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

授業名 先生
区
分 書名 出版社

本体
価格

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（ＴＯＥＩＣ中級）ⅢＡ 山内　浩充 教科書ＴＯＥＩＣ Ｌ＆Ｒ Ｔｅｓｔ：Ｏｎ Ｔａｒｇｅｔ Ｂｏｏｋ　２ 南雲堂 2200

英語（会話中級）ⅢＡ ベティ・ラウ 教科書Interchange Level 3  5th edtion Cambridge 2950

英語インテンシブリーディング（ａ） 中内田　陽子 教科書Spotlight on Britain　イギリスを探る 南雲堂 1900

英語インテンシブリーディング（ｂ） 橋本　雅文 教科書TARGET! intermediate 金星堂 2000

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！まんがでわかる７つの習慣　【出版社品切れ
教科書は使わない】

宝島社 1300

英語インテンシブリーディング（ｄ） 森　ユキエ 教科書15　Selected Units of English through the News Media 朝日出版社 1200

英語インテンシブリーディング（ｅ） 吉村　満知子 教科書The Wonderful World of Language　 成美堂 1800

英語インテンシブリーディング（ｆ） 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（ｇ）
アンドリュー・オーバマ
イヤー

教科書
英語で学ぶ！まんがでわかる７つの習慣　【出版社品切れ
教科書は使わない】

宝島社 1300

英語インテンシブリーディング（ｈ） 岩上　はる子 教科書ダールとレンデル：ミステリー短篇集 朝日出版社 1262

英語コミュニケーションＡ（ａ） 藤井　佳子 教科書First Time Trainer For the TOEIC Test センゲージ 2100

英語コミュニケーションＡ（ｂ） 市場　史哉 教科書
SUCCESSFUL KEYS TO THE TOEIC(R) LISTENING AND
READING TEST 1 / 4th Edition Goal-500

桐原書店  1800

英語コミュニケーションＡ（ｃ） 橋本　雅文 教科書SEIZE THE KEYS OF THE TOEIC L&R TEST 金星堂 1900

英語コミュニケーションＡ（ｄ） 蛇持　純子 教科書
一歩上を目指すＴＯＥＩＣ ＬＩＳＴＥＮＩＮＧ ＡＮＤ ＲＥＡＤＩＮＧ Ｔ
ＥＳＴ　Ｌｅｖｅｌ２

朝日出版社 1700

英語コミュニケーションＡ（ｅ） 藤井　佳子 教科書First Time Trainer For the TOEIC Test センゲージ 2100

英語コミュニケーションＡ（ｆ） 市場　史哉 教科書
SUCCESSFUL KEYS TO THE TOEIC(R) LISTENING AND
READING TEST 1 / 4th Edition Goal-500

桐原書店  1800

英語コミュニケーションＡ（ｇ） 橋本　雅文 教科書SEIZE THE KEYS OF THE TOEIC L&R TEST 金星堂 1900

英語コミュニケーションＡ（ｈ） 蛇持　純子 教科書
一歩上を目指すＴＯＥＩＣ ＬＩＳＴＥＮＩＮＧ ＡＮＤ ＲＥＡＤＩＮＧ Ｔ
ＥＳＴ　Ｌｅｖｅｌ２

朝日出版社 1700

英語コミュニケーションＡ（ｉ） ベティ・ラウ no text

英語コミュニケーションＡ（ｊ） 岩上　はる子 教科書Ambitions　＜Intermediate> 金星堂 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　４　オズの魔法使 英宝堂 2400

英語コミュニケーションＡ（ｌ） 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

英語コミュニケーションＡ（ｍ） ベティ・ラウ no text

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） 橋本　雅文 教科書SEIZE THE KEYS OF THE TOEIC L&R TEST 金星堂 1900

英語コミュニケーションＡ（ｐ） 中内田　陽子 教科書ＴＯＥＩＣ Ｌ＆Ｒテスト書き込みドリルフレーズ言いまわし編 桐原書店  1200

英語科教育演習Ａ 西本　有逸 教科書Second Language Acquisition Oxford 2270

英語文学演習Ⅰ 奥村　真紀 教科書In a Glass Darkly Oxford 1330

英語文学演習Ⅰ 奥村　真紀 教科書The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde Dover 363

