
授業名の五十音順に表示しています 区分「教」＝教科書、「参」＝参考書、「辞」＝辞書

授業名 教員名
区
分

書名 出版社
本体
価格

アルゴリズムとデータ構造 川原田　茜 教科書新・明解Ｃ言語　入門編 SBクリエイティブ2300

運動学 籔根　敏和 教科書スポーツを楽しむための基礎知識 不昧堂 1900

英語インテンシブリーディング（ａ） 岩上　はる子 教科書Dahl's Best Short Stories 南雲堂 1600

英語インテンシブリーディング（ｂ） 近藤　嘉宏 教科書英語で心いやされるちょっといい話 アルク 1400

英語インテンシブリーディング（ｃ）
アンドリュー・オーバマイ
ヤー

教科書英語で学ぶ！マンガでわかる７つの習慣 宝島社 1300

英語インテンシブリーディング（ｄ） 中内田　陽子 教科書Spotlight on Britain 南雲堂 1900

英語インテンシブリーディング（ｅ） 橋本　雅文 教科書Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ Ｔｅｃｈ Ｓｅｎｓｅ 南雲堂 2200

英語インテンシブリーディング（ｆ） 吉村　満知子 教科書A Flavor of English: Cinema and Cuisine 朝日出版社 1700

英語インテンシブリーディング（ｇ）
アンドリュー・オーバマイ
ヤー

教科書英語で学ぶ！マンガでわかる７つの習慣 宝島社 1300

英語インテンシブリーディング（ｈ） 近藤　嘉宏 教科書英語で心いやされるちょっといい話 アルク 1400

英語インテンシブリーディング（ｉ） 西山　史子 教科書Ｗｏｒｌｄ Ｍｙｓｔｅｒｉｅｓ Cengage Learning2000

英語（会話上級）ⅣＡ ベティ・ラウ 教科書Interchange Level 3 　（4th edition） Cambridge 2950

英語科教育演習Ａ 西本　有逸 教科書How Languages are Learned, Fourth Edition Oxford 3900

英語コミュニケーションＡ（ａ） 市場　史哉 教科書SUCCESSFUL KEYS TO THE TOEIC(R) LISTENING AND READING TEST 1 / 4th Edition桐原書店 1800

英語コミュニケーションＡ（ｂ） 藤井　佳子 教科書Finding Connections 金星堂 2600

英語コミュニケーションＡ（ｃ） 藤原　由美 教科書Enjoy Your Trip! 南雲堂 2000

英語コミュニケーションＡ（ｄ） 蛇持　純子 教科書Fast Pass for the TOEIC® L&R TEST Cengage Learning2100

英語コミュニケーションＡ（ｆ） 西山　史子 教科書Fast Pass for the TOEIC® L&R TEST Cengage Learning2100

英語コミュニケーションＡ（ｇ） 藤井　佳子 教科書Finding Connections 金星堂 2600

英語コミュニケーションＡ（ｈ） 蛇持　純子 教科書Fast Pass for the TOEIC® L&R TEST Cengage Learning2100

英語コミュニケーションＡ（ｊ） 橋本　雅文 教科書English Indicator 3 南雲堂 2000

英語コミュニケーションＡ（ｋ） 吉村　満知子 教科書名作映画でTOEIC(2)めざせ！500　シャレード 英宝社 1900

英語コミュニケーションＡ（ｌ） 森　ユキエ 教科書ＴＯＥＩＣ Ｌ＆Ｒ Ｔｅｓｔ：５００ Ｐｏｗｅｒ Ｐｈｒａｓｅｓ 南雲堂 2100

英語コミュニケーションＡ（ｎ） 森　ユキエ 教科書ＴＯＥＩＣ Ｌ＆Ｒ Ｔｅｓｔ：５００ Ｐｏｗｅｒ Ｐｈｒａｓｅｓ 南雲堂 2100

英語コミュニケーションＡ（ｏ） 岩上　はる子 教科書コミュニケ－ションのための総合英語 朝日出版社 2000

英語コミュニケーションＡ（ｐ） 中内田　陽子 教科書SUCCESSFUL KEYS TO THE TOEIC LISTENING AND READING TEST　GOAL500桐原書店 1800

