
●教養・全学共通科目
チェック 教科書No 学年 講義名 教員名 書名 出版社 本体価格

C10001 1年 統計学 早田　和弥 入門統計学　 共立出版 2000

C10002 1年 日本国憲法(2) 山田　哲 はじめての憲法学　第３版 三省堂 2600

C10003 1年 英語2A(8) 菅原　美穂子 Alive jives 南雲堂 1600

C10005 1年 英語2A(23) 熊谷　由美子 Crime Never Pay Solve the Cases with Det　 ｾﾝｹﾞｰｼﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ 1900

C10006 1年 世界の民族音楽(2) 枡谷　隆男 民族音楽概論　 東京書籍 2427

C10007 1年 教育学 白石　淳 資料で考える子ども・学校・教育　新訂版 学術図書出版社 2200

C10008 1年 現代と法 小澤　隆司 日本近現代法史　第２版 信山社出版 4000

C10009 1年 英語2A(5) 菅原　秀二 First Time Trainer for the TOE ｾﾝｹﾞｰｼﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ 2100

C10011 1年 日本語を教えるＢ 佐藤　章 日本語教育を学ぶ　第２版 三修社 2400

C10012 1年 日本語Ｄ(1) 佐藤　章 留学生のためのここが大切文章表現のルール　 ｽﾘｰｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ 1600

C10014 1年 心理学(3) 森　直久 ゼロからはじめる心理学・入門　 有斐閣 1800

C10015 1年 心理学概説 森　直久 ゼロからはじめる心理学・入門　 有斐閣 1800

C10004 2年 英語4A(10） 菅原　美穂子 ポップスで学ぶ総合英語　改訂新版 成美堂 2100

C10013 2年 コンピュータ応用B 中村　永友 Ｅｘｃｅｌで学ぶ統計・データ解析入門　 丸善出版 2800

C10018 2年 応用英語B 水島　梨紗 白熱議論：どちらに賛成？　 朝日出版社 1800

C10017 3年 全学共通特別演習B（9） 栃真賀　透 北海道･札幌市の特別支援学校教諭参考書 2021年度版　 協同出版 1500

●心理学部

チェック 教科書No 学年 講義名 教員名 書名 出版社 本体価格

C60007 1年 心理学的支援法 久藏　孝幸 公認心理師標準テキスト心理学的支援法　 北大路書房 2700

C60013 1年 心理学(3) 森　直久 ゼロからはじめる心理学・入門　 有斐閣 1800

C60016 1年 教養ゼミナールB(4) 森　直久 心理学検定基本キーワード　改訂版 実務教育出版 2000

C60014 1年 精神保健福祉相談援助の基盤（基礎） 尾形　多佳士 新・精神保健福祉士養成講座　3　第2版 中央法規出版 2700

C60003 2年 トラウマと災害の心理学 菊池　浩光 トラウマ　 岩波書店 880

C60004 2年 精神疾患とその治療 菊池　浩光 最新図解やさしくわかる精神医学　 ナツメ社 1800

C60006 2年 青年心理学 菊池　浩光 青春の夢と遊び　 岩波書店 920

C60009 2年 産業・組織心理学 桑原　富美惠 産業・組織心理学　 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2200

C60010 2年 神経・生理心理学 渡辺　隼人 生理心理学と精神生理学　第１巻　 北大路書房 3800

C60011 2年 乳幼児心理学 川田　学 0123発達と保育　 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2200

C60012 2年 家族心理学 孫　詩彧 よくわかる家族社会学　 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2400

C60001 3年 臨床心理学演習2 大宮　秀淑 私説対象関係論的心理療法入門　改訂増補 金剛出版 3,000

C60002 3年 臨床心理学演習2 菊池　浩光 幸せになる勇気 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 1,500

