
NO.1
春 学 期 2022年4月6日 ※金額記載が無いものは未入荷商品となります、入荷後に掲載いたします。

教科書
番号 テキスト名 出版社 ISBN 教授名 常/非 授業科目 授業コード 販売価格 選択

1 30時間アカデミック Office2019 Windows 10対応 実教出版 978-4-407-34833-0 清水邦彦 情報基礎 ¥1,430 必修

2 ”学び合い”でわかる算数授業作り     明治図書  978-4-181-735241 清水邦彦 教科概説「算数」 ¥2,596 必修

3
きちんと学んでみんなで練り上げる算数科の学び合い指

導
    明治図書  978-4-18-184316-8 清水邦彦 算数科教育 ¥2,200 必修

978-4-86012-102-0 米本美雪 書道実技Ⅰ 選択

978-4-86012-102-0 荻田哲男 書道実技Ⅰ 選択

9784860121020 豊口和士 書写・書道教育研究Ⅰ・Ⅱ 選択

9784860121020 豊口和士 書写１（Ａ） 必修

5 漢字三体字典 精興社
自費出版のためありませ

ん
米本美雪 書道実技Ⅰ 選択

6 Vocabulary Myths
The University of Michigan

Press
978-0-472-03029-3 ワシレビッチ  ゾラナ 第二言語習得１ ¥4,572 選必

7 How Vocabulary Is Learned Oxford University Press 978-0-19-440355-9 ワシレビッチ  ゾラナ 卒業研究２（１） ¥4,290 必修

978-4-316-20309-6 荻田哲男 書道Ⅰ-(1)、書道実技Ⅰ 選択

978-4-316-20309-6 草津祐介 書道Ⅰ−（１） 選択

10 『日本語教育に役立つ心理学入門』 くろしお出版 4874247539 森下雅子 言語と心理 ¥1,980 選択

4872179934 森下雅子 言語と心理 日本語教育学 選択

978-4-87217-993-4 呉佳穎ウーチャーイン 日本語教育学ⅢA

978-4872179934 二ノ神正路 日本語教育学Ⅰ,日本語教育学Ⅱ 選択

12 新版 論文の教室 レポートから卒論まで NHK出版 978-4-14-091194-5 糸井江美 Seminar II(1) ¥1,540 必修

13
知へのステップ 第5版 ―大学生からのスタディ・スキル

ズ
くろしお出版 978-4874247891 糸井江美 研究基礎演習１ ¥1,980 必修

14 論文ワークブック くろしお出版 4-87424-127-1 糸井江美 Seminar 2 ¥2,750 必修

978-4-7793-0598-6 会沢信彦
教育相談の理論と方法／教育相談の理

論と方法（幼児理解を含む）
必修

978-4-7793-0598-6 原田友毛子 教育相談の理論と方法 必修

978-4-7793-0589-6 鈴木教夫 教育相談の理論と方法 必修

16 教師と学生が知っておくべき教育心理学 北樹出版 978-4-7793-0635-8 会沢信彦 教育心理学 ¥2,530 選択

9784523177098 芦田川祐子 英語文学Ⅰ 選必

9784523177098 藤井 仁奈 英語文学概論 必修

18
British News Update 4 映像で学ぶ イギリス公共放送の

最新ニュース4
金星堂 978-4-7647-4146-1 藤井 仁奈 英語Ⅰ ¥3,080 必修

20 大学生のための表現力トレーニングあしか ココ出版 978-4-904595-83-1 呉佳穎ウーチャーイン 日本語１ ¥1,760

 978-4327375133 秋山朝康 英語教育学Ⅰ 選必

9784327375133 伊藤 隆 英語教育学Ⅰ＆Ⅱ 選択

978-0521125659  秋山朝康 英語教育学Ⅰ＆Ⅱ 選必

9780521125659 伊藤 隆 英語教育学1 選択

24
SunShine English Courses (中学校英語教科書）１年～

３年
開隆堂

１年:978-4304080951・２年:

978-4304080968・３年: 978-

4304080975
秋山朝康 英語教育学Ⅰ＆Ⅱ 選必

25
ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 第一期 源氏

物語
角川書店 978-4-04-357405-6 菅原郁子 日本文学演習ⅡA/B/C ¥1,056 必修

26 公認心理師の基礎と実践 第2巻 心理学概論 遠見書房 978-4-86616-052-8 岡村達也 心理学 ¥2,640 共通

27
公認心理師の基礎と実践 第18巻

教育・学校心理学 第2版
遠見書房 978-4-86616-138-9 岡村達也 教育・学校心理学 ¥3,080 選必

28 ここからはじまる日本語学 ひつじ書房 978-4-89476-710-2 宮武 利江 日本語学概論Ⅰ・Ⅱ ¥1,980 必修

29 証本 源氏物語 夕顔 武蔵野書院 978-4-8386-0508-8 宮武 利江 日本語学演習Ⅰ ¥598 選必

30 日本語史概説 朝倉書店 978-4-254-51522-0 宮武 利江 日本語史Ⅰ・Ⅱ ¥2,860 選必

31 Encounters on Campus 南雲堂 9784523178637 渡辺 健 英語１(BB) ¥2,310 選必

32 表現のための実践ロイヤル英文法（例文暗記CD付き) 旺文社 9784010312995 渡辺 健 英語III(BJ) ¥2,310 選必

33
Intercultural Communication for English Language

Learners in Japan
南雲堂 978-4-52-3178460 渡辺 健 Oral Communication III(A) ¥2,200 必修

978-4-01-094447 渡辺 健 Oral Communication III(A) 必修

978-4-01-094447-9  武田和恵 Oral Communication III 必修

35
From Paragraph to Essay ―Get Your Message Across

Ⅱ
南雲堂 9784523177272 渡辺 健 English for Academic Purposes(D) ¥2,200 必修

978-4-641-18446-6 松野航大
家族心理学（社会・集団・家族心理

学Ⅱ）
夏期集中講義

978-4-641-18446-6 三谷聖也 社会・集団・家族心理学 必修

37 基礎 物理化学Ⅱ［新訂版］-物質のエネルギー論- サイエンス社 978-4-7819-1405-3 小川治雄 化学３ ¥2,145 選必

38 グラフィック憲法入門 第2版  新世社 978-4883843244 神坂亮一 日本国憲法 ¥2,475 共通

39 !Hola! ?Qué tal? 朝日出版 978-4-255-55029-9 志村 恵子
ヨーロッパの言語１、

ヨーロッパの言語２
¥2,090 選択

40 Talking about our campus 英宝社 9784269410411 永澤 香恵子 英語Ⅰ ¥2,530 必修

¥2,750

¥3,080

¥2,310

¥2,750

研究社

Cambridge University Press

旺文社

有斐閣

最新 英語科教育法入門

The TKT Course Modules 1, 2 and 3

TOEIC S&W テスト対策 TOEIC テストスピーキング/テ

イティング総合対策
34

36  (2019). 家族心理学 第2版   

22

23

17

『増補改訂版・新・はじめての日本語教育1【日本語教育

の基礎知識】』

よくわかるイギリスの文学

15 教育相談の理論と方法

アスク出版

北樹出版

南雲堂

¥2,090

¥1,980

¥2,200

11

4 国語科書写の理論と実践 菅原書房

8

¥1,100

中学書写 教育出版



NO.2
春 学 期 2022年4月6日 ※金額記載が無いものは未入荷商品となります、入荷後に掲載いたします。

教科書
番号 テキスト名 出版社 ISBN 教授名 常/非 授業科目 授業コード 販売価格 選択

41 English for The Global Age with CNN 朝日出版社 9784255156774 永澤 香恵子 英語Ⅲ ¥2,090 必修

42 クラス合唱曲集 レッツ・コーラス 第2版 音楽之友社 978-4-276-57779-4 三谷亜矢 ¥847 必修

43 入門微分積分 培風館 978-4-563-00221-3 嶋野 和史 入門微分積分 ¥2,090 選必

44 微分方程式 増補版 数学書房 978-4-903342-83-2 嶋野 和史 微分方程式 増補版 ¥2,200 選必

47
「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考

資料 高等学校 【専門教科】
東洋館出版社 978-4491047157 藤井佳子 福祉科教育法Ⅰ・福祉科教育法Ⅱ ¥3,190教職課程（高校福祉）必修

48 スクールカウンセリングのこれから 創元社 978-4-422-16768-8 相樂 直子 チーム援助論 ¥1,760 選択

49 INSIGHTS 2022 金星堂 978-4-7647-4147-8 外山 徹 Reading A (B) ¥2,090 共通, 必修

50
Research & Write --- Essential Skills for Academic

Writing
マクミランランゲージハウス 978-4-7773-6516-6 外山 徹 English for Academic Purposes (B) ¥2,750 共通, 必修

