
 　教科書販売特設会場

【販売期間】　4月15日～5月15日　
4/15~4/28　10:00~13:30

【販売場所】
札幌大学生協　リンデンホールEast1階

　特別営業　 5/7~5/8　　 10:00~13:30
　　　　　　 5/11~5/15    10:00~15:00

2020年度 春学期

教科書リスト

札幌大学・札幌大学女子短期大学部

札幌大学生活協同組合

生協はココです



　

教科書に関する注意事項

●教科書は返品できません

購入して一度受け取った教科書は、乱丁（印刷・製本の乱れ）落丁（欠落）などの不良品以外は

返品できません。「間違えて買った」という理由でも返品返金はできませんので、購入の際には

十分に確認してください。

●教科書販売期間中に購入してください

販売期間が終了したら教科書は出版社に返します。生協に行けばいつでも買える訳ではありません。

販売期間を過ぎると購入ポイントも5％→3％となります。

●教科書は品切れする場合があります

大学からの情報や過去の履修実績に基づき必要な数量を確保するように努めていますが、履修

学生数の変動により品切れとなる場合があります。取り寄せになりますので予めご了承ください。

●自分が使用する教科書を確認

このリストは3月15日時点でご連絡をいただいた先生およびシラバスデーターを基に作成して

います。ガイダンス・講義に出席して実際に使用する教科書は何かをご自分でも確認して購入

間違いのないようにご注意ください。

教科書の購入方法

この教科書リストの最終ページにある『教科書注文票』に必要な教科書情報

を記入して教科書特設会場の受付スタッフに提出してください。

受付スタッフが教科書を取りまとめてお渡ししますので、教科書を持って

レジにて精算してください。

教科書購入のおすすめポイント

教科書購入はSUCA（サユカ）で５％ポイントがつきます！

SUCAで支払うことで、教科書は5％のポイントがつきます。

100ポイント貯まるごとに100円分が自動的にチャージされます。

（教科書購入時の5％ポイント対象期間4月15日～4月30日）

大学生協は「キャッシュレス・消費者還元事業」の決裁事業者として

登録されています。大学生協電子マネーSUCA（サユカ）による決済が

還元対象になり、更に5％の還元ポイントが加算されます。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3月15日までにご連絡を頂いた先生、及びシラバスデーターを元に作成しています

注文番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

4117 入門/基礎演習 時崎　久夫 1年 春学期 総合英語be3rd Edition English Grammmar28　 いいずな書店 693

4117 入門/基礎演習 濱田　英人 1年 春学期 総合英語be3rd Edition English Grammmar28　 いいずな書店 693

4119 入門/基礎演習 熊谷　ユリヤ 1年 春学期 ハンディ版ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒテスト出る語句１８００＋ コスモピア 1,430

4120 入門/基礎演習 熊谷　ユリヤ 1年 春学期 TOEIC K＆Rテスト　究極の模試600問＋ アルク 3,300

注文番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

4104 英語Ⅰ 浅見・尾田・田原　 1年 春学期 eラーニングで身につける初級英語・基礎 ニューブレイン・アライアンス 2,600

4107 英語Ⅰ 石原　英聡 1年 春/秋学期 読解力をみがく基本英文法　 朝日出版社 1,760

4101 英語Ⅰ 藤林　成一 1年 春学期 高校入試の基礎づくり英語　改訂版 旺文社 825

4118 英語Ⅰ 佐藤　美希 1年 春学期 総合英語be3rdEdition English Grammar23　 いいずな書店 693

4108 英語Ⅱ 景山　弘幸 1年 春/秋学期 ＤＶＤで学ぶ世界の文化と英語 金星堂 2,530

4011 英語Ⅴ シェイクスピア　ロバート 1年 春学期 The TOEIC Test Trainer Target 650 (Revised Editio） Cengage 2,310

4008 集中英語Ⅰ ラドクリフ　フィリップ 1年 春学期 Whaddaya Say? (Second Edition) Pearson 2,090

4102 集中英語Ⅰ 後藤　善久 1年 春学期 キクタン　TOEIC TEST SCORE 500 アルク 1,760

4005 集中英語Ⅰ 佐藤　美希 1年 春学期 Active Skills for Reading Book 2,（third edition） Cengage 3,025

4201 中国語Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 泉　敬史・呉　文華・庄　淳 1年 春学期 中国語の基礎づくり 白帝社 2,640

