
文学部

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

6 日本語文法の要点 末田　美香子 日本語教育学4 1,944 共通 文学

7 ドイツ人の生活を知る11章 橋本　由紀子 ドイツ語　Ⅳ 2,700 選択必修 文学

8 ブーメラン・エルミー 橋本　由紀子 ドイツ語　Ⅰ 2,700 選択必修 文学

10 情報サービス論 木下　朋美 情報サービス論 1,944 必修 文学

27 よくわかる数的推理 西澤道知 キャリアリテラシーⅡ 売り切れ 選択 文学

28 ビジネス現場の英単語 藤上隆治 英語語彙演習　Ｃ 2,268 必修 文学

藤上隆治 Pronuncition Clinic B 必修 文学

笠原園子 Pronuncition Clinic B 必修 文学

武田　和恵 Pronuncition Clinic B 必修 文学

30 大学生のためのｱｶﾃﾞﾐｯｸ英文ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ 藤上隆治 英語ライティング演習　A 1,836 必修 文学

芦田川祐子 communicative English ⅡA～E 必修 文学

P・ｶﾚﾝﾀﾞｰ communicative English Ⅱ 必修 文学

32 Reading Power 3 芦田川祐子 Reading　Ⅲ　A～D 3,478 必修 文学

芦田川祐子 Reading　Ⅳ　A～D 必修 文学

佐倉香 Reading　Ⅳ　 必修 文学

34
Smart Writing:Active Approch to Paragraph

Writing
芦田川祐子 英語研究基礎演習Ⅱ 売り切れ 必修 文学

35 よくわかるイギリスの文学 芦田川祐子 英米文学Ⅱ 2,160 選択必修 文学

36 知っておきたい中国事情 徐　延玲 中国語会話・作文 売り切れ 必修 文学

39 初級　英語音声学 笠原　園子 英語演習Ⅱ 2,592 選択必修 文学

42 Good　Morning　World　２ 赤池　秀代 英語Ⅳ 2,160 必修 文学

43 Compass English Communication Ⅱ 赤池　秀代 英語科教育法 入荷待ち 選択必修 文学

53 English Central アクセスカード4カ月 鈴木聡子 英語2・4　英語演習2 2,550 選択必修 文学

54 Love Actually 常盤眞紀 英語Ⅱ 2,376 必修 文学

57 Overall Skills for the Toeic Test 穂刈友洋 英語Ⅳ 2,376 選択必修 文学

ﾜｼﾚﾋﾞｯﾁ・ｿﾞﾗﾅ 英語教育特講義Ⅱ 選択必修 文学

秋山朝康 英語演習Ⅳ 必修 文学

60 First Steps in Academic Writing-LevelⅡ ﾜｼﾚﾋﾞｯﾁ・ｿﾞﾗﾅ 英語基礎演習Ⅱ 3,477 必修 文学

61
Vocabulary Myths:applying Second Langusge

Research to Classroom Teaching
ﾜｼﾚﾋﾞｯﾁ・ｿﾞﾗﾅ 卒業研究Ⅰ 4,620 選択必修 文学

62
Understanding Lectures:Effective Note-Taking

Strategies
ワシレビッチ　ゾラナ

Overseas Study Preparation
seminarⅢ

2,160 選択 文学

65
Best Practice For the TOEIC Listenining and

Reading Test　　改訂版
浅野明代 英語演習Ⅱ 2,376 選択必修 文学

66
English Vocabulary in Use(with answers)  Third

Edithion
浅野明代 英語演習 売り切れ 必修 文学

72 ファンダメンタル英文法 大倉直子 英文法論　Ⅱ 1,728 選択必修 文学

大倉直子 英語語彙演習　Ｃ 2,592 必修 文学

渡辺敦子 英語語彙演習　 2,592 必修 文学

2,160

売り切れ

売り切れ

3,423

31
Face2face:Upper Intermediate

Student's Book

Sounds Like American:A Guide to Fluency in
Spoken English

29

58
Teachinques and Principles in

Language Teaching

33 Reading for Today 4:Concepts for Today

73 英単語・熟語ダイアローグ1800　３訂版



74
思考する言語（上）－「ことばの意味」から人間性に

迫る
