
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

A200 月|木 2|2 英語ライティングb 藤田祐 教科書 文法を活かす英文ライティング入門　 1,900

A201 月|木 2|2 時事英語b 小阪裕城 教科書 地域で見るアメリカ　 1,900

A204 月 2 英語リーディングCa 吉田茂 教科書 イギリス人ウォッチング　 1,900

A205 木 2 英語リーディングDa 阿部孝士 教科書 Four weddings and a funeral　 1,850

A206 木 2 英語リーディングDc 鈴木 健太郎 教科書 循環型で学ぶ英語リーディング演習 1,900

A207 木 2 英語リーディングDb 椙本顕士 教科書 総合英語　改訂新版 1,700

A208 木|金 3|2 英語コミュニケーションc ライアン・ラトレッジ 教科書 マーフィーのケンブリッジ英文法初級編　第３版 2,680

A210 月|木 2|2 中国語lV 岩本真利絵 教科書 日本人が知りたい台湾人の当たり前 2,200

A211 火 3 露語コミュニケーション 永山ゆかり 教科書 コミュニケーションのためのロシア語　 2,200

A212 火 3 露語コミュニケーション 永山ゆかり 選択 パスポート初級露和辞典 2,900

A213 火 3 露語コミュニケーション 永山ゆかり 選択 博友社ロシア語辞典 5,825

A214 火|木 3|3 中国語コミュニケーション 李　艶偉 教科書 大事なことはみんなやさしい中国語　 2,200

A220 月 3 西洋史 白川欽哉 教科書 教養のための西洋史入門　 2,500

A221 月 4 財政学 東裕三 教科書 財政学をつかむ 2,500

A222 月 4 歴史学概論 藤田祐 教科書 東大連続講義歴史学の思考法　 2,000

A223 月|火 4|1 憲法 辻信幸 教科書 憲法　第７版 3,200

A224 月|火 4|1 憲法 辻信幸 参考書 憲法判例百選　１　第7版 2,300

A225 月|火 4|1 憲法 辻信幸 参考書 憲法判例百選　２　第７版 2,300

A226 月|火 4|1 憲法 辻信幸 参考書 ポケット六法　令和4年版 4,600

A229 火 2 現代経済学説史 神野照敏 教科書 人新世の「資本論」　 1,020

A230 火 2 現代経済学説史 神野照敏 教科書 今こそ読みたいガルブレイス　 800

A231 火 2 現代経済学説史 神野照敏 教科書 ノーベル賞で読む現代経済学　 1,800

A232 火 2 社会調査法 大澤理沙 教科書 入門・社会調査法　第４版 2,500

A233 火 2 経済政策 秋山修一 参考書 経済政策　 2,200

A234 火 3 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞB 皆月昭則 教科書 Monacaで学ぶはじめてのプログラミング 3,000

A235 火 3 日本経済史Ｂ 宮下弘美 教科書 日本経済の事件簿　新版 3,000
A236 火 3 認知科学 金子康朗 教科書 基礎心理学入門 2,600
A237 火 4 選択演習Ba 小阪裕城 教科書 アメリカ黒人史　 940
A238 火 5 簿記論lll 鈴木圭介 教科書 新版基本簿記論　第４版 2,800

A245 水 1 経済統計 秋山修一 参考書 計量経済学　 3,300

A246 水 1 経済統計 秋山修一 参考書 経済統計 2,600

A247 水 1 経済統計 秋山修一 参考書 計量経済学の第一歩　 2,000

A248 水 1 キャリア・マネジメント 加藤一郎 教科書 語りとしてのキャリア　 3,000

A249 水 2 日本経済論 秋山修一 教科書 日本経済読本 2,400

A250 水 2 民法B 岩澤哲 教科書 民法（全）　第２版 4,600

A251 水 2 教育相談 金子康朗 教科書 教育相談 2,200

A252 水 2 民法B 岩澤哲 教科書 ポケット六法　令和4年版 4,600

A253 水 2 教育相談 金子康朗 教科書 いじめ問題をどう克服するか 780

A254 水 2 原価計算論 濱田弘樹 教科書 工業簿記入門　 4,000

A255 水 2 原価計算論 濱田弘樹 教科書 工業簿記練習帳Ｉ 556

A260 木 3 西洋経済史B/ll 白川欽哉 教科書 西洋経済史　新版 1,800

A261 金 2 地方自治論 千田航 参考書 日本の地方政府　 860

A265 金 2 特別活動 宮下祐司 教科書 中学校学習指導要領解説　特別活動編　平成２９年７月　 275

A266 金 2 特別活動 宮下祐司 教科書 高等学校学習指導要領解説　特別活動編　平成３０年７月 900

A267 金 3 教育行政学 田中達也 教科書 新しい教育行政学 2,500

A268 金 4 産業組織論 胡　青 教科書 プラクティカル産業組織論 1,900