4203 集中中国語Ⅰ 大沼　尚子 1年 春学期 学漢語 白帝社 2,750

4207 集中中国語Ⅰ 云　肖梅・ケイ　玉芝・谷内　哲治 1年 春学期 新訳　第3版　中国語会話301　上 語文出版社 1,430

4204 集中中国語Ⅱ 大沼　尚子 1年 春学期 学漢語Ⅱ 白帝社 2,860

4301 ドイツ語Ⅰ/Ⅲ 阿部　和夫・荻原　達夫 1年 春学期 楽しく学ぶドイツ語　改訂版 三修社 2,310

4301 ドイツ語中級Ⅰ/Ⅱ 阿部　和夫・荻原　達夫 2～4年 春学期 楽しく学ぶドイツ語　改訂版 三修社 2,310

4401 フランス語Ⅰ 岩澤　康裕・村山　紀明 1年 春学期 アミカルマン　〈プリュス〉 駿河台出版社 火・木曜1講 2,530

4402 フランス語Ⅰ 岩澤　康裕・村山　紀明 1年 春学期 新ケンとジュリー〈１〉 駿河台出版社 火・木曜2講 2,420

4501 コリア語Ⅰ 井上　敦子・瀧元　智恵 1年 春学期 シンプル韓国語　入門編 アルク 2,200

4502 コリア語Ⅴ 瀧元　智恵 1年 春学期 韓国語へのとびら 朝日出版社 2,750

注文番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

3005 日本国憲法 森山　弘二 1～4年 春学期 憲法・法学講義　 敬文堂 2,750

2004 数学入門 山内　和幸 1～4年 春/秋学期 新基礎数学 大日本図書 参考文献 1,980

2005 数学入門 山内　和幸 1～4年 春/秋学期 新基礎数学問題集　３版 大日本図書 参考文献 990

6001 フィールドワーク入門 小山　茂 1～4年 春学期 キャンプ論あたらしいフィールドワーク 慶應義塾大学出版会 1,980

2003 経営学入門 中本　和秀・中山　健一郎 1～4年 春学期 経営という自由技法 創成社 2,970

2008 会計学入門 岩橋　忠徳・靍　日出郎 1～4年 春/秋学期 はじめまして会計学 中央経済社 2,200

3014 法学入門 西村　曜子 1～4年 春/秋学期 学生生活の法学入門 弘文堂 参考文献 2,420

1007 統計学入門 伊藤　公紀 1～4年 春学期 身につく統計学 森北出版 2,200

5102 アイヌ語Ⅰ/Ⅱ 本田　優子・岡田　勇樹 1～4年 春学期 ニューエクスプレス　アイヌ語 白水社 3,300

3007 憲法入門 森山　弘二 1～4年 春学期 憲法　第７版 岩波書店 3,520

注文番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

6002 情報リテラシー 大森　義行 1年 春学期 学生のための思考力・判断力・表現力が身に付く 情報リテラシー FOM出版 1,320

注文番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

2008 会計学入門 岩橋　忠徳・靍　日出郎 1～4年 春/秋学期 はじめまして会計学 中央経済社 2,200

2003 経営学入門 中本　和秀・中山　健一郎 1～4年 春学期 経営という自由技法 創成社 2,970

3007 憲法入門 森山　弘二 1～4年 春学期 憲法　第７版 岩波書店 3,520

■専攻入門科目

ー基盤教育科目ー

■外国語科目

■現代教養基礎科目

■情報科目
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3月15日までにご連絡を頂いた先生、及びシラバスデーターを元に作成しています