英語文学基礎講読Ⅰ 岩上　はる子 教科書現代イギリス短編集　［テキスト変更］ 金星堂 1300

英文学史Ｂ 奥村　真紀 教科書よくわかるイギリスの文学 南雲堂 2000

化学 鈴木　祥子 教科書大学で学ぶ化学 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
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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

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

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 教科書ルベグ積分入門 筑摩書房 1300

学校教育と法規 竺沙　知章 教科書解説教育六法　２０２０ 三省堂 2700

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 参考書学校心理学ガイドブック　第４版　【注文品】 風間書房 2000

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 林口　浩士 教科書学校図書館メディアの構成　［4月入荷済］ 全国学校図書館協議会2000

学校臨床心理学特講 小泉　隆平 教科書教職教養講座第10巻生徒指導・進路指導　【注文品】 協同出版 2200

漢文学概説 谷口　匡 辞書角川新字源　改訂新版 角川書店 3000

漢文学概説 谷口　匡 教科書黄河の水　改訂版 角川書店 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

漢文学特講Ａ 谷口　匡 教科書新唐詩選 岩波書店 800

幾何学序論Ⅱ 横山　知郎 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

教育の理念と歴史（ａ） 神代　健彦 教科書教育原理  アクティベート教育学1 ミネルヴァ書房 2000

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

教育課程論特論 樋口　とみ子 教科書「資質・能力」と学びのメカニズム 東洋館出版社 1850

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　２０２０ 三省堂 2700

教育史特論 神代　健彦 教科書教育から見る日本の社会と歴史 第2版 八千代出版 2400

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　改訂版 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、藤岡秀樹、
西村佐彩子

教科書実験・実習で学ぶ心理学の基礎 金子書房 2500

教育心理学特論Ⅱ 藤岡　秀樹 教科書中学・高校教師になるための教育心理学〔第４版〕　 有斐閣 2000

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

ＫＹＯＫＹＯスタートアップセミナー（家庭領域） 湯川　夏子 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

古典文学演習 宗雪　修三 参考書光源氏の一生 講談社 860

古典文学特講 宗雪　修三 教科書更級日記 岩波書店 440
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国語学演習B 中俣　尚己 教科書話し合いトレーニング ナカニシヤ出版 1900

国語学特講Ａ 中俣　尚己 教科書読解のための古典文法教室 和泉書院 2200

国語学特講Ｂ 浜田　麻里 教科書日本語とコミュニケーション 放送大学教材 2400

国文学演習Ａ 天野　知幸 教科書山月記・李陵 岩波書店 860

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   5th edtion Pearson 3050

コミュニケーションのための英文法（ａ） 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（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） 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（ｄ） 西本　有逸 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）
児玉　一宏、奥村　真
紀

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（ｈ） 山内　浩充 教科書English Grammar in Use with answers Cambridge 3800

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 北大路書房 2000

住居学 延原　理恵 教科書私たちの住居学　第２版 オーム社 2400

初等英語科教育（ａ） 西本　有逸 教科書新編　小学校英語教育法入門 研究社 2100

初等英語科教育（ｂ） 染谷　藤重 教科書新編　小学校英語教育法入門 研究社 2100

初等英語科教育（ｃ） 田縁　眞弓 教科書新編　小学校英語教育法入門 研究社 2100

初等英語科教育（ｄ） 染谷　藤重 教科書新編　小学校英語教育法入門 研究社 2100

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） 鄕 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） 鄕 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 教科書初等音楽科教育法【「小学校音楽科の学習指導」は誤り】 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2200

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） 鄕 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） 鄕 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）
井上　えり子、杉本　佳
子

教科書新編新しい家庭５・６　 ［4月入荷済］ 東京書籍
非課税
368

初等家庭科教育（ａ）
井上　えり子、杉本　佳
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）
井上　えり子、杉本　佳
子

練習用　手縫い布

初等家庭科教育（ｂ）
井上　えり子、杉本　佳
子

教科書新編新しい家庭５・６　 ［4月入荷済］ 東京書籍
非課税
368

初等家庭科教育（ｂ）
井上　えり子、杉本　佳
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
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初等家庭科教育（ｂ）
井上　えり子、杉本　佳
子

練習用　手縫い布

初等算数科教育（ａ） 柳本　哲 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（ａ） 柳本　哲 参考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