英語（時事英語）ⅣＡ 市場　史哉 教科書ＡＢＣ Ｗｏｒｌｄ Ｎｅｗｓ ２０ 金星堂 2400

英語（ＴＯＥＩＣ中級）ⅢＡ 森　ユキエ 教科書Winning Formula for the TOEIC® L&R Test, Revised Edition Cengage Learning2300

英語文学演習Ⅰ 奥村　真紀 教科書Never Let Me Go Gardners Books1657

英語文学基礎講読Ⅰ 岩上　はる子 教科書イギリス女流短編集 成美堂 1300

英文学史Ａ 奥村　真紀 教科書よくわかるイギリスの文学 南雲堂 2000

英米文学講読ⅢＡ 若狭　智子 教科書Julius Caesar Oxford 1076

解析学序論Ⅰ 深尾　武史 教科書理工系の微分積分学 学術図書 1900

解析学序論Ⅰ 深尾　武史 参考書微分積分　【注文品】 共立出版 3800

解析学特別講義 神　貞介 教科書改訂関数解析入門 サイエンス社 1800

化学 鈴木　祥子 参考書大学で学ぶ化学 化学同人 2000

化学特論Ⅰ　－有機化学－ 鈴木　祥子 教科書電子の動きでみる有機反応のしくみ 東京化学同人2400

家族関係学 杉井　潤子 教科書よくわかる現代家族　第２版 ミネルヴァ書房2500

1ﾍﾟｰｼﾞ ★書名欄に【注文品】と表記された本は、各自ご注文願います
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区
分

書名 出版社
本体
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家族関係学 杉井　潤子 参考書現代家族を読み解く12章　【注文品】 丸善出版 2400

