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●販売場所 
  生協購買部書籍フロア（大学会館２階） 

●販売期間と営業時間※土日曜は閉店 
  3/30（水）～4/6（水） １１:３０～１４:００ 
  4/7（木）～4/28（木） １０:００～１７:００ 

●新入生の購入推奨期間 
混雑緩和のため、購入推奨期間のご利用をお願いします 

新入生：4/11（月）～4/15（金） 
上回生：3/30（水）～4/8（金）・4/18（月）～4/22（金） 
※開講直後は新入生のご購入を優先し、上回生はその他の期間に 
買って頂くよう御協力お願いします 

★もちろん推奨期間以外でもお急ぎの時はご購入頂けます 

＊＊＊＊＊教科書購入のご注意＊＊＊＊＊ 

◆この目録は授業名の五十音順に教科書を載せています。教科書名を確認のうえ書籍フロアで買いた 

い教科書を探してレジでご購入下さい。組合員証（学生証裏のシールで確認）をご呈示頂くと販売 

期間中は 10％引になります（期間終了後は８％引）。 

◆目録には先生から指示のあった教科書・参考書を載せています。シラバスに出ていても目録に載っ

ていない本もありますので、分からない点は書籍フロアの職員にお尋ね下さい。 

◆書籍フロアは入口・出口を決めて一方通行としています。「入口」表示のドアから入り、「出口」から 

 外へ出て下さい。また混雑時は入場を制限しますので、入口の外の廊下に並んでお待ち願います。 

◆買われた本の返品・交換はお受けしていません。必要な教科書かしっかり確認してご購入お願いし 

 ます（落丁・乱丁は交換いたします）。 

◆袋はお渡ししていませんので、マイバッグをご持参下さい。 

 

 

 
京都教育大学生協購買部  ☏075-644-8358 ✉kyokyo-shop@kh.u-coop.net 



講義名の五十音順に並べています 区分「教」＝教科書　「参」＝参考書
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教科書名 出版社
税込
価格

イタリア語Ａ － M．オズヴァルド 教科書基礎イタリア語講座 三訂版 朝日出版社 2310

英語インテンシブリーディング ａ 岩上　はる子 教科書Mindfulness　これからの健康的な社会へ 南雲堂 1980

英語インテンシブリーディング ｂ 近藤　嘉宏 教科書英語でちょっといい話 アルク 1980

英語インテンシブリーディング ｃ 橋本　雅文 教科書Insights 2022 金星堂 2090

英語インテンシブリーディング ｄ 西山　史子 教科書Cool Japan and the World　英字紙で読む日本と世界音羽書房鶴見書店2420

英語インテンシブリーディング ｅ 近藤　嘉宏 教科書英語でちょっといい話 アルク 1980

英語インテンシブリーディング ｆ 橋本　雅文 教科書Insights 2022 金星堂 2090

英語インテンシブリーディング ｇ 山内　浩充 教科書English at Your Fingertips: Reader in American Culture英宝社 2090

英語インテンシブリーディング ｈ 岩上　はる子 教科書Science Explorer 　身近な科学の世界 成美堂 2090

英語インテンシブリーディング ｉ 西山　史子 教科書Cool Japan and the World: Reading Newspapers Today『英字紙で読む日本と世界音羽書房鶴見書店2420

英語（会話）中級 － ベティ・ラウ 教科書Interchange Level 3 Cambridge 5280

英語科教育演習Ａ － 西本　有逸 教科書Second Language Acquisition Oxford 2497

英語科教育演習Ａ － 西本　有逸 参考書英語教育用語辞典 大修館書店 2750

英語学概説I － 児玉　一宏 参考書言語習得と用法基盤モデル 研究社 2860

英語コミュニケーションＡ ａ 市場　史哉 教科書Broadcast: ABC World News Tonight 3 金星堂  2970

英語コミュニケーションＡ ｂ 藤井　佳子 教科書In My Opinion 金星堂 2090

英語コミュニケーションＡ ｃ 橋本　雅文 教科書English Indicator 3 　[Intermediate] 南雲堂 2200

英語コミュニケーションＡ ｄ 蛇持　純子 教科書Four Corners Second Edition 3 Student's Book with Online WorkbookCambridge 3440

英語コミュニケーションＡ ｅ 市場　史哉 教科書Broadcast: ABC World News Tonight 3 金星堂  2970

英語コミュニケーションＡ ｆ 藤井　佳子 教科書In My Opinion 金星堂 2090

英語コミュニケーションＡ ｇ 橋本　雅文 教科書English Indicator 3 　[Intermediate] 南雲堂 2200

英語コミュニケーションＡ ｈ 蛇持　純子 教科書Four Corners Second Edition 3 Student's Book with Online WorkbookCambridge 3440