51
TOEIC® L&R Test :On Target <Book 1> [Revised

Edition]
南雲堂 9784523178415 新堀 司 英語Ⅲ ¥2,310 必修

978-4-89174-866-1 谷澤恵介 コリア語３・４ 選必

978-4-89174-866-1 白尚憙 コリア語Ⅲ・Ⅳ 選必

53 アカデミック・スキルズ第3版 慶應義塾大学出版会 9784766426564 千葉聡子 基礎演習 ¥1,100 必修

54 新版 よくわかる教育学原論 ミネルヴァ書房 9784623089758 千葉聡子 教育原理  ¥3,080 必修

55 現代中国アラカルト 郁文堂 9784261018691 北島 大悟  中国語３ ¥2,750 選必

978-4-7647-4003-7 大久 珠緒 英語Ⅰ 必修

978-4-7647-4003-7 大久 珠緒 英語Ⅰ 必修

978-4-7647-4003-7 山田 恵摩 英語１ 必修

978-4-7647-4003-7 常盤眞紀 英語１ 必修

978-4-7647-4003-7 何欣琪 英語I；英語III 必修

57
PRIMAY  PRACTICE  FOR  THE  TOEIC  LISTENING

AND READING  TEST
三修社 978-4-384-33466-1 大久 珠緒 英語Ⅲ ¥1,980 必修

58 Listening Practice for Daily Expressions 音羽書房鶴見書店 978-4-7553-0362-3 西野博道 英語3 Speaking and Listening ¥1,980 必修

59 Two Sides to Every Discussion 成美堂 978-4-7919-7210-4 西野博道 英語4 再履修 ¥2,090 必修

60 方言学入門 三省堂 978-4-385-36393-6 亀田裕見 日本語学基礎演習Ⅰ ¥1,980 必修

61 はじめて学ぶ方言学 ことばの多様性をとらえる28章 ミネルヴァ書房 9784623075201 亀田裕見 卒業研究Ⅰー（1） ¥3,080 必修

62 東京ことば―その過去・現在・未来 武蔵野書院 978-4-8386-0472-2 亀田裕見 日本語学演習Ⅰー（1） ¥1,980 選必

63 改訂版 日本語要説 （改訂版） ひつじ書房 978-4-89476-468-2 亀田裕見 日本語学概論Ⅰ・日本語学概論Ⅱ ¥1,980 必修

64 できる韓国語初級1 DEKIRU出版（アスク） 978-4-87217-723-7 柳郁子 コリア語3 ¥2,200 選必

65 スタート！２コミュニケーション活動で学ぶドイツ語 三修社 978-4-384-13096-6 三澤 真 ドイツ語Ⅲ、ドイツ語Ⅳ ¥2,860 必修

66 『クマといっしょにドイツ語』 朝日出版社 978-4-255-25450-0 三澤 真 ドイツ語Ⅰ, ドイツ語Ⅱ ¥2,750 必修

67 Welcome to Nippon!  Revised Edition 朝日出版社 978-4-255-15682-8 菊地 幸子 英語Ⅰ ¥2,640 選必

68 Communicate in English with The Devil Wears Prada 松柏社 978-4-88198-712-4 菊地 幸子 英語演習Ⅰ ¥2,420 選必

69 English Phonetics and Phonology  Wiley Blackwell 978-1-119-53374-0 笠原 園子 音韻論 ¥8,236 選必

70 日本古典読本 筑摩書房 9784480917089 紙 宏行 日本古典文学基礎講読１・Ⅱ ¥1,320 必修

71 宇治拾遺物語（角川ソフィア文庫） 角川書店 9784044017019 紙 宏行 日本古典文学演習Ⅰ・Ⅱ ¥1,100 必修

72
Peter Nagano『Global Leadership Adventures 日本のリ

アルトピック20 グローバルな取り組み』
松柏社 978-4-88198-711-7 田中俊雄 英語1 ¥2,090 必修

73
『Keystone – Grammar-based English Writing- 基本英

文から現代英語表現へ』
成美堂 978-4-7919-1292-6 田中俊雄 英語3 ¥2,090 選必

74 『THE BEST TRIO WORKS OF O. HENRY』 南雲堂 4-523-04220-9 田中俊雄 英語3 ¥1,430 選必

978-4-86312-117-1 藤上隆治 Pronunciation Clinic (A) 必修

