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注文番号 科目名 教官氏名 書名 出版社名 本体定価 備考
S001 成蹊教養セミナー ＜2＞ 李　静和 津波の後の第一講 岩波書店 2,700
S002 福祉社会に生きる 姫野　宏輔 福祉社会――包摂の社会政策（新版） 有斐閣 2,300

S003
Freshers’English ＜651＞～＜
653＞

マデン　P．ク
リストファー、
梅原　洋陽、
小林　めぐみ

社会人のための英語の世界ハンドブック(The English Odyssey) 大修館書店 2,200

S004 TOEFL P．Intermediate ＜2＞ 石原　直美
Get Ready for the TOEFL Test (やさしく学ぶTOEFL テスト iBT/ITP
対応）

成美堂 2,300

S004 TOEFL P．Intermediate ＜4＞ 田辺　春美
Get Ready for the TOEFL Test (やさしく学ぶTOEFL テスト iBT/ITP
対応）

成美堂 2,300

S005
TOEIC P．Intermediate ＜1＞＜2
＞＜3＞（後期からの履修者）

石原　直美、平
山　真奈美、寺
川　かおり

u-CAT：eラーニングによる新テスト対応TOEIC LISTENING AND READING
TEST

朝日出版社 2,700

S005
TOEIC P．Advanced ＜1＞＜2＞＜
3＞（後期からの履修者）

寺川　かおり、
小林　美文、豊
島　純子

u-CAT：eラーニングによる新テスト対応TOEIC LISTENING AND READING
TEST

朝日出版社 2,700

S006
TOEIC P．Intermediate ＜1＞＜2
＞＜3＞（前期既履修者）

石原　直美、平
山　真奈美、寺
川　かおり

u-CAT：eラーニングによる新テスト対応TOEIC LISTENING AND READING
TEST 利用更新認証用シリアルナンバー（書籍カウンターで販売）

朝日出版社 2,000

S006
TOEIC P．Advanced ＜1＞＜2＞＜
3＞（前期既履修者）

寺川　かおり、
小林　美文、豊
島　純子

u-CAT：eラーニングによる新テスト対応TOEIC LISTENING AND READING
TEST 利用更新認証用シリアルナンバー（書籍カウンターで販売）

朝日出版社 2,000

S007
TOEIC P．Intermediate ＜1＞＜2
＞＜3＞

石原　直美、平
山　真奈美、寺
川　かおり

新TOEICテスト英単語・熟語マスタリー2000 ４訂版 旺文社 1,300

S007
TOEIC P．Advanced ＜1＞＜2＞＜
3＞

寺川　かおり、
小林　美文、豊
島　純子

新TOEICテスト英単語・熟語マスタリー2000 ４訂版 旺文社 1,300

S008 多読で学ぶ英語と文化 ＜3＞
ザブスラック
ロナルド　ステ
ファン

めざせ100万語! 読書記録手帳 コスモピア 600

S008 多読で学ぶ英語と文化 ＜4＞ 林　千賀 めざせ100万語! 読書記録手帳 コスモピア 600
S009 日本語表現講義 ＜1＞ 布川　純子 大学生のための日本語表現実践ノート(改訂版） 風間書房 1,000

S010 実践日本語表現 ＜1＞～＜7＞

土居　奈生子、
稲生　知子、小
橋　孝子、松野
彩

日本語チェック 2000 辞典 京都書房 1,000

S011 情報基礎 ＜801＞ 松村　有里子 情報リテラシー 入門編　改訂版　Windows 10  Office 2016 対応 ＦＯＭ出版 1,000

S012 情報活用Ｂ ＜1＞、＜２＞ 勝野　喜以子

シラバス「情報基礎の教科書以外で、MS-Word、MS-Excel、MS-
Powerpointの応用的な内容が掲載されている本を各自で選んで購入す
ること。１冊に集約されているものでも良いし、それぞれ別々に購入
しても構わない。（ただし、情報基礎の教科書の内容では足りないた
め、情報基礎の教科書は認めない。）」

S013 情報活用Ｄ 飯塚　邦彦 ＭＯＳ攻略問題集Ｅｘｃｅｌ２０１６ 日経ＢＰ社 1,800
S014 情報活用Ｄ 飯塚　邦彦 ＭＯＳ攻略問題集Ｗｏｒｄ２０１６ 日経ＢＰ社 1,800

