
教科書№ 講義名 先生名 書名 7%還元後価格（税込）
通常価格(税

込）

0500 哲学A1/B1 宮田賢人 図説・標準哲学史　 ¥1,535 ¥1,650

0501 日本文学llA／日本文学llB 中村　史 死してなお求める恋心　 ¥1,023 ¥1,100

0502 日本文学llA／日本文学llB 中村　史 『宇治拾遺物語』の中の昔話　 ¥1,023 ¥1,100

0503 日本文学llA／日本文学llB 中村　史 ことば遊びへの招待　 ¥818 ¥880

0507 外国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝllｂ 石井登 Ｐｕｎｔｏ　ｙ　ｓｅｇｕｉｄｏ ～アクティビティで学ぶスペイン語　　（時間割削除） ¥2,251 ¥2,420

0508 政治学I 大場崇代 現代国家と民主政治　改訂版 ¥1,841 ¥1,980

0510 数学IA・B 後藤 良彰 やさしく学べる微分積分　 ¥2,046 ¥2,200

0511 数学IA・B 後藤 良彰 微分積分入門　（参） ¥2,455 ¥2,640

0512 数学IA・B 後藤 良彰 大学新入生のための微分積分入門　（参） ¥2,046 ¥2,200

0515 総合科目Ib 佐山　公一 学生のためのＳＮＳ活用の技術　第２版 ¥2,251 ¥2,420

0516 基礎数学A・B 赤塚広隆 基礎数学-整数を題材に数学の基礎を学ぶ ¥1,023 ¥1,100

0520 基礎ゼミナール 土居直史 計量経済学の第一歩　　　　（後期に移動） ¥2,046 ¥2,200

0523 基礎ゼミナール 水島淳恵 論文の教室　新版　　　　　（後期に移動） ¥1,228 ¥1,320

0524 基礎ゼミナール 水島淳恵 「原因と結果」の経済学　　　（後期に移動） ¥1,637 ¥1,760

0525 基礎ゼミナール 水島淳恵 ひたすら読むエコノミクス　　（後期に移動） ¥1,637 ¥1,760

0530 基礎ゼミナール 金鎔基 日本社会のしくみ　　（後期に移動） ¥1,330 ¥1,430

0533 基礎ゼミナール 原口和也 ロジカルな思考を育てる数学問題集　上　　　（前期、後期共に非開講） ¥1,944 ¥2,090

0538 基礎ゼミナール 後藤 良彰 高校数学の美しい物語　　（後期に移動） ¥1,841 ¥1,980

0540 基礎ゼミナール 須永将史 社会学入門　　　（後期に移動） ¥1,944 ¥2,090

0543 基礎ゼミナール 醍醐　龍馬 明治史講義【テーマ篇】　　　（後期に移動） ¥1,023 ¥1,100

0545 基礎ゼミナール 西永　亮 一九八四年　新訳版　　（後期に移動） ¥880 ¥946

0546 基礎ゼミナール 石井登 Film Studies: An Introduction P 240 p. 15　（後期に移動） ¥2,146 ¥2,308

0548 基礎ゼミナール 小林敏彦 ニュース英語究極単語１０，０００　　（後期に移動） ¥2,660 ¥2,860

0550 基礎ゼミナール 副島美由紀 エネルギー進化論　　（後期に移動） ¥798 ¥858

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※灰色になっている教科書は、当初前期開講の予定でしたが前期開講がなくなった教科書です。（今回の教科書販売では取り扱いしません）

0602 英語IA E101A 高橋優季 Our　Society，　Our　Diversity， Our Movies ¥1,944 ¥2,090

0603 英語IA E102A ｼｮｰﾝ・ｸﾗﾝｷｰ 私たちの地球と健康　～The Earth and Our Health ～ ¥1,841 ¥1,980

0604 英語IA E103A ｼｮｰﾝ・ｸﾗﾝｷｰ 英語で自分の意見を言ってみよう　第５版　～Ｖｉｅｗｐｏｉｎｔｓ ～ ¥2,455 ¥2,640

0605 英語IA　E104A 小林敏彦 ニュース英語究極単語１０，０００　 ¥2,660 ¥2,860

0606 英語IA E105A 山本久雄 Language and Culture ～ことばと文化　 ¥1,002 ¥1,078

0607 英語IA E106A 大島　稔 ソーシャル・アウトルックメディア英語で社会を視る～Social Outlook～　 ¥1,739 ¥1,870

0608 英語IA E107A 大島　稔 　ソーシャル・アウトルックメディア英語で社会を視る～Social Outlook～ ¥1,739 ¥1,870

0609 英語IA E108A ｻｰﾏﾝ・ｼﾞｮﾝ Tactics for the TOEIC　Test， Reading　 ¥3,223 ¥3,465

0610 英語ｌA　E109A 三ツ木真実 Contemporary Topics Level 1 : Student Bo　 ¥2,998 ¥3,223

0615 英語IA E110A/111A フリーゼン ケンレイ 英検分野別ターゲット英検準１級リーディング問題　改訂版 ¥1,841 ¥1,980

0616 英語E113A/E112A ｼﾞｪｲﾐｰ・ｹﾝﾌﾟ Cover to Cover: Level 2 : Student Book p　 ¥3,069 ¥3,300