C60015 3年 臨床心理学演習2 村澤　和多里 中井久夫との対話 河出書房新社 2,500

C60017 3年 裁判心理学 森　直久 法と心理学 法律文化社 2,800

C60018 3年 裁判心理学 森　直久 心理学者、裁判と出会う 北大路書房 2,500

C60008 3年 応用実習B(芸術療法) 複数教員 ダンスセラピーの理論と実践 ｼﾞｰｱｽ教育新社 2,800

C60005 4年 臨床心理学概論A 菊池　浩光 はじめて学ぶ人の臨床心理学 中央法規出版 2,500

教科書リスト一覧表
教科書販売　９月２３日（水）～１０月９日（金）まで
【平日１０：３０～１５：００（※土日曜休み）】

品切れ時の教科書入荷はツイッター、掲示板にてお知らせ致します。

URLはこちら→ https://twitter.com/SGU_COOP 

札幌学院大学生協 購買・書籍店

TEL 011-386-2971
📧sgu-book@hokkaido.seikyou.ne.jp

◎ 表示価格は、本体価格です。別途、消費税がかかります。

◎ IC組合員カード（学生証）でお支払いただくと、５％ポイント還元となります。

◎ 品切れしている教科書は注文扱いとなり、代金前払いにてご注文承ります。注文用紙に必要事項をご記入下さい。

◎ ９月１５日（火）現在、生協へ教科書使用の連絡が届いたもの、及びシラバス掲載の教科書を掲載しております。

◎ リストに掲載されていない講義の教科書については担当教員の指示に従ってください。

◎ 一部の教科書につきましては、別途書籍カウンターにて販売を行う場合がございます。



●経営学部
チェック 教科書No 学年 講義名 教員名 書名 出版社 本体価格

C50001 1年 マーケティング概論 碓井　和弘 １からのマーケティング　第４版 碩学舎 2400

C50002 1年 基礎ゼミナール2(2) 川渕　正広 商業科教育論　 実教出版 2400

C50018 1年 基礎ゼミナール2（3） 坂口　勝幸 大学教育とキャリア教育　 五絃舎 1400

C50005 1年 基礎ゼミナール2(7) 黄　シン 経営学　２　 実教出版 1500

C50016 1年 基礎ゼミナール2(8) 橋長　真紀子 ファイナンシャル・プランニング入門-for Students1-第5版 日本FP協会 1400

C50020 1年 株式会社会計基礎・演習 坂口　勝幸 合格ﾃｷｽﾄ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ日商簿記2級商業簿記（2冊ｾｯﾄ） TAC出版 2900

C50021 1年 製造業会計基礎 坂口　勝幸 合格ﾃｷｽﾄ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ日商簿記2級工業簿記（2冊ｾｯﾄ） TAC出版 2900

C50010 1年 製造業会計基礎(2) 檜山　純 ﾊﾟﾌﾞﾛﾌ流でみんな合格日商簿記2級工業簿記ﾃｷｽﾄ&問題集 第3版 翔泳社 1500

C50023 1年 経営管理概論 河田　真清 新訳科学的管理法　 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 1600

C50024 1年 会計学入門 長岡　正 会計の基礎ハンドブック　第３版 創成社 2775

C50006 1年 ファイナンス入門2 玉山　和夫 金融のしくみと証券市場 中西出版 3636

C50003 2年 金融システム論 北林　雅志 お父さんが教える１３歳からの金融入門　 日経BPM(日本経済新聞出版本
部) 1500

C50012 2年 ファイナンシャルプラン2 横江　光良 みんなが欲しかった!FPの問題集2級・AFP　2020-2021年版　 TAC出版 1800

C50007 2年 ファイナンシャルプラン2（1） 中谷　俊雄 うかる!FP3級速攻テキスト　2020-2021年版　 日経BPM(日本経済新聞出版本
部) 1500