S015 情報活用Ｅ ＜1＞、＜２＞ 新保　好美
今すぐ使えるかんたん　Excelマクロ＆VBA［Excel
2016/2013/2010/2007対応版］

技術評論社 1,880

S016 倫理学の基礎 ＜1＞ 的場　哲朗 道徳形而上学原論 岩波書店 660
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注文番号 科目名 教官氏名 書名 出版社名 本体定価 備考
S017 脳科学と心 山本　愛実 脳神経科学リテラシー 勁草書房 3,000
S018 文化人類学の考え方 三吉　美加 米国のラティーノ 大学教育出版 1,800
S019 社会学と現代 ＜2＞ 金崎　一郎 社会学入門 放送大学教育振興会 1,699
S020 日本国憲法 ＜1＞ 小沼　史彦 目で見る憲法　第5版 有斐閣 1,600
S021 企業と社会 井上　慶太 経営学入門　上 日本経済新聞出版社 860
S021-2 企業と社会 井上　慶太 経営学入門　下 日本経済新聞出版社 830

S022 科学的に考える（熱と光の科学） 日高　啓晶 視覚でとらえるフォトサイエンス　物理図録　改訂版 数研出版 1,050

S023 科学的に考える（生命の科学） 麻生　一枝 科学でわかる男と女の心と脳
ソフトバンククリエイ
ティブ

952

S024 科学的に考える（生命の科学） 麻生　一枝 科学でわかる男と女になるしくみ
ソフトバンククリエイ
ティブ

952

S025 人間と進化 櫻木　晃彦 人体で学ぶ生物学 てらぺいあ社 1,900
S026 ドイツ語基礎ＡＩ ＜111＞ 中島　万紀子 ドイツ文法へのアプローチ 郁文堂 2,500
S026 ドイツ語基礎ＡＩ ＜112＞ 渡辺　広佐 ドイツ文法へのアプローチ 郁文堂 2,500
S026 ドイツ語基礎ＡＩ ＜411＞ 渡辺　広佐 ドイツ文法へのアプローチ 郁文堂 2,500
S026 ドイツ語基礎ＡＩ ＜412＞ 里村　和秋 ドイツ文法へのアプローチ 郁文堂 2,500
S026 ドイツ語基礎ＡＩ ＜413＞ 清水　威能子 ドイツ文法へのアプローチ 郁文堂 2,500
S027 ドイツ語基礎ＡＩ ＜311＞ 三浦　國泰 ドイチュ・プラクティッシュ＜グリュ－ン＞ＣＤ付き 三修社 2,500
S027 ドイツ語基礎ＡＩ ＜312＞ 工藤　眞一 ドイチュ・プラクティッシュ＜グリュ－ン＞ＣＤ付き 三修社 2,500

S028
ドイツ語基礎ＢＩ ＜111＞、＜
112＞、＜311＞、＜312＞、＜411
＞～＜413＞

泉　ボグミワ、
赤池　エルフ
リーデ、三浦
國泰、中島　万
紀子

アプファールト＜ノイ＞　スキットで学ぶドイツ語 三修社 2,400

S029
フランス語基礎ＡＩ ＜121＞、＜
122＞、＜321＞～＜323＞、＜421
＞～＜423＞

中野　明、太西
雅一郎、林　ゆ
き、江島　宏
隆、青木　真紀
子、松下　彩
子、横山　裕
人、筒井　由美
子

パスカル・オ・ジャポン 白水社 2,000

S030
フランス語基礎ＢＩ ＜121＞、＜
122＞、＜421＞～＜423＞

林　ゆき、横山
裕人、青木　真
紀子、土屋　良
二、田村　恵子

話せる！音読フランス語２００文 第三書房 1,700
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S031 スペイン語基礎ＡＩ、BI共通

鈴木　恵美子、
渡辺　雅哉、又
吉　和魅、愛場
百合子、高畠
理恵、サンス
アルセニオ、プ
ラド　エウヘニ
オ　デル、ドメ
ネク　マリア、
小川　かなえ、
ゴンサレス　ベ
ゴーニャ、三輪
イルマ

