
２０２０年度　（秋）学期　教科書

番号 書籍名 教授名 学部
選必
区分

科目名称
売価

(税込)

201 三訂　公衆衛生学　第4版　 松村　康弘 健康 A 公衆衛生学Ⅱ ¥3,960

202 シンプル解剖生理学 岡戸　晴生 健康 A 解剖生理学Ⅱ ¥3,520

シンプル解剖生理学 都筑　馨介 健康 A
解剖生理学実験
Ⅱ

¥3,520

シンプル解剖生理学 都筑　馨介 健康 A
解剖生理学実験
Ⅱ

¥3,520

シンプル解剖生理学 更科　功 健康 A
解剖生理学実験
Ⅱ

¥3,520

シンプル解剖生理学 更科　功 健康 A
解剖生理学実験
Ⅱ

¥3,520

シンプル解剖生理学 更科　功 健康 A
解剖生理学実験
Ⅱ

¥3,520

シンプル解剖生理学 更科　功 健康 A
解剖生理学実験
Ⅱ

¥3,520

203 【改訂第2版】やさしい運動生理学 上田　大 健康 A 運動生理学 ¥2,530

【改訂第2版】やさしい運動生理学 上田　大 健康 A 運動生理学 ¥2,530

【改訂第2版】やさしい運動生理学 上田　大 健康 A 運動生理学 ¥2,530

204
臨床医学　人体の構造と機能及び疾病の成
り立ち

都筑　馨介 健康 A 病理学 ¥3,410

臨床医学　人体の構造と機能及び疾病の成
り立ち

都筑　馨介 健康 A 病理学 ¥3,410

臨床医学　人体の構造と機能及び疾病の成
り立ち

都筑　馨介 健康 A 病理学 ¥3,410

205 【第3版】微生物学 河野　緑 健康 A 微生物学 ¥2,750

【第3版】微生物学 河野　緑 健康 A 微生物学 ¥2,750

【第3版】微生物学 河野　緑 健康 A 微生物学 ¥2,750

206 【新訂】食品学各論　管理栄養士・栄養士 笠岡　誠一 健康 A 食品学各論 ¥2,420

【新訂】食品学各論　管理栄養士・栄養士 笠岡　誠一 健康 A 食品学各論 ¥2,420

【新訂】食品学各論　管理栄養士・栄養士 笠岡　誠一 健康 A 食品学各論 ¥2,420

207 一食献立による 調理実習25 福永　淑子 健康 A 調理学実習Ⅱ ¥2,530

一食献立による 調理実習25 福永　淑子 健康 A 調理学実習Ⅱ ¥2,530

一食献立による 調理実習25 福永　淑子 健康 A 調理学実習Ⅱ ¥2,530

一食献立による 調理実習25 福永　淑子 健康 A 調理学実習Ⅱ ¥2,530



一食献立による 調理実習25 福永　淑子 健康 A 調理学実習Ⅱ ¥2,530

一食献立による 調理実習25 福永　淑子 健康 A 調理学実習Ⅱ ¥2,530

208
栄養士・管理栄養士をめざす人の実験プラ
イマリーガイド

中島　滋 健康 A 基礎栄養学実験 ¥1,650

栄養士・管理栄養士をめざす人の実験プラ
イマリーガイド

中島　滋 健康 A 基礎栄養学実験 ¥1,650

栄養士・管理栄養士をめざす人の実験プラ
イマリーガイド

中島　滋 健康 A 基礎栄養学実験 ¥1,650

栄養士・管理栄養士をめざす人の実験プラ
イマリーガイド

中島　滋 健康 A 基礎栄養学実験 ¥1,650

栄養士・管理栄養士をめざす人の実験プラ
イマリーガイド

中島　滋 健康 A 基礎栄養学実験 ¥1,650

栄養士・管理栄養士をめざす人の実験プラ
イマリーガイド

中島　滋 健康 A 基礎栄養学実験 ¥1,650

209 応用栄養学　改訂第６版 目加田　優子 健康 A 応用栄養学Ⅰ ¥3,520

210 日本人の食事摂取基準2020年版 目加田　優子 健康 応用栄養学Ⅰ ¥3,080

211 【第6版】栄養教育論　 秋吉　美穂子 健康 A 栄養教育総論 ¥2,860

【第6版】栄養教育論　 秋吉　美穂子 健康 A 栄養教育各論Ⅱ ¥2,860

【第6版】栄養教育論　 秋吉　美穂子 健康 A 栄養教育各論Ⅱ ¥2,860

【第6版】栄養教育論　 秋吉　美穂子 健康 A 栄養教育各論Ⅱ ¥2,860

212 栄養教育論（建帛社） 秋吉　美穂子 健康 A 栄養教育各論Ⅱ ¥4,180

栄養教育論（建帛社） 秋吉　美穂子 健康 A 栄養教育各論Ⅱ ¥4,180

栄養教育論（建帛社） 秋吉　美穂子 健康 A 栄養教育各論Ⅱ ¥4,180

213
【第7版】糖尿病食事療法のための食品交換
表

渡邊　美樹 健康 A
栄養教育論実習
Ⅰ

¥990

【第7版】糖尿病食事療法のための食品交換
表

渡邊　美樹 健康 A
栄養教育論実習
Ⅰ

¥990

【第7版】糖尿病食事療法のための食品交換
表

渡邊　美樹 健康 A
栄養教育論実習
Ⅰ

¥990

【第7版】糖尿病食事療法のための食品交換
表

渡邊　美樹 健康 A
栄養教育論実習
Ⅰ

¥990

【第7版】糖尿病食事療法のための食品交換
表

渡邊　美樹 健康 A
栄養教育論実習
Ⅰ

¥990

214 【第9版】腎臓病食品交換表　治療職の基準 渡邊　美樹 健康 A
栄養教育論実習
Ⅰ

¥1,650

【第9版】腎臓病食品交換表　治療職の基準 渡邊　美樹 健康 A
栄養教育論実習
Ⅰ

¥1,650

【第9版】腎臓病食品交換表　治療職の基準 渡邊　美樹 健康 A
栄養教育論実習
Ⅰ

¥1,650

【第9版】腎臓病食品交換表　治療職の基準 渡邊　美樹 健康 A
栄養教育論実習
Ⅰ

¥1,650

【第9版】腎臓病食品交換表　治療職の基準 渡邊　美樹 健康 A
栄養教育論実習
Ⅰ

¥1,650



215 日本食品成分表2015版（七訂） 渡邊　美樹 健康 A
栄養教育論実習
Ⅰ

¥2,035

日本食品成分表2015版（七訂） 渡邊　美樹 健康 A
栄養教育論実習
Ⅰ

¥2,035

日本食品成分表2015版（七訂） 渡邊　美樹 健康 A
栄養教育論実習
Ⅰ

¥2,035

日本食品成分表2015版（七訂） 渡邊　美樹 健康 A
栄養教育論実習
Ⅰ

¥2,035

