
【販売教科書リスト】 先生からの注文書をもとに作成しております。
販売番号 テキスト名 担当教員 学部 授業分類 授業名 金額

1 Hello New York! 深谷修代 人科 必修 英語2 ¥2,750
永澤香恵子 人科 必修 英語2 AMクラス

教育 必修 英語2 ACクラス

人科 必修 英語2 ASクラス

3 Night At The Museum 永澤香恵子 人科 選必 英語4 HCクラス ¥2,420
4 American Headway 2B(Third edition) 丸山悦子 文学 選必 英語IV 火・金2限 ¥2,640
5 CBS NewsBreak 3 丸山悦子 共通 選択 トピックで学ぶ英語B 火1限 ¥2,640
6 CBS NewsBreak 4 丸山悦子 共通 選択 トピックで学ぶ英語D 金1限 ¥2,640
7 パノラマ 初級ドイツ語ゼミナール 橋本由紀子 文学 選必 ドイツ語4 ¥2,530
8 プロムナードやさしいドイツ語文法 橋本由紀子 文学 選必 ドイツ語1 ¥2,640

文学 共通 英語2 ¥3,300
文学 共通 英語4

べテロ サイモン 教育 必修 英語2 AFクラス

L.エリー 人科 必修 英語2

11 カリキュラムマネジメント ハンドブック 栗原 保 人科 必修 教育課程論 ¥2,530
12 ジェンダー論をつかむ 糸井 江美 文学 選必 Gender Studies ¥2,090
13 課題研究メソッド 糸井 江美 文学 必修 研究基礎演習2 ¥1,320
14 新・はじめての日本語教育 基本用語事典 大野早苗 文学 選択 日本語教育学4 ¥2,860

鈴木一徳 人科 必修 英語2 AQクラス

武田和恵 文学 必修 Oral Communication 2

16 総合英語ＦＡＣＢＯＯＫ Ｅnglish Grammer

(Standard)
鈴木一徳 人科 必修 英語2 AQクラス ¥693
鈴木一徳 人科 必修 英語4 HKクラス

浅野明代 文学 選必 英語演習2

18 総合英語ＦＡＣＢＯＯＫ Ｅnglish Grammer

(Advanced)
鈴木一徳 人科 必修 英語4 HKクラス ¥715

19 techiniques and principles in language teaching 秋山 朝康 文学 必修 英語演習4 Aクラス ¥3,487
家族心理学R

現代家族論R 他

21 改訂版 視覚でとらえるﾌｫﾄｻｲｴﾝｽ 地学図録 山縣朋彦 教育 必修 教科教育法「理科」Ⅲ ¥1,001
22 認知行動療法実践ガイド：基礎から応用まで第2版

−ジュディス・ベックの認知行動療法テキスト
小原 千郷 人科 選択 認知行動療法特論 ¥4,950

23 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 人科 必修 心理学統計法Ⅰ ¥2,750
24 公認心理師の基礎と実践17「福祉心理学」 秋山美栄子 人科 選必 福祉心理学 ¥2,860

教育 必修

人科 必修

26 Oxford Bookworms Library Stade 4:Three Men in a Boat 新堀 司 人科 必修 英語4 ¥891
27 子どものこころの発達を支えるもの「アタッチメントと神経科学、そして精神分析の出会うとこ

ろ」
小柴孝子 人科 発達臨床心理学N,R ¥3,520

28 World Wide English on DVD Volume 2 菊地幸子 文学 選必 英語2 ¥2,750
29 English Indicator 2 (Pre-Intermediate) 菊地幸子 文学 選必 英語4 ¥2,200

藤井 仁奈 教育 必修 英語2

池田 治 教育 必修 英語2(AL)

教育 必修

人科 必修

31 ＢｒｉｔｉｓｈＮｅｗｓＵｐｄａｔｅ映像で学ぶイギリス公共放送の最新ニュース 藤井 仁奈 人科 必修 英語3 ¥2,860
32 かんたん韓国語 実践会話篇 柳 郁子 文学 選必 コリア語3 ¥2,530
33 Good Morning World 1 赤池 秀代 文学 選必 英語2 ¥2,420
34 Good Morning World 2 赤池 秀代 文学 選必 英語4 ¥2,420
35 学校保健概論 第3版 山本浩二 教育 必修 学校保健