イメージ・スペイン語 朝日出版社 2,500

S032 中国語基礎ＡＩ・AII 共通

浜田　ゆみ、宮
島　和也、木谷
富士子、中桐
典子、土屋　肇
枝、大野　広
之、野原　将
揮、島田　亜実

1冊めの中国語　購読クラス 白水社 2,300

S033 中国語基礎BＩ・BII 共通

楊　晶、劉　雅
新、余　瀾、張
竹翠、費　燕、
徐　送迎、凌
慶成、凌　雲
鳳、但　継紅、
李　林静

1冊めの中国語　会話クラス 白水社 2,300

S034 韓国語基礎ＡＩ・BI 共通

貝森　時子、全
東園、文　珍
瑛、桔川　純
子、宋　美玲

いっしょにコリアン　基礎編 白帝社 2,300

S035 ドイツ語基礎ＡIII ＜2＞ 工藤　眞一 ドイツ語インフォメーション　neu 2 朝日出版社 2,400
S036 中国語基礎ＡIII ＜2＞ 島田　亜実 しっかり初級中国語 白水社 2,300

S037 中国語基礎ＢIII ＜1＞＜2＞
李　林静、余
瀾

中国語的おもてなし　入門編 郁文堂 2,500

S038 韓国語基礎ＢIII ＜2＞ 桔川　純子 改訂版　韓国語の世界へ　初中級編 朝日出版社 2,200

S039 ドイツ語会話II ＜2＞・IV
トロル　ヘルマ
ン

Einfaches Deutsch mit Umweltgedanken ドイツ環境問題へのアプロ－
チ ノイ

第三書房
2,200

S040 世界の言語 （ロシア語Ｉ） 中澤　朋子 初級ロシア語20課(CD付) 白水社 1,900
S041 世界の言語 （イタリア語Ｉ） 石井　沙和 イタリアーノ・ピュ・アッティーヴォ！　Italiano più attivo! 白水社 2,200

S042
近現代日本史Ａ ＜1＞、戦後の日
本と世界 ＜3＞

伊勢　弘志 はじめての日本現代史‐学校では“時間切れ”の通史 芙蓉書房出版 2,200

S043 戦後の日本と世界 ＜1＞ 富田　武 戦後政治史　第三版 岩波書店 940
S044 戦後の日本と世界 ＜1＞ 富田　武 戦後史 岩波書店 940
S045 現代日本の地理 ＜1＞ 小田　宏信 日本経済地理読本〔第９版〕 東洋経済新報社 2,300
S046 近現代アジア史Ｂ ＜1＞、＜2＞ 久保　茉莉子 革命とナショナリズム：1925-1945 岩波書店 820
S047 近現代アジア史Ｂ ＜1＞、＜2＞ 久保　茉莉子 社会主義への挑戦 岩波書店 820
S048 学習指導と学校図書館 中山　美由紀 学習指導と学校図書館　改訂新版 ＮＨＫ出版 2,800
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S049 教職論 b 喜岡　淳治 教職の意義と教員の職務　第３版 三省堂 2,200

S050
教育課程の研究（特別活動論を含
む。） ｂ

小池　俊夫 教育課程　第二版 学文社 1,900

S051
教育課程の研究（特別活動論を含
む。） ｂ

小池　俊夫 中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　特別活動編 東山書房 256

S052 国語科教育法Ｉ 高橋　喜代治 あたらしい国語科指導法　五訂版 学文社 2,100
S053 国語科教育法Ｉ・III 高橋　喜代治 中学校学習指導要領解説　国語編　平成２９年告示 東洋館出版社 289
S054 社会科・公民科教育法 ａ 馬上　美知 中学校学習指導要領解説　社会編　平成２９年告示 東洋館出版社 189
S054 地誌学 小金澤　孝昭 中学校学習指導要領解説　社会編　平成２９年告示 東洋館出版社 189

S055
社会科・公民科教育法 ａ、公民
科教育法ａ・ｂ

馬上　美知 高等学校学習指導要領解説　公民編 東京書籍 320

S056 英語科教育法Ｉ 斉田　智里 中学校学習指導要領解説　外国語編平成２９年告示 開隆堂出版 119
S056 英語教育II 斉田　智里 中学校学習指導要領解説　外国語編平成２９年告示 開隆堂出版 119
S057 英語科教育法Ｉ 斉田　智里 高等学校学習指導要領解説　外国語編・英語編平成３０年告示 開隆堂出版 520
S057 英語教育II 斉田　智里 高等学校学習指導要領解説　外国語編・英語編平成３０年告示 開隆堂出版 520
S058 英語科教育法Ｉ 斉田　智里 小学校学習指導要領解説　外国語活動・外国語編平成２９年告示 開隆堂出版 128
S059 英語科教育法Ｉ 斉田　智里 「学ぶ・教える・考える」ための実践的英語科教育法 大修館書店 2,400
S060 英語科教育法III 木村　松雄 新しい時代の英語科教育法 学文社 3,600
S061 道徳教育論 b 小池　俊夫 道徳の理論と指導法 図書文化社 2,200

