
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

A100 月|木 4|3 独語コミュニケーション 高野敏行 教科書 ミュンヒェンに夢中　 2,750

A101 月|木 4|3 独語コミュニケーション 高野敏行 辞書 クラウン独和辞典　第５版 4,620

A105 月 2 簿記論l 濱田弘樹 教科書 簿記入門　 3,960

A106 月 2 簿記論l 濱田弘樹 教科書 商業簿記練習帳Ｉ・ＩＩ 660

A110 火 3 日本近代史 中山大将 教科書 戸籍と国籍の近現代史 3,300

A114 水 1 ミクロ経済学 東裕三 教科書 ミクロ経済学をつかむ 2,420

A115 水 2 統計基礎(経済) 大澤理沙 教科書 例題で学ぶ初歩からの統計学　第２版 2,750

A116 水 2 日本経済論 秋山修一 教科書 日本経済読本　第２２版 2,640

A120 水 3 政治経済学 神野照敏 教科書 君たちはどう生きるか　 1,067

A121 水 3 政治経済学 神野照敏 教科書 教養としての金融危機　 968

A122 水 3 政治経済学 神野照敏 教科書 絶望を希望に変える経済学　 2,640

A126 金 2 経営史 宮下弘美 教科書 日本の産業と企業　 2,530

A127 金 3 マクロ経済学 宮下徹 教科書 入門マクロ経済学　第４版 3,278

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

B100 月 1 英語ベーシックllAa 藤田祐 教科書 Modern America: Culture， Society and History 2,200

B101 月|木 1|1 英語ベーシックllCa/llFb 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

B102 月 1 英語ベーシックllDa 吉田茂 教科書 グローバル社会を読み解く新たな視点　 2,090

B103 月 1 英語ベーシックllEa 阿部孝士 教科書 The Importance of Being Earnest 2,200

B104 木 1 英語ベーシックllBb 細田雅也 教科書 Reading in Action Basic 1,980

B105 木 1 英語ベーシックllCb 阿部孝士 教科書 　The Sound of  Music 550

B106 木 1 英語ベーシックllDb 藤田祐 教科書 Modern Britain: Culture， Society and History 2,200

B108 月|木 1|1 ドイツ語Il 高野敏行 教科書 パノラマ　三訂版 2,530

B109 月|木 1|1 ドイツ語Il 高野敏行 参考書 クラウン独和辞典　第５版 4,620

B110 月|木 1|1 仏語ll 高橋忠一 教科書 アミカルマン〈プリュス〉　 2,530

B111 月|木 1|1 露語ll 永山ゆかり 教科書 初級ロシア語２０課 2,090

B112 月|木 1|1 中国語ll 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

B115 月|木 1|1 韓国語ll 張愛心 教科書 これで話せる韓国語　ＳＴＥＰ　１　 2,530

※　以下教科書は店頭にはございません、予約注文になります。

（ 前期と同じ教科書です ）



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 2 英語リーディングCa 吉田茂 教科書 グローバル市場における競争戦略　 2,090

A201 月 2 英語リーディングCb 栗山久策 教科書 世界の今に切り込む　 1,980

A202 月 2 英語ライティングb 金原いれいね 教科書 日本文化の再発見から学ぶＥｓｓａｙの書き方・読み方　 2,420

A205 月|木 2|2 時事英語b 藤田祐 教科書 現代を取り巻く新しい真実 2,090

A206 木 2 英語リーディングDa 椙本顕士 教科書 総合英語　改訂新版 1,870

A207 木 2 英語リーディングDb 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

A208 木 2 英語リーディングDc 阿部孝士 教科書 Christmas Carol 660

A209 月|木 2|2 露語lV 永山ゆかり 教科書 初級ロシア語２０課　 2,090

A210 月|木 2|2 中国語lV 岩本真利絵 教科書 大学生のための中級中国語２０回　 2,640

A212 火|木 3|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　 2,420

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　 2,420

A220 月 3 西洋史 白川欽哉 教科書 教養のための西洋史入門　 2,750

A221 月 4 財政学 東裕三 教科書 財政学をつかむ 2,750

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　 2,200

A223 月|水 4|1 憲法 辻信幸 教科書 憲法　第７版 3,520

A224 月|水 4|1 憲法 辻信幸 参考書 憲法判例百選　１　第7版 2,530

A225 月|水 4|1 憲法 辻信幸 参考書 憲法判例百選　２　第７版 2,530

A226 月|水 4|1 憲法 辻信幸 参考書 ポケット六法　令和5年版　 2,200

A227 火 2 経済政策 秋山修一 参考書 経済政策　 2,420

A229 火 2 現代経済学説史 神野照敏 教科書 第三の支柱　 3,960

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 2,750

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 3,300

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 3,300
A236 火 3 認知科学 金子康朗 教科書 基礎心理学入門 2,860