注文番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

1003 資料・データ分析 武者　加苗 1年 春学期 品格経営の時代にむけて 日科技連出版社 2,090

1004 資料・データ分析 武者　加苗 2年 春学期 原因と結果の経済学 ダイヤモンド社 1,760

1001 マクロ経済学入門Ａ 内山　隆司 1年 春学期 入門マクロ経済学　第5版 日本評論社 参考文献 3,080

1002 ミクロ経済学入門Ａ 千葉　隆生 1年 春学期 ミクロ経済学　第３版 日本評論社 参考文献 3,300

1005 日本経済論 武者　加苗 2年 春学期 ハバード経済学準備体操編 日本経済新聞社 2,750

1001 マクロ経済学（基礎理論） 内山　隆司 2年 春学期 入門マクロ経済学　第5版 日本評論社 参考文献 3,080

1002 ミクロ経済学（基礎理論） 千葉　隆生 2年 春学期 ミクロ経済学　第３版 日本評論社 参考文献 3,300

1005 経済取引と社会 武者　加苗 1年 春学期 ハバード経済学準備体操編 日本経済新聞社 2,750

1001 マクロ経済学 内山　隆司 2年 春学期 入門マクロ経済学　第5版 日本評論社 参考文献 3,080

1002 ミクロ経済学 千葉　隆生 2年 春学期 ミクロ経済学　第３版 日本評論社 参考文献 3,300

1006 地域経済学 武者　加苗 3～4年 春学期 地域経済学入門　第３版 有斐閣 2,750

注文番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

1003 資料・データ分析 武者　加苗 1年 春学期 品格経営の時代にむけて 日科技連出版社 2,090

1004 資料・データ分析 武者　加苗 2年 春学期 原因と結果の経済学 ダイヤモンド社 1,760

1001 マクロ経済学入門Ａ 内山　隆司 1年 春学期 入門マクロ経済学　第5版 日本評論社 参考文献 3,080

1002 ミクロ経済学入門Ａ 千葉　隆生 1年 春学期 ミクロ経済学　第３版 日本評論社 参考文献 3,300

1001 マクロ経済学 内山　隆司 2年 春学期 入門マクロ経済学　第5版 日本評論社 参考文献 3,080

1002 ミクロ経済学 千葉　隆生 2年 春学期 ミクロ経済学　第３版 日本評論社 参考文献 3,300

1006 地域経済学 武者　加苗 3～4年 春学期 地域経済学入門　第３版 有斐閣 2,750

注文番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

2009 基礎簿記 岩橋　忠徳 1年 春/秋学期 簿記入門　第２版 森北出版 2,420

2010 情報処理基礎 鈴木　卓真 1年 春学期 イメージ＆クレバー方式でよくわかる栢木先生のＩＴパスポート教室　令和０２年　 技術評論社 1,738

2011 会計情報論 久保　淳司 2年 春学期 財務報告論　第２版 中央経済社 3,190

2003 経営管理論 中本　和秀 2年 通年 経営という自由技法 創成社 2,970

2004 経営基礎数学 山内　和幸 2年 春学期 新基礎数学 大日本図書 参考文献 1,980

2005 経営基礎数学 山内　和幸 2年 春学期 新基礎数学問題集　３版 大日本図書 参考文献 990

2012 原価計算基礎 靍　日出郎 2年 春学期 原価計算論 　改訂版 創成社 2,530

2013 現代企業論 汪　志平 2年 春学期 企業論テキスト 中央経済社 2,970

2014 産業情報総論 工藤　雅俊 2年 春学期 大学入試苦手対策!データの分析確率分布統計的な推測に強くなる問題集 旺文社 1,375

2015 産業情報総論 工藤　雅俊 2年 春学期 大学入試苦手対策!2次関数三角関数指数・対数関数に強くなる問題集 旺文社 1,375

2016 財務会計 岩橋　忠徳 2年 春学期 ベーシック企業会計　第２版 創成社 2,420

2007 情報倫理基礎 小山　茂 2年 春学期 モバイルネットワーク時代の情報倫理　第２版 近代科学社 1,760

2018 情報倫理基礎 小山　茂 3年 春学期 情報倫理　技術・プライバシー・著作権 みすず書房 受注 6,050

2020 マーケティング概論 角田　美知江 2年 春学期 １からのマーケティング　第４版 碩学舎 2,640

2012 原価計算 靍　日出郎 2年 通年 原価計算論 　改訂版 創成社 2,530

2004 数理科学 山内　和幸 2年 春学期 新基礎数学 大日本図書 参考文献 1,980

2005 数理科学 山内　和幸 2年 春学期 新基礎数学問題集　３版 大日本図書 参考文献 990

2003 組織と個人 中本　和秀 2年 春学期 経営という自由技法 創成社 2,970

2007 情報倫理 小山　茂 2年 通年 モバイルネットワーク時代の情報倫理　第２版 近代科学社 1,760

2006 情報倫理 小山　茂 3年 通年 AI倫理-人工知能は「責任」をとれるのか 中央公論新社 946

2002 税務会計 櫻田　譲 3～4年 秋学期集中 Ｎｅｗベーシック税務会計　個人課税編 　五絃舎 2,860

2022 業績管理会計 靏　日出郎 2年 春学期 一から学ぶ管理会計入門　 中央経済社 3,300

ー地域創生専攻ー

ー経営学専攻経営・会計ー

ー経済学専攻ー
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注文番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