36 ポテンシャル 社会心理学 鎌田 晶子 人科 選必
社会心理学N・社会心理学（社会・集団・家

族心理学Ⅰ）合同授業 ¥2,640
37 NEW 小児科学 成田 奈緒子 教育 必修

股体不自由児の生理と病理 病弱児の心理・

生理・病理 ¥9,350
38 教師と学生が知っておくべき特別支援教育 成田 奈緒子 教育 必修 特別支援教育概論(A) ¥1,870
39 増補改訂 仮名変体集 亀田裕見 文学 必修 日本語学基礎演習2 ¥385
40 日本の方言地図 亀田裕見 文学 必修 日本語学基礎演習2 ¥792

藤上 隆治 文学 必修 Pronuncition Clinic

笠原 園子 文学 必修 Pronuncition Clinic（C)

浅野明代 文学 必修 Pronuncition Clinic

42 分析哲学講義 上林洋二 文学 日本語学演習Ⅱ-2 ¥946
43 英語を通して学ぶ日本語のツボ 上林洋二 文学 対照言語学 ¥1,980
44 記号論への招待 上林洋二 文学 記号と意味 ¥924
45 初級 日本語 げんきⅠ 第2版 田口 桂子 文学 選択 日本語教育教材研究Ⅰ ¥3,850
46 英語の歴史から考える 英文法の「なぜ」 野村 忠央 文学 選必 英語学特講Ⅱ（A) ¥1,980
47 【新版】英文法の総復習とワンランク上の英作文 野村 忠央 文学 必修 英語演習Ⅳ（E) ¥1,760

人科 共通

教育 共通

高 建平 文学 必修 中国語会話・作文4

余 延玲 中国語会話・作文4(C)
¥2,420

¥2,420

神坂 亮一 日本国憲法 ¥2,453

¥2,640

¥2,200
髙島亜紗子 英語2

布柴 靖枝 ¥2,750選必人科

新堀 司 英語2

¥2,310

¥3,135

¥2,420

¥2,420
常盤 眞紀

田中俊雄

48 グラフィック憲法入門 補訂版

49 知っておきたい中国事情 CD付【改訂版】

25
名作映画でTOEIC(4) めざせ！470「オズの魔法使」Boost your skills for

the TOEIC

30 New airwaves second edition

41 Sounds Like American

15 English Firsthand Level2 5th edition

17 All-Ronud Training for the TOEIC L&R Test

20 家族心理学 家族システムの発達と臨床心理的援助（第2版）

2 Communicate in English with Glee

9 公式TOEIC Listening&Reading 問題集 5

10 On Air



販売番号 テキスト名 担当教員 学部 授業分類 授業名 金額
50 おもしろドイツー異文化への招待 福西 弘美 文学 選必 トピックで学ぶドイツ語A ¥2,750
51 Effective Academic Writing, second edition ラメイ・アレック 文学 必修 英語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習(D) ¥3,696
52 Everybody's Talking L.エリー 人科 必修 英語4 ¥1,980
53 英語学習メカニズム 外山 徹 文学 選必 応用言語学Ⅱ（英語教育学学習者論） ¥1,760
54 Academic Writing Skills 1 Student's Book 外山 徹 文学 必修

英語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習（アカデミックライティン

グ） ¥3,080
55 新潮日本古典集成(新装版）源氏物語 一 川島 絹江 文学 選必 日本文学購読Ⅰ−（2） ¥2,420
56 改訂 情報資源組織論 劉 倩秀 文学 必修 情報資源組織論 ¥2,200
57 改訂 情報資源組織演習 劉 倩秀 文学 必修 情報資源組織演習 ¥2,200
58 発達心理学 15講 萩原 裕子 人科 選択 生涯発達心理学 ¥2,420
59 乳児の生活と保育 菊地 知子 教育 必修 乳児保育1 ¥2,310
60 安心感と憧れが育つひと・もの・こと 菊地 知子 教育 必修 保育学 ¥2,530
61 チャレンジ二年生の中国語 徐曼 文学 必修 中国語会話・作文4(B) ¥2,420

笠原 正宏 人科 必修 心理調査法R

三枝 高大 人科 選必 心理調査法(C)