978-4-86312-117-1  藤上隆治 Pronunciation Clinic (B) 必修

978-4-86312-117-1 藤上隆治 Pronunciation Clinic (C) 必修

76 Moi ， je. . . −コミュニケーション− アルマ 出版 978-4-904353-03-5 グジョン・ジョナタン フランス語I・II 選択

77 『あたらしいせいかつ 上』東京書籍、2022年  東京書籍 978-4-487-10561-8 小野澤美明子 生活科教育，生活科教育Ⅰ 必修

78 『新しい生活 下』東京書籍、2022年 東京書籍 978-4487115617 小野澤美明子 生活科教育，生活科教育Ⅰ 必修

9784863980303 阿川 修三 中国語Ⅰ 選必

9784863980303 舘野 由香理 中国語Ⅰ、中国語Ⅱ（再履修クラス） 選必

978-4-86398-030-3 薬 虹子 春学期： 中国語Ⅰ  共通

978-4-86398-030-3 邵迎建 中国語I 共通

9784863980303 雷 雲恵 中国語1（BA)

80 FAST PASS FOR THE TOEIC L&R TEST センゲージラーニング社 978-4-86312-350-2 常盤眞紀 英語３ ¥2,310 必修

978-4-255-25420-3 寄川真弓 ドイツ語Ⅰ（BB） 選必

¥2,750

¥2,200

¥2,420

¥2,750

白帝社  

金星堂

センゲージ ラーニング

79 大学生のための初級中国語 40回

52 「CD付 韓国語会話」

56 Global Activator

75
Sounds Like American: A Guide to Fluency in Spoken

English

白帝社



NO.3
春 学 期 2022年4月6日 ※金額記載が無いものは未入荷商品となります、入荷後に掲載いたします。

教科書
番号 テキスト名 出版社 ISBN 教授名 常/非 授業科目 授業コード 販売価格 選択

978-4-255-25420-3 飯田澄子 ドイツ語Ⅰ 選必

9784255254203 鍵谷優介 ドイツ語2（DA) 選択

82 『わかるぞドイツ語！みえるぞドイツ！WEB改訂版』 朝日出版社 978-4-255-25451-7 寄川真弓 ドイツ語Ⅰ（BA) ¥2,750 選必

83 『フラ語入門、わかりやすいにもホドがある!』 白水社  978-4-560-08851-7 山崎俊明  言語コミュニケーション実践 (F) ¥1,760

978-4-560-06130-5  山崎俊明 フランス語1,2(BC)

9784560061305 岡田 彩香 フランス語Ⅰ（BB） 選必

85 事例で学ぶ保育内容領域言葉 萌文書林 4893472595 吉永安里 保育内容「言葉」の指導法 ¥2,200 必修

86
Solve the Mystery 2 ミステリーを読んで英語のスキル

アップ
英宝社 978-4-269-02148-8 山田 恵摩 英語３ ¥2,420 必修

 978-4-255-45362-0  王慧琴 中国語コミュニケーション    選必

978-4-255-45362-0  王慧琴 中国語で学ぶ中国語２ 選必

978-4-255-45320-0  王慧琴 中国語で学ぶ中国語Ⅰ 選必

978-4-255-45320-0 薬 虹子 トピックで学ぶ中国語B 選択

978-4779502002 三枝高大 心理調査法R(B) ¥2,420 選必

9784779502002 笠原正宏 心理調査法 ¥2,420 必修

90 心理学概論 こころの理解を社会へつなげる ナカニシヤ出版 978-4-7795-1326-8 小柴孝子 心理学概論（A） ¥2,640 必修

91 Beating Stress -Strategies for a Stress-free Lifestyle- 朝日出版社 978-4-255-15422-0 酒井彩子 臨床心理学文献講読Ⅱ ¥1,980 選択

92 Learn English with TITANIC SEIBIDO 9784791960248 池田 治 英語Ⅲ ¥2,530 選必

93 CBS NewsBreak５ SEIBIDO 9784791972302 池田 治 英語Ⅰ、英語Ⅱ ¥2,640 選必

94 Mind Matters 南雲堂 9784523178590 池田 治 英語Ⅲ ¥2,090 必修

95 Face 2 face2/E: Intermediate Students' Book Cambridge University Press 978-1108733366 渡辺敦子 Communicative English I ¥3,300 必修

