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学部 教科書No 講義名 教員名 曜日 時限 必要度 書名 出版社名 商品コード 税込価格 備考

1001 CS:Grammar and Usage 中川右也 月 1_2 教科書 イメージで捉える感覚英文法　 開拓社 9784758925204 1980 予約票注文(次回入荷待ち)

1002 CS:Grammar and Usage 小宮富子 月 1_2 教科書 イメージで捉える感覚英文法　 開拓社 9784758925204 1980 予約票注文(次回入荷待ち)

1003 CS:TOEIC Preparation 真野早苗 月 1_2 教科書 Ｆａｓｔ　Ｐａｓｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　Ｔｅｓｔ：Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ｒｅｖｉｓｅｄセンゲージラーニング 9784863123502 2310

1004 CS:TOEIC Preparation 髙木和美 月 1_2 教科書 Ｌｅｖｅｌーｕｐ　Ｔｒａｉｎｅｒ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ＴＯＥＩＣ　センゲージラーニング 9784863122949 2310

1005 CS:TOEIC Preparation 市川新剛 月 1_2 教科書 頻出表現と頻出単語で攻略するＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　ＴＥＳＴ　成美堂 9784791971886 2420

1006 EM:World News 毛利雅子 月 1 教科書 Ｂｒｏａｄｃａｓｔ：ＡＢＣ　ＷＯＲＬＤ　ＮＥＷＳ　ＴＯＮＩＧＨＴ　４　金星堂 9784764741454 3080

1007 EM:Reading for Inspiration 市川哲 月 2 教科書 英語で語る日本事情２０２０　 ジャパンタイムズ 9784789016698 2310

1008 EM:World News 伊東田恵 火 4 教科書 ＣＢＳニュースブレイク　３　 成美堂 9784791960330 2640

1009 EM:Popular Culture 高橋妙子 火|木 4|3_4 教科書 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ　ｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｗｉｔｈ　ｇｌｅｅ　松柏社 9784881987346 2420

1010 EM:Reading for Inspirarion 伊與田洋之 火 4 教科書 Ａｍａｚｉｎｇ　Ｖｉｓｉｏｎｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＦｕｔｕｒｅーＡｓｐｅｃｔｓ　ｏｆ　南雲堂 9784523178880 2090

1011 EM:Online Articles and Videos 石田知美 火 4 教科書 English Central Academic Premium オンライン教材成美堂 9786202358255 3300 有人レジにて販売

1012 EM:World News 真野早苗 木 3_4 教科書 ＮＨＫ　ＮＥＷＳＬＩＮＥ　５　 金星堂 9784764741447 2640

学部 教科書No 講義名 教員名 曜日 時限 必要度 書名 出版社名 商品コード 税込価格

2001 ドイツ語初級1 山本弘之 月 1_2 教科書 ミニマムドイツ語・ノイ　 朝日出版社 9784255254371 2420

2002 ドイツ語初級2 前田織絵 月 1_2 教科書 シュリット・フュア・シュリット　三訂版 三修社 9784384123067 2750 予約票注文(注文取り寄せ)

2003 ドイツ語初級2 橋本悦子 月 1 教科書 シュピッツェ！　１　 朝日出版社 9784255254227 2970 予約票注文(注文取り寄せ)

2004 ドイツ語初級1・2 山村比鶴 月 1_2 教科書 プリマ・プルス　 朝日出版社 9784255253961 2860 予約票注文(注文取り寄せ)

2005 フランス語初級1 松浦宏信 月 1 教科書 Ｍｏｉ，ｊｅ．．．コミュニケーション　第３版アルマ出版 9784905343035 2750

2006 フランス語初級2・フランス語初級会話２ 棚橋・吉永・田所 月 1_2 教科書 プティ・シュマン　改訂版 白水社 9784560061244 2530 予約票注文(注文取り寄せ)

2007 中国語初級１・２ 全教員 月 1_2 教科書 １冊めの中国語　購読クラス　 白水社 9784560069196 2530

2008 韓国語初級1 李京姫 月 1 教科書 パランセ韓国語会話入門　 朝日出版社 9784255556345 2530

2009 韓国語初級2 李延 月 1_2 教科書 パランセ韓国語会話入門　 朝日出版社 9784255556345 2530

2010 韓国語初級2 宮本桃子 月 1_2 教科書 パランセ韓国語会話入門　 朝日出版社 9784255556345 2530

2012 日本語手話初級2 加藤三保子 月 1_2 教科書 手話を学ぶ人のために　 全日本聾唖連盟 9784904639160 1760

2013 イタリア語入門 ニューディ 月 1 教科書 イタリア語ひとさら　改訂版 白水社 9784560017623 2640

2014 ドイツ語中級2 橋本悦子 月 2 教科書 シュピッツェ！　２　 朝日出版社 9784255254395 2970 予約票注文(注文取り寄せ)