2009 基礎簿記 岩橋　忠徳 1年 春/秋学期 簿記入門　第２版 森北出版 2,420

2010 情報処理基礎 鈴木　卓真 1年 春学期 イメージ＆クレバー方式でよくわかる栢木先生のＩＴパスポート教室　令和０２年　 技術評論社 1,738

2003 経営管理論 中本　和秀 2年 通年 経営という自由技法 創成社 2,970

2004 経営基礎数学 山内　和幸 2年 春学期 新基礎数学 大日本図書 参考文献 1,980

2005 経営基礎数学 山内　和幸 2年 春学期 新基礎数学問題集　３版 大日本図書 参考文献 990

2013 現代企業論 汪　志平 2年 春学期 企業論テキスト 中央経済社　 2,970

2014 産業情報総論 工藤　雅俊 2年 春学期 大学入試苦手対策!データの分析確率分布統計的な推測に強くなる問題集 旺文社 1,375

2015 産業情報総論 工藤　雅俊 2年 春学期 大学入試苦手対策!2次関数三角関数指数・対数関数に強くなる問題集 旺文社 1,375

2016 財務会計 岩橋　忠徳 2年 春学期 ベーシック企業会計　第２版 創成社 2,420

2007 情報倫理基礎 小山　茂 2年 春学期 モバイルネットワーク時代の情報倫理　第２版 近代科学社 1,760

2018 情報倫理基礎 小山　茂 2年 春学期 情報倫理　技術・プライバシー・著作権 みすず書房 受注 6,050

2004 数理科学 山内　和幸 2年 春学期 新基礎数学 大日本図書 参考文献 1,980

2005 数理科学 山内　和幸 2年 春学期 新基礎数学問題集　３版 大日本図書 参考文献 990

2020 マーケティング概論 角田　美知江 2年 春学期 １からのマーケティング　第４版 碩学舎 2,640

2016 財務会計論 岩橋　忠徳 2年 春学期 ベーシック企業会計　第２版 創成社 2,420

2007 情報倫理 小山　茂 2年 通年 モバイルネットワーク時代の情報倫理　第２版 近代科学社 1,760

2006 情報倫理 小山　茂 2年 通年 AI倫理-人工知能は「責任」をとれるのか 中央公論新社 946

2022 業績管理会計 靏　日出郎 2年 春学期 一から学ぶ管理会計入門　 中央経済社 3,300

教科書番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

3007 憲法入門 森山　弘二 1年 春学期 憲法　第７版 岩波書店 3,520

3018 行政学 武岡　明子 2年 春学期 はじめての行政学　 有斐閣 2,090

3007 憲法特論Ⅰ（統治） 森山　弘二 2年 春学期 憲法　第７版 岩波書店 3,520

3008 憲法特論Ⅰ（統治） 森山　弘二 2年 春学期 新憲法判例特選　第２版 敬文堂 参考文献 3,080

3007 憲法Ⅱ（人権） 常本　照樹 2年 春学期 憲法　第７版 岩波書店 3,520

3008 憲法Ⅱ（人権） 常本　照樹 2年 春学期  新憲法判例特選　第２版 敬文堂 3,080

1001 マクロ経済学（基礎理論） 内山　隆司 2年 春学期 入門マクロ経済学　第5版 日本評論社 参考文献 3,080

1002 ミクロ経済学（基礎理論） 千葉　隆生 2年 春学期 ミクロ経済学　第３版 日本評論社 参考文献 3,300

5103 日本史概論Ⅰ 川上　淳 2～4年 春学期 概論日本史 吉川弘文館 2,090

7007 倫理学 山口　拓夢 2～4年 春学期 図解　いちばんやさしい哲学の本 彩図社 734

1001 マクロ経済学 内山　隆司 2年 春学期 入門マクロ経済学　第5版 日本評論社 参考文献 3,080

1002 ミクロ経済学 千葉　隆生 2年 春学期 ミクロ経済学　第３版 日本評論社 参考文献 3,300

3001 行政法Ⅱ 藤巻　秀夫 3年 春学期 地方自治の法と行財政 八千代出版 3,300

3011 行政法特論 藤巻　秀夫 3年 通年 ベーシック行政法　第2版 法律文化社 3,080

3012 商法Ⅱ 河森　計二 3年 春学期 会社法の道案内　 法律文化社 2,090

3009 法律事務特別講座 久保　智人 3年 春学期 企業法務入門テキスト 商事法務 2,860

3004 民事訴訟法 横路　俊一 3年 春学期 基本判例民事訴訟法　第２版補訂 有斐閣 3,190

3003 民事訴訟法 横路　俊一 3年 春学期 民事訴訟法　第７版 有斐閣 1,870

3017 現代日本政治論 浅野　一弘 1～2年 秋集中 ラジオで語った政治学　３ 同文館 2,530

注文番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

3018 行政学 武岡　明子 2年 春学期 はじめての行政学　 有斐閣 2,090

3007 憲法Ⅱ（人権） 常本　照樹 2年 春学期 憲法　第７版 岩波書店 3,520

3008 憲法Ⅱ（人権） 常本　照樹 2年 春学期 新憲法判例特選　第２版 敬文堂 3,080

3013 平和学 若月　秀和 2年 春学期 戦後日本外交史　第三版補訂版 有斐閣 2,200

ー法学専攻ー

ー経営学専攻・情報経営ー

ー現代政治専攻ー
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注文番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

1001 マクロ経済学（基礎理論） 内山　隆司 2年 春学期 入門マクロ経済学　第5版 日本評論社 参考文献 3,080

1002 ミクロ経済学（基礎理論） 千葉　隆生 2年 春学期 ミクロ経済学　第３版 日本評論社 参考文献 3,300

5103 日本史概論Ⅰ 川上　淳 2～4年 春学期 概論日本史 吉川弘文館 2,090

7007 倫理学 山口　拓夢 2～4年 春学期 図解　いちばんやさしい哲学の本 彩図社 734

3006 現代政治行政事情 大矢　温 3年 春学期 政治学 東京大学出版会 2,420

3002 日米関係論 御手洗　昭治 3年 春学期 ドラッカーがいま、ビジネスパーソンに伝えたいこと 総合法令出版 1,430

注文番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

4001 PracticalEnglish I グリーン　ウィリアム 1年 春学期 Touchstone 2 Second Edition Cambridge 3,245

4014 PracticalEnglish I ラドクリフ　フィリップ 1年 春学期 Active Listening Level 2 Cambridge 2,838

4007 PracticalEnglish I ボゼア　アラン 1年 春学期 Active Listening Level 1 Cambridge 2,838

4105 Pronunciation 時崎　久夫 1年 春学期 ファンダメンタル音声学 ひつじ書房 2,640

4110 資格英語（TOEFL） 熊谷　ユリヤ 1～4年 春学期 TOEFL(R)テスト ボキャブラリー+例文3900 (留学対策シリーズ)  ジャパンタイムズ 3,190

4111 資格英語（TOEFL） 熊谷　ユリヤ 1～4年 春学期 『CD-ROM付 完全攻略! TOEFL ITP(R)テスト 模試4回分』  アルク 3,080

4001 ReadingⅠ グリーン　ウィリアム 1年 春学期 Touchstone 2 Second Edition Cambridge 3,245

4007 ReadingⅠ ボゼア　アラン・ラドクリフ　フィリップ 1年 春学期 Active Listening Book 1 (second edition) Cambridge 2,838

4002 Practical English III グリーン　ウィリアム 2年 春学期 Touchstone Level 3 Student's Book 2nd Edition Cambridge 3,135

4112 Practical English III ボゼア　アラン・ラドクリフ　フィリップ 2年 春学期 Coffee Shop Discussions 南雲堂 2,420

4005 Reading　I 景山　弘幸 2年 春学期 Active Skills for Reading Book 2,（third edition） Cengage 3,025

4006 ReadingⅠ/Ⅲ 時崎　久夫 2年 春学期 Active Skills for Reading 3 Cengage 2,915

4012 Ｗriting Ⅰ ミルキー，マイケル 2年 春学期 Read to Write, 2nd Edition BTB Press 1,870

5101 Intercultural Study 御手洗　昭治 2～4年 春学期 ライシャワーの名言に学ぶ異文化理解 ゆにま書房 1,980

5005 英語文学概論 豊里　真弓 2～4年 春学期 ハツカネズミと人間 新潮社 473

4106 言語学概論Ⅰ 時崎　久夫 2～4年 春学期 「入門」ことばの世界 大修館書店 1,980

4103 資格英語（TOEIC） 尾田　智彦 2～4年 春学期 SEIZE  THE KEYS OF  THE TOEIC L&R TEST　　 金星堂 2,090