日本食品成分表2015版（七訂） 渡邊　美樹 健康 A
栄養教育論実習
Ⅰ

¥2,035

216 臨床栄養学 改訂第３版 戸田　和正 健康 A 臨床栄養学総論 ¥4,180

臨床栄養学 改訂第３版 杉野　嘉津枝 健康 A
臨床栄養学各論
Ⅱ

¥4,180

217 医学英単語ワークブック 岩井　達 健康 A
臨床栄養学実習
Ⅰ

¥2,090

医学英単語ワークブック 岩井　達 健康 A
臨床栄養学実習
Ⅰ

¥2,090

医学英単語ワークブック 岩井　達 健康 A
臨床栄養学実習
Ⅰ

¥2,090

医学英単語ワークブック 岩井　達 健康 A
臨床栄養学実習
Ⅰ

¥2,090

医学英単語ワークブック 岩井　達 健康 A
臨床栄養学実習
Ⅰ

¥2,090

医学英単語ワークブック 岩井　達 健康 A
臨床栄養学実習
Ⅰ

¥2,090

218 公衆栄養学 第8版 松村　康弘 健康 A 公衆栄養学Ⅱ ¥3,300

219 給食経営管理テキスト　第3版 伊澤　正利 健康 A
給食経営管理実
習

¥3,080

給食経営管理テキスト　第3版 伊澤　正利 健康 A
給食経営管理実
習

¥3,080

給食経営管理テキスト　第3版 伊澤　正利 健康 A
給食経営管理実
習

¥3,080

給食経営管理テキスト　第3版 伊澤　正利 健康 A
給食経営管理実
習

¥3,080

220 日本人の食事摂取基準（2020年度版） 伊澤　正利 健康 A
給食経営管理実
習

¥3,080

日本人の食事摂取基準（2020年度版） 伊澤　正利 健康 A
給食経営管理実
習

¥3,080

221
クエスチョン・バンク 管理栄養士国家試験問
題解説2021

藤見　峰彦 健康 A
キャリアアップ演
習Ｃ

¥4,950

クエスチョン・バンク 管理栄養士国家試験問
題解説2021

都筑　馨介 健康 A
キャリアアップ演
習Ｃ

¥4,950

222 チャレンジ！一年生の中国語 周　力 健康 C 中国語Ⅱ ¥2,420

223
きみはな　―きみとはなしたい！フランス語
スマート版―

駿河　昌樹 健康 C フランス語Ⅱ ¥2,640

224 四訂　栄養教諭論－理論と実際－ 中村　眞樹子 健康 C
学校栄養指導論
Ⅱ

¥3,080

225
スポーツを楽しむための栄養・食事計画－理
論と実践－

目加田　優子 健康 C スポーツ栄養管理 ¥2,750

226
子どもの食と栄養　保育現場で活かせる食
の基本

目加田　優子 健康 小児栄養 ¥2,640



227
高齢者を低栄養にしない20のアプローチ　事
例でわかる　基本と疾患別の対応ポイント

麻植　有希子 健康 C 栄養法別対応論 ¥2,728

228 【新版】　食物アレルギーの栄養指導 林　典子 健康 C
食物アレルギーへ
の対応

¥3,300

229 解説教育六法2020 松田　素行 健康 D 教職概論 ¥2,970

230 日本食品成分表2020　七訂 伊澤　正利 健康 A
給食経営管理実
習

¥1,430

231 臨床栄養学実習 岩井　達 健康 ¥3,740

300
大学生のための日本語表現トレーニング ス
キルアップ編

海藤　敏雄 情報 C 経済学入門 ¥2,090

301 心のライフデザイン 渡辺　利夫 情報 C ファイナンス特論 ¥1,980

302 一億人のためのオシャレ人生設計 渡辺　利夫 情報 C 消費者行動特論 ¥1,760

303
考える情報学2.0：アクティブ・ラーニングのた
めの事例集

植村　明生 情報 C
コミュニケーション
戦略特講B

¥2,420

304
インターネット社会を生きるための情報倫理
改訂版

植村　明生 情報 C 英語ⅡA ¥495

305
情報セキュリティ読本五訂版―IT時代の危
機管理入門―

植村　明生 情報 C 英語ⅡA ¥660

306
日中韓の相互イメージとポピュラー文化 ―
国家ブランディング政策の展開

石井　健一 情報 C 英語ⅡA ¥4,180

307
Good Morning World < Level 2 > : Building
Communication Skills through DVD

星　隆弘 情報 A 英語ⅡA ¥2,420

308 English Switch 萩原　輝 情報 A 英語ⅡA ¥2,090

English Switch 萩原　輝 情報 A 応用英語C ¥2,090

English Switch 萩原　輝 情報 A 応用英語D ¥2,090

English Switch 萩原　輝 情報 A 応用英語D ¥2,090

309
総合英語パワーアップ〈入門編〉－リスニン
グからリーディングー

森　貞行 情報 A 英語ⅡB ¥2,090

総合英語パワーアップ〈入門編〉－リスニン
グからリーディングー

森　貞行 情報 A 英語ⅢA ¥2,090

310 Powe-Up English ＜Pre-Intermediate＞ 大場　智彦 情報 A 英語ⅡB ¥2,200

Powe-Up English ＜Pre-Intermediate＞ 大場　智彦 情報 A 英語ⅢA ¥2,200

Powe-Up English ＜Pre-Intermediate＞ 大場　智彦 情報 A 英語ⅢB ¥2,200

311
FOUR CORNERS, Level 1 Second Edition,
Student’s Book with Online Self-Study

川島　多加子 情報 A 英語ⅡB ¥3,300

FOUR CORNERS, Level 1 Second Edition,
Student’s Book with Online Self-Study

川島　多加子 情報 A 英語ⅢA ¥3,300

FOUR CORNERS, Level 1 Second Edition,
Student’s Book with Online Self-Study