C50008 2年 ファイナンシャル・プランニングC・D 中谷　俊雄 ＦＰ技能士２級・ＡＦＰ最速合格ブック　'20→'21年版　 成美堂出版 1800

C50011 2年 ビジネス韓国語 吉川　敬花 シゴトの韓国語基礎編　 三修社 1800

C50015 2年 長期インターンシップ 橋長　真紀子 観光学入門　 有斐閣 2300

C50017 2年 消費者行動論 橋長　真紀子 消費者行動論　 有斐閣 2200

C50019 2年 専門ゼミナール2 坂口　勝幸 農業がわかると、社会のしくみが見えてくる　新版 家の光協会 1200

C50022 2年 専門ゼミナール2 坂口　勝幸 農業簿記検定2級　教科書・問題集　第4版 大原出版 2200

C50013 2年 長期国債インターンシップ 橋長　真紀子 ＳＤＧｓが生み出す未来のビジネス　 インプレス 1680

C50004 3年 人的資源管理論 黄　シン 人的資源管理　 中央経済社 2400

C50009 3年 国際金融論 吉川　哲生 身近に感じる国際金融　 有斐閣 1800

C50025 3年 管理会計論 長岡　正 テキスト管理会計　 創成社 2700

●経済学部
チェック 教科書No 学年 講義名 教員名 書名 出版社 本体価格

C40004 1年 ミクロ経済学1 山崎　慎吾 マンキュー経済学1　ミクロ編第４版 東洋経済新報社 4000

C40015 1年 ビジネス演習A 複数教員 ビジネス能力検定ジョブパス3級公式テキスト 2020年版　
日本能率協会マネジメン
トセンター 2000

C40019 1年 統計学１ 山田　智哉 データの分析　改訂版 東京図書 2200

C40020 1年 政治経済論1 浅川　雅己 図解社会経済学　 桜井書店（文京区本郷） 3000

C40001 2年 行政法A（作用法） 小幡　宜和 行政法読本　第４版 有斐閣 3000

C40003 2年 財政学1 山崎　慎吾 財政学　第４版 新世社（渋谷区） 2450

C40011 2年 公務員対策特別演習B 大内亮・東中博子 文章理解基礎　B LEC東京ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ 1000

C40012 2年 公務員対策特別演習B 大内亮・東中博子 ゼロから始める公務員ｸｲｯｸﾏｽﾀｰ人文科学(3冊ｾｯﾄ) LEC東京ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ 2400

C40008 2年 公務員対策特別演習D 横井　謙 公務員試験　新･初級ｽｰﾊﾟｰ過去問ｾﾞﾐ 数的推理［改訂版］　実務教育出版 1400

C40025 2年 公務員対策特別演習D 吉岡　侑太 ｾﾞﾛからはじめる公務員ｸｲｯｸﾏｽﾀｰ数的推理（2冊ｾｯﾄ） 東京ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ 2400

C40013 2年 データ解析基礎2 高田　洋 Excelで学ぶ統計･データ解析入門　 丸善出版 2800

C40014 2年 専門ゼミナール１ 森田　彦 スラスラわかるＰｙｔｈｏｎ　 翔泳社 2300

C40016 2年 日本経済史2 湯川　郁子 概説日本経済史　第３版 東京大学出版会 2500

C40018 2年 金融論1 井上　仁 金融論　第２版 中央経済社 2200

C40024 2年 統計学2 山田　智哉 初歩からの統計学　 牧野書店 1500

C40002 3年 社会保障法 小幡　宜和 社会保障法　第７版 有斐閣 2500

C40005 3年 知的財産法B（特許法その他） 原　琢磨 知的財産法　 有斐閣 3500

C40006 3年 知的財産法B（特許法その他） 原　琢磨 特許判例百選　第５版 有斐閣 2500

C40007 3年 知的財産法B（特許法その他） 原　琢磨 商標・意匠・不正競争判例百選　第２版 有斐閣 2700

C40009 3年 公務員対策特別演習F 横井　謙 数的推理がみるみるわかる!解法の玉手箱　改訂第2版 実務教育出版 1400

C40010 3年 税法2（法人税法） 岩下　誠 Ｎｅｗベーシック税務会計　企業課税編　 五絃舎 2900

C40017 3年 ファイナンス論 井上　仁 基本から本格的に学ぶ人のためのファイナンス入門　 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 2400

C40021 3年 データベース基礎２ 森田　彦 よくわかるMicrosoft Access 2019基礎　 富士通ｴﾌ･ｵｰ･ｴﾑ 2000

C40022 3年 都市経済論 平澤　亨輔 都市と地域の経済学　新版 有斐閣 2500

C40023 3年 情報ネットワーク論2 佐藤　友暁 ｽﾗｽﾗわかるﾈｯﾄﾜｰｸ&TCP/ＩＰのきほん 第2版 SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 1,900