4012 Basic Writing Ⅰ ミルキー，マイケル 1年 春学期 Read to Write, 2nd Edition BTB Press 1,870

4002 ＤiscussionⅠ グリーン　ウィリアム 2年 春学期 Touchstone Level 3 Student's Book 2nd Edition Cambridge 3,135

4112 ＤiscussionⅠ ボゼア　アラン・ラドクリフ　フィリップ 2年 春学期 Coffee Shop Discussions 南雲堂 2,420

5005 英米文学概論 豊里　真弓 2～4年 春学期 ハツカネズミと人間 新潮社 473

4106 言語論Ⅰ 時崎　久夫 2～4年 春学期 「入門」ことばの世界 大修館書店 1,980

4013 Academic Writing ミルキー，マイケル 3～4年 春学期 Read to Write Compositions BTB Press 1,870

4113 アメリカ文学史 豊里　真弓 3～4年 春学期 はじめて学ぶアメリカ文学史 ミネルヴァ書房 3,080

4114 専門英語研究　Ａ（観光） 熊谷　ユリヤ 3～4年 春学期 全国通訳案内士試験「英語2次(口述)」合格! 対策 三修社 2,860

4115 通訳演習Ⅰ 熊谷　ユリヤ 3～4年 春学期 英語リプロダクショントレーニング　入門編　   ディーエイチシー 1,870

4116 通訳研究 熊谷　ユリヤ 3～4年 春学期 とっさのときに困らない 英語の30秒スピーチ 研究社 1,980

4009 翻訳演習Ⅰ 佐藤　美希 3～4年 春学期  Practical Skills For Better Traslation Macmillan 1,980

注文番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

1001 マクロ経済学（基礎理論） 内山　隆司 2年 春学期 入門マクロ経済学　第5版 日本評論社 参考文献 3,080

1002 ミクロ経済学（基礎理論） 千葉　隆生 2年 春学期 ミクロ経済学　第３版 日本評論社 参考文献 3,300

5009 考古学研究Ⅰ 川名　広文 2～4年 春学期 考古学の教室 平凡社 814

5103 日本史概論Ⅰ 川上　淳 2～4年 春学期 概論日本史 吉川弘文館 2,090

5102 アイヌ語Ⅰ/Ⅱ 本田　優子・岡田　勇樹 全学年 春学期 ニューエクスプレス　アイヌ語 白水社 3,300

7007 倫理学 山口　拓夢 2～4年 春学期 図解　いちばんやさしい哲学の本　 彩図社 734

1001 マクロ経済学 内山　隆司 2年 春学期 入門マクロ経済学　第5版 日本評論社 参考文献 3,080

ー現代政治専攻ー

ー英語専攻ー

ー歴史文化専攻ー
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注文番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