川島　多加子 情報 A 応用英語C ¥3,300

312
openMind Level 1 [2nd edition] Student’s
Book Premium Pack

星　隆弘 情報 A 英語ⅡB ¥3,234

openMind Level 1 [2nd edition] Student’s
Book Premium Pack

星　隆弘 情報 A 英語ⅢB ¥3,234



openMind Level 1 [2nd edition] Student’s
Book Premium Pack

星　隆弘 情報 A 応用英語C ¥3,234

313
English Ace: コミュニケーションのための実
践基礎英語

松岡　弥生子 情報 A 英語ⅢB ¥2,090

314 English Indicator 2 ＜Pre-Intermediate＞ 大場　智彦 情報 A 応用英語C ¥2,200

English Indicator 2 ＜Pre-Intermediate＞ 大場　智彦 情報 A 応用英語D ¥2,200

English Indicator 2 ＜Pre-Intermediate＞ 大場　智彦 情報 A 応用英語D ¥2,200

315 We Love L.A.! 笠見　直子 情報 A 応用英語C ¥2,750

We Love L.A.! 笠見　直子 情報 A 応用英語D ¥2,750

We Love L.A.! 笠見　直子 情報 A 応用英語D ¥2,750

316 Let’s Read Aloud More! 木村　登志子 情報 A 応用英語C ¥2,420

Let’s Read Aloud More! 木村　登志子 情報 A 応用英語D ¥2,420

Let’s Read Aloud More! 木村　登志子 情報 A 応用英語D ¥2,420

317
図説 日本のメディア [新版]―伝統メディア
はネットでどう変わるか

清水　一彦 情報 B 応用英語D ¥1,650

図説 日本のメディア [新版]―伝統メディア
はネットでどう変わるか

清水　一彦 情報 C ¥1,650

318
Skills for Better Reading (Revised Edition)
－構造で読む英文エッセイー

森　貞行 情報 B 応用英語D ¥1,980

319 Reading Success２ 萩原　輝 情報 B 基礎簿記演習 ¥2,200

320
TOEIC?テスト：リーディング＆ヴォキャブラ
リー徹底演習

岐部　慶子 情報 B 基礎簿記演習 ¥1,980

TOEIC?テスト：リーディング＆ヴォキャブラ
リー徹底演習

岐部　慶子 情報 B 基礎簿記演習 ¥1,980

TOEIC?テスト：リーディング＆ヴォキャブラ
リー徹底演習

岐部　慶子 情報 B 基礎簿記演習 ¥1,980

321 情報処理システム入門「第3版」 釈氏　孝浩 情報 B 基礎簿記演習 ¥2,035

322 データベースの基礎 阿部　秀尚 情報 C 基礎簿記演習 ¥2,640

323 実践のための基礎統計学 辻　裕之 情報 C 基礎簿記演習 ¥2,860

324 まずはこの一冊から 意味が分かる線形代数 青木　和麻呂 情報 C 基礎簿記演習 ¥2,200

325 論理回路入門(第3版) 植村　明生 情報 Ｃ 知の探究 ¥2,090

論理回路入門(第3版) 植村　明生 情報 A データベース作成 ¥2,090

論理回路入門(第3版) 植村　明生 情報 C ¥2,090

326 医療情報システム入門　四訂版 阿部　秀尚 情報 Ｃ 企業会計 ¥2,750

327 データマイニングの基礎（IT Text） 阿部　秀尚 情報 Ｃ 企業会計 ¥3,520



328 グラフ理論  増補改訂版 田鎖　聡史 情報 Ｃ 企業会計 ¥2,860

329 はじめての確率論 青木　和麻呂 情報 Ｃ マーケティング ¥2,750

330 記号論理学入門 田鎖　聡史 情報 Ｃ ビジネスと法A ¥2,420

331
情報システムの開発法：基礎と実践（未来へ
つなぐデジタルシリーズ20）

吉田　知加 情報 Ｃ プレゼンテーション ¥3,080

情報システムの開発法：基礎と実践（未来へ
つなぐデジタルシリーズ20）

吉田　知加 情報 C ビジネスと法C ¥3,080

332 幾何学いろいろ 青木　和麻呂 情報 Ｃ プレゼンテーション ¥2,530

333 ソフトウェアテストの教科書 石野　正彦 情報 C 統計の見方 ¥2,750

ソフトウェアテストの教科書 石野　正彦 情報 C 起業論 ¥2,750

334 みんなのArduino入門 梶並　知記 情報 C
企業と市場の経済
（ミクロ経済）

¥2,420

335 論文・レポートの基本 吉田　知加 情報 A 行政学 ¥1,540

論文・レポートの基本 吉田　知加 情報 A データ処理Ⅱ ¥1,540

336 栢木先生の基本情報技術者教室 黒木　弘司 情報 A データベース作成 ¥1,848

337 情報利活用　表計算　Excel 2016対応 石野　正彦 情報 C
マーケティング戦
略

¥1,320

338 図書館情報学基礎資料 戸田　あきら 情報 C ビジネスと法B ¥1,100

339 改訂　情報資源組織演習 八木　慶太郎 情報 C 日本経済論 ¥2,200

改訂　情報資源組織演習 八木　慶太郎 情報 C 原価計算Ⅱ ¥2,200

340 事例で学ぶサブスクリプション 石野　正彦 情報 C 中級簿記 ¥1,980

341 実践力を身につけるPythonの教科書 寺島　美昭 情報 C
財務諸表分析演
習

¥2,838

342
情報サービス演習改訂版 (現代図書館情報
学シリーズ ; 7)

西川　和 情報 C 公共経済学 ¥2,200

情報サービス演習改訂版 (現代図書館情報
学シリーズ ; 7)