教科書リスト一覧表
教科書販売　９月２３日（水）～１０月９日（金）まで
【平日１０：３０～１５：００（※土日曜休み）】



●法学部
チェック 教科書No 学年 講義名 教員名 書名 出版社 本体価格

C30016 1年 キャリアスキル基礎B 西谷　潤一 transter英語総合問題演習 ｺｰｽＡ 4th Edit 桐原書店 710

C30017 1年 模擬裁判ゼミナール2 岡田　久美子 裁判員のための刑事法ガイド　 法律文化社 1900

C30018 1年 憲法A（人権） 伊藤　雅康 憲法講義 第2版 日本評論社 3800

C30022 1年 ミクロ経済学1 山崎　慎吾 マンキュー経済学1　ミクロ編第４版 東洋経済新報社 4000

C30027 1年 刑法総論1 高田　耕平 たのしい刑法 １ 第２版 弘文堂 3000

C30001 2年 刑事訴訟法2 岡田　久美子 刑事訴訟法　第５版 有斐閣 2100

C30002 2年 行政法A（作用法） 小幡　宜和 行政法読本　第４版 有斐閣 3000

C30004 2年 法学スキル基礎 複数教員 法学検定試験問題集ベーシック〈基礎〉コース 2020年　 商事法務 2200

C30006 2年 法学スキル応用 複数教員 法学検定試験問題集スタンダード〈中級〉コース 2020年　 商事法務 3900

C30007 2年 公務員対策特別演習B 阿部　智巳 公務員試験　新・初級ｽｰﾊﾟｰ過去問ｾﾞﾐ人文科学[改訂版]　実務教育出版 1400

C30012 2年 情報と法 原　琢磨 情報法概説　第２版 弘文堂 3600

C30013 2年 情報と法 原　琢磨 情報法　 日本評論社 1600

C30014 2年 公務員対策特別演習D 横井　謙 公務員試験 新･初級ｽｰﾊﾟｰ過去問ｾﾞﾐ 数的推理[改訂版]　 実務教育出版 1400

C30019 2年 憲法C（訴訟） 伊藤　雅康 憲法講義 第2版 日本評論社 3800

C30021 2年 財政学1 山崎　慎吾 財政学　第４版 新世社(渋谷区) 2450

C30026 2年 金融論1 井上　仁 金融論　第２版 中央経済社 2200

C30003 3年 社会保障法 小幡　宜和 社会保障法　第７版 有斐閣 2500

C30005 3年 税法2（法人税法） 岩下　誠 Ｎｅｗﾍﾞｰｼｯｸ税務会計 企業課税編　 五絃舎 2900

C30009 3年 知的財産法B（特許法その他） 原　琢磨 知的財産法　 有斐閣 3500

C30010 3年 知的財産法B（特許法その他） 原　琢磨 特許判例百選　第５版 有斐閣 2500

C30011 3年 知的財産法B（特許法その他） 原　琢磨 商標・意匠・不正競争判例百選　第２版 有斐閣 2700

C30015 3年 公務員対策特別演習F 横井　謙 数的推理がみるみるわかる！解法の玉手箱　改訂第２版 実務教育出版 1400

C30020 3年 スポーツ法A 伊藤　雅康 スポーツ法学　第３版 エイデル研究所 2500

C30025 3年 ファイナンス論 井上　仁 基本から本格的に学ぶ人のためのファイナンス入門　 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 2400