1002 ミクロ経済学 千葉　隆生 2年 春学期 ミクロ経済学　第３版 日本評論社 参考文献 3,300

5009 考古学研究 川名　広文 2～4年 春学期 考古学の教室 平凡社 814

5103 日本史 川上　淳 2～4年 春/秋学期 概論日本史 吉川弘文館 2,090

5104 日本北方史 川上　淳 3～4年 春/秋学期 北海道の歴史がわかる本　増補版 亜璃西社 1,760

注文番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

4106 言語学概論Ⅰ 時崎　久夫 2～4年 春学期 「入門」ことばの世界 大修館書店 1,980

4106 言語論Ⅰ 時崎　久夫 2～4年 春学期 「入門」ことばの世界 大修館書店 1,980

教科書番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

5007 クリエイティヴ・ライティング 荒木　奈美 1～4年 春学期 基礎から学べる！ 文章力ステップ 2級対応 日本漢字能力検定協会 770

5005 英語文学概論 豊里　真弓 2～4年 春学期 ハツカネズミと人間 新潮社 473

4106 言語学概論Ⅰ 時崎　久夫 2～4年 春学期 「入門」ことばの世界 大修館書店 1,980

4106 言語論Ⅰ 時崎　久夫 2～4年 春学期 「入門」ことばの世界 大修館書店 1,980

4209 日中比較文学文化概論 張　偉雄 2～4年 春学期 比較文学考 白帝社 2,724

5103 日本史概論Ⅰ 川上　淳 2～4年 春学期 概論日本史 吉川弘文館 2,090

5103 日本史 川上　淳 2～4年 春/秋学期 概論日本史 吉川弘文館 2,090

5106 日本文学特講Ｂ 菅本　康之 3～4年 春学期 壁　改版 新潮社 605

5105 日本文学特講Ｂ 菅本　康之 3～4年 春学期 復興期の精神 講談社 1,650

注文番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

4214 HSK対策講座Ⅰ 唐　，イ 1年 春学期 スタンダードコース中国語　２（初級レベル） スプリックス 2,585

4106 言語学概論Ⅰ 時崎　久夫 2～4年 春学期 「入門」ことばの世界 大修館書店 1,980

4106 言語論Ⅰ 時崎　久夫 2～4年 春学期 「入門」ことばの世界 大修館書店 1,980

4204 初級中国語閲読 大沼　尚子 2～4年 春学期 学漢語Ⅱ 白帝社 2,860

4208 初級中国語会話 云　肖梅・ケイ　玉芝 2～4年 春学期 新訳第3版　中国語会話301　下 語文研究社 1,430

4210 初級中国語聴解 唐　，イ 2～4年 春学期  大学生のための現代中国１２話　３　 白帝社 2,750

4202 日中通訳ガイドⅠ 杉江　聡子 2～4年 春学期 中国語でPERAPERA北海道 北海道新聞社出版センター 1,650

4209 日中比較文学文化概論 張　偉雄 2～4年 春学期 比較文学考 白帝社 2,724

4203 入門中国語閲読Ⅰ 大沼　尚子 1年 春学期 学漢語 白帝社 2,750

4207 入門中国語会話Ⅰ/Ⅱ ケイ　玉芝 1年 春学期 新訳　第3版　中国語会話301　上 語文出版社 1,430

4206 中級中国語閲読 楊　曄 3～4年 春学期 語ろう日中暮らしの文化 白帝社 2,860

4205 中級中国語会話 楊　曄 3～4年 春学期 中国を知る為の中国語中級テキスト 白帝社 2,750

4211 中級中国語聴解 高瀬　奈津子・張　偉雄 3～4年 春学期 ティンティン・シュオシュオ　 白帝社 2,750

4212 中国語精読Ⅱ 張　偉雄 3～4年 春学期 中国文化15話 白帝社 2,750

教科書番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

5101 Intercultural Study 御手洗　昭治 2～4年 春学期 ライシャワーの名言に学ぶ異文化理解 ゆまに書房 1,980

5005 英語文学概論 豊里　真弓 2～4年 春学期 ハツカネズミと人間 新潮社 473

4106 言語学概論Ⅰ 時崎　久夫 2～4年 春学期 「入門」ことばの世界 大修館書店 1,980

4106 言語論Ⅰ 時崎　久夫 2～4年 春学期 「入門」ことばの世界 大修館書店 1,980

5006 言語文化論Ａ 小笠原　はるの 2～4年 春学期 ことばが劈かれるとき 筑摩書房 748

4209 日中比較文学文化概論 張　偉雄 2～4年 春学期 比較文学考 白帝社 2,724

4112 ＤiscussionⅠ ボゼア　アラン・ラドクリフ　フィリップ 2年 春学期 Coffee Shop Discussions 南雲堂 2,420

ー歴史文化専攻ー

ー日本語・日本文化専攻ー

ーロシア語専攻ー

ー中国語・中国文化専攻ー

ー異文化コミュニケーション専攻ー
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教科書番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

3018 行政学 武岡　明子 2年 春学期 はじめての行政学　 有斐閣 2,090

教科書番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

6003 ゲーム理論 山田　玲良 2年 春学期 戦略的思考の技術 中央公論新社 924

3015 法学概論 林　研三 2年 春学期 法学講義　第２版 世界思想社 1,430

7006 思想と社会 山口　拓夢 3～4年 春学期 図説　一冊で学び直せる哲学の本 学研プラス 858

教科書番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

5003 スポーツ社会学 横山　茜理 2～4年 春学期 生涯スポーツ実践論　改訂４版 市村出版 3,080

5004 生理解剖学 岩本　正姫 2～4年 春学期 身体運動の機能解剖　改訂版 医道の日本社 4,730

5001 衛生学及び公衆衛生学 米田　政葉・米田　龍大 3～4年 春学期 シンプル衛生公衆衛生学2020　 南江堂 2,640

5002 衛生学及び公衆衛生学 米田　政葉・米田　龍大 3～4年 春学期 公衆衛生が見える2020-2021 メディックメディア 参考文献・受注 3,960

6909 教育実習 木村・高橋・松野 4年 通年 教育実習の手引　第６版 学術図書出版社 440

教科書番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

4215 初級中国語閲読Ⅰ/Ⅱ 唐　，イ 1年 春学期前半 これでパーフェクト！中国語の旅 朝日出版社 1,870

4216 初級中国語会話Ⅰ/Ⅱ 唐　，イ 1年 春学期前半 中国語はじめの一歩 白水社 2,420

4210 初級中国語聴解Ⅰ/Ⅱ 唐　，イ 1年 春学期後半 大学生のための現代中国１２話　３　 白帝社 2,750

4211 中級中国語聴解Ⅰ 高瀬　奈津子 1年 春学期前半 ティンティン・シュオシュオ　 白帝社 2,750

4212 中級中国語聴解Ⅱ 張　偉雄 1年 春学期前半 中国文化15話 白帝社 2,750

4213 東洋の思想と文化Ａ/B 張　偉雄 1年 春学期前半 なぜ今、世界のビジネスリーダーは東洋思想を学ぶのか 文響社 1,518

6003 ゲーム理論 山田　玲良 2年 春学期 戦略的思考の技術 中央公論新社 924

3015 法学概論 林　研三 2年 春学期 法学講義　第２版 世界思想社 1,430

7006 思想と社会 山口　拓夢 3～4年 春学期 図説　一冊で学び直せる哲学の本 学研プラス 858

教科書番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

7006 倫理と社会 山口　拓夢 1～2年 春学期 図説　一冊で学び直せる哲学の本 学研プラス 858

教科書番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

4003 英語Ⅰ グリーン　ウィリアム 1年 春学期 Compact Key for Schools (Second Edition) Student's Book Cambridge 3,300

