
春学期（教育学部）

教科書
番号 テキスト名 教授名 授業科目 販売価格 選択

対象
学部

本体価格

1 Let' do社会科！その現在と未来 吉田正生 社会科教育Ⅰ 2,484 必修 教育

2 日本語の作文技術 三木一彦 地理学演習Ⅰ 648 選択必修 教育 600

3 NEW小児科学 成田奈緒子 肢体不自由児の生理と病理 9,180 必修 教育 8,500

4 新版　からだの地図帳 成田奈緒子 病弱児･知的障害児の生理と病理 4,320 必修 教育 4,000

日本史概説 1,512 必修 教育 1,400

社会科概要 1,512 選択必修 教育 1,400

9 日本歴史　第10巻　近世1 中村修也 日本政治 3,456 選択必修 教育 3,200

10 漫画版　日本の歴史(全10冊) 中村修也 日本史特別演習 6,166 選択必修 教育 5,710

藤井仁奈 英語Ⅰ 必修 教育

大久珠緒 英語Ⅰ 必修 教育

山田恵摩 英語Ⅰ 必修 教育

常盤眞紀 英語Ⅰ 必修 教育

22 人間関係を支える心理学 藤枝静暁 社会心理学 2,700 選択 教育 2,500

23 造形表現の指導 吉村貴子 図画工作　1・2 1,728 必修 教育 1,600

28 story box gifts great tellers 中山　夏恵 英語Ⅰ（AF)　英語　Ⅱ（AE） 2,160 必修 教育 2,000

29
in focus 1:A vocabulary,

reading and critical thinking skills cou
中山　夏恵 英語Ⅲ（BB）　英語Ⅳ（BA） 2,970 選択必修 教育 2,750

36話そう韓国語　初級韓国語のためのコミュニケーション練習 柳郁子 コリア語Ⅰ・Ⅱ 2,808 選択必修 教育 2,600

43 情報ﾘﾃﾗｼｰ　Windows10-Office2016対応 米澤朋英 情報基礎 2,160 必修 教育 2,000

小倉隆一郎 音楽Ⅰ・Ⅱ 787 必修 教育 729

荒井直孝

45
こどもの名曲集ｱﾙﾊﾞﾑ
-簡易ﾋﾟｱﾉ伴奏による-

小倉隆一郎 器楽表現基礎Ⅰ 1,728 選択 教育 1,600

46 やさしい教育原理 太郎良　信 教育原理 2,052 必修 教育 1,900

47 教育史 太郎良　信 教育思想史 2,376 選択 教育 2,200

48 Campas English 永澤香恵子 英語　Ⅰ 2,160 必修 教育 2,000

52 Any question? 福田スティーブ 英語　Ⅰ 2,160 必修 教育 2,000

53
I am me! Getting to know yourself through

language leaning
福田スティーブ 英語　Ⅲ 2,160 選択必修 教育 2,000

54
Learning how to learn: A worksheet for

autonomous learning
福田スティーブ

英語Ⅰ・英語Ⅲ・
communicative English1

800 必修 教育 741

55 Get Set! 福田スティーブ communicative English Ⅰ 2,052 必修 教育 1,900

コリア語Ⅰ・Ⅱ 選択必修 教育

コリア語Ⅰ・Ⅱ 選択必修 教育

65 小学校教員育成のための　理科教育指導法 小林秀明 理科教育　Ⅰ 1,131 必修 教育 1,048

2,484 教育

70 実験を安全に行うために 吉原　伸敏 理科　Ⅰ 864 必修 教育 800

71 　続　実験を安全に行うために 吉原　伸敏 理科　Ⅰ 864 必修 教育 800

フランス語　66 タルト・タタン（CD付き）
山崎俊明

岡田

729
44 大学ピアノ教本

ピアノ基礎技能演習

2,30061 コミュニケーション韓国語　聞いて話そう　Ⅰ
谷澤恵介

白尚憙
2,484

20
Global Activator 大学生のための

グローバル時代の英会話
2,160

787 共通 教育

8 天智朝と東アジア 中村修也

2,000

2,300



72 化学実験　第３版 船山智代 化学実験　Ⅰ・Ⅱ 1,728 必修 教育 1,600

73 実験データを正しく扱うために 船山智代 化学実験　Ⅰ・Ⅱ 1,620 必修 教育 1,500

74 分析化学の基礎 船山智代 化学概論　Ⅰ 3,132 必修 教育 2,900

75 基礎物理科学Ⅱ　物質のエネルギー論 小川治雄 化学　B 2,052 選択必修 教育 1,900

76
イン・ドイチュラント

-ﾄﾞｲﾂ語ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ映像付-
寄川真弓 ドイツ語　Ⅰ 2,808 選択必修 教育 2,600

