生） 辻信幸 教科書 憲法判例百選　２ 2,530

340 木 4 専門演習l（辻先生） 辻信幸 参考書 憲法　１　第７版 2,310

341 木 4 専門演習l（辻先生） 辻信幸 参考書 ポケット六法　令和３年版　 2,090

342 火 4 専門演習l（大澤理沙先生） 大澤理沙 教科書 民主主義のための社会保障　 1,980

343 火 4 専門演習l（大澤理沙先生） 大澤理沙 教科書 教育は何を評価してきたのか　 924