英語コミュニケーションＡ ｉ ベティ・ラウ 教科書テキストなし

英語コミュニケーションＡ ｊ 磯部　達彦 教科書World Heritage on DVD 南雲堂 2750

英語コミュニケーションＡ ｋ 西澤　裕一 教科書ローマの休日 コスミック出版1650

英語コミュニケーションＡ ｌ 松延　亜紀 教科書Reading Explorer 1A Cengage 2200

英語コミュニケーションＡ ｍ ベティ・ラウ 教科書テキストなし

英語コミュニケーションＡ ｎ 磯部　達彦 教科書World Heritage on DVD 南雲堂 2750

英語コミュニケーションＡ ｏ 西澤　裕一 教科書ローマの休日 コスミック出版1650

英語コミュニケーションＡ ｐ 松延　亜紀 教科書Reading Explorer 1A Cengage 2200

英語プログレッシブＡ － 蛇持　純子 教科書World Insiders　INSIDERで観て学ぶ総合英語と世界の深部金星堂 2530

英語文学演習I － 岩上　はる子 教科書Fahrenheit 451 Simon & Schuster2707

英語文学基礎講読I － 奥村　真紀 教科書Howl's Moving Castle HarperCollins1535

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 2200

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 2090

1ページ 【注文品】となっている本は、書籍フロアで各自ご注文下さい
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解析学特別講義 － 神　貞介 教科書フーリエ解析とその応用 サイエンス社 1628

化学 － 鈴木　祥子 参考書【注文品】大学で学ぶ化学 化学同人 2200

化学特論I － 鈴木　祥子 教科書【注文品】電子の動きでみる有機反応のしくみ 東京化学同人2640

学習指導と学校図書館 － 平井　むつみ 教科書学習指導と学校図書館 全国学校図書館協議会2200

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2750

家族関係学 － 杉井　潤子 参考書【注文品】現代家族を読み解く12章 丸善出版 2640

学校カウンセリング特講【集中講義】 － 多賀谷　智子 参考書生徒指導提要 教育図書 371

学校カウンセリング特講【集中講義】 － 多賀谷　智子 参考書【注文品】よくわかる学校心理学 ミネルヴァ書房2640

学校カウンセリング特講【集中講義】 － 多賀谷　智子 参考書【注文品】子どもと教師のための「チ－ム援助」の進め方金子書房 1980

学校カウンセリング特講【集中講義】 － 多賀谷　智子 参考書学校心理学　【品切　取寄せ不可】 誠信書房

学校教育実践総論IX －
赤松大輔、田爪宏
二

教科書よくわかる学校心理学 ミネルヴァ書房2640

学校教育実践総論IX －
赤松大輔、田爪宏
二

参考書【注文品】学校心理学 誠信書房 4180

学校教育実践総論IX －
赤松大輔、田爪宏
二

参考書【注文品】学校心理学ガイドブック　第４版 風間書房 2200

学校図書館メディアの構成 － 平井　むつみ 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2200

学校臨床とかかわり合う力Ｂ － 角田豊、永尾彰子 教科書学校臨床力を磨く事例検討の進め方 創元社 3520

学校臨床とかかわり合う力Ｂ － 角田豊、永尾彰子 参考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 1980