0617 英語IA　E114A ｼﾞｮｾﾌ・ｶﾙｼﾞｽ Pathways: Reading， Writing， and Critical　 ¥3,345 ¥3,597

0621 英語ｌB　E121B 小林敏彦 ニュース英語究極単語１０，０００　 ¥2,660 ¥2,860

0625 英語IB E122B ダニエラ・カルヤヌ Discover Debate : Basic Skills for Suppo　 ¥2,455 ¥2,640

0626 英語IB　E125B 川内裕子 ＣＬＩＬ　ＧＬＯＢＡＬ　ＩＳＳＵＥＳ ～ＣＬＩＬ英語で学ぶ国際問題　 ¥1,944 ¥2,090

0627 英語E127B　 ｼﾞｪｲﾐｰ・ｹﾝﾌﾟ Speak Now: Level 4 : Student Book with O　 ¥3,059 ¥3,289

0630 英語IB E128B/129B ﾃｨﾓｼｰ・ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ Discussion Strategies:Beyond Everyday Co　 ¥3,478 ¥3,740

0633 英語E130B ｲｱﾝ・ﾏﾝﾋﾞｰ Four Corners Level 3 Full Contact B with Self-study 2nd ed. hardcover ¥2,864 ¥3,080

0634 英語E131B ｲｱﾝ・ﾏﾝﾋﾞｰ Touchstone Level 3 : Student`s Book A 2n　 ¥2,046 ¥2,200

0635 英語E130B/E131B ｲｱﾝ・ﾏﾝﾋﾞｰ Read to Write Compositions　 ¥1,739 ¥1,870

0640 英語IB E132B・IB E133B ｼﾝｼｱ･ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ On Task 1　 ¥2,609 ¥2,805

0641 英語IC　E159C 川内裕子 国際情勢を考えるー国連ニュースで読む世界　 ¥1,841 ¥1,980

0642 英語ID　E181D（再履修） 森谷亮太 公式ＴＯＥＩＣ　Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　＆　Ｒｅａｄｉｎｇ問題集　４　 ¥2,864 ¥3,080

0643 英語ID　E182D（再履修） 森谷亮太 ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒテスト必勝ダブル模試　 ¥1,841 ¥1,980

0701 ドイツ語I-1a・1b 杉浦/鈴木/副島/高橋 シュトラーセ・ノイ　Ｖｅｒ．３．０ ¥2,455 ¥2,640

0710 フランス語I-1a ﾌﾞﾘｭｰﾉ・ﾃﾞｭﾎﾞｱ Spirale Nouvelle Edition/Livere de L`ele　 ¥2,712 ¥2,915

0711 フランス語I-1b 小澤卓哉/江口修 ヴァズィ！　改訂版 ¥2,558 ¥2,750

0712 フランス語I-1c 村山紀明 /尾形弘人 アミカルマン〈プリュス〉　 ¥2,353 ¥2,530

0713 フランス語I-1d ヤウヤウイ/高橋純 場面で学ぶフランス語　１　３訂版 ¥2,558 ¥2,750

0730 中国語I-1a 楊　志剛 ほあんいん！中国語会話篇　 ¥2,353 ¥2,530

0731 中国語ｌ-1ｂ/1ｃ 章天明 初級中国語きっかけ２４　 ¥2,455 ¥2,640

0732 中国語ｌ-1ｂ 藤井得弘 日中いぶこみ交差点　 ¥2,455 ¥2,640

0735 中国語ｌ-1ｃ 霜鳥かおり はじめまして！中国語　 ¥2,353 ¥2,530

0736 中国語I-1d 谷内哲治/裴崢 中国語の香り　１　 ¥2,558 ¥2,750

0750 スペイン語I-1a/1b　 石井　登 スペイン語の基礎　 ¥2,148 ¥2,310

0751 スペイン語I-1a/ 1b ﾛﾍﾟｽ・ﾊﾗ Nuevo Espanol En Marcha 1 Libro Del Alum　 ¥3,478 ¥3,740

0760 韓国語I-1 千永柱/金晶久　　　　　 ことばの架け橋　改訂版 ¥2,455 ¥2,640

★★組合員の方は教科書７％還元（代引き支払時に現金値引き）★★

★★組合員の方は教科書７％還元（代引き支払時に現金値引き）★★

★★組合員の方は教科書７％還元（代引き支払時に現金値引き）★★

※下記リストは4/15現在のものです。今後、遠隔授業実施による変更、前期は非開講になる場合があります。
　　　　　　　　システムより注文後の返品は一切出来ませんので、確認の上ご注文ください。