4501 コリア語Ⅰ 井上　敦子 1年 春学期 シンプル韓国語　入門編 アルク 2,200

4201 中国語Ⅰ/Ⅲ 泉　敬史・呉　文華 1年 春学期 中国語の基礎づくり 白帝社 2,640

7005 ビジネスマナー概論 中里　のぞみ 1年 春学期 入社1年目のビジネスマナーの教科書 プレジデント社 1,320

7021 ビジネス文書作成 小山　茂 1～2年 春学期 ビジネス文書検定受検ガイド　改訂新版３級 早稲田教育出版 1,100

7003 ビジネスマナー実習Ａ 中里　のぞみ 1～2年 春学期 サービス接遇検定公式テキスト３級　新刊　 早稲田教育出版 1,210

4004 英語Ⅲ グリーン　ウィリアム 2年 春学期 Compact Preliminary for Schools (Second Edition) Student's Book Cambridge 3,300

教科書番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

7004 ホスピタリティマネジメント 中里　のぞみ 1年 春学期 ホスピタリティとホスピタリティマネジメント パレード 1,650

教科書番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

7029 専門科目共通 各教員 1年 春学期 幼稚園教育要領　平成２９年告示　 フレーベル館 164

7018 専門科目共通 各教員 1年 春学期 保育所保育指針　〈平成２９年告示〉　 フレーベル館 164

7026 専門科目共通 各教員 1年 春学期 幼保連携型認定こども園教育・保育要領　〈平成２９年告示〉　 フレーベル館 164

ーこども学科教養科目ー

ーこども学科ー

ーキャリアデザイン学科ー

ー現代教養専攻ー

ー異文化コミュニケーション専攻ー

ースポーツ文化専攻ー

ーリベラルアーツ専攻ー

ーキャリアデザイン学科教養科目ー
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3月15日までにご連絡を頂いた先生、及びシラバスデーターを元に作成しています

教科書番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

7028 専門科目共通 各教員 1年 春学期 幼稚園教育要領解説　平成３０年３月　 フレーベル館 264

7030 専門科目共通 各教員 1年 春学期 保育所保育指針解説　平成３０年３月　 フレーベル館 352

7027 専門科目共通 各教員 1年 春学期  幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説　平成３０年３月 フレーベル館 385