学校臨床とかかわり合う力Ｂ － 角田豊、永尾彰子 参考書子どもを育む学校臨床力 創元社 2530

漢文学概説 － 谷口　匡 教科書私の漢文講義 大修館書店 2200

漢文学概説 － 谷口　匡 辞書新字源　改訂新版 角川書店 3300

漢文学特講Ａ － 谷口　匡 教科書新唐詩選　改版 岩波書店 924

漢文学特講Ａ － 谷口　匡 辞書新字源　改訂新版 角川書店 3300

幾何学序論II － 吉安　徹 教科書集合と位相 近代科学社 2090

幾何学本論I － 吉安　徹 教科書曲線と曲面　改訂版 裳華房 3190

教育心理学 ａ 赤松　大輔 教科書教職エクササイズ 教育心理学 ミネルヴァ書房2420

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2420

教育心理学実験IＡ －
田爪宏二、赤松大
輔

教科書心理学基礎実験を学ぶ 北樹出版 2640

教育心理学特論II － 赤松　大輔 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 2200

教育統計学演習II － 赤松　大輔 教科書Excelで今すぐはじめる心理統計 KS専門書 3080

教育統計学演習II － 赤松　大輔 参考書統計学がわかる 技術評論社 1848

教育統計学演習II － 赤松　大輔 参考書【注文品】心理統計学の基礎 有斐閣 2420

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01 ミネルヴァ書房2200

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2200

教育方法学特論 － 德岡　慶一 教科書【注文品】アクティブ・ラーニングとは何か 岩波新書 968

教育方法学特論 － 德岡　慶一 教科書アクティブラーニング 講談社 968

教科内容構成論 -技術科- －
原田、多田、中
峯、伊藤、南山

教科書【注文品】技術科教育概論 九州大学出版会2420
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近・現代文学特講 － 天野　知幸 教科書春琴抄 新潮社 407

近・現代文学特講 － 天野　知幸 教科書潮騒 新潮社 572

近・現代文学特講 － 天野　知幸 教科書ビルマの竪琴 新潮社 605

金属材料 － 武末　翔吾 参考書【注文品】改訂　機械材料学 日本材料学会4039

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 2310

国語学演習B 近藤　正憲 教科書言語景観から学ぶ日本語 大修館書店 1760

国語学特講Ｂ － 浜田　麻里 教科書はじめての語用論 研究社 2750

古典文学演習 － 朝比奈　英夫 教科書万葉集本文編 塙書房 2310

子ども理解と臨床技法 － 角田　豊 参考書図解よくわかる発達障害の子どもたち ナツメ社 1650

コミュニカティブイングリッシュI －
Ａ．オーバマイ
ヤー

教科書Northstar 5 Listening and Speaking Pearson 4939

コミュニカティブイングリッシュIIＢ －
Ａ．オーバマイ
ヤー

教科書The Seven Habits of Highly Effective People Simon & Schuster3023

コミュニケーションのための英文法 ａ 山内　浩充 教科書English Grammar in Use : 5th Edition Book with Answers  Cambridge  3509

コミュニケーションのための英文法 ｂ 藤原　由美 教科書English Grammar in Use : 5th Edition Book with Answers  Cambridge  3509

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 : 5th Edition Book with Answers  Cambridge  3509

コミュニケーションのための英文法 ｄ 山内　浩充 教科書English Grammar in Use : 5th Edition Book with Answers  Cambridge  3509

コミュニケーションのための英文法 ｅ 藤原　由美 教科書English Grammar in Use : 5th Edition Book with Answers  Cambridge  3509

コミュニケーションのための英文法 ｆ 山内　浩充 教科書English Grammar in Use : 5th Edition Book with Answers  Cambridge  3509

コミュニケーションのための英文法 ｇ
児玉一宏、西山史
子

教科書English Grammar in Use : 5th Edition Book with Answers  Cambridge  3509

コミュニケーションのための英文法 ｈ
児玉一宏、西山史
子

教科書English Grammar in Use : 5th Edition Book with Answers  Cambridge  3509

自然環境教材論実験 － 亀田　直記 参考書【注文品】実験で実践する魅力ある理科教育　小中学校編オーム社 3080

自然環境教材論実験 － 亀田　直記 参考書【注文品】世界一おいしい火山の本 小峰書店 1650

住居学 － 延原　理恵 教科書私たちの住居学　第２版 オーム社 2640

障害児教育特論III【集中講義】 －
深川美也子、丸山
啓史

教科書【注文品】発達障害の教育学 文理閣 4950

障害児教育特論III【集中講義】 －
深川美也子、丸山
啓史

参考書【注文品】就学前から1年生のひらがなの土台づくり文理閣 1650

障害児教育特論III【集中講義】 －
深川美也子、丸山
啓史

参考書【注文品】発達障害の子ども・青年の成長の記録 文理閣 1980

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 3960

障害児特別研究 小谷　裕実 教科書これならできる！レポート・論文のまとめ方 すばる舎 1540

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 3960

小学校家庭科教材研究 － 榊原　典子 教科書わたしたちの家庭科５・６　（4月末ごろ入荷予定） 開隆堂 405

小学校家庭科教材研究 － 榊原　典子 教科書新しい家庭５・６　（4月末ごろ入荷予定） 東京書籍 405

小学校教科内容論英語 ａ
Ａ．オーバマイ
ヤー、小山哲春、

教科書小学校英語内容論入門 研究社 2310

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2420

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【ピアノ初心者のみ】　バイエルピアノ教則本 音楽之友社 1100

小学校教科内容論家庭 ａ
湯川、深沢、杉
井、延原

教科書わたしたちの家庭科5・6 開隆堂 405

小学校教科内容論家庭 ａ
湯川、深沢、杉
井、延原

教科書新しい家庭5・6 東京書籍 405
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小学校教科内容論家庭 ａ
湯川、深沢、杉
井、延原