63 知識ゼロからのJavaScript入門 笠原 正宏 共通 共通 情報Ａ ¥2,618
64 基礎から学ぶｽﾄﾚｯﾁﾝｸﾞ 包國 友幸 人科 選必 身体運動の理論と実際 ¥1,760
65 巨大中国の今ー中級中国語ディベートへ招待 キン エン 文学 選択 中国語総合研究Ⅲ（プレゼンテーション） ¥2,310
66 2年目の伝える中国語 キン エン 文学 選必 中国語4 ¥2,530
67 Writing Factilitator:Revised Edition(構造から学べるパラグラフ・ライティング入門：改訂版) 芦田川 祐子 文学 必修 英語研究基礎演習Ⅱ ¥2,090
68 ライオンと魔女ーThe Lion,the Witch and the Wardrobe 芦田川 祐子 文学 選必 英米文学特殊研究Ⅱ ¥825
69 Tactics for Listening,Third Edition.Expanding 佐倉 香 文学 必修 英語2 ¥2,860
70 小学校英語科教育法

-理論と実践
金森 強 教育 必修 英語教育Ⅰ(ADクラス) ¥3,080

71 小学校外国語活動 成功する55の秘訣 金森 強 教育 選択 外国語活動の研究（C）(D)クラス ¥1,650
72 Story Box Gifts from Great Tellers 中山夏恵 教育 必修 英語2(A1) ¥2,420
73 英語音声学への扉ー発音とﾘｽﾆﾝｸﾞを中心にー(改訂版) 中山夏恵 教育 必修 英語発音演習 ¥2,640
74 From Paragraph to Essay:Student Book with Essential Online Resources(4thEdition)Level3 中山夏恵 教育 選択 英語ライティング演習4 ¥3,069
75 World Adventures 山口真由理 教育 必修 英語4 ¥2,530
76 公式TOEIC Listening&Reading 問題集 6 山口真由理 人科 必修 英語4 TOEIC500 ¥3,300
77 最新初等科音楽教育法 2017年告示「小学校学習指導要領」準拠 島崎 篤子 共通 必修 音楽科教育Ⅰ ¥2,200
78 和楽器ガイドブック 杵家 七三 教育 必修 和楽器演習・日本伝統音楽演習1 ¥880
79 混声合唱曲集ｸﾗｽ用 キミウタ 三谷 亜矢 教育 必修 合唱Ⅰ ¥825
80 大学ピアノ教本 教育課程のためのﾊﾞｲｴﾙとﾂｪﾙﾆｰによる展開 細田 秀一/安田 里沙 教育 共通 ピアノ基礎技能演習 ¥801
81 名曲で学ぶ和声法 橘 晋太郎 教育 必修 作曲Ⅰ ¥3,850
82 視唱スタディ リズム・ハーモニーとともにi 橘 晋太郎 教育 必修 ソルフェージュⅠ ¥1,760
83 はじめての音楽史 橘 晋太郎 教育 選必 西洋音楽史 ¥2,200
84 音楽史からみたリズムスタディ-ルネサンスから現代- 橘 晋太郎 教育 選必 ソルフェージュⅡ ¥1,430
85 Face2face:Intermediate Student's Book 渡辺敦子 文学 必修 Communicative English ⅡA～E※英文科 ¥3,520
86 More Reading Power3(３rd ed.) 渡辺敦子 文学 必修 Reading ⅢＡ～Ｄ※英文科 ¥3,542
87 Reading for Today 4:Concepts for Today 渡辺敦子 文学 必修 ReadingⅣＡ～Ｄ※英文科 ¥3,476
88 公認心理師実践ガイダンス2 心理支援 岡村達也 人科 必修 心理学的支援法 ¥2,970
89 公認心理師の基礎と実践3「臨床心理学概論」 岡村達也 人科 選必 臨床心理学概論 ¥2,640
90 ＴＯＥＩＣリスニングテスト速攻マスター 山田 恵摩 人科 必修 英語2 ¥1,430
91 Ｉｎｓｉｇｈｔｓ2020 世界を読むメディア英語入門 2020 山田 恵摩 人科 必修 英語4 ¥2,090
92 English Upload コントラストで学ぶ大学英文法 山田 恵摩 全 英語1 ¥2,090
93 ViewPoint 英語で自分の意見を言ってみよう 渡辺 健 文学 英語2 ¥2,640
94 新版 要説 心理統計法 堀内 正彦 人科 選択 心理学統計法 ¥2,750