96 Face 2 face: Intermediate Workbook 2nd edition Cambridge University Press 978-1107609556 渡辺敦子 Communicative English I ¥2,310 必修

97 Reading Power 2 (4th ed.) Pearson Education 978-0138143886 渡辺敦子 Reading I ¥3,619 必修

978-1305579989 渡辺敦子 Reading II 必修

978-1-305-57998-9 山崎 敦子 Reading II 必修

99 Clear Speech4/E:SBｗ/ Integrated Digital Leading Cambridge University Press 978-1108659338 渡辺敦子 英語音声学 ¥3,135 必修 ＩSBN変更

100 Academic Writing Skills 2 Cambridge University Press 978-1107621091 渡辺敦子 Academic Writing ¥3,080 必修

101
English Grammar in Use (5th edition) Book with

Answers and interactive ebook
Cambridge University Press 978-1108586627 渡辺敦子 英語文法演習 ¥4,180 必修

New Horizon English Course 1 東京書籍 978-4487123919 渡辺敦子 英語科教育法I（A） 選択

New Horizon English Course 2 東京書籍 978-4487123926 渡辺敦子 英語科教育法I（A） 選択

New Horizon English Course 3 東京書籍 978-4487123933 渡辺敦子 英語科教育法I 選択

104 Reading for Today 4: Concepts, (4th ed.)
National Geographic

Learning
978-1305579996 渡辺敦子 Reading IV ¥3,476 必修

105 American Headway 3A (multi-pack A) Oxford University Press 9780-194726-160 丸山 悦子 英語１ ¥2,640 必修

106 英語教師のための教育データ分析入門 大修館書店 4469244939 伊藤 隆 応用言語学特講1 ¥1,760 選択

107 ことばと文化 岩波書店 4-00-412098-8 太田恵理子 言語と文化Ⅰ ¥858 共通

108 文学の窓 東方書店 978-4-497-22006-6 太田恵理子 中国語文法・講読Ⅳ ¥2,420 必修

978-4-255-35289-3  山崎俊明 フランス語3,4

978-4-255-35289-3 菊池慶子
フランス語III（BC）、（BB）、フラン

ス語IV（BB）
選必

110 ことばのふしぎ―中国語学読本ー 朝日出版社 9784255452500 舘野 由香理 中国語文演習 ¥1,980 必修

111 中国語の教え方・学び方 ー中国語科教育法概説― 日本大学文理学部 9784902385182 舘野 由香理 中国語科教育学 ¥2,530 選必

112 English Listening and Speaking Patterns ① 南雲堂 978-4-523-17842-2 保科伸子 英語Ⅰ ¥2,200 必修

113 Roman Holiday 南雲堂 978-4-523-17619-0 保科伸子 英語Ⅲ ¥2,750 必修