初等算数科教育（ｂ） 岡本　尚子 教科書算数科教育 ミネルヴァ書房 2000

初等算数科教育（ｂ） 岡本　尚子 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

初等社会科教育（ａ） 山下　宏文 教科書小学校学習指導要領解説 社会編　平成２９年７月 日本文教出版 142

初等社会科教育（ｂ） 山下　宏文 教科書小学校学習指導要領解説 社会編　平成２９年７月 日本文教出版 142

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）（ｂ） 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）（ｂ） 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）
小松崎敏、大橋奈希
左、辻哲夫

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）
小松崎敏、大橋奈希
左、辻哲夫

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

初等理科教育（ａ） 西川　光二 参考書小学校理科　考える力を伸ばす 培風館 1400

小学校家庭科教材研究 延原、深沢、杉井、權 教科書私たちの家庭科5・6　 ［4月入荷済］ 開隆堂
非課税
368

小学校家庭科教材研究 延原、深沢、杉井、權 教科書新編新しい家庭５・６　 ［4月入荷済］ 東京書籍
非課税
368

小学校家庭科教材研究 延原、深沢、杉井、權 参考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

小学校教科内容論音楽（ａ）～（ｅ）
山口、増田、田邉、田
中、小笠原

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、増田、田邉、田
中、小笠原

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、杉井、延原、湯
川

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

小学校教科内容論家庭（ａ）
深沢、杉井、延原、湯
川

教科書私たちの家庭科5・6　 ［4月入荷済］ 開隆堂
非課税
368

小学校教科内容論家庭（ａ）
深沢、杉井、延原、湯
川

教科書新編新しい家庭５・６　 ［4月入荷済］ 東京書籍
非課税
368

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 860

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

障害児の発達と学習 佐藤　美幸 教科書行動変容法入門 二瓶社 3600

障害児心理特論Ⅰ 佐藤　美幸 教科書行動変容法入門 二瓶社 3600

障害児心理臨床Ａ 佐藤　美幸 教科書行動変容法入門 二瓶社 3600

情報数学特論 川原田　茜 教科書オ－トマトン言語理論計算論　１　第２版　【注文品】 サイエンス社 2800

食生活実習 湯川　夏子 教科書オールガイド食品成分表2020 実教出版 800
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心身医学特論 森　孝宏 教科書心身症　 ミネルヴァ書房 2200

心理療法論 内田　利広 教科書臨床心理学への招待 ミネルヴァ書房 2600

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 教科書生徒指導・進路指導　［5月刊行予定］ ミネルヴァ書房 2500

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 参考書徹底図解臨床心理学 新星出版社 1500

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　【注文品】 培風館 1900

数学 宮崎　充弘 教科書
【注文品】　教養の数学　改訂版　（履修される方は早めに
注文してください！）

裳華房 2600

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 教科書三訂版　入門生徒指導 学事出版 1800

生徒指導の理論と実践
角田豊、片山紀子、盛
永俊弘

教科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、片山紀子、盛
永俊弘

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、片山紀子、盛
永俊弘

参考書カウンセラーから見た教師の仕事・学校の機能 培風館 1500

生徒指導の理論と実践
角田豊、片山紀子、盛
永俊弘

参考書子どもの問題　いかに解決するか ＰＨＰ 780

生徒指導の理論と実践
角田豊、片山紀子、盛
永俊弘

教科書三訂版　入門生徒指導 学事出版 1800

声楽演習Ⅰ（ａ） 田邉　織恵 教科書声楽名曲選集　イタリア編［Ⅱ］ 音楽之友社 2000

声楽基礎演習 田邉　織恵 教科書声楽名曲選集　イタリア編［Ⅰ］ 音楽之友社 2200

相対性理論 常見　俊直 参考書相対性理論　　【注文品】 岩波書店 600

相対性理論 常見　俊直 参考書相対性理論の考え方　物理の考え方5　【注文品】 岩波書店 2800

相対性理論 常見　俊直 参考書相対性理論　物理入門コース　【注文品】 岩波書店 2900

相対性理論 常見　俊直 参考書相対性理論がわかった！　［品切］

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

第２言語習得論 浜田　麻里 教科書実践例で学ぶ第二言語習得研究に基づく英語指導 大修館書店 1800

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

地学基礎 谷口　慶祐 教科書地学　 ［4月入荷済］ 啓林館
非課税
1642

地誌学概論 武田　一郎 教科書詳解現代地図　２０２０－２０２１ 二宮書店 1600

地理学概論 香川　貴志 教科書 ジオ・パルＮＥＯ 第2版 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