教科書購入サイトへは

こちらの黄色枠を

クリック！

https://kyoukasho.univ.coop/otaru/html/


教科書№ 講義名 先生名 書名 7%還元後価格（税込）
通常価格(税

込）

0808 統計学A 岩澤政宗 計量経済学のための数学　（参） ¥3,274 ¥3,520

0809 統計学A 岩澤政宗 統計学　改訂版　（参） ¥2,660 ¥2,860

0820 経済学入門IA 土居直史 入門経済学　第４版　（参） ¥2,864 ¥3,080

0822 経済学入門IB 佐野博之 入門経済学　第４版　（参） ¥2,864 ¥3,080

0900 流通システム論I 伊藤　一 流通論の基礎　第３版 ¥2,558 ¥2,750

0910 英語学概論ｌ 西口純代 A Course in Phonetics 7th ed. paper 352　 ¥5,627 ¥6,050

1020 法学 竹村壮太郎 カリンと学ぶ法学入門　 ¥2,251 ¥2,420

1305 社会学ll 須永将史 社会学　新版 ¥3,581 ¥3,850

1308 数学ｌ 後藤 良彰 やさしく学べる微分積分　 ¥2,046 ¥2,200

1309 数学ｌ 後藤 良彰 微分積分入門　（参） ¥2,455 ¥2,640

1310 数学ｌ 後藤 良彰 大学新入生のための微分積分入門　（参） ¥2,046 ¥2,200

1315 基礎数学A 赤塚広隆 基礎数学-整数を題材に数学の基礎を学ぶ ¥1,023 ¥1,100

1320 IA E11A 高橋優季 スヌーピーと学ぶ英文法と表現・読解　 ¥1,841 ¥1,980

1321 IC E11C ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ・ﾛﾍﾟｽ Fifty-Fifty Level 1 Student Book 3rd ed.　 ¥2,874 ¥3,091

1330 ドイツ語I-1 副島美由紀/ 杉浦康則 シュトラーセ・ノイ　Ｖｅｒ．３．０ ¥2,455 ¥2,640

1331 フランス語I-1 村山紀明/  尾形弘人 新ケンとジュリー　１　 ¥2,251 ¥2,420

1335 中国語ｌ-1 章天明 ¥2,455 ¥2,640

1336 中国語ｌ-1 藤井得弘 日中いぶこみ交差点　 ¥2,455 ¥2,640

1338 経済学入門IB 佐野博之 入門経済学　第４版　（参） ¥2,864 ¥3,080

1350 法学 竹村壮太郎 カリンと学ぶ法学入門　 ¥2,251 ¥2,420

教科書№ 講義名 書名 7%還元後価格（税込）
通常価格(税

込）

1411 ドイツ語I-1 ¥4,194 ¥4,510

1412 ドイツ語I-1 ¥4,297 ¥4,620

1413 ドイツ語I-1 ¥3,069
¥3,300

1414 フランス語I-1 ¥2,455
¥2,640

1415 フランス語I-1 ¥3,683
¥3,960

1418 フランス語 ¥4,092
¥4,400

1420 中国語I-1 ¥2,660
¥2,860

1421 中国語I-1 ¥3,887
¥4,180

1422 中国語I-1 ¥2,455
¥2,640

1423 スペイン語 ¥3,376
¥3,630

1425 スペイン語I-1 ¥2,967
¥3,190

1430 ロシア語 ¥4,092
¥4,400

1431 朝鮮語 ¥3,274
¥3,520

1442 法学 ¥1,944 ¥2,090

1443 法学 ¥4,604 ¥4,950

教科書購入サイトへは、こちらをクリック！！

　　　　　　　　　　TEL：0134-23-2298
　　　　　　　　　　　　　　　※営業時間は商大生協ホームページよりご確認ください。

ポケットプログレッシブ韓日・          日韓辞典　第２版

★★組合員の方は教科書７％還元（代引き支払時に現金値引き）★★

★★組合員の方は教科書７％還元（代引き支払時に現金値引き）★★

★★組合員の方は教科書７％還元（代引き支払時に現金値引き）★★

★★組合員の方は教科書７％還元（代引き支払時に現金値引き）★★

★★組合員の方は教科書７％還元（代引き支払時に現金値引き）★★

法律学小辞典　第５版

プログレッシブ中国語辞典　          コンパクト版

プログレッシブ中国語辞典　         第２版

デイリーコンサイス中日辞典　       第３版

プログレッシブスペイン語辞典　     第２版　カレッジ

デイリーコンサイス西和・              和西辞典

コンサイス露和辞典　第５版

プチ・ロワイヤル仏和辞典　          第４版

ポケット六法　　令和２年

初級中国語きっかけ２４

アクセス独和辞典　第３版

アポロン独和辞典　第３版

ポケットプログレッシブ独和・和独辞典

ポケットプログレッシブ仏和・和仏辞典　第３版

クラウン仏和辞典　第７版　　　　　　小型版

組合員の方は教科書７％還元（代引き支払時に現金値引き）

★ご注文後到着まで5日程度かかります。授業に間に合うようお早目に★

https://kyoukasho.univ.coop/otaru/html/

