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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　２０２２年度版　 1,870

203 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

204 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

205 木 2 英語リーディングBb 鈴木 健太郎 教科書 Reading Cycle 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Ba 椙本顕士 教科書 総合英語　改訂新版 1,870

207 木 2 英語リーディングBc 吉田茂 教科書 ビジネスケースで学ぶグローバル人材の条件 2,090

208 月|木 2|2 英語ライティングa 藤田祐 教科書 基礎からはじめる英作文 2,090

209 月|木 2|2 時事英語a 栗山久策 教科書 15 Selected Units of English through the News Media 1,320

210 月|木 1|1 露語llla 永山ゆかり 教科書 初級ロシア語２０課 2,090

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

214 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

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　増補版 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

223 月 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　マクロ編　 1,980

227 火 2 東洋史 岩本真利絵 教科書 中国の歴史 1,320

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

231 火 3 日本経済史Ａ 宮下弘美 教科書 概説日本経済史　第４版 2,970

232 火 4 選択演習Aa 田中達也 教科書 世界の学校　新版 2,750

233 火 4 選択演習Ac 千田航 教科書 ヨーロッパ・デモクラシーの論点 3,080

234 火 4 選択演習Af 中山大将 教科書 歴史とは何か 946

235 火 4 選択演習Af 中山大将 教科書 Ｄｏｉｎｇ　Ｈｉｓｔｏｒｙ：歴史で私たちは何ができるか？ 1,100

240 水 1 計量経済学 秋山修一 参考書 計量経済学　第2版 3,850

241 水 1 計量経済学 秋山修一 参考書 経済統計 2,860

242 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
243 水 1 財務会計論l 島信夫 教科書 財務会計講義　第２3版 4,180
247 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
248 水 3 労働経済論 大澤理沙 教科書 労働経済学　 3,520

249 水 3 労働経済論 大澤理沙 参考書 基本講義労働経済学　 3,080

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

259 木|金 3|3 民法A 岩澤哲 教科書 民法（全）　第3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４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

266 金 4 産業組織論 胡　青 教科書 プラクティカル産業組織論 2,090