中国語ⅠＡ（ａ） 李　寧 教科書行ってみよう！中国語への旅 朝日出版社 2400

中国語ⅠＡ（ｂ） 劉　　暁晴 教科書スタートライン中国語Ⅰ 初級 駿河台出版社 2200

中国語ⅡＡ チョウ　ニーナ 教科書音読で身につく中国語 中級 朝日出版社 2200

中国語コミュニケーションＡ（ａ） 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
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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 西本　有逸 教科書How Languages are Learned, 4th Edition Oxford 3900

中等家庭科教育Ⅱ 井上　えり子 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 開隆堂出版 143

中等家庭科教育Ⅱ 井上　えり子 教科書高等学校学習指導要領解説 家庭編　平成３０年７月 教育図書 462

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 開隆堂出版 143

中等技術科教育Ⅳ 原田　信一 教科書新技術科教育総論　【注文品】 九州大学出版会2200

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

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　アドバンス　【注
文品】

インターメディカ 4800

哲学概論 澤田　和範 教科書科学哲学 岩波書店 1700

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 教科書基礎固めのドイツ語 郁文堂 2700

ドイツ語プログレッシブＡ 後藤　博和 教科書ドイツ語エコー2　中級編　【注文品】 朝日出版社 2400

道徳の理論及び指導法（ａ） 上林　梓 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） 上林　梓 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） 上林　梓 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） 上林　梓 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） 上林　梓 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） 上林　梓 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

特別活動の指導法（a） 市田　克利 教科書小学校学習指導要領解説 特別活動編　平成２９年７月 東洋館出版社 141

特別活動の指導法（a） 市田　克利 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

特別活動の指導法（a） 市田　克利 教科書
高等学校学習指導要領解説 特別活動編　平成３０年７月
【注文品】

東京書籍 900

特別活動の指導法（ｂ） 福間　拓 教科書小学校学習指導要領解説 特別活動編　平成２９年７月 東洋館出版社 141

特別活動の指導法（ｂ） 福間　拓 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

特別活動の指導法（ｂ） 福間　拓 教科書
高等学校学習指導要領解説 特別活動編　平成３０年７月
【注文品】

東京書籍 900

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

日本音楽・民族音楽概論 田中　多佳子 教科書高校生の音楽１　 ［4月入荷済］ 教育芸術社
非課税
611

日本教育史 神代　健彦 教科書教育から見る日本の社会と歴史 第2版 八千代出版 2400

日本国憲法（ａ） 梅宮　弘典 参考書憲法学読本　第３版 有斐閣 2700

6ページ ★【注文品】と表示された本は、各自ご注文願います



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

授業名 先生
区
分 書名 出版社

本体
価格

日本国憲法（ａ） 梅宮　弘典 参考書START UP 憲法判例50！ 有斐閣 1800

日本国憲法（ａ） 梅宮　弘典 辞書ポケット六法　令和２年版 有斐閣 1900

日本史概論 中村　翼 教科書社会科　中学生の歴史　 ［4月入荷済］ 帝国書院
非課税
992

日本文学 天野　知幸 教科書＜異界＞文学を読む 鼎書房 2000

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

発達障害心理特論Ⅰ 佐藤　美幸 教科書行動変容法入門 二瓶社 3600

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

ハングルⅠＡ オ　ミンギョン 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 440

フランス語ⅠＡ（ａ） 酒井　美貴 教科書ル・フランセ・クレ－ル　新版 白水社 2300

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! 1　（アクティブ！１） 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! 1　（アクティブ！１） 白水社 2200

プログラミング基礎Ⅱ 川原田　茜 参考書新・明解Ｃ言語　入門編　【注文品】 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 教科書ルベーグ積分講義 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　【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　新訂版 サイエンス社 1950

幼児教育学総論 古賀　松香 教科書幼稚園教育要領解説　平成３０年３月 フレーベル館 240

幼児教育学総論 古賀　松香 参考書保育所保育指針解説　平成３０年３月 フレーベル館 320

幼児教育学総論 古賀　松香 参考書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 350

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

リスニングⅠＡ 森　ユキエ 教科書Dynamic Listening Comprehension 2 Cengage 2200

臨床心理学特論Ⅰ 内田　利広 教科書パ－ソンセンタ－ド・カウンセリングの実際 コスモス・ライブラリー1700

7ページ ★【注文品】と表示された本は、各自ご注文願います


