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  販売期間　　　9月27日（月）～10月15日（金）土日・祝日は定休日
　　
☆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。

№ 講義名 先生名 書名 価格(税込）

1500 日本文学IA／IB 中村　史 知ったか源氏物語　 ¥880

1501 日本文学IA／IB 中村　史 伊勢物語　 ¥792

1502 日本文学IA／IB 中村　史 更級日記　 ¥792

1505 外国語コミュニケーションlla 杉浦 康則 プリマ・プルス　～ prima  plus ～ ¥2,860

1508 政治学ll 大場崇代 現代国家と民主政治　改訂版 ¥1,980

1509 社会学llA/llB 須永将史 社会学　新版　（参） ¥3,850

1510 社会学llA/llB 須永将史 社会学　第５版　（参） ¥3,960

1511 数学ll 後藤 良彰 やさしく学べる微分積分　 ¥2,200

1512 数学ll 後藤 良彰 微分積分入門　（参） ¥2,640

1515 化学II 沼田ゆかり 教養の現代化学　新版（第２版） ¥2,640

1519 基礎数学A/B 赤塚広隆 基礎数学　 ¥1,100

1610 英語lC(E142C) 三ツ木真実 Contemporary Topics Level 1 : Student Book　 ¥3,289
1611 英語lC(E143C) 川内裕子 ＣＬＩＬ　～英語で培う文化間意識～　 ¥2,200

1612 英語lC(E144C) 山本久雄 words words words  ～英語物語～　 ¥1,650
1613 英語lC(E145C） 山本久雄 Ｅｎｇｌｉｓｈ　ａｓ　ａ　ｇｌｏｂａｌ　ｌａｎｇａｇｅ　 ¥1,760
1614 英語lC(E146C) ｼﾞｪｲﾐｰ・ｹﾝﾌﾟ Speak Now: Level 3 : Student Book with O　 ¥3,289
1615 英語lC(E147C) マイクルデイビス Four Corners 4A ¥2,750
1616 英語lC(E148C)(E149C) ｼﾝｼｱ･ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ Xreading.　 ¥1,650
1618 英語lC(E150C/E151C) ﾃｨﾓｼｰ・ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ Discovering Fiction An Introduction : St　 ¥3,080
1620 英語lC(E152C/153C) 呉　憂 文学で学ぶ英語リーディング　 ¥2,090
1625 英語lC(E156C) ｼｮｰﾝ・ｸﾗﾝｷｰ 日常の科学Ｑ＆Ａ　～Asking　Why？～ ¥2,090
1626 英語lC(E157C) ｼｮｰﾝ・ｸﾗﾝｷｰ 私たちの地球と健康　 ¥1,980
1627 英語lC(E158C) 中津川雅宣 Present Yourself Level 1 Student`s Book:　 ¥3,190
1640 英語llA1/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
1641 英語llA1/B1(E210A1/B1)(E211A1/B1)ｼﾝｼｱ･ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ Xreading.　 ¥1,650
1643 英語llA1/B1(E212A1/B1) マイクルデイビス What a World Reading Level 3: Student Bo　 ¥2,607
1644 英語llA1/B1(E213A1/B1) ｼﾞｪｲﾐｰ・ｹﾝﾌﾟ Cover to Cover: Level 2 : Student Book p　 ¥3,300
1645 英語llA1/B1(E214A1/B1)(E215A1/B1)ﾋﾟｰﾀｰ･ﾘｰﾑｽﾄ ACTIVE Skills for Reading Book 3 : Stude　 ¥3,025
1648 英語llA1/B1(E217A1/B1(再履修)) 川内裕子 ＣＬＩＬ英語で培う文化間意識　 ¥2,200
1661 英語llA2/B2(E229A2/B2) ｲｱﾝ・ﾏﾝﾋﾞｰ Four Corners Level 4 Student`s Book A wi　 ¥2,420
1662 英語llA2/B2(E230A2/B2) ｲｱﾝ・ﾏﾝﾋﾞｰ Stimulating Conversation Today Student B　 ¥2,750
1663 英語llA2/B2(E229A2/B2)(E230A2/B2)ｲｱﾝ・ﾏﾝﾋﾞｰ Read to Write Compositions　 ¥1,870
1666 英語llA2/B2(E232A2/B2)(E233A2/B2)ｼﾞｪｲﾐｰ・ｹﾝﾌﾟ Speak Now: Level 3 : Student Book with O　 ¥3,289
1672 英語llA2/B2(E236A2/B2)(E237A2/B2)フリーゼン ケンレイ Interchange Level 3A : Student`s Book wi　 ¥2,420
1680 英語llA4(E262A4) 森谷亮太 課題解決力を鍛える英語演習　～Think　Smart～ ¥2,090
1682 英語llA4(E264A4) 高橋優季 Studying the Japanese and World Economics　　～英語で学ぶやさしい経済～　 ¥1,980
1684 英語llA4(E266A4) ｻｰﾏﾝ・ｼﾞｮﾝ Clear Speech Student`s Book with Integra　 ¥3,135
1686 英語llA4(E267A4) 山本久雄 Metaphores We Live By ～メタファに満ちた日常世界～　 ¥1,870