114
『改訂 情報資源組織論』（現代図書館情報学シリーズ

9）
樹村房 978-4-88367-259-2 木下朋美 情報資源組織論 ¥2,200 司書課程

115 『改訂 情報資源組織演習』 樹村房 978-4-88367-280-6 木下朋美
情報資源組織演習Ⅰ（A）および情報

資源組織演習Ⅰ（B）
¥2,200 司書課程

116 In My Opinion−話して伸ばす発信型英語演習 株式会社 金星堂 978-4-7647-4058-7 武藤麻香 英語Ⅰ(AF)、英語Ⅰ(AX) ¥2,090 必修

117
Writing Key - English Grammar and Usage for Better

Writing
株式会社 金星堂 978-4-7647-4086-0 武藤麻香 英語Ⅲ(BB) ¥1,980 選必

118 線型代数[改訂版]  日本評論社 978-4535787711 佐竹 郁夫 線形代数学 1,2 ¥3,630 必修

119
Global Issues An Introduction to Discussion Skills（身

近な世界を英語で発信）
成美堂 9784791972258 鈴木一徳 英語Ⅰ ¥2,420 必修

書道Ⅰ ［検定教科書 17教出 書Ⅰ704］ 検定教科書 豊口和士 書道科教育法Ⅰ・Ⅱ 選択

新編 書道Ⅱ ［検定教科書 17教出 書Ⅱ307］
検定教科書

978316203584
豊口和士 書道科教育法Ⅰ・Ⅱ 選択

書道Ⅲ ［検定教科書 17教出 書Ⅲ303］
検定教科書

9784316203010
豊口和士 書道科教育法Ⅰ・Ⅱ 選択

¥2,420

¥3,476

¥2,090

¥2,750

98 Reading for Today 3: Issues (5th ed.)

102

『読んで学ぶフランス語 初級文法総仕上げ』  

朝日出版社

朝日出版社

ナカニシヤ出版

National Geographic

Learning

 朝日出版社 

教育出版

89

109

121

87 『中国語口語コンプリートー中級レベルー』

88 『仲間で話そう中国語』

心理学基礎演習Vol.2質問紙調査の手順

¥2,310

84

81 『アー・ツェット 楽しく学ぶドイツ語』

   『ピエールとユゴー』[三訂版]  白水社

朝日出版社

¥2,750



NO.4
春 学 期 2022年4月6日 ※金額記載が無いものは未入荷商品となります、入荷後に掲載いたします。

教科書
番号 テキスト名 出版社 ISBN 教授名 常/非 授業科目 授業コード 販売価格 選択

122 思いっきり中国語 同学社 978-4-8102-0780-4 張正
中国語3（BA）・中国語4（BA）・中

国語3
¥2,640 選必

123 さあ、中国語を学ぼう！―会話・講読― 白水社 9784560069424 張正 中国語1（BE）・中国語2（BE） ¥2,640 選必

124 『基礎から学ぶ韓国語講座 初級 改訂版』 国書刊行会 4336057508 山下英愛 コリア語1，2 ¥2,310 選必

125 グループで楽しく学ぼう！韓国語２ 朝日出版社 978-4-255-55694-9 チエスネ コリア語3(BD) ¥2,750 選必, 選択

126
新・社会福祉士シリーズ6 ソーシャルワークの基盤と専

門職
弘文堂 978-4-335-61211-4 幡山久美子

ソーシャルワーク論、ソーシャル

ワーク論R
¥2,750 選必

127 愛のテーマで英語を学ぶ A Look at Love in Fiction 朝日出版社 978-4-255-15618-7 土井 雅之  英米文学講読１ ¥1,870 選必