大倉直子 言語と文化Ⅱ 1,253 選択 文学

75 ２年めの中国語ポイント45 徐曼 中国語会話・作文Ⅳ 売り切れ 必修 文学

76 日本語はだれのものか 川口良 言語と社会 売り切れ 選択必修 文学

77 Engrish Firsthand 2 武田和恵 Oral Communication Ⅱ 3,078 必修 文学

79 中国語中級会話テキスト実用中国語会話 舘野由香理 中国語Ⅳ 売り切れ 選択必修 文学

80 Ｔｕｎｅ　Ｉｎ　２ 佐倉香 英語　Ⅳ 2,938 必修 文学

81
15 Seiected Units of English through

the News Media
澁谷真由美 英語演習Ⅱ　（D) 1,296 必修 文学

82
World wide English on DVD Volume 1

Revised Edition
菊地　幸子 英語　Ⅱ 2,700 選択必修 文学

83 Reading Success　２ 菊地　幸子 英語Ⅲ 売り切れ 選択必修 文学

87 R Commanderによるデータ解析/第2版 大場博幸 卒業研究1－（2） 売り切れ 必修 文学

89 めくらやなぎと眠る女 関谷由美子 近代文学演習Ⅰ 売り切れ 必修 文学

98
First Steps in English Linguistics　 英語言語学

の第一歩
森景　真紀　 英語学演習Ⅱ 1,728 選択必修 文学

102 中等科音楽教育法(改訂版） 島崎篤子 教科教育法「音楽」Ⅱ 3,024 選択必修 文学

105
新・はじめての日本語教育1

日本語教育の基礎知識
福田倫子 言語と心理Ⅱ 売り切れ 選択 文学

106
Effective Academic Writing 2nd ed student

book 1
渡辺敦子 英語研究基礎演習Ⅱ 3,629 必修 文学

107
Teaching by Principles:An Interactive

Approach to　Language Pedagogy 4th ed
渡辺敦子 英語教育入門 5,389 選択必修 文学

108 中・上級のための日本語読解 菅谷有子 日本語教育学Ⅴ 1,646 選択 文学

109 新・はじめての日本語教育　基本用語事典 菅谷有子 日本語教育学Ⅳ 売り切れ 選択 文学

110 本当にわかる宗教学 ﾗﾒｲ・ｱﾚｯｸ 英米事情Ⅰ 1,620 必修 文学

Reading Ⅲ 必修 文学

Study Abroad Preparation 必修 文学

115
Effective Academic Writing 2nd ed student

book 2
ﾗﾒｲ・ｱﾚｯｸ Reading Ⅲ 3,629 必修 文学

116 English Firsthand Ⅰ Graziani 英語　Ⅱ 3,078 必修 文学

117 NorthStar　Reading　＆　Writing　Level　3 Graziani 英語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ　D 3,024 必修 文学

渡辺敦子 選択必修

能登　克己

126 新・東京パリ　初飛行 畑中　敏夫 フランス語Ⅰ 2,376 必修 文学

127 日本近代短篇小説選　昭和篇１ 須賀　真以子 日本近代文学演習２ 864 必修 文学

128 日本近代短篇小説選　昭和篇３ 須賀　真以子 日本近代文学演習２ 864 必修 文学

130 速読速聴・英単語 Basic 2400 ver.3 森本　奈理 英語語彙演習 売り切れ 必修 文学

131 文学部唯野教授　岩波現代文庫　文藝 森本　奈理 英米文学特講２ 売り切れ 選択必修 文学

135 情報サービス演習 竹内　ひとみ 情報サービス演習 2,160 必修 文学

136 中国古典文学二十講　概説と作品選読 加固理一郎 漢文学概論 入荷待ち 必修 文学

137 漢文（まとめと要点） 加固理一郎 漢文学演習Ⅱ 1,620 選択必修 文学

138 六朝志怪小説 加固理一郎 漢文学演習Ⅱ 648 選択必修 文学

154 言語理論としての語用論 上林　洋二 記号と意味 2,052 文学

158 英語学習のﾒｶﾆｽﾞﾑ 吉原　令子 吉原　令子 入荷待ち 選択 文学

159 チャレンジ！二年生の中国語 王　慧琴 中国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 入荷待ち 選択必修 文学

756111 Homestay in the USA ﾗﾒｲ・ｱﾚｯｸ

122 中学校・高校教師　実務のすべて 教職実践演習 1,728 文学



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