人科 必修 英語2(AU)

人科 必修 英語4(HD)

96 大学生のための現代中国12話・4 王 慧琴 文学 選必 中国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ4 ¥2,750
教育 必修 英語2(AD)

人科 必修 英語2(AO)

98 Raise Your Score 150 Plus on the TOEIC Test 大久 珠緒 人科 必修 英語4(HL) ¥2,090
99 Teaching by Principles:An interactive approach to language pedagogy, 4th Edition 渡辺 敦子 文学 選必 英語教育入門 ¥5,489
100 Longman Academic Writing Series2:Paragraphs,Third Edition 渡辺 敦子 必修 英語研究基礎演習2 ¥3,740

人科 必修 教育方法の理論と実践

教育 必修

教育 必修

必修 教育課題演習

必修 教職実践研究

103 学力観を問い直す：国語科の資質・能力と見方・考え方 藤森 裕治 必修 教科概説「国語」E2・F1 ¥2,266
教育 必修 教育相談の理論と方法

教育 必修 教育相談の理論と方法(幼児理解を含む)

105 やさしく学べる心理療法の基礎 会沢 信彦 教育 必修 カウンセリング ¥2,750
教育 選択 教育と情報1

教育 必修 情報活用
清水邦彦 ¥319

藤森 裕治 ¥2,200

会沢 信彦 ¥1,980

浅野 信彦 ¥2,200
教職課程論・教育方法論

池田 治 ¥2,420

大久 珠緒 ¥2,090

¥2,420

102 授業づくりの知恵60

104 教育相談の理論と方法

106 これだけ！著作権と情報論理

95 Let's Read Aloud & Learm English!

97
First Time Studying Abroad はじめての英会話コミュニケーション：留学

編

101 三訂版 教育の方法と技術

62 『心理学基礎演習Ｖo．2』質問紙調査の手順



販売番号 テキスト名 担当教員 学部 授業分類 授業名 金額
107 筑波発 教科のプロもおすすめするＩＣＴ活用術「ちょっとしたこと」から「こんなときこそ」ま

で事例36場面
清水邦彦 教育 選択 デジタル教材論 ¥1,980

108 先生のための小学校プログラミング教育がよくわかる本 清水邦彦 教育 選択 デジタル教材論 ¥1,848
109 子育て支援カウンセリング 石川 洋子 教育 必修

2年 子ども家庭支援論        3年

保育相談支援 ¥1,760
110 こどもの歌名曲アルバム 簡易ピアノ伴奏による 小倉 隆一郎 教育 選択 器楽表現基礎Ⅰ ¥1,760
111 『あたらしいせいかつ 上』 東京書籍、2020年 小野沢 美明子 教育 必修 生活科教育Ⅰ ¥922
112 『新しいせいかつ 下』 東京書籍、2020年 小野沢 美明子 教育 必修 生活科教育Ⅰ ¥907
113 ｺﾝﾊﾟｸﾄ版 保育内容シリーズ造形表現 宮野 周 教育 必修

パフォーマンスB

(美術表現指導法） ¥2,200
教育 必修 教科概説「図画工作」

共通 必修 教科概説「図画工作」・美術概説

115 子どもの健康と安全 海老原光子 子どもの健康と安全 ¥2,420
116 子育て・子育ちを支援する 子どもの食と栄養 大澤 佳菜子 教育 子どもの食と栄養 ¥2,640
117 英文校正会社が教える 英語論文のミス100 ジョンストン・ジョセフ良文学 必修 英語ライティング演習 ¥2,200