7019 専門科目共通 各教員 1年 春学期 幼稚園教育要領　平成２９年３月　 東山書房 276

7008 基礎演習Ⅰ 各教員 1年 春学期 保育の学びスタートブック　第２版 萌文書林 1,100

7009 教育原理 姉崎　洋一 1年 春学期 はじめての子ども教育原理 有斐閣 1,980

7010 教育原理 姉崎　洋一 1年 春学期 あそんで　まなぶ　わたしと世界 みらい 1,650

7023 乳児保育Ⅰ 小林　由希子 1年 春学期 はじめて学ぶ乳児保育　第２版 同文書院 2,200

7035 社会福祉 金 1年 春学期 社会福祉　 中央法規出版 2,200

7024 保育実習指導Ⅰ 各教員 1年 通年 保育・教育実習完全サポートブック　 中央法規出版 1,980

7025 保育実習指導Ⅰ 各教員 1年 通年 より深く理解できる施設実習　 萌文書林 2,200

7008 保育内容総論 梶浦　真由美 1年 春学期 保育の学びスタートブック　第２版 萌文書林 1,100

7038 保育の心理学 前野　紀惠子 1年 春学期 保育の心理学 みらい 2,310

7002 幼児と人間関係 上田　道子 1年 春学期後半 保育内容人間関係　第２版 みらい 2,310

7022 幼児と言葉 田崎　栄子 1年 春学期 幼稚園・保育園で使いたい読み聞かせ絵本 北海道えほん研究 1,100

7014 教育実習指導 各教員 2年 春学期 最新　保育園・幼稚園の実習完全マニュアル 成美堂出版 1,320

7015 子どもの理解と援助 前野　紀惠子 2年 春学期 子どもの理解と援助 中央法規 2,200

7031 乳幼児期の特別支援Ⅰ 前野　紀惠子 2年 春学期 ライフステージを見通した障害児保育と特別支援教育　新版 みらい 2,640

7032 乳幼児期の特別支援Ⅰ 前野　紀惠子 2年 春学期 演習・保育と障害のある子ども みらい 2,530

7022 保育者論 田崎　栄子 2年 春学期 幼稚園・保育園で使いたい読み聞かせ絵本 北海道えほん研究 1,100

7036 保育カリキュラム論 大澤 2年 春学期 教育・保育カリキュラム論　 中央法規 2,200

7039 幼児音楽Ⅱ 畠山　なよ子 2年 春学期 保育のカンタンピアノ伴奏１３０曲　 ひかりのくに 1,650

7033 子ども家庭支援論 池上　由紀子 2年 春学期 子ども家庭支援 全国社会福祉協議会 2,090

7034 子どもの保険 北田　雅子 2年 春学期 子どもの保健テキスト 診断と治療社 2,200

7037 社会的養護I 金 2年 春学期 社会的養護　１　 中央法規 2,200

7011 乳児保育Ⅱ 梶浦　真由美 2年 春学期 乳児保育　１・２ 中央法規 2,860

教科書番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

6902 教育相談 須賀　朋子 3～4年 秋学期集中 生徒指導提要 文部科学省 371

6902 生徒指導論 須賀　朋子 3年 春学期 生徒指導提要 文部科学省 371

6901 英語科指導法Ⅰ/Ⅲ 伊藤　都章 3年 春学期 「学ぶ・教える・考える」ための実践的英語科教育法 大修館書店 2,640

6904 社会科・地理歴史科指導法Ⅰ 吉嶺　茂樹 3年 春学期 中学校学習指導要領解説　社会編 東洋館出版社 208

6903 社会科・地理歴史科指導法Ⅰ 吉嶺　茂樹 3年 春学期 中学校学習指導要領 東山書房 359

6905 社会科・地理歴史科指導法Ⅰ 吉嶺　茂樹 3年 春学期 『中学生の歴史』（検定教科書） 帝国書院 受注 841

6906 社会科・地理歴史科指導法Ⅰ 吉嶺　茂樹 3年 春学期 『中学校の地理』（検定教科書） 帝国書院 受注 841

6904 社会科・公民科指導法Ⅰ 吉嶺　茂樹 3年 春学期 中学校学習指導要領解説　社会編 東洋館出版社 208

6903 社会科・公民科指導法Ⅰ 吉嶺　茂樹 3年 春学期 中学校学習指導要領 東山書房 359

6913 国語科指導法Ⅰ 荒木　奈美 3年 春学期 国語１（光村３８） 光村図書 受注 869

6914 国語科指導法Ⅰ 荒木　奈美 3年 春学期 改訂版　標準国語総合（国総361） 第一学習社 受注 1,004

6915 国語科指導法Ⅰ 荒木　奈美 3年 春学期 中学校学習指導要領解説　国語編 東洋館出版社 318

6916 国語科指導法Ⅰ 荒木　奈美 3年 春学期 高等学校学習指導要領解説　国語編 東洋館出版社 受注 638

6917 情報科指導法Ⅰ 古谷　次郎 3年 春学期 高等学校学習指導要領解説　情報編 開隆堂 受注 512

6907 保健体育科指導法Ⅱ/Ⅳ 田川　芳紀 3年 春学期 中学校学習指導要領解説　保健体育編 東山書房 458

6908 保健体育科指導法Ⅰ/Ⅲ 田川　芳紀 3年 春学期 高等学校学習指導要領解説　保健体育編 東山書房 552

ー教職科目ー

ーこども学科ー
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教科書番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

5110 博物館実習 川上　淳・川名　広文・松友　知香子 3～4年 通年 博物館実習マニュアル 芙蓉書房 2,970

5109 博物館経営論 高橋　理 2年 春学期 新時代の博物館学 芙蓉書房 2,090

5109 博物館資料論 川上　淳 2年 春学期 新時代の博物館学 芙蓉書房 2,090

5107 博物館資料保存論 斎藤　和範 3～4年 春学期 文化財の保存環境 中央公論美術出版 2,090

5108 博物館資料保存論 斎藤　和範 3～4年 春学期 文化財害虫カード　改訂版 クバプロ 770

5109 博物館展示論 三浦　泰之 3～4年 春学期 新時代の博物館学 芙蓉書房 2,090

教科書番号 授業名 教員氏名 学年 学期 教科書名 出版社 備考 定価

4119 ゼミナールⅠ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ/Ⅵ 熊谷　ユリヤ 2年 春/秋学期 ハンディ版ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒテスト出る語句１８００＋ コスモピア 1,430

4120 ゼミナールⅠ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ/Ⅵ 熊谷　ユリヤ 2年 春/秋学期 TOEIC K＆Rテスト　究極の模試600問＋ アルク 3,300

8001 駒木ゼミ 駒木　泰 2～4年 通年 Ｅｘｃｅｌで読み取る経済データ分析　 新世社 1,870

8002 時崎ゼミ 時崎　久夫 2～4年 春学期 英語のフォニックス　新装版 研究社 2,530

8003 濱田ゼミ 濱田　英人 2～4年 春学期 レキシカル・グラマーへの招待 開拓社 1,980

教科書番号 出版社 備考 定価

9001 有斐閣 2,090

9002  三省堂 2,090

9003 有斐閣 4,950

9004 白水社 3,190

9005 博友社 6,408

9006 小学館 3,520

9007 大修館書店 3,850

4302 同学社 4,620

9008 講談社 880

9009 慶応義塾大学出版 1,100

9010 ナツメ社 1,210

ー学芸員資格科目ー

ポケットプログレッシブ韓日・日韓辞典　第２版

ジーニアス英和辞典　第５版

アポロン独和辞典　第３版

最新版大学生のためのレポート・論文術　

レポート・論文の書き方入門　第４版

ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方　

ーゼミナールー

ー推奨図書・辞書ー

書　名

ポケット六法　令和２年版　

デイリー六法　令和２年版　

法律学小辞典　第５版

パスポート初級露和辞典　

博友社ロシア語辞典　改訂新版

MEMO
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注文番号 授業名 教　員　名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

受付№ 払込書郵送日 着金確認日 発送日　

宅配サービス　教科書注文票

　　　　年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様学　年/氏　名

教科書名

備考

生協処理欄

配送先住所

連絡先

〒

(電話）　　　　　　　　　　　（mail）

                               札幌大学生活協同組合
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