2015 ドイツ語初級会話2 村元麻衣 水 1 教科書 シュピッツェ！　１　 朝日出版社 9784255254227 2970 予約票注文(注文取り寄せ)

2016 中国語初級会話2 林佩芬 水 1_2 教科書 １冊めの中国語　会話クラス　 白水社 9784560069189 2530

2017 中国中級２ 高飛 金 1 教科書 みんなで学ぼう！中国語　 中国書店 9784903316543 2750

学部 教科書No 講義名 教員名 曜日 時限 必要度 書名 出版社名 商品コード 税込価格

3001 線形代数学2 鎌田直子 月|水 1|1 教科書 初歩からの線形代数　 講談社 9784061565302 2420 予約票注文(注文取り寄せ)

3002 アメリカ史入門 柳澤幾美 月 4 教科書 アメリカ　改訂新版 山川出版社（千代田区） 9784634640573 1980 予約票注文(次回入荷待ち)

3003 有機化学 雨夜　徹 火 1 教科書 ベーシック有機化学　第２版 化学同人 9784759814392 3080

3004 有機化学 雨夜　徹 火 1 教科書 クライン有機化学　上　 東京化学同人 9784807909032 6710

3005 有機化学 雨夜　徹 火 1 教科書 クライン有機化学　下　 東京化学同人 9784807909049 6710

3006 微分積分学 田中・佐久間 火 1 教科書 入門微分積分　 培風館 9784563002213 2090

3007 数学Ｂ２ 杁山・加納・立木 火 1_2 教科書 基礎線形代数　 学術図書出版社 9784780602203 1980 予約票注文(注文取り寄せ)

3008 生物学 田上英明 火 2 教科書 スター生物学　 東京化学同人 9784807908363 3190

3009 生物学 田上英明 火 2 参考書 細胞の分子生物学　第６版 ニュートンプレス 9784315520620 24530

3010 生物学 田上英明 火 2 参考書 ワトソン遺伝子の分子生物学　第７版 東京電機大学出版局 9784501630300 11550

3011 生体分子化学 中務邦雄 火 2 教科書 基礎からしっかり学ぶ生化学　 羊土社 9784758120500 3190 予約票注文(次回入荷待ち)

3012 電磁気学 徳光昭夫・青柳忍 火 3 教科書 物理学　３訂版 裳華房 9784785320744 2420

3013 波動・熱力学 三浦均 水 1 教科書 物理学　３訂版 裳華房 9784785320744 2420

3014 日本国憲法 小林直三 木 1 教科書 判例で学ぶ憲法　 法律文化社 9784589042057 2750 予約票注文(次回入荷待ち)

3015 社会学A 飯島伸彦 木 1 参考書 よくわかるメディア・スタディーズ　第２版 ミネルヴァ書房 9784623072644 2750

3016 統計学B 鈴木善幸 木 2 教科書 統計学入門　 東京大学出版会 9784130420655 3080

3017 平和論 平田雅巳 木 2 教科書 ナゴヤ・ピース・ストーリーズ　 風媒社 9784833111126 1980 予約票注文(注文取り寄せ)

3018 数学Ａ２ 新倉・立木・菊池 金 1_2 教科書 実例で学ぶ微分積分　 学術図書出版社 9784873612188 2420 予約票注文(注文取り寄せ)