学校カウンセリングの理論と実際
本間　友巳、森　　孝宏、
内田　利広、西村　佐彩
子、荒井　久美子

教科書はじめて学ぶ生徒指導・教育相談 金子書房 2300

学校教育と法規 竺沙　知章 教科書解説教育六法　２０１９ 三省堂 2600

学校教育実践総論Ⅴ　教育評価について考える 樋口　とみ子 教科書教育評価　第2版補訂2版 有斐閣 2200

学校教育実践総論Ⅸ　学校心理学総論 藤岡　秀樹 教科書よくわかる学校心理学 ミネルヴァ書房2400

学校教育実践総論Ⅸ　学校心理学総論 藤岡　秀樹 参考書学校心理学　【注文品】 誠信書房 3800

学校図書館メディアの構成 和中　幹雄 教科書学校図書館メディアの構成 全国学校図書館協議会1400

漢文学概説 谷口　　匡 教科書黄河の水　改訂版 角川書店 800

漢文学概説 谷口　　匡 辞書角川新字源　改訂新版 角川書店 3000

漢文学特講Ａ 谷口　　匡 教科書新唐詩選　改版 岩波書店 800

漢文学特講Ａ 谷口　　匡 辞書角川新字源　改訂新版 角川書店 3000

環境化学 向井　　浩 教科書陸水環境化学 共立出版 2600

幾何学序論Ⅱ 吉田　建一 教科書集合と位相 近代科学社 1900

幾何学本論Ⅰ 横山　知郎 教科書曲線と曲面　改訂版 裳華房 2900

教育改革と教育行政・学校経営 竺沙　知章 教科書解説教育六法　２０１９ 三省堂 2600

教育心理学（ａ） 藤岡　秀樹 教科書たのしく学べる最新教育心理学 図書文化 2000

教育心理学（ｂ） 田爪　宏二 教科書教職エクササイズ 教育心理学 ミネルヴァ書房2200

教育心理学実験ⅠＡ 田爪　宏二 教科書実験・実習で学ぶ心理学の基礎 金子書房 2500

教育相談・特別支援演習 角田　　豊、石井　大記 教科書子どもを育む学校臨床力 創元社 2300

教育相談・特別支援演習 角田　　豊、石井　大記 教科書図解よくわかる発達障害の子どもたち ナツメ社 1500

教育相談・特別支援演習 角田　　豊、石井　大記 参考書発達障害の子どもを理解する 集英社 720

教育相談・特別支援演習 角田　　豊、石井　大記 参考書場面緘黙Ｑ＆Ａ　【注文品】 学苑社 1900

教育の理念と歴史（ａ） 神代　健彦 教科書教育学の基礎と展開　第3版 ナカニシヤ出版 2000

教育の理念と歴史（ｂ） 神代　健彦 教科書教育学の基礎と展開　第3版 ナカニシヤ出版 2000

ＫＹＯＫＹＯスタートアップセミナー（家庭領域） 權　眞煥 教科書スタディスキルズ・トレーニング　改訂版 実教出版 1200

近・現代文学特講 天野　知幸 教科書ハンドブック　日本近代文学研究の方法 ひつじ書房 2600

近・現代文学特講 天野　知幸 教科書三四郎 新潮社 340

健康科学論 森　　孝宏 教科書医療と健康のための心理学 北樹出版 2100

現代幾何学 神　貞介 教科書トポロジー 柔らかい幾何学 増補版 日本評論社 1800

国語学特講Ａ 中俣　尚己 教科書ワークブック　日本語の歴史 くろしお出版 1500

コミュニカティブイングリッシュⅠ
アンドリュー・オーバマイ
ヤー

教科書English Firsthand 2 Pearson 2850

コミュニケーションのための英文法（ａ） 西山　史子 教科書English Grammar in Use with answers Cambridge 3800

コミュニケーションのための英文法（ｂ） 山内　浩充 教科書English Grammar in Use with answers Cambridge 3800

コミュニケーションのための英文法（ｃ） 山内　浩充 教科書English Grammar in Use with answers Cambridge 3800

コミュニケーションのための英文法（ｄ） 藤原　由美 教科書English Grammar in Use with answers Cambridge 3800

コミュニケーションのための英文法（ｅ） 山内　浩充 教科書English Grammar in Use with answers Cambridge 3800

コミュニケーションのための英文法（ｆ） 藤原　由美 教科書English Grammar in Use with answers Cambridge 3800

コミュニケーションのための英文法（ｇ） 山内　浩充 教科書English Grammar in Use with answers Cambridge 3800

2ﾍﾟｰｼﾞ ★書名欄に【注文品】と表記された本は、各自ご注文願います
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http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10101011_gg_Ja.html