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105

小学校教科内容論算数 ａ 宮崎　充弘 教科書麻布中学校の算数２５年　平成２年～２６年 声の教育社 2860

小学校教科内容論算数 ｂ 伊藤　望 教科書麻布中学校の算数２５年　平成２年～２６年 声の教育社 2860

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 2970

小学校国語科教材論Ｃ － 谷口　匡 辞書新字源　改訂新版 角川書店 3300

情報機器の操作 ｄ 伊藤　伸一 教科書改訂版 ビジネスデータの分析リテラシーと活用 同文館出版 3190

書画特講　【集中講義】 西村　大輔 【注文品】書の古典と理論　改訂版 光村図書出版2200

職業指導概論 － 吉川　孝 教科書生徒指導・進路指導
ミネルヴァ
書房

2750

食生活実習 － 湯川　夏子 教科書オールガイド食品成分表　２０２２ 実教出版 910

初等英語科教育 ａ 小川　一美 教科書小学校英語科教育法 成美堂 3080

初等英語科教育 ｂ 染谷　藤重 教科書小学校英語科教育法 成美堂 3080

初等英語科教育 ｃ 小川　一美 教科書小学校英語科教育法 成美堂 3080

初等英語科教育 ｄ 染谷　藤重 教科書小学校英語科教育法 成美堂 3080

初等音楽科教育 ａ 大和　賛 教科書三訂版小学校音楽科の学習指導 廣済堂あかつき1925

初等音楽科教育 ａ 大和　賛 教科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144

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1925

初等音楽科教育 ｂ 清村　百合子 教科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144

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1925

初等音楽科教育 ｄ 清村　百合子 教科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144

初等音楽科教育 ｅ 大和　賛 教科書三訂版小学校音楽科の学習指導 廣済堂あかつき1925

初等音楽科教育 ｅ 大和　賛 教科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144

初等家庭科教育 ａ
井上えり子、杉本
佳子

教科書新しい家庭5・6　（4月末ごろ入荷予定） 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105

初等家庭科教育 ａ
井上えり子、杉本
佳子

手縫い布 予価122

初等家庭科教育 ｂ
井上えり子、杉本
佳子

教科書新しい家庭5・6　（4月末ごろ入荷予定） 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105

初等家庭科教育 ｂ
井上えり子、杉本
佳子

手縫い布 予価122

初等算数科教育 ｂ 黒田　恭史 教科書新しい教職教育講座 教科教育編　算数科教育 ミネルヴァ書房2200

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246

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156

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156

初等図画工作科教育 ｂ 丸山　磨美 参考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2420

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110

初等図画工作科教育 ｃ 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110

初等生活科教育 ｂ 田中　千草 教科書せいかつ　上　（4月末ごろ入荷予定） 非課税1172
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初等生活科教育 ｂ 田中　千草 教科書せいかつ　下　（4月末ごろ入荷予定） 非課税1168

初等生活科教育 ｂ 田中　千草 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147

初等生活科教育 ｂ 田中　千草 参考書【注文品】「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料　小学校生活東洋館出版社 880

