
1

  ○販売期間:9月17日（木）～10月16日（金）※土日祝日閉店　　　　
  ○販売時間:9/17、18、24、25…11：30～16：30(新入生オリエンテーション期間)、9/28以降10：30～14：00　　　　

　○販売場所：生協購買書籍店(大学会館2階)　※営業時間はコロナウイルス感染拡大状況／学事日程により変更になる場合があります。

☆学生証で買うとポイント７%還元！
　 IC学生証（生協組合員証）の電子マネーにてお支払いの場合は7%ポイント還元させていただきます。

　　　   （100ポイント貯まると100円オートチャージされます。）

　　 ※お支払い時にIC学生証をお持ちでない方、又非組合員の方はポイントは付きませんのでご了承下さい。

             ★生協で教科書を買って、どんどんポイントを貯めましょう！！

☆返品・交換はできません！

　 ご購入頂いた教科書は乱丁落丁他、不備のある場合以外は一切返品できません。間違えて購入しないよう

　   確認してから会計をお済ませください。また、履修決定前の教科書につきましても十分検討してからご購入願います。

☆品切れの場合は先払いにてご注文下さい。
　 品切れの教科書は代金先払いでカウンターにてご注文下さい。

　    教科書が届くまでには１０日ほどかかりますので購入予定の教科書はできるだけ早めにお買い上げ下さい。

☆リストにない教科書はカウンターにてご注文下さい。

☆下記一覧の書名に（参）と記載のあるものは参考書扱いです。

№ 講義名 先生名 書名 価格(税込）

1506 日本文学I 中村　史 昔男の青春／知ったか源氏物語／ウラ日本文学　 ¥2,860

1507 外国文学ll 高橋優季 ANIMAL　FARM～動物農場～ ¥1,540

1508 外国語コミュニケーションIIa 杉浦康則 プリマ・プルス　 ¥2,860

1510 歴史学ll 醍醐　龍馬 日本政治史　増補版 ¥2,200

1513 政治学II 大場崇代 現代国家と民主政治　改訂版 ¥1,980

1514 社会学ll 須永将史 社会学　新版 ¥3,850

1515 数学II 後藤 良彰 やさしく学べる微分積分　 ¥2,200

1516 数学II 後藤 良彰 微分積分入門　(参) ¥2,640

1517 化学IA／IB 沼田ゆかり 教養の現代化学　新版（第２版） ¥2,640

1518 化学II 沼田ゆかり 教養の現代化学　新版（第２版） ¥2,640

1520 基礎ゼミナール 土居直史 計量経済学の第一歩　 ¥2,200

1525 基礎ゼミナール 水島淳恵 「原因と結果」の経済学　 ¥1,760

1526 基礎ゼミナール 水島淳恵 ひたすら読むエコノミクス　 ¥1,760

1527 基礎ゼミナール 水島淳恵 格差は心を壊す比較という呪縛　 ¥3,080

1528 基礎ゼミナール 水島淳恵 貧乏人の経済学　 ¥3,300

1530 基礎ゼミナール 金鎔基 日本社会のしくみ　 ¥1,430

1533 基礎ゼミナール 後藤 良彰 高校数学の美しい物語　 ¥1,980

1535 基礎ゼミナール 須永将史 社会学入門　 ¥2,090

1540 基礎ゼミナール 醍醐　龍馬 明治史講義【テーマ篇】　 ¥1,100

1541 基礎ゼミナール 西永　亮 一九八四年　新訳版 ¥946

1545 基礎ゼミナール 石井　登 Film Studies: An Introduction paper 240　 ¥2,308

1547 基礎ゼミナール 小林敏彦 ニュース英語究極単語１０，０００　 ¥2,860

1548 基礎ゼミナール 副島美由紀 エネルギー進化論　 ¥858

1550 基礎ゼミナール 森谷亮太 完全攻略！ＴＯＥＦＬ　ＩＴＰテスト模試４回分　 ¥3,080

1551 基礎ゼミナール 森谷亮太 Practical Academic Essay Writing Skills: ¥778

1552 基礎ゼミナール 國武英生 アカデミック・スキルズ　第３版    　9/18追加 ¥1,100

1605 英語IA（E115A） 山本久雄 TwentyーSix Short Essays on English～英語についての２６章～　 ¥2,090

1606 IB E135B 川内裕子 CLIL Intercultural Awareness～ＣＬＩＬ英語で培う文化間意識～　 ¥2,200

1609 lC E142C 三ツ木真実 Contemporary Topics Level 1 : Student Bo　 ¥3,223

1610 IC E143C 川内裕子 CLIL Intercultural Awareness～ＣＬＩＬ英語で培う文化間意識～ ¥2,200

1615 lC E145C/146C ﾃｨﾓｼｰ・ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ Discovering Fiction An Introduction : St　　(参) ¥3,080

