
経済経営学部　経済学科

教科書No 学年 教員名 講義名 書名 出版社名 本体価格 販売

E30052 1 篠田　優 民法入門（2） プレップ民法　第５版 弘文堂 1700 新札幌

S40002 1 森山　弘二 憲法入門(2) 憲法・法学講義　改訂版 敬文堂 2600 新札幌

S40004 1 片山　一義 経済学入門（2） ゼロからはじめる経済入門　 有斐閣 2300 新札幌

S40011 1 宮津　尚美 簿記 スッキリわかる日商簿記初級　第３版 ＴＡＣ 1000 新札幌

S40012 1 宮津　尚美 簿記 スピードマスター精選簿記演習　 実教出版 600 新札幌

S40018 1 小池　英勝 ＩＴ演習Ａ 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０５年　 技術評論社 1580 新札幌

S40020 1 小池　英勝 IT基礎 イメージ＆クレバー方式でよくわかる栢木先生の基本情報技術者教室　令和０５年　 技術評論社 1680 新札幌

S40029 1 複数教員 指定参考図書 ポケット六法　令和５年版　 有斐閣 2000 新札幌

S40030 1 複数教員 指定参考図書 デイリー六法　令和５年版　 三省堂 2000 新札幌

S41034 1 森山弘二 憲法入門(2) 憲法・法学講義　改訂版 敬文堂 2600 新札幌

S40001 2 高田　洋 データ解析基礎１ Ｅｘｃｅｌで学ぶ統計・データ解析入門　 丸善出版 2800 新札幌

S40003 2 中谷　俊雄 ファイナンシャルプランA ＦＰ技能士２級・ＡＦＰ最速合格ブック　’２１→’２２年版　 成美堂出版 1800 新札幌

S40010 2 湯川　郁子 日本経済史1 概説日本経済史　第４版 東京大学出版会 2700 新札幌

S40019 2 小池　英勝 ＩＴ演習Ｂ 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０５年　 技術評論社 1580 新札幌

S40021 2 小池　英勝 コンピュータアーキテクチャ イメージ＆クレバー方式でよくわかる栢木先生の基本情報技術者教室　令和０５年　 技術評論社 1680 新札幌