128
30-Second CNN World News: Culture and Society in a

Changing World
朝日出版社 978-4255156699 土井 雅之 卒業研究１ ¥1,320 必修

129 『フランス語初級文法 ななつ星』 朝日出版社 978-4-255-35296-1 菊池慶子
フランス語Ⅰ（BD）、（DA）、フラン

ス語II（BD）、（DA）
選必

131 プローベ 大学生のためのドイツ語文法 白水社 978-4560064351 山川智子 ドイツ語１ ¥2,530 選必

132 現代ドイツを学ぶための10章【改訂版】 三修社 978-4-384-13102-4 山川智子 ドイツ語３ ¥2,420 選必

133 民法7—親族・相続，第6版 有斐閣 978-4-641-22161-1 宮下 毅 法律学Ⅰ（国際法を含む）N・R・S ¥2,640 選択

134 権利擁護と成年後見制度，第4版 弘文堂 978-4-335-61188-9 宮下 毅 権利擁護と成年後見制度 選択

135 広げる知の世界 ひつじ書房 4-89476-242-8 武田和恵 研究基礎演習 I ¥1,760 必修

136 English Firsthand 1 (Edition 5) Pearson Longman  978-9813132771 武田和恵 Oral Communication 1 ¥3,432 必修

137
TOEIC  S&W テスト対策 TOEIC テスト スピーキン

グ・ライティング総合対策
旺文社 978-4-01-094447-9  武田和恵 Oral Communication III ¥2,310 必修

138 ブーメラン・エルエー 朝日出版社 9784255253800 鍵谷優介 ドイツ語1（BD) ¥2,750 選択

139 ドイツ文法ベーシック3 三訂版 朝日出版社 9784255254333 鍵谷優介 ドイツ語1（BB) ¥2,640 選必

140 ゲナウ！ レーゼン ノイ 第三書房 9784808610593 鍵谷優介 ドイツ語3（BB) ¥2,750 選必

141 新潮日本古典集成『源氏物語』1[新装版] 新潮社 9784106208188 カワシマ  キヌエ 日本文学講読Ⅰ−（１） ¥2,420 選必

142 まったくゼロからの論理学 岩波書店 978-4-00-024829-7 上林洋二 日本語学演習2 ¥1,980 選必

143
『ソーシャルメディア論—つながりを再設計する（改訂

版）』
青弓社 978-4787234490 上ノ原秀晃 メディア文化論 ¥1,980 選必

144 新版 教員養成課程 小学校音楽科教育法 教育芸術社 978-4-87788-969-2 オバタ チヒロ 音楽科教育A・B・C ¥1,980 必修

145 "The English Gym" by Jon Charles Oak Hills Press 978-499-097-410-7 Lynette Airey Eigo I ¥3,080 必修

146 World English 2 Third Edition 
National Geographic

Cengage Learning
978-0-357-13021-6 Lynette Airey Eigo III ¥3,597 必修

147 Thinking for Writing 音羽書房鶴見書店 9784755303852 阿戸昌彦 英語演習３ ¥1,980 選必

148 ル・フランセ・クレール 三訂版 白水社 978-4-560-06138-1 青木詔司 フランス語Ⅰ（BB） ¥2,530 選必

149 時事フランス語 2022年度版 朝日出版社 978-4-255-35333-3 青木詔司 フランス語Ⅲ（BB） ¥2,090 選必

150
Complete Communication Book 2(コミュニケーション

のための実践演習Book2(中級編）
成美堂 9784791972425 加倉井 隆男 英語Ⅰ ¥2,530 必修

151
Complete Communication Book 1(コミュニケーション

のための実践演習Book 1)
成美堂 9784791972418 加倉井 隆男 英語Ⅲ ¥2,530 必修, 選必

152 謎解きの英文法 助動詞 くろしお出版 978-4-87424-886-7 野村 忠央 英語研究基礎演習I (C) ¥1,650 必修

153 エレメンタリー英文法 開拓社 978-4-7589-2307-1 野村 忠央 英文法論 ¥1,320 選必

154 アクティブ！ 白水社 9784560061350 岡田 彩香 ¥2,420 選択

155 よくわかる臨床心理学 改訂版 下山晴彦編 ミネルヴァ書房 978-4623-05435-0 田中志帆 臨床心理学入門 ¥3,300

156
私説 対象関係論的心理療法入門 精神分析的アプロー

チのすすめ
金剛出版 9784772415248 田中志帆 臨床心理面接持論Ⅰ ¥3,300

157
SPPSとAMOSによる心理・調査データ解析

因子分析・共分散構造分析まで
東京図書 978-4489022913 田中志帆 卒業研究

158 一度は読んでおきたい名文から学ぶ総合英語 朝日出版社/DTP出版 978-4-255-15612-5 女鹿喜治 Reading A ¥1,870 選必

木戸恵子 日本語教育法Ⅱ 選択

三枝優子

160 “Ready to Write Level ３(4th Edition)“  Pearson Japan. 9780134399331 中山夏恵 英語ライティング演習Ⅳ ¥3,135 選択

161 “More Reading Power 3 (3rd Edition)” Pearson Japan 9780132089036 中山夏恵 Academic Reading A ¥3,619 選必

162 "Story Box- Gift from Great Tellers-", Cengage Learning 978-1-285-19748-7 中山夏恵 英語１(AI) ¥2,420 必修