西川　和 情報 C 職業・キャリア指導 ¥2,200

344 経営情報論　新版補訂 折本　綾子 情報 C ｅ－ビジネス ¥2,200

345 図書館の基礎と展望　第２版 八木　慶太郎 情報 C ｅ－ビジネス ¥2,090

346
AI・クラウド・IoT〈2020年度版〉 (産業と会社
研究シリーズ)

石野　正彦 情報 C 組織行動論 ¥1,430

347 メディア・リテラシーを高めるための文章演習 岩崎　信道 情報 A
アカウンティング演
習B

¥1,870

メディア・リテラシーを高めるための文章演習 海藤　敏雄 情報 A 公共経営演習D ¥1,870

メディア・リテラシーを高めるための文章演習 花房　真理子 情報 A ¥1,870

348 現代用語の基礎知識　学習版2020-2021 岩崎　信道 情報 A 監査論 ¥1,430



現代用語の基礎知識　学習版2020-2021 海藤　敏雄 情報 A 卒業論文 ¥1,430

現代用語の基礎知識　学習版2020-2021 花房　真理子 情報 A ¥1,430

349 今がわかる時代がわかる 世界地図 海藤　敏雄 情報 A ¥1,760

350 文章力の基本 花房　真理子 情報 A ¥1,430

351
コンテンツ産業論―文化創造の経済・法・マ
ネジメント

加藤　綾子 情報 A ¥3,080

352 映画史を学ぶクリティカル・ワーズ 竹林　紀雄 情報 Ｃ ¥2,200

353
ピクセルハウス、世界一わかりやすい
Illustrator&Photoshop  操作とデザインの教科書

藤掛　正邦 情報 C ¥2,728

ピクセルハウス、世界一わかりやすい
Illustrator&Photoshop  操作とデザインの教科書

山野邉　治子 情報 C ¥2,728

354 音楽ビジネスの著作権 (第2版) 加藤　綾子 情報 C ¥2,750

355 Access 2007/2010 折本　綾子 情報 C ¥1,152

356 新・社会調査へのアプローチ 藤井　達也 情報 C ¥2,750

357
ゲームセンター文化論　メディア社会のコミュ
ニケーション

加藤　裕康 情報 C ¥3,080

358
パーソナルデータの衝撃―一生を丸裸にさ
れる「情報経済」が始まった

加藤　綾子 情報 C ¥1,980

359
情報リテラシー <改訂版> Windows 10・
Office 2019対応

米澤　朋英 国際 A ¥2,200

情報リテラシー <改訂版> Windows 10・
Office 2019対応

米澤　朋英 国際 A ¥2,200

360 行政学 伊藤　一雄 経営 行政学 ¥1,500

361 医療情報システム入門2020 阿部　秀尚 情報 Ｃ 企業会計 ¥3,300

401 ファイナンシャルエンジニアリング 鈴木　誠 経営 C ファイナンス特論 ¥13,200

402
日中韓の相互イメージとポピュラー文化 ―
国家ブランディング政策の展開

石井　健一 情報 C 消費者行動特論 ¥4,180

403
英語で学ぶ社会心理学　LEARNING
SOCIAL PSYCHOLOGY IN ENGLISH

平田　万理子 経営 C
コミュニケーション
戦略特講B

¥2,640

404 On Air：　Listen and Communicate 遠山　道子 経営 C 英語ⅡA ¥2,310

On Air：　Listen and Communicate 大澤　美穂子 経営 C 英語ⅡA ¥2,310

On Air：　Listen and Communicate 平澤　晴美 経営 D 英語ⅡA ¥2,310

On Air：　Listen and Communicate 松岡　勇一 経営 D 英語ⅡA ¥2,310

On Air：　Listen and Communicate 大澤　美穂子 経営 C 英語ⅡA ¥2,310

On Air：　Listen and Communicate 平澤　晴美 経営 B 英語ⅡA ¥2,310

405
Two Sides to Every Discussion英語で考え、
英語で発信する

中澤　恒子 経営 B 英語ⅡB ¥2,090



Two Sides to Every Discussion英語で考え、
英語で発信する

江連　成美 経営 A 英語ⅡB ¥2,090

406 Speak Easy 中澤　恒子 経営 A 英語ⅡB ¥1,980

Speak Easy 江連　成美 経営 A 英語ⅡB ¥1,980

Speak Easy 平澤　晴美 経営 A 英語ⅡB ¥1,980

Speak Easy 平澤　晴美 経営 A 英語ⅡB ¥1,980

407 Business Encounters（CR5，6，7） 遠山　道子 経営 B 英語ⅢA ¥2,310

Business Encounters（CR5，6，7） 遠山　道子 経営 C 英語ⅢA ¥2,310

Business Encounters（CR5，6，7） 平澤　晴美 経営 B 英語ⅢA ¥2,310

408
Journeys: Communication for the Future
(CR2,3,4)

遠山　道子 経営 B 英語ⅢB ¥2,200

Journeys: Communication for the Future
(CR2,3,5)

江連　成美 経営 C 英語ⅢB ¥2,200

Journeys: Communication for the Future
(CR2,3,6)