文学 選択 言語と心理2

共通 心理言語学特論

119 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 文学 選択 言語と心理2 ¥2,090
120 改訂新版 初級英語音声学 笠原園子 文学 選必 英語演習2 ¥2,640
121 日々の生活に役立つ心理学 大木 桃代 共通 共通 心理学L（共通教養） ¥3,080
122 Second Language Acquisition 伊藤 隆 文学 選必 英語演習 ¥2,497
123 日本語はだれのものか 川口 良 文学 共通 言語と社会2 ¥2,530
124 ベーシック生成文法 森景 真紀 文学 選必 英語学演習2 ¥1,760
125 Practical Psychology by Jim Kundsen 常盤 眞紀 人科 選必 英語4 HMクラス ¥1,980
126 言語と文化 浅野 明代 文学 共通 言語と文化Ⅱ ¥3,300
127 新版 よくわかる 子ども家庭福祉 宮地 さつき 人科 選必 児童家庭福祉論 ¥2,640
128 広げる知の世界 武田和恵 文学 必修 研究基礎演習2 ¥1,760
129 大学生と留学生のための論文ワークブック 武田 和恵 文学 必修 SeminarⅠ(2) ¥2,750
130 入門 公共政策学 武田 和恵 文学 必修 English for Specific Purposes3 ¥880
131 Public Administation:A Very Short Introduction 武田 和恵 文学 必修 English for Specific Purposes3 ¥1,628

桑原千明 教育 選必 教育心理学概論

中本 敬子 教育 必修 教育心理学概論

133 よくわかる教育原理 千葉 聡子 教育 必修 教職概論 ¥3,080
134 教育の法と制度(MINELVA初めて学ぶ教職8） 手嶋 將博 教育 選必 教育制度(比較教育含） ¥2,420

教育

文学

136 よくわかる心理統計学 中本 敬子 教育 必修 心理統計学 ¥3,080
137 フランス語初級文法 ななつ星 菊池 慶子 文学 選必 フランス語Ⅰ（再履修） ¥2,310
138 アクション！開始！２ コミュニケーション中国語 舘野 由香理 文学 選必 中国語翻訳・通訳基礎2 ¥2,530
139 障害者福祉の世界〔第5版〕 佐々木 順二 教育 選必 障害児福祉学2 ¥2,310
140 改訂第2版 一人ひとりのニーズに応える保育と教育―みんなで進める特別支援 佐々木 順二 教育 必修 障害児教育総論 ¥1,760
141 実験を安全に行うために第８版 船山 智代 教育 必修 教科教育法「理科」1 ¥880
142 続 実験を安全に行うために第4版 船山 智代 教育 必修 教科教育法「理科」1 ¥880
143 改訂新版ベクトル解析からの幾何学入門 白石 和夫 教育 選必 数学研究 ¥2,860
144 Writing Points! 土井 雅之 文学 必修 英語研究基礎演習2 ¥2,090
145 論理学の初歩 鵜沢 和彦 共通 選択 論理学 ¥2,200
146 改訂 精神分析的人格理解の基礎心理療法を始める前に 田中 志帆 人科 選択 人格心理学持論 ¥3,080
147 初めて学ぶ アメリカ文学史 森本 奈理 文学 選択 英米文学 ¥3,080
148 文学部唯野教授 森本 奈理 文学 選択 英米文学特講2 ¥1,210
149 唐代の詩 加固理一郎 文学 選必 漢文学購読2 ¥1,980
150 漢文（まとめと要点） 加固理一郎 文学 選必 漢文学演習2 ¥1,650
151 六朝志怪小説 加固理一郎 文学 選必 漢文学演習2 ¥660

教育 選択 法律学

人科 選択 法律学Ⅱ N・R・Sクラス

153 医事法入門 第5版 宮下 毅 人科 選択 生命倫理と法 ¥2,750
154 やさしく学べる統計学 佐竹郁夫 教育 必修 統計学 ¥2,200
155 テキスト初等社会科 伊藤 裕康 社会科教育Ⅰ ¥2,090

教育 必修

文学 選択

157 生徒指導提要 原田 友毛子 教育 必修 生徒指導・進路指導 ¥370
158 小学校学習指導要領解説 音楽編 島崎 篤子 共通 必修 音楽教育Ⅰ ¥144
159 幼稚園教育要領 町井 富子 教育 選必 幼稚園教育実地研究 ¥163
160 保育所保育指針 町井 富子 教育 選必 幼稚園教育実地研究 ¥163
161 小学校学習指導要領解説 綜合的な学習の時間編 山田 直樹 教育 選必 総合学習の研究 ¥138