授業名の五十音順に表示しています 区分「教」＝教科書、「参」＝参考書、「辞」＝辞書

授業名 教員名
区
分

書名 出版社
本体
価格

コミュニケーションのための英文法（ｈ） 児玉　一宏 教科書English Grammar in Use with answers Cambridge 3800

古典文学演習 宗雪　修三 参考書光源氏の一生 講談社 760

作曲Ⅰ 増田　真結 教科書和声　１ 音楽之友社 2800

視覚障害教育総論 芝田　裕一 教科書視覚障害児・者の理解と支援 新版 第3刷 北大路書房 2000

住居学 延原　理恵 教科書精選住居学 実教出版 1600

初等音楽科教育（ａ） 竹内　悦子 教科書三訂版小学校音楽科の学習指導 廣済堂あかつき1750

初等音楽科教育（ａ） 竹内　悦子 参考書小学校学習指導要領解説 音楽編　平成２９年７月 東洋館出版社 131

初等音楽科教育（ｂ） 清村　百合子 教科書三訂版小学校音楽科の学習指導 廣済堂あかつき1750

初等音楽科教育（ｂ） 清村　百合子 参考書小学校学習指導要領解説 音楽編　平成２９年７月 東洋館出版社 131

初等音楽科教育（ｃ） 樫下　達也 教科書三訂版小学校音楽科の学習指導 廣済堂あかつき1750

初等音楽科教育（ｃ） 樫下　達也 参考書小学校学習指導要領解説 音楽編　平成２９年７月 東洋館出版社 131

初等音楽科教育（ｄ） 清村　百合子 教科書三訂版小学校音楽科の学習指導 廣済堂あかつき1750

初等音楽科教育（ｄ） 清村　百合子 参考書小学校学習指導要領解説 音楽編　平成２９年７月 東洋館出版社 131

初等音楽科教育（ｅ） 高橋　澄代 教科書三訂版小学校音楽科の学習指導 廣済堂あかつき1750

初等音楽科教育（ｅ） 高橋　澄代 参考書小学校学習指導要領解説 音楽編　平成２９年７月 東洋館出版社 131

初等家庭科教育（ａ） 榊原　典子、松本　歩子 教科書新編新しい家庭５・６　(4月下旬以降に入荷） 東京書籍 352

初等家庭科教育（ａ） 榊原　典子、松本　歩子 教科書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

初等家庭科教育（ａ） 榊原　典子、松本　歩子 参考書初等家庭科教育法 ミネルヴァ書房2600

初等家庭科教育（ｂ） 榊原　典子、松本　歩子 教科書新編新しい家庭５・６　(4月下旬以降に入荷） 東京書籍 352

初等家庭科教育（ｂ） 榊原　典子、松本　歩子 教科書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

初等家庭科教育（ｂ） 榊原　典子、松本　歩子 参考書初等家庭科教育法 ミネルヴァ書房2600

初等算数科教育（ａ） 黒田　恭史、西村　徳寿 教科書入門　算数学　第3版 日本評論社 2500

初等算数科教育（ｂ） 黒田　恭史 教科書初等算数科教育法 ミネルヴァ書房2400

初等算数科教育（ｂ） 黒田　恭史 教科書小学校学習指導要領解説 算数編　平成２９年７月 日本文教出版 224

初等図画工作科教育（ａ） 村田　利裕 教科書やわらかな感性を育む図画工作科教育の指導と学び ミネルヴァ書房2200

初等図画工作科教育（ａ） 村田　利裕 教科書小学校学習指導要領解説 図画工作編　平成２９年７月 日本文教出版 100

初等図画工作科教育（ｂ） 丸山　磨美 教科書やわらかな感性を育む図画工作科教育の指導と学び ミネルヴァ書房2200

初等図画工作科教育（ｂ） 丸山　磨美 教科書小学校学習指導要領解説 図画工作編　平成２９年７月 日本文教出版 100

初等図画工作科教育（ｃ） 塩見　考次 教科書やわらかな感性を育む図画工作科教育の指導と学び ミネルヴァ書房2200

初等図画工作科教育（ｃ） 塩見　考次 教科書小学校学習指導要領解説 図画工作編　平成２９年７月 日本文教出版 100

初等生活科教育（ａ） 多田　光利 教科書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

初等生活科教育（ａ） 多田　光利 参考書
小学校新学習指導要領の展開生活編　平成２９年版
【注文品】

明治図書 1800

初等体育科教育（ａ） 井谷　惠子、小松崎　敏 教科書小学校学習指導要領解説 体育編　平成２９年７月 東洋館出版社 162

初等体育科教育（ｂ） 井谷　惠子、小松崎　敏 教科書小学校学習指導要領解説 体育編　平成２９年７月 東洋館出版社 162

小学校英語（ａ） 西本　有逸、山本玲子 教科書新編　小学校英語教育法入門 研究社 2100

小学校英語（ｂ） 田縁　眞弓 教科書新編　小学校英語教育法入門 研究社 2100

小学校英語（ｂ） 田縁　眞弓 教科書Ｅｎｊｏｙ！Ｐｈｏｎｉｃｓ　１ 受験研究社 1350

小学校英語（ｃ） 西本　有逸 教科書新編　小学校英語教育法入門 研究社 2100

3ﾍﾟｰｼﾞ ★書名欄に【注文品】と表記された本は、各自ご注文願います
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授業名の五十音順に表示しています 区分「教」＝教科書、「参」＝参考書、「辞」＝辞書