遠山　道子 経営 C 英語ⅢB ¥2,200

409
TOEICテストスピーキング/ライティング総合
対策

遠山　道子 経営 応用英語C ¥2,310

TOEICテストスピーキング/ライティング総合
対策

遠山　道子 経営 C 応用英語C ¥2,310

410
Score Booster for the TOEIC L&R Test
Pre-Intermediate

大澤　美穂子 経営 C 応用英語C ¥2,200

Score Booster for the TOEIC L&R Test
Pre-Intermediate

大澤　美穂子 経営 C 応用英語C ¥2,200

411 NHK Newsline 2 島田　水咲 経営 D 応用英語C ¥2,530

NHK Newsline 2 島田　水咲 経営 D 応用英語C ¥2,530

412
Everyday Vocabulary Quizzes 五分間日常基
本英単語・熟語　1000

松岡　勇一 経営 D 応用英語D ¥770

Everyday Vocabulary Quizzes 五分間日常基
本英単語・熟語　1001

松岡　勇一 経営 C 応用英語D ¥770

Everyday Vocabulary Quizzes 五分間日常基
本英単語・熟語　1002

松岡　勇一 経営 応用英語D ¥770

Everyday Vocabulary Quizzes 五分間日常基
本英単語・熟語　1003

松岡　勇一 経営 応用英語D ¥770

413 English For Business Communication 松岡　勇一 経営 D 応用英語D ¥770

English For Business Communication 松岡　勇一 経営 応用英語D ¥770

English For Business Communication 松岡　勇一 経営 応用英語D ¥770

English For Business Communication 松岡　勇一 経営 応用英語D ¥770

English Ace コミュニケーションのための実践
基礎英語

山本　友紀 経営 応用英語D ¥2,090

English Ace コミュニケーションのための実践
基礎英語

山本　友紀 経営 応用英語D ¥2,090

414



415 新簿記教科書 松本　佳子 経営 基礎簿記演習 ¥2,200

新簿記教科書 松本　佳子 経営 基礎簿記演習 ¥2,200

新簿記教科書 松本　佳子 経営 基礎簿記演習 ¥2,200

新簿記教科書 松本　佳子 経営 基礎簿記演習 ¥2,200

416 簿記トレーニング 松本　佳子 経営 基礎簿記演習 ¥1,980

簿記トレーニング 松本　佳子 経営 基礎簿記演習 ¥1,980

簿記トレーニング 松本　佳子 経営 基礎簿記演習 ¥1,980

簿記トレーニング 松本　佳子 経営 基礎簿記演習 ¥1,980

417
大英帝国は大食らい: イギリスとその帝国による植民
地経営は、いかにして世界各地の食事をつくりあげた
か

櫻井　宏明 経営 知の探究 ¥3,520

418 企業会計テキスト 志村　正 経営 企業会計 ¥1,980

企業会計テキスト 首藤　洋志 経営 企業会計 ¥1,980

419
ビジネス会計検定試験 公式テキスト3級（第
4版）

経営 ¥1,760

420 入門マーケティング(第5版) 金　必中 経営 マーケティング ¥2,750

421 ポケット六法(令和3年版) 山本　顕一郎 経営 ビジネスと法A ¥2,090

ポケット六法(令和3年版) 山本　顕一郎 経営 ビジネスと法B ¥2,090

ポケット六法(令和3年版) 山本　顕一郎 経営 ビジネスと法C ¥2,090

422
30時間アカデミック　プレゼンテーション＋
PowerPoint2007/2010

牧野　倫子 経営 プレゼンテーション ¥1,261

30時間アカデミック　プレゼンテーション＋
PowerPoint2007/2010

牧野　倫子 経営 プレゼンテーション ¥1,261

423 わかりやすい統計学 森　一将 経営 統計の見方 ¥1,980

424 ミクロ経済学をつかむ 鈴木　誠 経営
企業と市場の経済
（ミクロ経済）

¥2,420

425 はじめてのデータベースはじめてのACCESS 久保田　幸子 経営 データベース作成 ¥1,870

はじめてのデータベースはじめてのACCESS 久保田　幸子 経営 データベース作成 ¥1,870

426 えくせるであそぶ 堀田　敬介 経営 データ処理Ⅱ ¥2,860

427 わかりやすいマーケティング戦略 (新版) 金　必中 経営 マーケティング戦略 ¥2,090

428 最新・日本経済入門（第6版） 櫻井　宏明 経営 日本経済論 ¥2,750

429
やってみよう景気判断　指標でよみとく日本
経済

櫻井　宏明 経営 日本経済論 ¥3,520

430 原価計算 志村　正 経営 原価計算Ⅱ ¥2,200



431 検定簿記講義／2級商業簿記[2020年度版] 首藤　洋志 経営 中級簿記 ¥935

432
検定簿記ワークブック／2級商業簿記[2020
年度版]

首藤　洋志 経営 中級簿記 ¥935

433 ビジネス会計検定試験 公式テキスト 3級 山田　優子 経営 財務諸表分析演習 ¥1,760

434 ミクロ経済学入門（第２版） 櫻井　宏明 経営 公共経済学 ¥3,410

435
進路アドバイザ－のための基礎知識2020年
度

新井　立夫 経営 職業・キャリア指導 ¥2,190

436 アントレプレナーシップ入門 鈴木　誠 経営 起業論 ¥1,980

437 eビジネスの教科書(第８版) 幡鎌　博 経営 ｅ－ビジネス ¥2,420

eビジネスの教科書(第８版) 幡鎌　博 経営 ｅ－ビジネス ¥2,420

438 経営組織論：理論と実際 石塚　浩 経営 組織行動論 ¥2,200

439 EXCELで学ぶ会計情報の作成と分析（四訂版） 志村　正 経営
アカウンティング演
習B

¥2,420

440 監査論テキスト（第 7 版） 山田　優子 経営 監査論 ¥2,420

441
2021年合格目標公務員講座　人文科学（上巻）世界史
編・日本史編 講義ノート（TAC公務員講座） 赤木　孝之 経営 公共経営演習D ¥1,540

442 大学生と留学生のための　論文ワークブック 新井　立夫 経営 卒業論文 ¥2,750

443 改訂版 著作権とは何か 文化と創造のゆくえ 飯野 情報 総合演習B ¥902

444 イラストで読むAI入門　（ちくまプリマー新書） 大橋 情報 総合演習B ¥858

445
人はなぜ集団になると怠けるのか - 「社会
的手抜き」の心理学 (中公新書)

佐久間　勲 情報 総合演習B ¥968

446
うわさとは何か - ネットで変容する「最も古い
メディア」（中公新書）

石井 情報 総合演習B ¥924

447 人工知能と経済の未来 (文春新書) 西尾 情報 総合演習B ¥880

501
English Version,　On the Road to the East
Asian Community

奥田　孝晴 国際 C 近現代史基礎 ¥6,600

502 二〇世紀の歴史 丸山　鋼二 国際 C 近現代史基礎 ¥990

503 最新世界史図説　タペストリー（十八訂版） 丸山　鋼二 国際 C 近現代史基礎 ¥957

504 ポケット六法(令和3年版) 金井　惠里可 国際 C 日本国憲法 ¥2,090

505 運動部活動の理論と実践 小林　勝法 国際 C スポーツ科学 ¥2,530

506
もし高校野球の女子マネージャーがドラッ
カーの『マネジメント』を読んだら

小林　勝法 国際 C スポーツ科学 ¥1,760

507 ディベート法学入門 齊藤　功高 国際 C 法学入門 ¥1,884

508 概説デモクラシーと国家 宮原　辰夫 国際 C 政治学入門 ¥1,650

509 やさしい基礎生物学第２版 鈴木　秀和 国際 C 生命科学 ¥3,190



510 ジェンダーで学ぶ社会学全訂新版 上谷　香陽 国際 C
現代社会のジェン
ダー論

¥1,980

511
Broadcast: ABC World News Tonight /映像
で学ぶ　ABCワールドニュース

マーティン　宏美 国際 C ＣＡＬＬ　Ａ ¥2,750

513 Working in Japan Ｋ．ヤマギシ 国際 C ＥＩＣ　Ａ ¥2,805

Working in Japan Ｋ．ヤマギシ 国際 C ＥＩＣ　Ａ ¥2,805

514
Starting Off with Role Play and Discussi
(Eric Bray 2019)

M.キロス 国際 A ＥＩＣ１０３ ¥2,200

Starting Off with Role Play and Discussi
(Eric Bray 2019)