3019 地球史入門 井上恵介 金 3 教科書 地球史入門　第２版 産業図書 9784782826126 2530

3020 囲碁に学ぶ 大澤健朗 金 4 教科書 東大教養囲碁講座　 光文社 9784334034108 935

3021 心理学入門 久保田健市 金 5 参考書 はじめて出会う心理学　第３版 有斐閣 9784641221451 2200

3022 情報処理基礎 野崎浩成 火 1 教科書 30時間でマスター　Excel2013 実教出版 9784407332667 990 初回分入荷待ち

学部 教科書No 講義名 教員名 曜日 時限 必要度 書名 出版社名 商品コード 税込価格

4001 経済経営数学 茨木・杉浦 火 3 教科書 経済学で出る数学　改訂版 日本評論社 9784535556591 2310

4002 簿記論 加藤裕志 火 4 教科書 合格テキスト日商簿記３級　Ｖｅｒ．１３．０ＴＡＣ 9784813299059 2200

4003 簿記論 加藤裕志 火 4 教科書 合格トレーニング日商簿記３級　Ｖｅｒ．１３．０ＴＡＣ 9784813299080 1650

4004 入門経済学2 岡野・湯之上 水 1 教科書 マンキューマクロ経済学　１　第４版 東洋経済新報社 9784492315040 4180

4005 経済史2 木谷名都子 月 3 教科書 グローバル経済の歴史　 有斐閣 9784641221482 3080

4006 経済史2 木谷名都子 月 3 教科書 最新世界史図説タペストリー　２０訂版 帝国書院 9784807166053 957

4007 産業組織論 原田峻平 月 4 教科書 新しい産業組織論　 有斐閣 9784641161276 3300

4008 応用公共政策 原田峻平 月 4 教科書 新しい産業組織論　 有斐閣 9784641161276 3300

4009 行政法２ 庄村勇人 火 1 教科書 アクチュアル行政法　第３版 法律文化社 9784589040824 3410 予約票注文(注文取り寄せ)

4010 財政学2 森田雄一 火 3 教科書 財政入門　 中央経済社 9784502303616 2970 予約票注文(注文取り寄せ)

4011 基礎演習2 木谷名都子 水 3 教科書 アカデミック・スキルズ　第３版 慶應義塾大学出版会 9784766426564 1100

4012 基礎演習2 木谷名都子 水 3 教科書 砂糖の世界史　 岩波書店 9784005002764 924

【2022年後期教科書リスト】

・必ず事前にシラバスを確認し、対象教科書の「授業名」「教員名」があっているか確認の上、購入をお願いします。

・乱丁、破損等がないかご確認の上、購入をお願いします。

・教科書リストに日掲載の科目や教科書については「教科書を使用しない」or「生協で取り扱いがない(販売依頼がない)」のどちらかになります。

・シラバスに記載があり、教科書リストに記載のない教科書については担当教員に直接ご確認ください。

・税込金額は生協組合員証提示前の価格となります。

＜注意事項＞

・乱丁落丁による交換は購入日当日のみお受付します。交換を希望の際はレシートをご持参ください。レシート無しの交換は一切受け付けません。

・返品や交換(乱丁落丁以外)はいかなる理由があろうと受け付けません。書籍名や破損等がないか事前にご確認の上ご購入ください。

・組合員証を忘れた際の割引額分の返金期限は購入日より1週間です。レシート無し、期間外の返金は一切受け付けません。

語学

その他の

言語

教養教育

経済



4013 会社法 山下悟 水 2 教科書 会社法　第二十四版 弘文堂 9784335315565 2970

4014 基礎演習2 山田恵理 水 3 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 9784799108376 1540

4015 ファイナンス実務 船井保尚 水 3_4 教科書 みんなが欲しかった！ＦＰの教科書３級　２０２２ー２０２３年版　ＴＡＣ 9784300101391 1760

4016 ファイナンス実務 船井保尚 水 3_4 教科書 みんなが欲しかった！ＦＰの問題集３級　２０２２ー２０２３年版　ＴＡＣ 9784300101438 1650

4017 行政学 三浦哲司 木 1 教科書 転換期・名古屋の都市公共政策　 ミネルヴァ書房 9784623089864 3520

4018 医療経済学? 和久津尚彦 木 2 教科書 医療の経済学　第４版 日本評論社 9784535559967 2750

4019 公共経済学2 平賀一希 木 4 教科書 公共経済学　 東洋経済新報社 9784492314739 3080 予約票注文(注文取り寄せ)

4020 税務会計 岡田昌也 金 1 教科書 令和4年版　図解・業界別　会社の税金実務必携清文社 9784433707521 3520 初回分入荷待ち

4021 計量経済学 各務和彦 教科書 ベーシック計量経済学　第２版 中央経済社 9784502255717 3080 予約票注文(注文取り寄せ)

学部 教科書No 講義名 教員名 曜日 時限 必要度 書名 出版社名 商品コード 税込価格

5001 保育原理 上田敏丈 水 4 教科書 幼保連携型認定こども園教育・保育要領　〈平成２９年告示〉　フレーベル館 9784577814246 164

5002 教職概論2 原田信之 水 2 教科書 教職概論　改訂版 協同出版 9784319002962 1980

5002 保育原理・保育実習指導１ 上田敏丈 水 4 教科書 幼稚園教育要領　平成２９年告示　 フレーベル館 9784577814222 164

5003 造形表現2 横田典子 月 3 教科書 造形のじかん　 愛智出版 9784872568752 3080

5004 関係行政論 久保田健市 月 5 教科書 関係行政論　第２版 遠見書房 9784866161051 3080 予約票注文(注文取り寄せ)