授業名 教員名
区
分

書名 出版社
本体
価格

小学校英語（ｄ） 山本　玲子 教科書新編　小学校英語教育法入門 研究社 2100

小学校英語（ｄ） 山本　玲子 教科書Ｅｎｊｏｙ！Ｐｈｏｎｉｃｓ　１ 受験研究社 1350

小学校教科内容論音楽（ａ）～（ｅ）
山口　博明、増田　真結、田
邉　織恵、田中　多佳子、小
笠原　真也

教科書初等音楽科教育 ミネルヴァ書房2200

小学校教科内容論音楽（ａ）～（ｅ）
山口　博明、増田　真結、田
邉　織恵、田中　多佳子、小
笠原　真也

教科書バイエルピアノ教則本 音楽之友社 1000

小学校教科内容論家庭（ａ）
深沢　太香子、杉井　潤子、
延原　理恵、湯川　夏子

教科書私たちの家庭科５・６　（4月下旬以降に入荷） 開隆堂 352

小学校教科内容論家庭（ａ）
深沢　太香子、杉井　潤子、
延原　理恵、湯川　夏子

教科書新編新しい家庭５・６　(4月下旬以降に入荷） 東京書籍 352

小学校教科内容論家庭（ａ）
深沢　太香子、杉井　潤子、
延原　理恵、湯川　夏子

教科書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

小学校教科内容論国語（ｂ）
宗雪　修三、佐竹　久仁子、
岡田　直樹

参考書光源氏の一生 講談社 760

小学校国語科教材論Ｃ 谷口　　匡 教科書論語の講義 大修館書店 2700

小学校国語科教材論Ｃ 谷口　　匡 辞書角川新字源　改訂新版 角川書店 3000

職業指導概論 藤岡　秀樹 教科書最新生徒指導・進路指導論　【品切】 図書文化 2000

食生活実習 湯川　夏子 教科書オールガイド食品成分表　２０１９ 実教出版 800

心身医学特論 森　　孝宏 教科書今日から実践! 日常診療に役立つ行動医学・心身医学アプローチ医歯薬出版 4200

心理療法論 内田　利広 教科書心理学的支援法 誠信書房 2200

心理療法論 内田　利広 参考書母と娘の心理臨床 金子書房 2200

進路指導特論 藤岡　秀樹 教科書最新生徒指導・進路指導論　【品切】 図書文化 2000

進路指導特論 藤岡　秀樹 教科書生徒指導提要 教育図書 337

人格理解のための理論と臨床技法 角田　　豊 参考書臨床心理学入門　【品切】 培風館 1900

人格理解のための理論と臨床技法 角田　　豊 参考書徹底図解臨床心理学 新星出版社 1500

数学 宮崎　充弘 教科書教養の数学　改訂版　【注文品　4月末まで受付】 裳華房 2600

図法・製図 西川　雅人 教科書デザインの製図 ボーンデジタル2500

スポーツ社会学 谷　めぐみ 参考書生涯スポーツ実践論　改訂４版　【注文品】 市村出版 2800

スポーツ社会学 谷　めぐみ 参考書スポ－ツ産業論　第６版　【注文品】 杏林書院 2500

スポーツ社会学 谷　めぐみ 参考書スポーツ白書　２０１７　【注文品】 笹川スポーツ財団3500

生徒指導・進路指導の理論及び方法（ａ） 内田　利広 教科書はじめて学ぶ生徒指導・教育相談 金子書房 2300

生徒指導・進路指導の理論及び方法（ｂ） 岩本　脩平 教科書はじめて学ぶ生徒指導・教育相談 金子書房 2300

生徒指導・進路指導の理論及び方法（ｃ） 西村　佐彩子 教科書はじめて学ぶ生徒指導・教育相談 金子書房 2300

生徒指導・進路指導の理論及び方法（ｄ） 片山　紀子 教科書３訂版　入門生徒指導 学事出版 1800

生徒指導の理論と実践 片山　紀子 教科書３訂版　入門生徒指導 学事出版 1800

生徒指導の理論と実践 角田　　豊 教科書子どもとの関係性を読み解く教師のためのプロセスレコード金子書房 1800

生徒指導の理論と実践 角田　　豊 参考書生徒指導提要 教育図書 337

生徒指導の理論と実践 角田　　豊 参考書子どもを育む学校臨床力 創元社 2300

生徒指導の理論と実践 角田　　豊 参考書子どもの問題　いかに解決するか PHP 780

代数学本論Ⅰ 宮崎　充弘 教科書代数系入門　新装版 岩波書店 3400

地学基礎 谷口　慶祐 教科書地学 啓林館 1617

地学基礎 谷口　慶祐 教科書ニューステージ新地学図表 浜島書店 815

4ﾍﾟｰｼﾞ ★書名欄に【注文品】と表記された本は、各自ご注文願います
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http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/16301061_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/12004371_aa_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/12004371_bb_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/12004371_cc_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/12004371_dd_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/61010161_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/61010161_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15601021_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15702061_00_Ja.html