1705 ドイツ語llA-2(llA-2b) 鈴木将史/佐藤和枝 時事ドイツ語　２０２１年度版　 ¥2,090

1710 中国語llA-2(llA-2d) 谷内哲治/裴崢 中国語の香り　講読編　 ¥2,530
1715 スペイン語llB-2 村瀬幸代 いいね！スペイン語　２　 ¥2,860

1720 韓国語llA-2 千永柱/金昌九　　　　　 もっとチャレンジ！韓国語　 ¥2,530

1725 初級日本語 山川史 初級日本語げんき　１　第３版 ¥3,960

1726 初級日本語 山川史 初級日本語げんきワークブック　１　第３版 ¥1,870

1727 中級日本語ll 山川史 まるごと日本のことばと文化　中級　２（Ｂ１）　 ¥3,300
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№ 講義名 先生名 書名 価格(税込）

1800 マクロ経済学 水島淳恵 マクロ経済学　第２版 ¥3,520
1801 マクロ経済学 水島淳恵 公務員試験新スーパー過去問ゼミ６　マクロ経済学　（参） ¥1,980
1815 計量経済学 岩澤政宗 計量経済学のための数学　（参） ¥2,860
1816 計量経済学 岩澤政宗 計量経済学　（参） ¥4,400
1820 財政学 天野大輔 コア・テキスト公共経済学　 ¥3,685

1910 保険論 中浜　隆 保険学　補訂版 ¥2,640
1915 経営学説史 西村友幸 マネジメントの歴史　 ¥2,530
1920 簿記原理A(昼間コース) 石井孝和 複式簿記概説　 ¥2,860
1921 簿記原理B(昼間コース） 市原啓善 基礎簿記会計　５訂版 ¥2,420
1930 財務会計論 石川業 財務会計・入門　第１４版 ¥1,980
1940 英語学特講ll 西口純代 A Course in Semantics H 248 p. 19　 ¥6,050
1950 言語学概論 ｼｮｰﾝ・ｸﾗﾝｷｰ 言語と私たちの世界　 ¥1,980

2000 憲法・基礎 l 坂東雄介 新憲法判例特選　第３版 ¥3,300
2001 憲法・基礎ｌ 坂東雄介 憲法　１　 ¥1,980
2002 行政法I 齋藤健一郎 行政法　第４版 ¥2,860
2003 行政法I 齋藤健一郎 判例フォーカス行政法　（参） ¥1,980
2004 行政法I 齋藤健一郎 行政判例百選　１　第７版　（参） ¥2,530
2010 憲法ll 小倉一志 憲法　第７版 ¥3,520
2011 憲法ll 小倉一志 新憲法判例特選　第３版 ¥3,300
2012 行政法II 石黒匡人 設例で学ぶ行政法の基礎　 ¥2,970
2013 行政法II 石黒匡人 判例フォーカス行政法　 ¥2,970
2016 民法ll 竹村壮太郎 債権総論　 ¥2,090
2017 民法ll 竹村壮太郎 契約法　 ¥2,090
2018 民法ll 竹村壮太郎 民法判例百選　２　第８版　（参） ¥2,530
2022 国際機構論 加藤信之 コンサイス条約集　第２版 ¥1,650
2025 基礎法特講(刑訴） 菅沼真也子 入門刑事手続法　第８版 ¥3,300
2026 基礎法特講(刑訴） 菅沼真也子 刑事訴訟法判例百選　第１０版　（参） ¥2,750
2030 商法III 河森計二 保険法　第４版 ¥2,310
2035 知的財産法 才原慶道 わかる著作権法講義 ¥2,860
2040 社会保障法 片桐由喜 トピック社会保障法　２０２１　第１５版 ¥2,640
2050 法学 齋藤健一郎 ポケット六法　令和4年版　（参） 未定