ゴリ　アレクシ 国際 A ＥＩＣ１０３ ¥2,200

Starting Off with Role Play and Discussi
(Eric Bray 2019)

榎本　アンドリュー 国際 A ＥＩＣ１０３ ¥2,200

Starting Off with Role Play and Discussi
(Eric Bray 2019)

M.キロス 国際 A ＥＩＣ１０３ ¥2,200

Starting Off with Role Play and Discussi
(Eric Bray 2019)

ゴリ　アレクシ 国際 A ＥＩＣ１０３ ¥2,200

Starting Off with Role Play and Discussi
(Eric Bray 2019)

榎本　アンドリュー 国際 A ＥＩＣ１０３ ¥2,200

Starting Off with Role Play and Discussi
(Eric Bray 2019)

テショメ．Ｍ 国際 A ＥＩＣ１０３ ¥2,200

Starting Off with Role Play and Discussi
(Eric Bray 2019)

Ｍ．ヘザトン 国際 A ＥＩＣ１０３ ¥2,200

Starting Off with Role Play and Discussi
(Eric Bray 2019)

Ｐ．ハウル 国際 A ＥＩＣ１０３ ¥2,200

Starting Off with Role Play and Discussi
(Eric Bray 2019)

テショメ．Ｍ 国際 A ＥＩＣ１０３ ¥2,200

Starting Off with Role Play and Discussi
(Eric Bray 2019)

Ｍ．ヘザトン 国際 A ＥＩＣ１０３ ¥2,200

Starting Off with Role Play and Discussi
(Eric Bray 2019)