授業名の五十音順に表示しています 区分「教」＝教科書、「参」＝参考書、「辞」＝辞書

授業名 教員名
区
分

書名 出版社
本体
価格

地誌学概論 武田　一郎 教科書詳解現代地図　２０１９－２０２０ 二宮書店 1600

中国語ⅠＡ（ａ） 李　　寧 教科書日中いぶこみ交差点エッセンシャル版 朝日出版社 2400

中国語ⅠＡ（ｂ） 劉　　暁晴 教科書日中いぶこみ交差点エッセンシャル版 朝日出版社 2400

中国語コミュニケーションＡ（ａ） トウ　カ 教科書初級中国語オリンピックへようこそ 会話編 朝日出版社 2300

中国語コミュニケーションＡ（ｂ） チョウ　ニーナ 教科書初級中国語オリンピックへようこそ 会話編 朝日出版社 2300

中等英語科教育Ⅱ 高田　哲朗 教科書Second Language Acquisition Oxford 2270

中等英語科教育Ⅱ 高田　哲朗 参考書英語教育用語辞典　改訂版 大修館書店 2500

中等英語科教育Ⅱ 高田　哲朗 参考書新版　英語科教育実習ハンドブック 大修館書店 2200

中等技術科教育Ⅱ 原田　信一 教科書中学校学習指導要領解説 技術・家庭編　平成２９年７月 開隆堂 143

中等数学科教育Ⅱ 黒田　恭史 教科書数学教育実践入門 共立出版 3000

中等数学科教育Ⅱ 黒田　恭史 教科書中学校学習指導要領解説 数学編　平成２９年７月 日本文教出版 208

中等数学科教育Ⅱ 黒田　恭史 教科書高等学校学習指導要領解説 数学編 理数編　平成３０年７月学校図書 360

中等生徒指導・教育相談Ⅰ（ａ） 岩本　脩平 教科書はじめて学ぶ生徒指導・教育相談 金子書房 2300

中等生徒指導・教育相談Ⅰ（ｂ） 片山　紀子 教科書３訂版　入門生徒指導 学事出版 1800

中等特別活動論（ａ） 岡田　敏之 参考書中学校学習指導要領解説 特別活動編　平成２９年７月 東山書房 256

聴覚障害児の教育 高井　小織 参考書教育オーディオロジーハンドブック ジアース教育新社2500

聴覚障害児の教育 高井　小織 参考書聴覚障害教育　これまでとこれから 北大路書房 2300

聴覚障害児の教育 高井　小織 参考書聴覚障害児の学習と指導 明石書店 3000

重複障害教育総論 小谷　裕実 教科書新版　重症心身障害療育マニュアル 医歯薬出版 3600

重複障害教育総論 小谷　裕実 参考書写真でわかる重症心身障害児（者）のケア【注文品】 インターメディカ4800

地理学概論 香川　貴志 教科書第2版 ジオ・パルＮＥＯ 海青社 2500

地理学概論 香川　貴志 教科書バンクーバーはなぜ世界一住みやすい都市なのか ナカニシヤ出版1800

てん刻 小早川　修治 教科書書道講座　第６巻　【注文品】 二玄社 2400

電磁気学基礎 高嶋　隆一 教科書電磁気学 裳華房  2500

ドイツ語ⅠＡ（ａ） 後藤　博和 教科書岡田・岩﨑ドイツ文法 朝日出版社 2200

ドイツ語ⅠＡ（ｂ） 村本　容子 教科書アー・ツェット楽しく学ぶドイツ語 朝日出版社 2500

ドイツ語コミュニケーションＡ（ａ） ボイテル・ビアンカ 教科書Ja genau! Cornelsen Verlag2691

ドイツ語コミュニケーションＡ（ｂ） ボイテル・ビアンカ 教科書Ja genau! Cornelsen Verlag2691

道徳の理論及び指導法（ａ） 相澤　伸幸 教科書道徳教育のキソ・キホン ナカニシヤ出版2000

道徳の理論及び指導法（ａ） 相澤　伸幸 教科書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

道徳の理論及び指導法（ａ） 相澤　伸幸 教科書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

道徳の理論及び指導法（ｂ） 相澤　伸幸 教科書道徳教育のキソ・キホン ナカニシヤ出版2000

道徳の理論及び指導法（ｂ） 相澤　伸幸 教科書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

道徳の理論及び指導法（ｂ） 相澤　伸幸 教科書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

道徳の理論及び指導法（ｃ） 相澤　伸幸 教科書道徳教育のキソ・キホン ナカニシヤ出版2000

道徳の理論及び指導法（ｃ） 相澤　伸幸 教科書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

道徳の理論及び指導法（ｃ） 相澤　伸幸 教科書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

特別活動の研究（ａ） 西井　薫、岡田　敏之 教科書中学校学習指導要領解説 特別活動編　平成２９年７月 東山書房 256

5ﾍﾟｰｼﾞ ★書名欄に【注文品】と表記された本は、各自ご注文願います

http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15401101_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10104021_aa_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10104021_bb_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10104011_aa_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10104011_bb_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/12201102_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/12201102_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/12201102_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/12201082_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/12201032_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/12201032_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/12201032_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/12004351_aa_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/12004351_bb_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15201521_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/61010161_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/61010161_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/61010161_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/61010161_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/61010161_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/61010161_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/61010161_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15703041_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10102021_aa_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10102021_bb_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10102011_aa_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10102011_bb_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/12004012_aa_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/12004012_aa_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/12004012_aa_Ja.html