5005 公認心理師の職責 山中・坪井・小川・富田 月 5 教科書 公認心理師の職責　 遠見書房 9784866160511 2200 予約票注文(次回入荷待ち)

5006 知覚・認知心理学 中川敦子 火 1 教科書 基礎から学ぶ認知心理学　 有斐閣 9784641150270 1980 予約票注文(注文取り寄せ)

5007 行政法2 庄村勇人 火 1 教科書 アクチュアル行政法　第３版 法律文化社 9784589040824 3410 予約票注文(注文取り寄せ)

5008 子どもの食と栄養 有尾正子 火 1_2 教科書 新・子どもの食と栄養　 みらい 9784860155322 2530

5009 政治学 伊藤恭彦 火 2 教科書 現代政治学　第４版 有斐閣 9784641124554 2090

5010 名古屋と行政 三浦哲司 火 2 教科書 転換期・名古屋の都市公共政策　 ミネルヴァ書房 9784623089864 3520

5011 精神保健の課題と支援 市川岳仁 火 3 教科書 新・精神保健福祉士養成講座　２　第３版 中央法規出版 9784805855959 2970 予約票注文(注文取り寄せ)

5012 英語学各論 村杉恵子 火 4 教科書 ことばとこころ　 みみずく舎 9784863992696 2420 予約票注文(注文取り寄せ)

5013 行政学 三浦哲司 水 2 転換期・名古屋の都市公共政策　 ミネルヴァ書房 9784623089864 3520

5014 英語圏文化論 毛利雅子 水 3 教科書 よくわかる異文化コミュニケーション　 ミネルヴァ書房 9784623056095 2750

5015 保育原理・保育実習指導１・乳児保育２ 上田・川合 水 4 教科書 保育所保育指針　〈平成２９年告示〉　 フレーベル館 9784577814239 164

5016 英語科教育法B/D 梶浦眞由美 水|金 4|5 教科書 新学習指導要領にもとづく英語科教育法　第３版大修館書店 9784469246216 2530

5017 英語科教育法B/D 梶浦眞由美 水|金 4|5 教科書 NEW　HORIZON　２ 東京書籍 9784487123926 - 予約票注文(注文取り寄せ)

5018 社会情報統計論1 矢野均 木 1 教科書 統計学入門　 東京大学出版会 9784130420655 3080 No.3005と同じ教科書

5019 産業・組織心理学 久保田健市 木 1 教科書 産業・組織心理学エッセンシャルズ　第４版 ナカニシヤ出版 9784779513855 3190

5020 心理学統計法2 谷伊織 木 1 教科書 人間科学のための統計分析　 医歯薬出版 9784263731611 3520

5021 英文法各論 日木満 木 1 教科書 表現のための実践ロイヤル英文法　 旺文社 9784010312995 2310 初回分入荷待ち

5022 データ解析法 矢野均 木 2 教科書 多変量解析法入門　 サイエンス社 9784781909806 2420

5023 乳児保育2 川合真由美 木 2 教科書 乳児保育の実際　 明治図書出版 9784189242185 2486 予約票注文(注文取り寄せ)

5024 現代人権論 小林直三 木 5 教科書 テキストブック憲法　第２版 法律文化社 9784589038241 2420 予約票注文(注文取り寄せ)

5025 発展演習 毛利雅子 木 5 教科書 異文化コミュニケーション論　 松柏社 9784775401842 2640

5026 保育実習指導１ 上田敏丈 金 2 教科書 幼稚園教育要領解説　平成３０年３月　 フレーベル館 9784577814475 264

5027 保育実習指導１ 上田敏丈 金 2 教科書 保育所保育指針解説　平成３０年３月　 フレーベル館 9784577814482 352

5028 発展演習 矢野均 金 4 教科書 ゼミナールゲーム理論入門　 日経ＢＰＭ（日本経済新聞出版本部） 9784532133467 3850 予約票注文(注文取り寄せ)

5029 道徳教育 山田美香 金 3 教科書 道徳教育はこうすれば〈もっと〉おもしろい　北大路書房 9784762830891 2860

5030 発展演習(梶浦ゼミ) 梶浦眞由美 金 4 教科書 ベーシック応用言語学　 ひつじ書房 9784894767959 1980

5031 現代社会と福祉2 米川和雄 月 4 教科書 入門社会福祉の原理と政策　 ミネルヴァ書房 9784623092031 2750 初回分入荷待ち

5032 現代社会と福祉1 米川和雄 月 5 教科書 よくわかる福祉社会学　 ミネルヴァ書房 9784623089734 2750 初回分入荷待ち

5033 スクールソーシャルワーク論Ａ 米川和雄 月 6 教科書 スクールソーシャルワーカー資質向上指標 デザインエッグ株式会社 9784815032807 946 予約票注文(注文取り寄せ)