S062 道徳教育論 b、e
小池　俊夫、喜
岡　淳治

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

S063 生徒・進路指導論 a、b 田村　修一 生徒指導提要 教育図書 337
S064 教育相談 ｂ 岩田　淳子 生徒理解・指導と教育相談　新編 学文社 1,800

S065 教育実習（中・高）a・ｂ・ｃ
喜岡　淳治、馬
上　美知、松沼
光泰

中学校学習指導要領　平成２９年３月告示 東山書房 326

S065 理科教育法III 宮下　敦 中学校学習指導要領　平成29年3月告示 東山書房 326

S066 教育実習（中・高）a・ｂ・ｃ
喜岡　淳治、馬
上　美知、松沼
光泰

高等学校学習指導要領平成３０年３月告示 東山書房 758

S066 理科教育法III 宮下　敦 高等学校学習指導要領　（平成30年3月告示） 東山書房 758
S067 世界史概論II 井村　行子 市民のための世界史 大阪大学出版会 1,900
S068 History & the World 田中　一嘉 赤と黒　上 岩波書店 1,040
S069 History & the World 田中　一嘉 赤と黒　下 岩波書店 1040
S070 History & the World 田中　一嘉 若きウェルテルの悩み 岩波書店 740
S071 History & the World 田中　一嘉 オリヴァー・ツイスト 新潮社 940
S072 History & the World 田中　一嘉 自負と偏見 新潮社 890
S073 SC(Origins of W T） 瀨戸　一夫 プラトン入門 岩波書店 品切

S074
ＣｏｌｌｅｇｅＥｎｇｌｉｓｈ
（R&W）Ⅱ＜651＞

豊島　純子 Cutting Edge in Science 金星堂 1,900

S075 数学科教育法II・III 正田　良 算数・数学って怖くない 増補版 成文堂 2,200
S076 数学科教育法II・III 正田　良 高等学校学習指導要領解説　数学編・理数編（平成30年告示） 学校図書 320
S077 数学科教育法III 正田　良 中学校学習指導要領解説　数学編（平成29年告示） 日本文教出版 208
S078 情報活用Ａ ＜2＞ 北岡　紀子 いちばんやさしいＨＴＭＬ５＆ＣＳＳ３の教本 インプレス 2,200

S401 IELTS P．Intermediate ＜1＞
ギャラガー　ク
リストファー

Complete IELTS Bands 4-5 Student's Book without Answers with
CD-ROM

Cambridge University
Press

3,650

S402 TOEFL P．Advanced ＜1＞ 梅原　洋陽 Complete Guide to the TOEFL Test: SPEAKING (iBT) Text+CD-ROM Cengage Learning 3,150
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S403 IELTS P．Advanced ＜2＞ 小川　貴宏
Complete IELTS Bands 5-6.5 Student's Book without Answers with
CD-ROM

Cambridge University
Press

3,650

S404 Presentation Skills
ハンブリ　マー
ク

Speaking of Speech Level 2 Macmillan 2,600

S405
ＣｏｌｌｅｇｅＥｎｇｌｉｓｈ
（R&W）II ＜651＞

松原　知子 Seven Stories of Mystery and Horror (Macmillan Readers Level 3)
MacmillanLanguagehou
se

700

S406 C.C.C.S. ＜2＞ 梅原　洋陽 Identity
Oxford University
Press

2,720

S407 Essay Writing ＜1＞
アオキ　クエン
ビー　ホフマン

Basic Steps to Writing Research Papers 2nd edition Cengage Learning 2,700

S408 Essay Writing ＜2＞
クレイン　ジー
ン

Writing Essays: From Paragraph to Essay
Macmillan
Languagehouse

2600

S409
フランス語基礎ＢＩ ＜321＞～＜
323＞

デゥボー　フロ
ランス、サック
ス　ジェラール

Interactions 1　DVD-ROM付 CLE INTERNATIONAL 2,781

S410 Ｇ．Ｐ．（Jazz and ～） 宮脇　俊文 The Great Gatsby Penguin Classic 1,041
S411 Ｇ．Ｐ．（Jazz and ～） 宮脇　俊文 Blind Willow, Sleeping Woman Vintage 1,190
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