授業名の五十音順に表示しています 区分「教」＝教科書、「参」＝参考書、「辞」＝辞書

授業名 教員名
区
分

書名 出版社
本体
価格

読書と豊かな人間性 平井　むつみ 教科書読書と豊かな人間性 樹村房 1850

日本国憲法（ａ） 梅宮　弘 参考書憲法学読本　第３版 有斐閣 2700

日本国憲法（ａ） 梅宮　弘 参考書憲法判例５０！ 有斐閣 1800

日本国憲法（ａ） 梅宮　弘 参考書ポケット六法　平成３１年版 有斐閣 1900

日本国憲法（ｂ） 磯村　晃 教科書憲法　第７版 岩波書店 3200

日本史概論 中村　翼 教科書社会科　中学生の歴史 帝国書院 977

日本文学 天野　知幸 教科書金閣寺 新潮社 630

日本文学 天野　知幸 教科書五番町夕霧楼 小学館 500

人間行動学 千々岩　眸 教科書比較認知科学 放送大学教育振興会2800

人間行動学 千々岩　眸 参考書動物たちは何を考えている？ 技術評論社 1580

発達障害生理・病理特論Ⅱ 小谷　裕実 教科書新しい特別支援教育のかたち　 培風館 2800

発達心理学特別演習 田爪　宏二 教科書学習の問題への認知的アプロ－チ 北大路書房 3300

ハングルⅠＡ 呉　珉庚 教科書かんたん！韓国語 朝日出版社 2300

病弱教育 渡辺　実 教科書病気の子どものガイドブック　 ジアース教育新社2600

病弱教育 渡辺　実 教科書特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領海文堂出版 440

不登校理解とその支援の実際（ａ）
角田　　豊、片山　紀子、
保田　直美

教科書３訂版　入門生徒指導 学事出版 1800

フランス語ⅠＡ（ａ） 酒井　美貴 教科書やさしいサリュ　改訂版 駿河台出版 1800

フランス語ⅠＡ（ｂ） 鈴江　和子 教科書ル・フランセ・クレ－ル　新版 白水社 2300

フランス語コミュニケーションＡ（ａ） 大山　大樹 教科書Soyons actifs ! 白水社 2200

フランス語コミュニケーションＡ（ｂ） 大山　大樹 教科書Soyons actifs ! 白水社 2200

プログラミング基礎Ⅱ 川原田　茜 教科書新・明解Ｃ言語　入門編 SBクリエイティブ2300

分子生物学 中野　正和 参考書改訂第3版　分子生物学イラストレイテッド　【注文品】 羊土社 4900

分子生物学 中野　正和 参考書Essential 細胞生物学　原書第4版　【注文品】 南江堂 8000

分子生物学 中野　正和 参考書Goodman 医学細胞生物学　【注文品】 東京化学同人4800

偏微分方程式 深尾　武史 参考書ルベーグ積分講義　【注文品】 日本評論社 2900

偏微分方程式 深尾　武史 参考書ルベーグ積分入門　新装版　【注文品】 裳華房 4200

無機・分析化学概論 向井　　浩 教科書演習無機化学 東京化学同人1700

無機・分析化学概論 向井　　浩 教科書基礎分析化学 サイエンス社 1950

ライティングⅡ
アンドリュー・オーバマイ
ヤー

教科書Academic Writing Skills 1 Cambridge 2670

リーディングⅠ 松延　亜紀 教科書Reading Explorer　3 Cengage Learning3180

力学基礎 高嶋　隆一 教科書基礎物理コース　力学 学術図書 1250

力学基礎 高嶋　隆一 参考書熱・統計力学　新装版　【注文品】 岩波書店 2500

リスニングⅠＡ 奥村　真紀 教科書Dynamic Listening Comprehension 2 Cengage Learning1700

臨床心理学特論Ⅰ 内田　利広 教科書ロジャーズ選集　上 誠信書房  3800

臨床心理学特論Ⅰ 内田　利広 参考書スク－ルカウンセラ－の第一歩 創元社 1800

臨床心理査定演習Ⅰ 西村　佐彩子 教科書事例で学ぶアセスメントとマネジメント 岩崎学術出版社2300

6ﾍﾟｰｼﾞ ★書名欄に【注文品】と表記された本は、各自ご注文願います

http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/18001041_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10003011_aa_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10003011_aa_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10003011_aa_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10003011_bb_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15401011_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10301031_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10301031_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10305111_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/52020012_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/51060021_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10106011_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15201401_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15201401_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/61010061_aa_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10103021_aa_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10103021_bb_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10103011_aa_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/10103011_bb_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15601402_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15703121_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15703121_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15601341_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15601341_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15703081_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15703081_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15502112_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15501041_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15703031_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15703031_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/15501051_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/51065011_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/51065011_00_Ja.html
http://kyoumu.kyokyo-u.ac.jp/jikanwari/2019/search/syllabus.php?url=syllabus/51065042_00_Ja.html