Ｐ．ハウル 国際 A ＥＩＣ１０３ ¥2,200

515 Life Topics Ｎ．Ｍ．テグ 国際 A ＥＩＣ１０４ ¥2,310

Life Topics Ｐ．グリーンブラット 国際 A ＥＩＣ１０４ ¥2,310

Life Topics Ａ．Ｅ．オガワ 国際 A ＥＩＣ１０４ ¥2,310

Life Topics Ｎ．Ｍ．テグ 国際 A ＥＩＣ１０４ ¥2,310

Life Topics Ｐ．グリーンブラット 国際 A ＥＩＣ１０４ ¥2,310

Life Topics Ａ．Ｅ．オガワ 国際 A ＥＩＣ１０４ ¥2,310

Life Topics 榎本　アンドリュー 国際 A ＥＩＣ１０４ ¥2,310

Life Topics Ａ．Ｅ．オガワ 国際 A ＥＩＣ１０４ ¥2,310

Life Topics Ｅ．ラインボルド 国際 A ＥＩＣ１０４ ¥2,310

Life Topics 榎本　アンドリュー 国際 A ＥＩＣ１０４ ¥2,310

Life Topics Ａ．Ｅ．オガワ 国際 A ＥＩＣ１０４ ¥2,310



Life Topics Ｅ．ラインボルド 国際 A ＥＩＣ１０４ ¥2,310

516 What a World 1 ( 2nd Ed., Pearson Longman) 目黒　庸一 国際 A ＥＩＣ２０１ ¥2,607

What a World 1 ( 2nd Ed., Pearson Longman) 駒井　一仁 国際 A ＥＩＣ２０１ ¥2,607

What a World 1 ( 2nd Ed., Pearson Longman) 満尾　貞行 国際 A ＥＩＣ２０１ ¥2,607

What a World 1 ( 2nd Ed., Pearson Longman) 北村　豊 国際 A ＥＩＣ２０１ ¥2,607

What a World 1 ( 2nd Ed., Pearson Longman) 北野　マグダ・レーナ 国際 A ＥＩＣ２０１ ¥2,607

What a World 1 ( 2nd Ed., Pearson Longman) 目黒　庸一 国際 A ＥＩＣ２０１ ¥2,607

What a World 1 ( 2nd Ed., Pearson Longman) 駒井　一仁 国際 A ＥＩＣ２０１ ¥2,607

What a World 1 ( 2nd Ed., Pearson Longman) 満尾　貞行 国際 A ＥＩＣ２０１ ¥2,607

What a World 1 ( 2nd Ed., Pearson Longman) 北村　豊 国際 A ＥＩＣ２０１ ¥2,607

What a World 1 ( 2nd Ed., Pearson Longman) 北野　マグダ・レーナ 国際 A ＥＩＣ２０１ ¥2,607

517 Cool Japan Ｍ．ヘザトン 国際 C ＥＳＰ　Ｂ ¥2,090

518
Before-After Practice for the TOEIC L&R
Test (Revised Edition)

吉田　えりか 国際 C ＥＳＰ　Ｃ ¥2,310

519
学生のレポート・論文作成トレーニング改訂
版　スキルを学ぶ21のワーク

阿曽村　陽子 国際 B 日本語表現法Ⅰ ¥1,320

520 大学生のための表現力トレーニング　あしか 阿曽村　陽子 国際 日本語表現法Ⅰ ¥1,760

521 大学１年生からのコミュニケーション入門 阿曽村　陽子 国際 日本語表現法Ⅱ ¥2,090

522 シュトラーセ・ノイ Ver.3.0 梶谷　雄二 国際 C ドイツ語Ⅰ ¥2,640

シュトラーセ・ノイ Ver.3.0 梶谷　雄二 国際 C ドイツ語Ⅰ ¥2,640

シュトラーセ・ノイ Ver.3.0 梶谷　雄二 国際 C ドイツ語Ⅱ ¥2,640

シュトラーセ・ノイ Ver.3.0 梶谷　雄二 国際 C ドイツ語Ⅱ ¥2,640

523 アー・ツェット 楽しく学ぶドイツ語 中川　明博 国際 C ドイツ語Ⅰ ¥2,750

アー・ツェット 楽しく学ぶドイツ語 中川　明博 国際 C ドイツ語Ⅰ ¥2,750

525 Petites Conversations 堀　晋也 国際 C フランス語Ⅰ ¥2,530

Petites Conversations 溝口　ファビェンヌ 国際 C フランス語Ⅰ ¥2,530

Petites Conversations 溝口　ファビェンヌ 国際 C フランス語Ⅰ ¥2,530

Petites Conversations 堀　晋也 国際 C フランス語Ⅰ ¥2,530

526 TETE  A  TETE 堀　晋也 国際 C フランス語Ⅰ ¥2,750



TETE  A  TETE 溝口　ファビェンヌ 国際 C フランス語Ⅰ ¥2,750

TETE  A  TETE 溝口　ファビェンヌ 国際 C フランス語Ⅰ ¥2,750

TETE  A  TETE 堀　晋也 国際 C フランス語Ⅰ ¥2,750

527 日中いぶこみ交差点 大野　絢也 国際 C 中国語Ⅰ ¥2,750

日中いぶこみ交差点 大野　絢也 国際 C 中国語Ⅰ ¥2,750

日中いぶこみ交差点 丸山　鋼二 国際 C 中国語Ⅰ ¥2,750

日中いぶこみ交差点 丸山　鋼二 国際 C 中国語Ⅰ ¥2,750

日中いぶこみ交差点 大野　絢也 国際 C 中国語Ⅱ ¥2,750

日中いぶこみ交差点 大野　絢也 国際 C 中国語Ⅱ ¥2,750

528
総合スペイン語コース初級改訂版　Entre
amigos1

Ｃ．ガルシア 国際 C スペイン語Ⅰ ¥2,640

総合スペイン語コース初級改訂版　Entre
amigos2

田中　理恵子 国際 C スペイン語Ⅰ ¥2,640

総合スペイン語コース初級改訂版　Entre
amigos3

Ｃ．ガルシア 国際 C スペイン語Ⅰ ¥2,640

総合スペイン語コース初級改訂版　Entre
amigos4

田中　理恵子 国際 C スペイン語Ⅰ ¥2,640

529 初級ハングルーコミュニケーションのために 高　鮮徽 国際 C コリア語Ⅰ ¥1,870

初級ハングルーコミュニケーションのために 高　鮮徽 国際 C コリア語Ⅰ ¥1,870

初級ハングルーコミュニケーションのために 高　鮮徽 国際 C コリア語Ⅰ ¥1,870

初級ハングルーコミュニケーションのために 高　鮮徽 国際 C コリア語Ⅰ ¥1,870

533 楽しく学ぼう！韓国語攻略本　基礎編 金　榮愛 国際 C コリア語Ⅰ ¥2,420

楽しく学ぼう！韓国語攻略本　基礎編 金　榮愛 国際 C コリア語Ⅰ ¥2,420

楽しく学ぼう！韓国語攻略本　基礎編 金　榮愛 国際 C コリア語Ⅱ ¥2,420

楽しく学ぼう！韓国語攻略本　基礎編 金　榮愛 国際 C コリア語Ⅱ ¥2,420

535
教育の方法と技術－主体的・対話的で深い
学びをつくるインストラクショナルデザイン－

豊嶋　正貴 国際 D 教育方法・技術論 ¥2,420

536
情報リテラシー <改訂版> Windows
10/Office 2019対応

ハディ　ハーニ 国際 A
コンピュータ基礎
演習

¥2,200

情報リテラシー <改訂版> Windows
10/Office 2019対応

ハディ　ハーニ 国際 A
コンピュータ基礎
演習

¥2,200

情報リテラシー <改訂版> Windows
10/Office 2019対応

ハディ　ハーニ 国際 A
コンピュータ基礎
演習

¥2,200

情報リテラシー <改訂版> Windows
10/Office 2019対応

ハディ　ハーニ 国際 A
コンピュータ基礎
演習

¥2,200

537 すぐわかる楽しい江戸の浮世絵 本浜　秀彦 国際 B 日本の伝統文化 ¥1,980



538
グローバリゼーション・スタディーズー国際学
の視座―

椎野　信雄 国際 B 国際学研究B ¥3,080

539
私たちの国際学の「学び」：大切なのは「正し
い答え」ではない

椎野　信雄 国際 B 国際学研究B ¥1,980

540 国際学の道標 奥田　孝晴 国際 B 国際学研究C ¥4,180

541 よくわかる卒論の書き方 生田　祐子 国際 A 専門ゼミナールⅡ ¥2,750