S40022 2 大内・小山・森 公務員対策特別演習Ａ 経済学部公務員対策Ａセット ＬＥＣ 3190 新札幌

S40023 2 吉岡　侑太 公務員対策特別演習Ｃ 経済学部公務員特別対策Ｃセット ＬＥＣ 2640 新札幌

S40027 2 浅川　雅己 政治経済論２ 図解社会経済学　 桜井書店（文京区本郷） 3000 新札幌

S40031 2 森田　彦 専門ゼミナール1 ディープラーニングＧ検定（ジェネラリスト）公式テキスト　第２版 翔泳社 2800 新札幌

S40032 2 森　邦恵 専門ゼミナール1 アリエリー教授の「行動経済学」入門　 早川書房 660 新札幌

S40034 2 王　佳星 専門ゼミナール1 環境経済学入門講義　増補版 創成社 2000 新札幌

S40036 2 井上　仁 専門ゼミナール１ すみません、金利ってなんですか？　 サンマーク出版 1300 新札幌

S41012 2 中谷　俊雄 ファイナンシャルプランA FP総論　第10版 日本FP協会 1000 新札幌

E30009 3 川上　大雅 知的財産法A 知的財産法　 有斐閣 3500 江別

E30014 3 小幡　宜和 行政法Ｂ 自治体職員のためのようこそ地方自治法　第３版 第一法規出版 2000 江別



E30022 3 南川　高範 専門ゼミナール2 人口と日本経済　 中央公論新社 760 新札幌

E30039 3 田處　博之 民法Ａ（総則・物権） 民法（全）　第３版 有斐閣 4600 江別

E30040 3 川股　修二 税法1 Ｎｅｗベーシック税務会計　個人課税編　改訂版 五絃舎 2700 江別

E30042 3 橘井　雄太 民法B(債権） スタートライン債権法　第７版 日本評論社 2400 江別

E30043 3 橘井　雄太 民法Ｂ（債権） 民法判例百選　２　第９版 有斐閣 2200 江別

S40005 3 汪　志平 企業論　1 企業論テキスト　 中央経済社 2700 新札幌

S40013 3 毛利　泰大 農業経済論 フードシステムの経済学　第６版 医歯薬出版 2500 新札幌

S40014 3 田代　歩 財政学2 入門財政学　第３版 中央経済社 2600 新札幌

S40024 3 吉岡　侑太 公務員対策特別演習Ｅ 畑中敦子の数的数理の大革命！令和版 ＬＥＣ 1980 新札幌

S40025 3 花田・豊富・森 公務員対策特別演習Ｇ ゼロからはじめるクイックマスター社会科学 ＬＥＣ 1650 新札幌

S40033 3 森田　彦 専門ゼミナール2 ＰｙｔｈｏｎによるＡＩ・機械学習・深層学習アプリのつくり方　 ソシム 3200 新札幌

S40035 3 王　佳星 専門ゼミナール2 Ｒによる実証分析　第２版 オーム社 3300 新札幌

森　邦恵 専門ゼミナール2 マンガでわかる行動経済学 SBクリエイティブ 新札幌

経済経営学部　経営学科

教科書No 学年 教員名 講義名 書名 出版社名 本体価格 販売

S40029 1 複数教員 指定参考図書 ポケット六法　令和５年版　 有斐閣 2000 新札幌

S40030 1 複数教員 指定参考図書 デイリー六法　令和５年版　 三省堂 2000 新札幌

S41001 1 黄　シン 基礎ゼミナール1 経営学　１　 実教出版 1500 新札幌

S41007 1 川渕　正広 基礎ゼミナール1 経営学　１　 実教出版 1500 新札幌

S41024 1 坂口　勝幸 基礎ゼミナール1 大学生のための教科書　 東京書籍 1500 新札幌

S41025 1 坂口　勝幸 簿記Ⅰ（１） 日商簿記ゼミ３級問題演習　改訂版 実教出版 1400 新札幌

S41026 1 坂口　勝幸 簿記Ⅰ（１） 日商簿記ゼミ３級教本　改訂版 実教出版 1300 新札幌

S41027 1 坂口　勝幸 簿記Ⅰ（１） スピードマスター精選簿記演習　 実教出版 600 新札幌

S41028 1 宮津　尚美 簿記Ⅰ（２） 日商簿記ゼミ３級問題演習　改訂版 実教出版 1400 新札幌

S41029 1 宮津　尚美 簿記Ⅰ（２） 日商簿記ゼミ３級教本　改訂版 実教出版 1300 新札幌

S41030 1 宮津　尚美 簿記Ⅰ（２） スピードマスター精選簿記演習　 実教出版 600 新札幌



S41031 1 坂口　勝幸 簿記Ⅱ 合格テキスト日商簿記２級商業簿記　Ｖｅｒ．１６．０ ＴＡＣ 2400 新札幌

S41032 1 坂口　勝幸 簿記Ⅱ 合格トレーニング日商簿記２級商業簿記　Ｖｅｒ．１６．０ ＴＡＣ 1800 新札幌

S41002 2 黄　シン 人事管理概論 新しい人事労務管理　第６版 有斐閣 2100 新札幌

S41003 2 黄　シン 専門ゼミナール１ 経営学の基本　第６版 中央経済社 2600 新札幌

S41005 2 吉川　哲生 金融システム 現代金融論　新版 有斐閣 2800 新札幌

S41013 2 中谷　俊雄 ファイナンシャルプラン１ わかる！受かる！！ＦＰ３級テキスト＆問題集　２０２２ー２０２３年版　 マイナビ出版 1600 新札幌

S41018 2 長岡　正 ロジスティクス論 物流論　第２版 中央経済社 2400 新札幌

S41019 2 橋長　真紀子 ビジネス英語 英語のお手本そのままマネしたい「敬語」集　 朝日新聞出版 1300 新札幌

S41021 2 橋長　真紀子 応用ゼミナール1 エシカル白書　２０２２ー２０２３　 山川出版社（千代田区） 2700 新札幌

S41023 2 坂口　勝幸 専門ゼミナール1 食べる経済学　 大和書房 1700 新札幌

S41033 2 碓井　和弘 流通応用論 １からの流通システム　 碩学舎 2400 新札幌

S40017 3 南川　高範 日本経済論１ 日本経済論　 日本評論社 2600 新札幌

S40028 3 森田　彦 データベース基礎1 これだけはおさえたいデータベース基礎の基礎　改訂新版 技術評論社 2480 新札幌

S41004 3 吉川　哲生 国際金融論 身近に感じる国際金融　 有斐閣 1800 新札幌

S41006 3 吉川　哲生 国際金融論 現代金融論　新版 有斐閣 2800 新札幌

S41020 3 橋長　真紀子 応用ゼミナール1 ソーシャルファイナンスの教科書　 生産性出版 2000 新札幌

S41022 3 坂口　勝幸 応用ゼミナール1 ここだけ読めば決算書はわかる！　２０２３年版　 新星出版社 1200 新札幌

S42020 3 井上　仁 金融論2 金融論　第３版 中央経済社 2200 新札幌

S41014 4 北林　雅志 応用ゼミナール３ 世界インフレの謎　 講談社 900 新札幌