スポーツ心理学 － 金田　啓稔 参考書【注文品】教養としてのスポーツ心理学 大修館書店 2200

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 2420

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 2200

精神検査法演習I －
西村佐彩子、山本
春香

参考書【注文品】心理査定実践ハンドブック 創元社 7700

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 2530

生徒指導・進路指導の理論及び方法ａ 内田　利広 参考書【注文品】スク－ルカウンセラ－の第一歩 創元社 1980

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 2530

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 2530

生徒指導・進路指導の理論及び方法ｄ 片山　紀子 教科書四訂版　入門　生徒指導 学事出版 1980

生徒指導の理論と実践 ａ 片山　紀子 教科書四訂版　入門　生徒指導 学事出版 1980

西洋音楽史概論 － 芝池　昌美 教科書音楽史を学ぶ 古代ギリシャから現代まで 教育芸術社 913

代数学特別講義 － 冨田　佳子 参考書【注文品】代数学の華　ガロア理論 現代数学社 6380

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 3740

第２言語習得論 － 浜田　麻里 教科書超基礎・第二言語習得研究 くろしお出版 2200

地学II － 楠　利夫 参考書ニューステージ地学図表 浜島書店 896

地学基礎 － 戸倉　則正 教科書地学　（4月末ごろ入荷予定） 非課税1649

地学基礎 － 戸倉　則正 参考書ニューステージ地学図表 浜島書店 896

地誌学概論 － 武田　一郎 教科書詳解現代地図　２０２２－２０２３ 二宮書店 1870

地理学概論 － 香川　貴志 教科書第2版 ジオ・パルＮＥＯ 海青社 2750

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1980

中国語IＡ ａ 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2420

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2420

中国語コミュニケーションＡ ａ トウ　カ 教科書中国語はじめの一歩 白水社 2420

中国語コミュニケーションＡ ｂ トウ　カ 教科書中国語はじめの一歩 白水社 2420

中等英語科教育II － 西本　有逸 参考書英語教育用語辞典　第３版 大修館書店 2750

中等英語科教育II － 西本　有逸 教科書How Languages are Learned, 4th Edition　（4月末ごろ入荷予定）Oxford 未定

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 157

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 3300

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229

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 396

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 3960

重複障害教育総論 － 小谷　裕実 参考書小・中学校の教師のための特別支援教育入門 ミネルヴァ書房2420
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電磁気学基礎 － 山下　良樹 教科書基礎物理学　第５版 学術図書出版2420

ドイツ語IＡ ａ 後藤　博和 教科書ドイツ語いいじぃ？いいげんて！ 朝日出版社 2530

ドイツ語コミュニケーションＡ ａ 馬場　綾香 教科書クラッセ！ ノイ　初級ドイツ語総合読本 白水社 2640

ドイツ語プログレッシブＡ － 馬場　綾香 教科書【注文品】kennzeichen.de junior 2.0　現代ドイツを学ぶための10章三修社 2420

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2200

道徳の理論及び指導法 ｂ 相澤　伸幸 参考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149

道徳の理論及び指導法 ｂ 相澤　伸幸 参考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 172

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2200

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2200

特別活動の指導法 ａ 市田克利、福間拓 参考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155

特別活動の指導法 ａ 市田克利、福間拓 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 303

特別活動の指導法 ａ 市田克利、福間拓 参考書【注文品】高等学校学習指導要領解説 特別活動編　平成３０年７月東京書籍 990

特別活動の指導法 ｂ 福間拓、市田克利 参考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155

特別活動の指導法 ｂ 福間拓、市田克利 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 303

特別活動の指導法 ｂ 福間拓、市田克利 参考書【注文品】高等学校学習指導要領解説 特別活動編　平成３０年７月東京書籍 990

日本音楽・民族音楽概論 田中　多佳子 教科書高校の音楽１ 非課税640

日本国憲法 ｂ 梅宮　弘典 参考書憲法学読本　第３版 有斐閣 2970

日本国憲法 ｂ 梅宮　弘典 参考書一歩先への憲法入門　第2版 有斐閣 2420

日本国憲法 ｂ 梅宮　弘典 参考書START UP 憲法判例50！　第2版 有斐閣 1980

日本国憲法 ｂ 梅宮　弘典 辞書ポケット六法　令和４年版 有斐閣 2090

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 3960

版画 － 池田　剛介 教科書野中モモの「ＺＩＮＥ」小さなわたしのメディアを作る 晶文社 1650

版画 － 池田　剛介 参考書【注文品】Jodo Journal vol.2 浄土複合 1100

ハングルIＡ － 呉　珉庚 教科書チョアヘヨ！韓国語 初級 朝日出版社  2420

病弱教育 － 渡辺実、佐藤克敏 教科書病気の子どものための教育必携 ジアース教育新社2310

フランス語IＡ ａ 酒井　美貴 教科書ア・ピエ！ーフランス語初級文法 朝日出版社 2420

フランス語IＡ ｂ 鈴江　和子 教科書ル・フランセ・クレール　三訂版 白水社 2530

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 白水社 2420

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 白水社 2420

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　第2版 SB クリエイティブ2530

分子生物学 － 中野　正和 参考書【注文品】Essential 細胞生物学　原書第5版 南江堂 8800

分子生物学 － 中野　正和 参考書【注文品】Goodman 医学細胞生物学 東京化学同人5280

偏微分方程式 － 深尾　武史 参考書ルベーグ積分講義 日本評論社 3190

無機・分析化学概論 － 向井　浩 教科書演習無機化学 －計算問題とその解き方－ 東京化学同人1870

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 2145
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理科教育特論I － 亀田　直記 参考書ブラタモリ7 KADOKAWA1540

力学基礎 － 山下　良樹 教科書基礎物理学　第５版 学術図書出版2420

リスニングIＡ － 西山　史子 教科書Hear Me Out Book 2 Cengage 2420
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