
人間科学部
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

2 ポジティブ心理学が1冊でわかる本 城　佳子 心理学特講 1,728 選択必修 人科

3
本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてある

ごく初歩の統計の本 田積　徹 心理学統計法　Ⅰ 2,700 必修 人科

4 学習の心理ー行動のﾒｶﾆｽﾞﾑを探る 田積　徹 学習心理学 1,620 選択必修 人科

11 生涯発達心理学15講 萩原　裕子 生涯発達心理学 2,376 人科

13 キャリアの探索と形成 益田　勉 キャリア開発実習 1,955 選択 人科

37 Say It Now! 大久　珠緒 英語Ⅱ 1,944 必修 人科

38
STEP-UP SKILLS FOR THE TOEIC
LISTENING AND READONG TEST

大久　珠緒 英語Ⅳ 1,836 必修 人科

40 究極の英語ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝvol.1 秋本　隆之 英語Ⅱ 2,052 必修 人科

41
Slove the Mystery and Improve Your

English Skill2
秋本　隆之 英語Ⅳ 2,376 必修 人科

44 Impact Listening 2 永澤　香恵子 英語Ⅱ 3,316 必修 人科

45 Communicate in English　with the Devil wears prads 永澤　香恵子 英語Ⅳ 2,376 必修 人科

47 Bottom　Up　Listening　for the TOEIC Test 山田恵摩 英語Ⅱ 1,080 必修 人科

48
Insights　2017-世界を読むﾒﾃﾞｨｱ英語　入

門2017
山田恵摩 英語Ⅳ 2,052 必修 人科

中川幸子 英語Ⅱ 必修 人科

岡　真知子 英語Ⅱ 必修 人科

P・ｶﾚﾝﾀﾞｰ 英語Ⅱ 必修

51 NEW ALL TARK 2 岡　真知子 英語Ⅳ 入荷待ち 選択 人科

52 English Sound Box 藤井仁奈 英語Ⅱ 売り切れ 必修 人科

54 Love Actually 常盤眞紀 英語Ⅱ 2,376 必修 人科

55 FIRST TIME TRAINER FOR THE TOEIC TEST 常盤眞紀 英語Ⅳ 2,160 選択必修 人科

59 Practical Psychology ﾜｼﾚﾋﾞｯﾁ・ｿﾞﾗﾅ 英語Ⅳ 1,944 選択必修 人科

63 Airwaves Basic L・エリー 英語Ⅱ 3,376 必修 人科

64 English Cradles L・エリー 英語Ⅳ 2,160 必修 人科

70 WEAVING IT TOGETHER(4thEdition) P・ｶﾚﾝﾀﾞｰ 英語Ⅳ 売り切れ 必修

78 学校コンサルテーション入門 谷島弘仁 コミュニティ心理学 売り切れ 選択必修 人科

133
福祉施設・学校現場が拓く児童家庭ｿｰｼｬﾙﾜｰ

ｸ
櫻井　慶一 児童家庭福祉実践論 2,700 人科

140 民事法入門　第６版 宮下　毅 法律学Ⅱ(国際法を含む） 売り切れ 人科

141 ガイド社会心理学 鎌田　晶子 社会心理学ＮＳＲ 2,052 人科

142認知行動療法に学ぶビジネス教育:RET研修ﾏﾆｭｱﾙ 吉田　悟 ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰﾁﾝｸﾞ心理学 1,132 人科

143 認知行動療法に学ぶｺｰﾁﾝｸﾞ 吉田　悟 ｷｬﾘｱﾗｲﾌ論 2,376 人科

144 MBTIﾀｲﾌﾟ入門　（第6版） 吉田　悟 キャリア発達の心理学 2,160 人科

150 質問紙調査の手順
鈴木　賢男
登張　真稲

心理調査票R 2,376 選択必修 人科

151 子どもは小さな数学者 糸井尚子 学習心理学R 1,620 選択 人科

156 SPSSによる統計処理の手順 増田　知尋 心理学統計法　Ⅱ 入荷待ち 必修 人科

0

0

50 NEW AIRWAVES 売り切れ



学部共通

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

12 日本国憲法への招待 臼井雅子 日本国憲法 3,456 共通 全学部

46 Global vision 永澤　香恵子 英語Ⅲ 1,944 必修 全学部

49 English Uproad-ｺﾝﾄﾗｽﾄで学ぶ大学英文法 山田恵摩 英語Ⅰ 2,052 必修 全学部

56
カラー改訂版CD付き1分間英語で自分のことを

話してみる
穂刈友洋 英語Ⅲ 1,620 選択必修 全学部

95 学校教育制度概論 手嶋　將博 教育制度(比較教育を含む） 3,024 選択 全学部

103 初等科音楽教育法(改訂版） 島崎篤子 音楽家教育Ⅰ 2,052 必修 全学部

114 日本語表現＆ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 泉　宣弘 国語概説 1,080 選択必修 全学部

121 日々の生活に役立つ心理学 大木　桃代 心理学 3,024 共通 全学部

139 いちばんやさしい憲法入門　第５版 西村真理子 日本国憲法 1,728 必修 全学部

157 国際紛争：理論と歴史　原書第10版 下谷内　奈緒 国際学 入荷待ち 共通 全学部