1616 lC E149C ﾋﾟｰﾀｰ･ﾘｰﾑｽﾄ ACTIVE Skills for Reading Book 3 : Stude　 ¥3,025
1618 英語IC E150C ｼｮｰﾝ・ｸﾗﾝｷｰ Language and Our World～言語と私たちの世界～　 ¥1,980
1619 IC E151C ｼｮｰﾝ・ｸﾗﾝｷｰ A Passport for Studying Abroad～海外留学へのパスポート～　 ¥2,090
1621 IC E154C ｼﾞｪｲﾐｰ・ｹﾝﾌﾟ Speak Now: Level 3 : Student Book with O　 ¥3,289
1625 IIA1/B1 E209A1/B1 山本久雄 Making Sense of the World ～現代世界を理解するための視点～　 ¥2,090
1626 IIA1/B1 E210A1/B1 ﾋﾟｰﾀｰ･ﾘｰﾑｽﾄ ACTIVE Skills for Reading Book 3 : Stude　 ¥3,025
1627 IIA1/B1 E211A1/B1 ｼﾞｮｾﾌ・ｶﾙｼﾞｽ Pathways: Reading， Writing， and Critical　 ¥3,597
1628 IIA1/B1 E212・E213A1/B1 ｲｱﾝ・ﾏﾝﾋﾞｰ What a World Reading Level 3: Student Bo　 ¥2,607
1629 IIA1/B1 E212・E213A1/B1 ｲｱﾝ・ﾏﾝﾋﾞｰ Read to Write Compositions　 ¥1,870
1630 IIA1/B1 E214A1/B1 ｼﾞｪｲﾐｰ・ｹﾝﾌﾟ Cover to Cover: Level 3 : Student Book p　 ¥3,300
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1635 IIA1/B1 E215A1/B1 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾊﾞﾛｰ Reading Explorer 3 : Student Book， Text　 ¥3,025
1637 IIA2/B2 E228A2/B2 ｼﾞｮｾﾌ・ｶﾙｼﾞｽ Pathways: Listening， Speaking， and Criti　 ¥3,597
1640 英語IIA2/B2（E232・233A2/B2） ｼﾝｼｱ･ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ On Task 1　 ¥2,805
1642 IIA2/B2　E234A2/B2 ｼﾞｪｲﾐｰ・ｹﾝﾌﾟ Speak Now: Level 3 : Student Book with O　 ¥3,289
1643 IIA2/B2 E235A2/B2 ｼﾞｪｲﾐｰ・ｹﾝﾌﾟ Speak Now: Level 3 : Student Book with O　 ¥3,289
1645 IIA4 E261A4 ｻｰﾏﾝ・ｼﾞｮﾝ Clear Speech Student`s Book with Integra　4th　Edition ¥3,135
1648 IIA4 E263A4 ｼｮｰﾝ・ｸﾗﾝｷｰ The Earth and Our Health ～私たちの地球と健康～　 ¥1,980
1650 IIA4 E264A4 森谷亮太 Think Smart―Critial Thinking in Critical Times  ～課題解決力を鍛える英語演習～　 ¥2,090
1651 IIA４E265A4 高橋優季 All About Money and the Economy～やさしく読めるお金と経済の話～　 ¥1,870

№ 講義名 先生名 書名 価格(税込）

1705 ﾄﾞｲﾂ語IIA-2(IIA－2b） 鈴木将／佐藤和 時事ドイツ語　２０２０年度版　 ¥2,090
1706 ドイツ語llA-2（llA-2ｃ） 副島／高橋希衣 時事ドイツ語　２０２０年度版　 ¥2,090

1707 中国語IIA-2(IIA-2d) 裴崢/谷内哲治 中国語の香り　講読編　 ¥2,530

1710 韓国語llA2/B2 李賢晙/千永柱 もっとチャレンジ！韓国語　 ¥2,530
1720 上級日本語ll 山川史 留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ　動画で学ぶ大学の講義　 ¥2,200

1801 計量経済学 岩澤政宗 計量経済学のための数学　(参) ¥2,860
1802 計量経済学 岩澤政宗 計量経済学　(参) ¥4,400
1803 国際経済学 柴山千里 日本人だけが知らない「貿易救済措置」　 ¥990
1805 現代ファイナンス理論 廣瀬健一 金融　(参) ¥3,740
1806 現代ファイナンス理論 廣瀬健一 金融論　新版　(参) ¥3,080
1807 現代ファイナンス理論 廣瀬健一 金融経済学　(参) ¥6,930
1808 現代ファイナンス理論 廣瀬健一 金融論　第４版　(参) ¥2,805
1809 現代ファイナンス理論 廣瀬健一 金融経済学入門　(参) ¥3,300

