
秋学期(教育学部)　平成28年

教科書
番号 テキスト名 教授名 授業科目 選択

対象
学部

本体価格 販売価格

教育

教育

藤井　仁奈 英語Ⅱ 必修 教育

リネット・エリー 英語Ⅱ 必修 教育

教育

17 新版　子どもの食生活 金子　俊 子どもの食と栄養 必修 教育 2,400 2,592

18 Let' do社会科！その現在と未来 吉田正生 社会科教育Ⅰ 必修 教育 2,300 2,484

20 基礎物理学 長島雅裕 物理学概論　Ⅰ 必修 教育 2,200 2,376

選択必修 教育

27 定理・公式の例解事典 福田豊穂 解析学演習 必修 教育 1,600 1,728

29 日本神話を語ろう　ｲｻﾞﾅｷｲｻﾞﾅﾐ物語 中村修也 社会科概説 選択必修 教育 1,700 1,836

30 よくわかる伝統文化の歴史⑤文明開化の日本改造 中村修也 日本経済史 選択必修 教育 0

33 泉宜宏 国語概説 選択必修 教育

35 肢体不自由教育の基本とその展開 大崎弘 肢体不自由児の指導 必修 教育 2,200 2,376

36 よくわかる子どもの保健　第3版 成田奈緒子 子どもの保健士 必修 教育 2,600 2,808

37 早起きリズムで脳を育てる 成田奈緒子 幼児・児童 必修 教育 1,800 1,944

40 Ｓｔｏｒｙ　Ｂｏｘ　Ｇｉｆｔｓ　ｆｒｏｍ　Ｇｒｅａｔ　Ｔｅｌｌｅｒｓ 中山夏恵 英語Ⅱ（ＡＥ） 必修 教育 2,000 2,160

41 Ｉｎ　Ｆｏｃｕｓ1：Ａ　ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ，ｒｅａｄｉｎｇ　ａｎｄ　ｃｒｉｔｉｃａｌ　ｔｈｉｎｋｉｎｇ　ｓｋｉｌｌ
ｓ　ｃｏｕｒｓｅ 中山夏恵 英語Ⅳ 選択必修 教育 2,750 2,970

42 Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｈｏｉｃｅ：Ｓｋｉｌｌｓ　ｆｏｒ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　　Ｓｕｃｃｅｓｓ 中山夏恵 英語リーディングⅠ 教育 2,000 2,160

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

50 子育て支援ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 石川　洋子 保育相談支援 選択必修 教育 1,600 1,728

51 Excelでやさしく学ぶ統計学 桑原　千明 心理統計学 必修 教育 2,200 2,376

嶋野　道弘 生活 選択 教育 96 103

生活科教育Ⅱ 選択 教育 96 103

生活概説 必修 教育 96 103

生活科教育Ⅰ 必修 教育 96 103

生活概説 必修 教育 96 103

54 子どもの保健　演習 大曽根　千惠子 子どもの保健演習 必修 教育 2,100 2,268

55 生涯学習概論 葉養　正明 生涯学習支援論 必修 教育 2,800 3,024

56 よくわかる教育学原論 葉養　正明 教職概論 必修 教育 2,600 2,808

57 教育の制度と経営　４訂版 葉養　正明 教育行財政 選択 教育 1,400 1,512

1,000

森　里美

52 小学校学習指導要領解説　生活編

山田　直輝

柳郁子 コリア語Ⅰ・Ⅱ

1,080

2,484

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

2,300

8 Traveling Abroad 大久　珠緒

25 最新チャレンジ韓国語

1,750

必修

英語Ⅱ

2,160

必修

英語Ⅱ 1,890必修

5 New Airwaves second Edition

岡　真知子

2,000

中川　幸子 英語Ⅱ



58 よくわかる卒論の書き方 葉養　正明 専門演習 必修 教育 0

59 名曲で学ぶ和声法 柳田　孝義 作曲Ⅰ（編曲法も含む） 必修 教育 3,500 3,780

60 名曲で学ぶ対位法 坪能　克裕 作曲Ⅱ 選択必修 教育 2,800 3,024

島崎　篤子 教育

小学校学習指導要領解説　音楽編 島崎　篤子 音楽科教育Ⅰ 必修 教育 61 65

63 大学ピアノ教本　教職課程の為のﾊﾞｲｴﾙとﾂｪﾙﾆｰによる
展開

安田　里沙 ピアノ基礎技能演習 共通 教育 729 787

70 Ａｎｙ　Ｑｕｅｓｔｉｏｎ？ 福田スティーブ 英語2 共通 教育 2,000 2,160

71 Ｉ　ａｍ　ｍｅ！Ｇｅｔｔｉｎｇ　ｔｏ ｋｎｏｗ　ｙｏｕｒｓｅｌｆ　ｔｈｒｏｕｇ
ｈ　ｌａｎｇｕａｇｅ　ｌｅａｒｎｉｎｇ

福田スティーブ 英語4 共通 教育 2,000 2,160

72 Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｈｏｗ　ｔｏ　Ｌｅａｒｎ　Ｗｏｒｋｓｈｅｅｔ 福田スティーブ 英語2と英語4 共通 教育 0

73 Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　Ｂｏｏｋ2 福田スティーブ英語ライティング演習Ⅰ 必修 教育 2,600 2,808

80 みんなのどうとく３年 豊泉清浩 教育課題演習 必修 教育 0

81 みんなのどうとく4年 豊泉清浩 道徳教育実践論 選択 教育 0

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

83 化学教科書シリーズ第２版　物理化学Ⅰ-物質の構
造ー

船山智代 化学Ａ 必修 教育 2,400 2,592

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

89 教養としての体育原理 加藤純一 体育原理 必修 教育 1,800 1,944

97 中等科音楽教育法[改訂版] 島崎　篤子 教科教育法「音楽」Ⅱ 選択必修 教育 2,800 3,024

103 Ｏｎ　Ａｉｒ　Ｌｉｓｔｅｎ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ サイモン・ベデロ 英語Ⅱ 必修 教育 2,100 2,268

110 実践できる司書教諭を養成するための学校図書館入門 渡辺　暢惠 学校経営と学校図書館 教育 2,500 2,700

住居学 必修 教育 2,300 2,484

住生活論 必修 教育 2,300 2,484

132 つながりを煽られる子どもたち 千葉　聡子 教育課題演習 共通 教育 0

133 学力と階層 千葉　聡子 教育課題演習 共通 教育 0

134 夢があふれる社会に希望はあるか 千葉　聡子 教育課題演習 共通 教育 0

135 結婚と家族のこれから 千葉　聡子 教育課題演習 共通 教育 0

137 NeW York Streets 金森　強 英語2 必修 教育 0

138 English Fast Lane 金森　強 英語4 選択 教育 0

139 学校と図書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 必修 教育 0

教育

教育 0必修141 THE TOEIC TEST TRAINER TARGET 470 常盤眞紀 英語4

英語2 必修140 ノッティングヒルの恋人 常盤眞紀

122 住まいのデザイン　2版 佐々木唯

1,900

62

2,052必修61 改訂版「最新初等音楽教育法」 音楽科教育Ⅰ