C30028 3年 刑法各論2 高田　耕平 たのしい刑法　２　第２版 弘文堂 3300

C30029 3年 都市経済論 平澤　亨輔 都市と地域の経済学　新版 有斐閣 2500

C30030 3年 民法C 篠田　優 民法 ７ 第6版 有斐閣 2400

C30008 2・3・4年 外国書購読応用B 山岡　正司 transfer英語総合問題演習コースC 第3版 桐原書店 700

●生協推薦書
チェック 教科書No 学年 講義名 教員名 書名 出版社 本体価格

C30023 全学年 法学部全般 複数教員 ポケット六法　令和3年版 有斐閣 1900

C30024 全学年 法学部全般 複数教員 デイリー六法　令和3年版 三省堂 1900

教科書リスト一覧表
教科書販売　９月２３日（水）～１０月９日（金）まで
【平日１０：３０～１５：００（※土日曜休み）】

◎ 表示価格は、本体価格です。別途、消費税がかかります。

◎ IC組合員カード（学生証）でお支払いただくと、５％ポイント還元となります。

◎ 品切れしている教科書は注文扱いとなり、代金前払いにてご注文承ります。注文用紙に必要事項をご記入下さい。

◎ ９月１５日（火）現在、生協へ教科書使用の連絡が届いたもの、及びシラバス掲載の教科書を掲載しております。

◎ リストに掲載されていない講義の教科書については担当教員の指示に従ってください。

◎ 一部の教科書につきましては、別途書籍カウンターにて販売を行う場合がございます。

◎ 教科書販売は１０月９日（金）で終了し、その後出版社へ返品いたしますので、お買い忘れのないようお願い致します。

★法学生の必需品★
・ポケット六法令和3年版（９月下旬頃発売予定） 1900円（税別）

・デイリー六法令和3年版（9月下旬頃発売予定） 1900円（税別）



●英語英米文学科
チェック 教科書No 学年 講義名 教員名 書名 出版社 本体価格

C21002 1年 英米文化論B 岡崎　清 アメリカ文化史入門　 昭和堂（京都） 2800

C21005 1年 英語2A(20) 中村　敦志 ヒットソングで学ぶ総合英語　 成美堂 2200

C21007 1年 英文講読B(2) 岡崎　清 Interactive English book for the T book　　 松柏社 1580

C21001 2年 英語音声学B(1） 眞田　敬介 初級英語音声学　改訂新版 大修館書店 2400

C21003 2年 英米文学史C 岡崎　清 ２１世紀から見るアメリカ文学史　 英宝社 2100

C21006 3年 英米文学の世界B 西　真木子 ふしぎの国のアリス　 講談社 1150

C21004 3・4年 英米文学の世界D 中村　敦志 Lulu on the bridge 松柏社 1900

●人間科学科
チェック 教科書No 学年 講義名 教員名 書名 出版社 本体価格

C20002 1年 社会福祉論Ｂ 大澤　真平 現代社会と福祉　 東山書房 2500

C20010 1年 地域文化入門演習 奥田　統己 イスラームから世界を見る　 筑摩書房 860

C20011 1年 人権思想史 水野　邦彦 人権の思想史　 吉川弘文館 1700

C20012 1年 ジェンダーの社会学 高島　裕美 はじめてのジェンダー論　 有斐閣 1800

C20001 2年 家族社会学 孫　詩彧 よくわかる家族社会学　 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2400

C20003 2年 重複障害教育総論 佐藤　満 障害の重い子どもの発達と生活　
全国障害者問題研究
会出版部

1700

C20008 2年 ソーシャルワークの方法A 横山　登志子 新・社会福祉士養成講座　８　第３版 中央法規出版 2600

C20013 2年 考古学研究法 大塚　宜明 はじめて学ぶ考古学　 有斐閣 2200

C20009 2年 社会保障論B 佐橋　克彦 改訂　社会保障 建帛社 2800

C20004 3年 専門ゼミナールB 河合　直樹 情報生産者になる　 筑摩書房 920

C20005 3年 福祉行財政と福祉計画 志水　幸 新・社会福祉士養成講座　10　第5版 中央法規出版 2200

C20014 3年 医学一般 木村　直友 新・社会福祉士養成講座　1　第3版 中央法規出版 2200

C20015 3年 全学共通特別演習B(2)
新田・横山
大澤・松川

社会福祉士の合格教科書　2021　 テコム出版事業部 3000

C20006 2・3・4年 病弱者の心理・生理・病理 栃真賀　透 病弱児の生理・病理・心理　 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2400

