
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

1 Let's 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

5 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 1,132 必修 教育

14 今昔物語集の人々　平安京編 中村修也 日本経済史 2,484 教育

15 天智朝と東アジア 中村修也 社会科概説 売り切れ 選択必修 教育

16 子育て支援カウンセリング 石川洋子 保育相談支援 1,728 選択必修 教育

17 改訂版　教育の方法と技術 浅野信彦 教育方法の理論と実践 2,160 選択 教育

18 キャリア教育基礎論 浅野信彦 キャリア教育論 2,160 選択 教育

19 生涯学習概論 葉養正明 生涯学習支援論 3,024 必修 教育

20 よくわかる教育学原論 葉養正明 教育行財政 2,808 必修 教育

21 教育法規の基礎理解 葉養正明 教職概論 2,160 必修 教育

22 学校と地域のきずな 葉養正明 専門演習 2,592 必修 教育

23 Excelでやさしく学ぶ統計解析2013 梅津直子 心理統計学 2,376 必修 教育

24 子どもの保健演習 海老原光子 子どもの保健演習 2,376 必修 教育

25 子育て・子育ちを支援する子どもの　食と栄養 大澤佳菜子 子どもの食と栄養 2,592 必修 教育

26
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(再履修) 売り切れ 選択必修 教育

37 Say It Now! 大久　珠緒 英語Ⅱ 1,944 必修 教育

中川幸子 英語Ⅱ 必修 教育

藤井仁奈 英語Ⅱ 必修 教育

岡　真知子 英語Ⅱ 必修 教育

67 新版　中学校保健体育 山本浩二 教科教育法「保健体育」2 入荷待ち 選択必修 教育

68 ステップアップ　体育 2017 山本浩二 教科教育法「保健体育」2 入荷待ち 選択必修 教育

69 保健科教育法入門 山本浩二 学校保健 1,836 必修 教育

71 English For Tourism 渋谷真由美 英語Ⅱ 2,052 必修 教育

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

85
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

86
Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｈｏｉｃｅ：Ｓｋｉｌｌｓ　ｆｏｒ　Ａｃａｄｅｍｉｃ

Ｓｕｃｃｅｓｓ
中山夏恵 英語リーディングⅠ 売り切れ 選択必修 教育

88 基礎物理学 長島雅裕 物理学概論　Ⅰ 2,376 必修 教育

90 Hi Friends! 1 福田スティーブ利久 英語　Ⅱ 未入荷 共通 教育

91 Hi Friends! 2 福田スティーブ利久 英語　Ⅱ 未入荷 共通 教育

92
Learning how to learn: A worksheet for

autonomous learning
福田スティーブ利久 英語　Ⅱ 入荷待ち 共通 教育

93 Trio Writing 3 with online practice 福田スティーブ利久 英語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ　Ⅱ 3,132 必修 教育

94 mini版瞬間英作文ドリル 福田スティーブ利久 英語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ　Ⅰ 700 必修 教育

96 みんなのどうとく4年 豊泉　清治 道徳教育実践論 未入荷 選択 教育

99 教養としての体育原理 加藤　純一 体育原理 1,944 必修 教育

100 名曲で学ぶ対位法 柳田孝義 作曲Ⅲ 3,024 選択必修 教育

101 名曲で学ぶ和声法 柳田孝義 作曲Ⅰ 3,780 必修 教育

104 音楽史を学ぶ古代ギリシャから現代まで 三宅悠太 西洋音楽史 896 必修 教育

112 近代の短編 大島　丈志 日本文学演習Ⅰ 1,944 必修 教育

113 国語学 河野　庸介 日本語学演習 2,160 必修 教育

岸本　修二 選択必修 教育

泉　宣弘 選択必修 全学部

118 化学実験　第３版 船山智代 化学実験Ⅰ・Ⅱ 売り切れ 必修 教育

119 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 2,592 選択必修 教育

120 実験データを正しく扱うために 船山智代 化学実験Ⅰ・Ⅱ 売り切れ 必修 教育

50 NEW AIRWAVES

114 日本語表現＆ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 国語概説 1,080

売り切れ



123 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 2,808 必修 教育

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

125 ファンダメンタル英語学演習 阿戸昌彦 英語学演習Ⅰ 1,728 選択必修 教育

129 住まいのデザイン　2版 佐々木唯 住居学 2,484 教育

132 児童・家庭福祉の基礎とｿｰｼｬﾙﾜｰｸ 櫻井　慶一 児童家庭福祉 2,052 選択必修 教育

134 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 必修 教育

145 「超」進学校開成・灘の卒業生 千葉聡子 教育課題演習 842 必修 教育

146 そろそろ部活のこれからをはなしませんか 千葉聡子 教育課題演習 1,944 必修 教育

147 いじめ加害者を厳罰にせよ 千葉聡子 教育課題演習 未入荷 必修 教育

148 10年後、君に仕事はあるのか？ 千葉聡子 教育課題演習 1,512 必修 教育

英語　Ⅱ　 2,484 必修 教育

英語　Ⅳ 2,484 必修 教育

153 外国語活動の進め方 金森　強 外国語活動の研究 3,024 必修 教育

155 ベーシック有機化学 吉原信敏 化学概論Ⅱ 3,024 必修 教育

160 カラーコーディネーター入門　色彩 土肥　麻佐子 入荷待ち 教育

学部共通

教科
書

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

152 New York Street 金森　強