77 新・行ってみたいなドイツ 寄川真弓 ドイツ語　Ⅰ 2,700 選択必修 教育 2,500

教育

選択必修 教育

83 新しい時代の教職入門 浅野信彦 教育実践論 2,052 選択必修 教育 1,900

84
時代を拓いた教師たち

-戦後教育実践からのメッセージ-
浅野信彦 学習指導論 1,944 選択必修 教育 1,800

90 乳幼児のこころ 桑原千明 乳幼児心理学Ⅰ 2,160 教育 2,000

95 ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・スキルズ（第2版） 千葉聡子 基礎演習 1,080 必修 教育 1,000

96 よくわかる教育原理 千葉聡子 教育原理 3,024 必修 教育 2,800

97 学生のためのＷｏｒｄ＆Ｅｘｅｌ　ＯｆｆｉｃｅＸＰ版 池田進一 情報基礎 2,052 必修 教育 1,900

99 みんなのどうとく５年　埼玉県版 豊泉清浩 道徳授業実践論 0 教育

109 ことばのふしぎ-中国語学教本- 舘野由香理 中国語文演習 1,944 選択必修 教育 1,800

112 近代の短編 大島　丈志 日本文学演習　Ⅰ 1,944 教育 1,800

113 楽典　理論と実習 三宅悠太 音楽理論 2,106 必修 教育 1,950

118 和楽器ガイドブック 杵家七三 日本伝統音楽演習 864 必修 教育 800

120 よくわかるイギリスの文学 芦田川　祐子 英米文学概論 2,160 選択必修 教育 2,000

131 第5版　生き方としての健康科学 八藤後忠夫 衛生学/公衆衛生学 3,024 必修 教育 2,800

山下　直 国語概説 1,080 選択必修 教育 1,000

武田　和恵 英語学概論 1,944 必修 教育 1,800

１４９ 学校と図書館でまなぶｲﾝﾀｰﾈｯﾄ活用法 竹内　ひとみ 学習指導と学校図書館 2,376 教育 2,200

151 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙにﾄﾞｲﾂ語文法を！ 福西　弘美 ﾄﾞｲﾂ語　Ⅰ 2,700 選択必修 教育 2,500

157 新・障害のある子のための保育 小野里美帆 障害児保育 2,484 選択必修 教育 2,300

168 楽しく学ぶ小学生の地図帳　最新版 田丸淳哉 社会科概説 918 教育 850

学校教育論 必修 教育

教育行財政 選択 教育

教育原理 選択必修 教育

182 国語学 河野　庸介 日本語学演習ⅠC 2,160 必修 教育 2,000

187 あたらしい基礎造形 久保村　里正 美術理論基礎 1,404 必修 教育 1,300

189 ドイツ語エコー　スマート版ドイツ語スパイラル 岡田和子 ドイツ語　Ⅰ 2,592 選択必修 教育 2,400

203
手話の社会学　教育現場への手話導入におけ

る当事者性をめぐって
金澤　貴之 聴覚障害児の指導 3,024 選択必修 教育 2,800

211 社会的養護 大月和彦 社会的養護 1,836 必修 教育 1,700

212 保育士をめざす人のｿｰｼｬﾙﾜｰｸ　新版 大月和彦 家庭支援論 2,160 必修 教育 2,000

174 よくわかる教育学原論 2,600葉養正明 2,808

132
日本語表現＆ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

社会を生きるための２１のﾜｰｸ

147 日英対照　英語学の基礎

82 改訂版　教育の方法と技術 浅野信彦 教育方法の研究 2,160 2,000



213 保育原理 石川洋子 保育原理 1,836 必修 教育 1,700

223 NeW York Streets 金森　強 英語　Ⅰ 2,484 必修 教育 2,300

外国語活動の研究　A 0 選択 教育

外国語活動の研究　B 0 選択 教育

教科教育法　英語　Ⅰ 0 必修 教育

225 小学校外国語活動成功させる55の秘訣 金森強 教科教育法　英語　Ⅰ 0 必修 教育

235 Within　Your　Reach ｻｲﾓﾝ・ﾍﾞﾃﾞﾛ 英語　Ⅰ 0 必修 教育

224 小学校外国語活動の進め方　　　　　　　　　　　　 金森強