C23014 3・4年 障害児教育学概論 栃真賀　透 わかりやすく学べる特別支援教育と障害児の心理・行動特性　 北樹出版 2400

教科書リスト一覧表
教科書販売　９月２３日（水）～１０月９日（金）まで

【平日１０：３０～１５：００（※土日曜休み）】

◎ 表示価格は、本体価格です。別途、消費税がかかります。

◎ IC組合員カード（学生証）でお支払いただくと、５％ポイント還元となります。

◎ 品切れしている教科書は注文扱いとなり、代金前払いにてご注文承ります。注文用紙に必要事項をご記入下さい。

◎ ９月１５日（火）現在、生協へ教科書使用の連絡が届いたもの、及びシラバス掲載の教科書を掲載しております。

◎ リストに掲載されていない講義の教科書については担当教員の指示に従ってください。

◎ 一部の教科書につきましては、別途書籍カウンターにて販売を行う場合がございます。

品切れ時の教科書入荷はツイッター、掲示板にてお知らせ致します。

URLはこちら→ https://twitter.com/SGU_COOP 

札幌学院大学生協 購買・書籍店

TEL 011-386-2971
📧sgu-book@hokkaido.seikyou.ne.jp



●こども発達学科
チェック 教科書No 学年 講義名 教員名 書名 出版社 本体価格

C23001 1年 生徒指導・進路指導論 井上　大樹 いまこそ共感力！　 新日本出版社 1400

C23012 1年 音楽2(1)(2)(3) 畠山　なよ子 最新初等科音楽教育法　改訂版 音楽之友社 2000

C23008 1年 教育相談 松井　光一 生徒指導提要　 教育図書 337

C23016 1年 子どもの理解と援助 鈴木　健太郎 子どもの理解と援助　 光生館 1900

C23017 1年 道徳の理論と指導法（小） 布見　忠 小学校学習指導要領解説 特別の教科道徳編 平成29年7月　 廣済堂あかつき 135

C23022 1年 社会的養護 渡邊　憲介 保育と社会的養護　１　 みらい 2300

C23029 1年 保育の心理学2 鈴木　健太郎 保育の心理学　２　 北大路書房 1700

C23020 1年 家庭科概説 古郡　曜子 小学校学習指導要領解説　家庭編　平成２９年７月　 東洋館出版社 95

C23021 1年 家庭科概説 古郡　曜子 わたしたちの家庭科　小学5・6年 開隆堂 262

C23003 2年 生活科指導法 井上　大樹 小学校学習指導要領解説　生活編　平成２９年７月　 東洋館出版社 134

C23013 2年 子どもの発達と芸術 畠山　なよ子 最新初等科音楽教育法　改訂版 音楽之友社 2000

C23018 2年 算数科指導法 筒井　義博 小学算数5 教育出版 622

C23004 2年 生活科指導法 井上　大樹 生活科教育　 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2000

C23006 2年 生活科指導法 井上　大樹 コロナ時代の教師のしごと　 旬報社 800

C23027 2年 保育内容C（ことば・表現） 北岡　隆行 保育所保育指針解説　平成３０年３月　 フレーベル館 320

C23026 2年 教育方法・技術論(小） 北岡　隆行 小学校学習指導要領解説　国語編　平成２９年７月　 東洋館出版社 162

C23002 3年 教育課程論（小） 井上　大樹 教育課程論のフロンティア　新版 晃洋書房 1400

C23005 3年 専門ゼミナールB（1） 井上　大樹 子ども理解のカンファレンス　 かもがわ出版 1600

C23007 3年 生活科概説 井上　大樹 小学1年生いきいき学級づくりハンドブック　 喜楽研 1800

C23019 3年 教育課程論 井上　大樹 コロナ時代の教師のしごと　 旬報社 800

C23015 2.3年 総合的な学習の時間の指導法
鈴木健太郎・
小出良行

小学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編 平成29年7月　東洋館出版社 126

C23010 全学年 特別支援教育論(小)(教･中高) 田中　敦士 教師と学生が知っておくべき特別支援教育 北樹出版 1,700

●教職課程、その他
チェック 教科書No 学年 講義名 教員名 書名 出版社 本体価格

C10010 1年 東洋史概説(教) 鷲尾　浩幸 「正史」はいかに書かれてきたか　 大修館書店 1500

C23011 1年 道徳の理論と指導法（教・中高） 田島　郁夫 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　教育出版 156

C23009 1年 生活指導論 川原　茂雄 生徒指導提要　 教育図書 337

C23025 1年 生徒指導論(教･中高) 川原　茂雄 ブラック生徒指導-理不尽からあたり前の指導へ 海象社 1500

C23023 3年 教職特講(4･教･中高) 川原　茂雄 高等学校学習指導要領解説　地理歴史編　平成30年7月　 東洋館出版社 760

C23024 3年 教職特講(4･教･中高) 川原　茂雄 高等学校学習指導要領解説　公民編　平成30年7月　 東京書籍 1000

C23028 3年 教職特別演習
北岡・小出
松井・安木

小学校学習指導要領(平成29年告示) 平成29年3月 東洋館出版社 201

教科書リスト一覧表
教科書販売　９月２３日（水）～１０月９日（金）まで
【平日１０：３０～１５：００（※土日曜休み）】

◎ 表示価格は、本体価格です。別途、消費税がかかります。

◎ IC組合員カード（学生証）でお支払いただくと、５％ポイント還元となります。

◎ 品切れしている教科書は注文扱いとなり、代金前払いにてご注文承ります。注文用紙に必要事項をご記入下さい。

◎ ９月１５日（火）現在、生協へ教科書使用の連絡が届いたもの、及びシラバス掲載の教科書を掲載しております。

◎ リストに掲載されていない講義の教科書については担当教員の指示に従ってください。

◎ 一部の教科書につきましては、別途書籍カウンターにて販売を行う場合がございます。

品切れ時の教科書入荷はツイッター、掲示板にてお知らせ致します。

URLはこちら→ https://twitter.com/SGU_COOP 

札幌学院大学生協 購買・書籍店

TEL 011-386-2971
📧sgu-book@hokkaido.seikyou.ne.jp