森 里美 教育 必修 生活科教育Ⅰ

小幡 肇 教育
生活科「総合的な学習の時間」

授業実践論 生活科教育2

教育 選択

共通 必修

¥147

宮野 周 教科概要「図画工作」 ¥221

米倉 康江 教育相談の理論と方法 ¥2,420

¥2,200必修

宮下 毅 ¥1,980

手嶋 將博 教職概論

福田 倫子 ¥1,980

¥2,420

宮野 周 ¥2,640

162 小学校学習指導要領解説 生活編

163 小学校学習指導要領

135 教職論(新しい教職教育講座 教職教育論2）

152 民事法入門 第8版

156 絶対役立つ教育相談 学校現場の今に向き合う

114 造形表現・図画工作 第2版

118 日本語教育に役立つ心理学入門

132 MINERVAはじめて学ぶ教職教育心理学



販売番号 テキスト名 担当教員 学部 授業分類 授業名 金額
164 小学校学習指導要領解説 図画工作科編 宮野 周 共通 選択 図画工作科教育1（EA） ¥110
165 小学校学習指導要領解説 総則編 千葉 聡子 教育 必修 教職概論 ¥170
166 小学校学習指導要領解説 特別の教科道徳編 豊泉 清浩 教育 必修

道徳教育の理論と方法

（AC）（AD） ¥147
167 中学校学習指導要領解説 特別の教科道徳編 豊泉 清浩 文学 選択

道徳教育の理論と方法

（ＪＣ） ¥171
168 特別支援学校学習指導要領解説・総則編（幼稚部・小学部・中学部） 佐々木 順二 教育 必修 障害児教育総論 ¥377
169 特別支援学校学習指導要領解説・自立編（幼稚部・小学部・中学部） 佐々木 順二 教育 必修 障害児教育総論 ¥174
170 特別支援学校学習指導要領解説・教科等編（小学部・中学部） 佐々木 順二 教育 必修 障害児教育総論 ¥551
171 特別支援学校幼稚部教育要領小学部・中学部学習指導要領 佐々木 順二 教育 必修 障害児教育総論 ¥484
172 特別支援学校高等部 学習指導要領 佐々木 順二 教育 必修 障害児教育総論 ¥1,320
173 高等学校学習指導要領解説(平成三十年告示）理科編 理数編 船山 智代 教育 必修 教科教育法「理科Ⅰ」 ¥1,045
174 中学校新学習指導要領 理科編 船山 智代 教育 必修 教科教育法「理科Ⅰ」 ¥118
196 中学校・高等学校 実務のすべて 梶 賢治 文学 必修 教職実践演習（学級経営） ¥1,760

【その他指導書】
販売番号 テキスト名 金額
175 幼保連携型認定こども園教育・保育要領 ¥163
176 小学校学習指導要領解説 国語編 ¥178
177 小学校学習指導要領解説 社会編 ¥156
178 小学校学習指導要領解説 算数編 ¥246
179 小学校学習指導要領解説 理科編 ¥122
180 小学校学習指導要領解説 家庭編 ¥104
181 小学校学習指導要領解説 体育編 ¥178
182 小学校学習指導要領解説 外国語活動・外国語編 ¥148
183 小学校学習指導要領解説 特別活動 ¥155
184 中学校学習指導要領 ¥397
185 中学校学習指導要領解説 総則編 ¥306
186 中学校学習指導要領解説 国語編 ¥317
187 中学校学習指導要領解説 社会篇 ¥207
188 中学校学習指導要領解説 数学編 ¥228
189 中学校学習指導要領解説 音楽編 ¥249
190 中学校学習指導要領解説 美術編 ¥126
191 中学校学習指導要領解説 保健体育編 ¥496
192 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 ¥157
193 中学校学習指導要領解説 外国語編 ¥130
194 中学校学習指導要領解説 綜合的な学習の時間 ¥229
195 中学校学習指導要領解説 特別活動 ¥281

 教科書の対面販売時の混雑緩和の為、下記「購入リスト」をご使用ください。
また、学食1階の販売会場では上記の販売番号順に陳列しておりますので、
購入したい教科書の販売番号を分かるようにしてご来場ください。

金額

円

テキスト名

合計金額

販売番号