5034 スクールソーシャルワーク論 米川和雄 水 1 教科書 スクールソーシャルワーカー実践技術（再販版）北大路書房 9786202375979 3960

5035 スクールソーシャルワーク論 米川和雄 水 1 教科書 刑事司法と福祉　 中央法規出版 9784805882405 2750

5036 法学 岡村優希 木 2 教科書 大学生活と法学 有斐閣 9784641126312 1980 初回分入荷待ち

学部 教科書No 講義名 教員名 曜日 時限 必要度 書名 出版社名 商品コード 税込価格

6001 細胞生物学 木村幸太郎 水 1 教科書 Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ細胞生物学　原書第５版 南江堂 9784524226825 8800

6002 無機化学 雨夜・櫻井 月 2 教科書 無機化学　 裳華房 9784785330934 3080

6003 物理化学 片山詔久 火 2 教科書 アトキンス物理化学要論　第７版 東京化学同人 9784807909773 6490

6004 情報数学Ｂ 中村篤 火 2 教科書 イラストで学ぶ情報理論の考え方　 講談社 9784061538177 2640

6005 地学概論 三浦均 火 3 教科書 ニューステージ新地学図表　 浜島書店 9784834340181 920

6006 幾何学・代数学 鎌田・河田 木 2 教科書 計算で身につくトポロジー　 共立出版 9784320110397 3080

6007 プログラミング１ 宮原一弘 木 3 教科書 新・明解Ｃ言語入門編　第２版 ＳＢクリエイティブ 9784815609795 2530

6008 新化遺伝システム学 鈴木善幸 木 7 教科書 突然変異主導進化論　 丸善出版 9784621303856 7700

6009 分子生物学１ 湯川　泰 金 2 教科書 分子生物学　改訂２版 オーム社 9784274214684 4400 初回分入荷待ち

6010 分子生物学II 田上英明 金 3 参考書 細胞の分子生物学　第６版 ニュートンプレス 9784315520620 24530

6011 分子生物学II 田上英明 金 3 参考書 ワトソン遺伝子の分子生物学　第７版 東京電機大学出版局 9784501630300 11550

6012 生命情報学1 熊澤慶伯 金 3 参考書 ゲノム　第４版 メディカル・サイエンス・インターナショナ 9784815701321 9680 予約票注文(注文取り寄せ)

学部 教科書No 講義名 教員名 曜日 時限 必要度 書名 出版社名 商品コード 税込価格

8001 CG表現技法 向口、山上 水 3 教科書 建築設計者のためのＲｈｉｎｏｃｅｒｏｓ　 日経ＢＰ 9784296110841 3520

8002 建築環境工学 原田昌幸 火 1 教科書 最新建築環境工学　改訂４版 井上書院 9784753017577 3300

8003 建築環境工学演習 原田昌幸 火 2 教科書 最新建築環境工学　改訂４版 井上書院 9784753017577 3300

8004 生体情報工学 辻村誠一 水 3 教科書 ニュースペックテキスト基本情報技術者　２０２２年度版　ＴＡＣ 9784813299943 1980

8005 生体情報工学 辻村誠一 教科書 Ｃ言語　１　改訂版 翔泳社 9784798118062 2068

8006 建築設備論 尹奎英 水 3 最新建築設備工学　改訂版 井上書院 9784753017539 3520

8007 都市建築関連法規 未定 水 4 教科書 初めての建築法規　改訂版 学芸出版社（京都） 9784761526115 3080

8008 生体情報工学演習 辻村誠一 水 4 教科書 ニュースペックテキスト基本情報技術者　２０２２年度版　ＴＡＣ 9784813299943 1980

8009 情報工学基礎 松河剛司 木 2 教科書 ニュースペックテキスト基本情報技術者　２０２２年度版　ＴＡＣ 9784813299943 1980

8010 建築デジタルデザイン実習 東福大輔 金 3_4 教科書 Ｒｈｉｎｏｃｅｒｏｓ＋Ｇｒａｓｓｈｏｐｐｅｒ建築デザイン実践ハンドブック　第３版彰国社 9784395321346 3135

人社

理学

芸工
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