A237-1 火 4 選択演習Bb 松浦愛子 教科書 オイディプス王　改版 572
A237-2 火 4 選択演習Bb 松浦愛子 教科書 オセロウ　 726

A237-3 火 4 選択演習Bb 松浦愛子 教科書 ヴェニスの商人　 726

A238 火 5 簿記論lll 鈴木圭介 教科書 新版基本簿記論　第４版 3,080

A245 水 1 経済統計 秋山修一 参考書 計量経済学　第２版 3,850

A246 水 1 経済統計 秋山修一 参考書 経済統計 2,860

A247 水 1 経済統計 秋山修一 参考書 計量経済学の第一歩　 2,200

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　 3,300

A250 水 2 民法B 岩澤哲 教科書 民法（全）　第３版 5,060

A251 水 2 民法B 岩澤哲 教科書 ポケット六法　令和5年版　 2,200

A255 水 2 教育相談 金子康朗 教科書 教育相談 2,420

A256 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 858

A258 水 2 原価計算論 濱田弘樹 教科書 工業簿記練習帳Ｉ 660

A260 木 3 西洋経済史B/ll 白川欽哉 教科書 西洋経済史　新版 1,980

A261 木 4 選択演習Bd 高野敏行 教科書 幸福論　 715

A262 木 4 選択演習Bc 小路行彦 教科書 内山節のローカリズム原論　 1,980

A270 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　 302

A271 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 990

A272 金 3 教育社会学 田中達也 教科書 教育社会学　 2,200



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

A300 月 1 公共経済学 東裕三 教科書 入門／公共経済学 3,190

A303 月 4 国際マクロ経済学 宮下徹 教科書 入門マクロ経済学　第４版 3,278

A305 月 5 特別支援教育入門（教） 田中雅子 教科書 通常学級で活かす特別支援教育概論 2,200

A310 火 1 国際関係論C 中山大将 教科書 北方領土の基礎知識 1,320

A311 火 1 国際関係論C 中山大将 教科書 日露近代史 1,320

A313 火 5 経営分析論 甲賀伸彦 教科書 ベーシック経営分析 2,860

A314 水 3 道徳教育の指導法（教） 大井秀二 教科書 中学校学習指導要領解説　特別の教科道徳編　平成２９年７月　 171

A316 水 4 社会科・地歴科教育法ll 宮本裕士 教科書 高等学校学習指導要領解説　地理歴史編　平成３０年７月　 836

A317 水 5 社会科・公民科教育法ll 宮本裕士 教科書 高等学校学習指導要領解説　公民編　平成３０年７月　 1,100

A318 水 5 税務会計論 近藤康範 教科書 Ｎｅｗベーシック税務会計　個人課税編　改訂版 2,970

A319 水 5 税務会計論 近藤康範 教科書 演習法人税法　令和４年版　 2,530

A320 水 5 税務会計論 近藤康範 教科書 東北海道のためのやさしい相続税 712

A321 木 2 監査論 島信夫 教科書 ベーシック監査論　８訂版 4,180

A322 木 2 国際貿易論 水田浩之 課題図書 どうなる世界経済　 836

A325 金 3 商法 岩澤哲 教科書 会社法　第二十四版 2,970

A327 金 4 事前指導 田中達也 教科書 教育実習の手引　第７版 440

A328 金 4 事前指導 田中達也 参考書 早稲田大学教育実習マニュアル　第５版 1,210

A330 金 4 地域特殊講義B 神野照敏 教科書 社会的共通資本　 968

A331 金 4 地域特殊講義B 神野照敏 教科書 水と緑と土　改版 836

A332 金 4 地域特殊講義B 神野照敏 教科書 森の経済学　 2,750