1905 流通システム論ll 鈴木和宏 １からの流通論　第２版 ¥2,640
1906 流通システム論ll 鈴木和宏 流通論の基礎　第３版　(参) ¥2,750
1908 経営学原理I 加藤敬太 １からの経営学　第２版 ¥2,640
1910 経営組織論 西村友幸 経営組織　 ¥946
1913 簿記原理A 市原啓善 基礎簿記会計　４訂版 ¥2,420
1914 簿記原理B 坂柳　明 簿記論テキスト　新版 ¥3,850
1915 簿記原理B 坂柳　明 現代企業簿記の基礎　第３版 ¥3,960
1920 財務会計論 石川業 財務会計・入門　第１３版 ¥1,980
1925 監査論 坂柳　明 ベーシック監査論　８訂版 ¥4,180
1928 英語学I 西口純代 Introduction to Semantics: An Essential　 ¥4,483

2005 憲法・基礎ｌ 坂東雄介 新憲法判例特選　第２版 ¥3,080
2006 憲法・基礎ｌ 坂東雄介 憲法　１　 ¥1,980
2010 民法・基礎ｌ 竹村壮太郎 民法　１　第４版 ¥1,980
2011 民法・基礎ｌ 竹村壮太郎 民法判例百選　１　第８版　(参) ¥2,420
2015 憲法ll 小倉一志 憲法　第７版 ¥3,520
2016 憲法ll 小倉一志 新憲法判例特選　第２版 ¥3,080
2017 憲法ll 小倉一志 ポケット六法　令和3年版 ¥2,090
2020 行政法ll 石黒匡人 設例で学ぶ行政法の基礎　 ¥2,970
2021 行政法ll 石黒匡人 判例フォーカス行政法　 ¥1,980
2025 民法ll 橋本　伸 新基本民法　４　第２版 ¥2,090
2026 民法ll 橋本　伸 新基本民法　５　第２版 ¥2,090
2027 刑法II 菅沼真也子 たのしい刑法　２　第２版 ¥3,630
2030 商法III 河森計二 保険法　第４版 ¥2,310
2031 知的財産法 才原慶道 著作権法入門　第２版 ¥2,860
2032 労働法 國武英生 １８歳から考えるワークルール　第２版 ¥2,530
2033 労働法 國武英生 労働判例百選　第９版　(参) ¥2,640

2103 統計科学 小泉大城 入門統計解析　 ¥2,750
2106 情報処理基礎 沼澤政信 文系学生がまなぶ情報学　 ¥2,420
2107 情報処理基礎 沼澤政信 情報学入門　(参) ¥1,760
2108 情報処理基礎 沼澤政信 痛快！コンピュータ学　　(参) ¥759

2202 現代の化学 沼田ゆかり 高分子を学ぼう　 ¥2,530
2205 教育制度A/B 安宅 仁人 教育行政学　第3版 ¥3,080

№ 講義名 先生名 書名 価格(税込）
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2302 日本文学I 中村　史 昔男の青春／知ったか源氏物語／ウラ日本文学　 ¥2,860
2303 歴史学ll 醍醐　龍馬 日本政治史　増補版 ¥2,200
2305 化学I 沼田ゆかり これからはじめる化学　第２版 ¥2,090
2310 IB　E11B 高橋優季 Let’s Learn English with Pop Hits! ～ポップスでスタート！基礎英語～　 ¥2,530
2311 英語ID E11D ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ・ﾛﾍﾟｽ Fifty-Fifty Level 1 Student Book 3rd ed.　 ¥3,091
2315 英語llA2　E24A2 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ・ﾛﾍﾟｽ Pathways: Listening， Speaking， and Criti　 ¥3,091
2320 経済理論 天野大輔 入門経済学　第４版 ¥3,080
2321 経済学と現代 山梨 顕友 図解で学ぶゲーム理論入門　 ¥1,650
2325 経済学演習II 天野大輔 ゼミナールゲーム理論入門　 ¥3,850
2328 市場システム論II 加藤敏文 流通論の基礎　第３版 ¥2,750
2330 経営学原理 加藤敬太 １からの経営学　第２版 ¥2,640
2332 簿記原理 市原啓善 基礎簿記会計　４訂版 ¥2,420
2335 原価計算概論 上山晋平 テキスト原価会計　第２版 ¥2,420
2337 商法I 高橋　周史 会社法　第４版 ¥3,190
2339 情報処理基礎 佐藤　剛 コンピュータ科学の基礎　 ¥2,640
2340 知識科学基礎 芳澤聡 思考と脳　 ¥2,090
2341 現代社会と歴史論 西永　亮 ニーチェ　１　 ¥1,708

4701 グローカルセミナーI 森谷亮太 　Take a Stance: Discussing Today’s Controversial Issues 2 ¥2,365
4702 グローカルセミナーI 森谷亮太 Academic Skills for Interdisciplinary Studies: Revised Edition ¥2,858
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