2105 統計科学 小泉大城 入門統計解析　 ¥2,750
2108 計画数学ll 小泉大城 計算力が身に付く微分積分　 ¥2,090
2113 組織コミュニケーション論 阿部孝太郎 上司もうなる！５つのビジネス・スキル　 ¥1,760
2117 情報処理基礎 沼澤政信 文系学生がまなぶ情報学　 ¥2,420
2118 情報処理基礎 沼澤政信 情報学入門　（参） ¥1,760
2119 情報処理基礎 沼澤政信 痛快！コンピュータ学　（参） ¥880

2205 現代思想 西永　亮 政治哲学とは何であるか？とその他の諸研究　 ¥5,280
2210 外国語上級ll(フランス語） ヤヤウィ・セドリック ＣＤ＆ワークブック付場面で学ぶフランス語２　改訂版 ¥3,190
2220 教育制度A/B 安宅 仁人 教育行政学　第３版 ¥3,080
2225 商業科教育法ll 田中修一/越前元博 商業３３４　ビジネス基礎　新改訂 ¥921
2228 社会科教育法l 菊地達夫 中学校学習指導要領解説　社会編　平成２９年７月　 ¥208
2233 英語科教育法l 三ツ木真実 「学ぶ・教える・考える」ための実践的英語科教育法　（参） ¥2,640

2310 数学ll 後藤 良彰 やさしく学べる微分積分　 ¥2,200
2311 数学ll 後藤 良彰 微分積分入門　（参） ¥2,640
2313 化学II 沼田ゆかり 教養の現代化学　新版（第２版） ¥2,640
2318 基礎数学 赤塚広隆 基礎数学　 ¥1,100
2330 英語lB(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
2331 英語lB(E12B) ｻｰﾏﾝ・ｼﾞｮﾝ Tactics for the TOEICR Test， Reading　 ¥3,465
2332 英語ｌD（E11D） ｸﾚｯｻｰ ﾙｶｽ ﾏｸ ｹﾝｼﾞ Unlock Level 1 : Reading and Writing Ski　 ¥3,520
2333 英語llA2(E24A2） ｸﾚｯｻｰ ﾙｶｽ ﾏｸ ｹﾝｼﾞ Unlock Level 2 : Reading and Writing Ski　 ¥3,520
2335 英語llB2(E24B2) ｻｰﾏﾝ・ｼﾞｮﾝ Clear Speech Student`s Book with Integra　 ¥3,135
2340 フランス語ｌ- 2 尾形弘人 新ケンとジュリー　２　二訂版 ¥2,530
2350 経済理論 白田康洋 ミクロ経済学　 ¥3,850
2353 経済学と現代 山梨 顕友 図解で学ぶゲーム理論入門　 ¥1,650
2357 市場システム論II 加藤敏文 流通論の基礎　第３版 ¥2,750
2360 現代企業管理論II 林松国 ２１世紀中小企業論　第３版 ¥2,420
2362 簿記原理(夜間主コース） 坂柳　明 現代企業簿記の基礎　第３版 ¥3,960
2363 簿記原理(夜間主コース） 二村雅子 大原で合格る日商簿記３級　第３版 ¥1,210
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2365 会計学原理 市原啓善 新・現代会計入門　第４版　（参） ¥4,070
2368 管理会計概論 籏本智之 １からの管理会計　 ¥2,640
2370 行政法l 齋藤健一郎 行政法　第４版 ¥2,860
2371 行政法I 齋藤健一郎 行政判例百選　１　第７版　（参） ¥2,530
2372 行政法I 齋藤健一郎 判例フォーカス行政法　（参） ¥1,980
2376 商法l 河森計二 会社法　第２版 ¥2,090
2380 知的財産法 才原慶道 わかる著作権法講義 ¥2,860
2385 オペレーションズ・リサーチ ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ　ﾁｬｰﾙｽﾞ 例題で学ぶＯＲ入門　 ¥2,750

4500 グローカルセミナーｌ 森谷亮太 Ｄｉｓｃｕｓｓｉｎｇ　Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｃｏｎｔｒｏｖｅｒｓｉａｌ　Ｉｓｓｕｅｓ　 ¥2,365
4501 グローカルセミナーｌ 森谷亮太 Academic Skills for Interdisciplinary St　 ¥3,258
4515 英語教育のための言語学 西口純代 Logic， Language， & Meaning， V I (Paper)(　 ¥5,915
4520 異文化コミュニケーションの基礎ll 西口純代 Sound and Meaning in East Cushitic Languages ¥8,064

※価格が多少変動する場合がありますので、詳しくは店頭にてご確認下さい。