よくわかる卒論の書き方 生田　祐子 国際 A 専門ゼミナールⅣ ¥2,750

542 はじめての英語教育研究 千葉　克裕 国際 A 専門ゼミナールⅡ ¥2,640

543
ファイナンシャル・マネジメント　改訂3版　企
業財務の理論と実践

那須　一貴 国際 A 専門ゼミナールⅡ ¥4,840

544 ジェンダーで学ぶ社会学 椎野　信雄 国際 A 専門ゼミナールⅡ ¥1,980

545 〈錯覚〉の外食産業 横川　潤 国際 A 専門ゼミナールⅣ ¥1,999

546 異文化コミュニケーション・ワークブック 孫　美幸 国際 B
国際理解とコミュ
ニケーション

¥3,080

異文化コミュニケーション・ワークブック 塩澤　泰子 国際 B
国際理解とコミュ
ニケーション

¥3,080

547 ディベート国際環境法 齊藤　功高 国際 B 国際理解と環境 ¥2,088

ディベート国際環境法 黛　陽子 国際 B 国際理解と環境 ¥2,088

548 市民のためのジェンダー入門 椎野　信雄 国際 C
ジェンダーと国際
社会

¥2,530

549 新約聖書 新共同訳 山崎　裕子 国際 C
キリスト教文化と
社会

¥770

550 はじめての英語学（改訂板） 千葉　克裕 国際 C 英語学概論 ¥2,750

551 戯曲で養う対話力 塩澤　泰子 国際 C 英語とメディア ¥1,527

552 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 本浜　秀彦 国際 C 比較文学 ¥803

553 わたしを離さないで 本浜　秀彦 国際 C 比較文学 ¥880

554 行政法入門第7版 金井　惠里可 国際 C
法と行政A（法治国
家と理念と仕組
み）

¥2,090

行政法入門第7版 金井　惠里可 国際 C 行政法 ¥2,090

555
現代中国の歴史[第２版]：両岸三地のあゆ
み

丸山　鋼二 国際 C 外国史Ａ ¥3,080

556 資料中国史　近現代編 丸山　鋼二 国際 C 外国史Ａ ¥2,860

557 ファイナンス論Ⅰ 菅原　周一 国際 C 金融論 ¥2,530

558 ディベート国際人権法 齊藤　功高 国際 C 国際人権法 ¥2,088

559
感動経験を創る！ホスピタリティマネジメント
（改訂版）

種村　聡子 国際 B
国際観光とホスピ
タリティ

¥2,970

感動経験を創る！ホスピタリティマネジメント
（改訂版）

種村　聡子 国際 B
国際観光とホスピ
タリティ

¥2,970



560 出入国法令と実務　旅行実務2020 岡本　修爾 国際 C トラベル実務 ¥2,860

561 海外観光資源2020 岡本　修爾 国際 C トラベル実務 ¥2,860

562
JTB時刻表　JTBパブリッシング編　2020年
10月号

岡本　修爾 国際 C トラベル実務 ¥1,205

563 博物館をみせる 安曽　潤子 国際 C 博物館実習 ¥4,400

博物館をみせる 安曽　潤子 国際 C 博物館実習 ¥4,400

564
支援のフィールドワーク：開発と福祉の現場
から

渡邉　暁子 国際 C 開発人類学特論 ¥2,530

565
開発援助と人類学：冷戦・蜜月・パートナー
シップ

渡邉　暁子 国際 C 開発人類学特論 ¥3,080

566 感情と実践：開発人類学の新展開 渡邉　暁子 国際 C 開発人類学特論 ¥3,850

567 社会的包摂/排除の人類学―開発・難民・福祉 渡邉　暁子 国際 C 開発人類学特論 ¥2,750

568 開発人類学：基本と実践 渡邉　暁子 国際 C 開発人類学特論 ¥4,180

569 Say What You Like 3 (New Edition Updated) ゴリ　アレクシ 国際 A 英会話Ⅱ ¥2,200

Say What You Like 3 (New Edition Updated) ゴリ　アレクシ 国際 A 英会話Ⅱ ¥2,200

Say What You Like 3 (New Edition Updated) Ｇ．スチュワート 国際 A 英会話Ⅱ ¥2,200

Say What You Like 3 (New Edition Updated) Ｄ．モートソン 国際 A 英会話Ⅱ ¥2,200

Say What You Like 3 (New Edition Updated) Ｄ．モートソン 国際 A 英会話Ⅱ ¥2,200

Say What You Like 3 (New Edition Updated) ゴリ　アレクシ 国際 A 英会話Ⅱ ¥2,200

570
子どもに学ぶ道徳授業～良心の覚醒・追求
を促す～

赤坂　雅裕 国際 D 道徳教育指導論 ¥2,420

571 やさしく学ぶ特別活動 赤坂　雅裕 国際 D 特別活動論 ¥2,640

572 スタンフォード式人生デザイン講座 清水　麻帆 国際 キャリア形成A ¥880

600 商業科教育論 新井　立夫 経営 D 商業科教育法Ⅱ ¥2,640

601 高等学校学習指導要領 釈氏　孝浩 経営 D 情報科教育法Ⅱ ¥818

602 高等学校学習指導要領解説 商業編 新井　立夫 経営 D 商業科教育法Ⅱ ¥818

603 高等学校学習指導要領解説　公民編 赤坂　雅裕 国際 D
社会科・公民科教
育法Ⅱ

¥1,100

604 中学校学習指導要領解説　外国語編 阿野　幸一 国際 D 英語科教育法Ⅳ ¥130

中学校学習指導要領解説　外国語編 千葉　克裕 国際 D 英語科教育法Ⅳ ¥130

中学校学習指導要領解説　外国語編 生田　祐子 国際 D 英語科教育法Ⅳ ¥130

中学校学習指導要領解説　外国語編 阿野　幸一 国際 D 英語科教育法Ⅰ ¥130



中学校学習指導要領解説　外国語編 阿野　幸一 国際 D 英語科教育法Ⅱ ¥130

605
高等学校学習指導要領解説　外国語編英語
編

阿野　幸一 国際 D 英語科教育法Ⅳ ¥572

高等学校学習指導要領解説　外国語編英語
編

千葉　克裕 国際 D 英語科教育法Ⅳ ¥572

高等学校学習指導要領解説　外国語編英語
編

生田　祐子 国際 D 英語科教育法Ⅳ ¥572

高等学校学習指導要領解説　外国語編英語
編

阿野　幸一 国際 D 英語科教育法Ⅰ ¥572

高等学校学習指導要領解説　外国語編英語
編

阿野　幸一 国際 D 英語科教育法Ⅱ ¥572

606 小学校学習指導要領 松田　素行 健康 D 道徳教育指導論 ¥221

607 中学校学習指導要領 松田　素行 健康 D 道徳教育指導論 ¥338

608 子どもに学ぶ道徳授業～良心の覚醒・追求を促す～ 赤坂　雅裕 国際 D 道徳教育指導論 ¥2,420

子どもに学ぶ道徳授業～良心の覚醒・追求を促す～ 赤坂　雅裕 国際 D 道徳教育指導論 ¥2,420

609
中学校学習指導要領（平成29年告示）解説
社会編

赤坂　雅裕 国際 D
社会科・公民科教
育法Ⅱ

¥207

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説
社会編

赤坂　雅裕 国際 D
社会科・公民科教
育法Ⅱ

¥207

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説
社会編

赤坂　雅裕 国際 D
社会科・公民科教
育法Ⅱ

¥207

610 学級・学校を創る特別活動（中学校編） 松田　素行 国際 D 道徳教育指導論 ¥1,650

611 日々の英語授業にひと工夫 阿野　幸一 国際 D 英語科教育法Ⅳ ¥1,980

日々の英語授業にひと工夫 千葉　克裕 国際 D 英語科教育法Ⅳ ¥1,980

日々の英語授業にひと工夫 生田　祐子 国際 D 英語科教育法Ⅳ ¥1,980

日々の英語授業にひと工夫 阿野　幸一 国際 D 英語科教育法Ⅱ ¥1,980

615 CROWN English Communication Ⅰ 阿野　幸一 国際 D 英語科教育法Ⅳ ¥637

CROWN English Communication Ⅰ 千葉　克裕 国際 D 英語科教育法Ⅳ ¥637

CROWN English Communication Ⅰ 生田　祐子 国際 D 英語科教育法Ⅳ ¥637