163 新訂中国詩文選 白帝社 4-89174-374-3 塚田 勝郎 中国古典文学演習Ⅰ 選択

164 史記文選 春秋・戦国篇 白帝社 4-89174-380-8 塚田 勝郎 漢文学概論（Ｄ） ¥1,870 選択

165 初級から中級へ中国語作文 白帝社 978-4-89174-483-0  薬 虹子 中国語翻訳・通訳基礎1 ¥1,760 選択

166 ストーリーで学ぶビジネス中国語 駿河台出版社 978-4-411-03103-7  薬 虹子 中国語ビジネス基礎１  ¥2,420 選択

167 「宗教」入門ー世界を読み解く 日本実業出版社 9784534056320 ラメイ・アレック 英米特講I(E) と英米特講（G) ¥1,870 選必

168 Effective Academic Writing, Level 3 Oxford 978-0-19-432348-2 ラメイ・アレック Seminar 1(1) ¥3,806 必修

169 Effective Academic Writing, level 2 Oxford 978-0-19-432347-5 ラメイ・アレック English for Academic Purposes ¥3,806 必修

170 大学生のための日本語表現スキルアップ編 三省堂 978-4-385-36325-7 坂口三樹 研究基礎演習 ¥2,090 必修

171 CNN Short News for listening 朝日出版社 9784255156934 永澤 香恵子 英語Ⅰ（月・木）1.3限

¥2,090
新・はじめての日本語教育2 増補改訂版

日本語教授法入門
アスク出版 978-4-87217-994-1159



NO.5
春 学 期 2022年4月6日 ※金額記載が無いものは未入荷商品となります、入荷後に掲載いたします。

教科書
番号 テキスト名 出版社 ISBN 教授名 常/非 授業科目 授業コード 販売価格 選択

172 総合 中級中国語教程 白帝社 9784863982635 朱 虹 中国語総合研究Ⅱ（ビジネス） ¥2,640 選必

173 『ファンダメンタル英語学』  ひつじ書房 978-4-89476-575-7  中澤和夫 英語学演習 I（木曜5限） ¥1,540 選択

174
Introducing Marvelous English Grammar (超カンタン英

文法)
開文社 978-4-87571-580-1 中山夏恵 English for Specific Purposes A ¥1,047 選択

175 近代の短編 笠間書院 4305001365 大島 丈志 日本文学演習Ⅰ ¥1,980 必修

176
日本ソーシャルワーク教育学校連盟編『最新社会福祉士

養成講座７社会保障』
中央法規出版 978-4-8058-8237-5 オカシンイチ 社会保障論Ⅰ、Ⅱ ¥3,190 選択

177 パノラマ・エクスプレス 初級ドイツ語ゼミナール 白水社 9784560064368 橋本 由紀子 トピックで学ぶドイツ語B ¥2,200 選択

178
障害のある人のための社会生活力プログラム・マニュア

ル
中央法規 978-4-8058-8113-2 小泉浩一 グループワーク演習 ¥3,850 選必

179 地域福祉と包括的支援体制 中央法規 978-8058-8236-8 西田ちゆき
地域福祉論、コミュニティソーシャ

ルワーク
¥3,190 選必

180
改訂版 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 小学校教員養成課程用
音楽之友社 9784276821026 近藤真子 音楽科教育法1  ＆ 音楽科教育法2 ¥2,200 必修

181
「常時活動」をを位置づけた小学校音楽の新授業プラン

（音楽科授業サポートBOOKS)
明治図書 9784182944130 近藤真子 音楽科教育法1 ＆ 音楽科教育法2 ¥2,420 必修

182
改訂版 最新 中等科音楽教育法 2017/18年告示「中学

校・高等学校学習指導要領」準拠
音楽之友社 9784276820197 近藤真子 教科教育法「音楽」1 選必

183
指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資

料 中学校 音楽
東洋館出版社 978-4491041360 近藤真子 教科教育法「音楽」1、2、3 ¥990 選必

184
Fifty-Fifty: A speaking and listening course. Book Two.

Third edition
Pearson Longman 9789620056666 Simon BEDELO 英語１ ¥3,157 必修

185 宮内庁書陵部蔵青表紙本源氏物語・須磨 新典社 978-4-7879-0012-8 青木 太朗 日本文学講読Ⅲ ¥1,100 選択

186 新版 要説心理統計法 北大路書房 9784762822957 宇根優子
心理学統計法（B）、心理学統計法

（D）
¥2,750 選必

187
日本語表現＆コミュニケーション 社会を生きるための21

のワーク
実教出版 978-4-407-32865-3 石塚修 国語科教育学Ⅰ・Ⅱ ¥1,100 選必

188
ひと目でわかる保育者のため児童家庭福祉データブック

2022
中央法規 978-4-8058-7411-9 浅香勉 子ども家庭福祉 ¥1,320 必修

189 新基本保育シリーズ18 社会的養護Ⅱ 中央法規 978-4-8058-5798-4 浅香勉 社会的養護Ⅱ ¥2,200 必修

190 新基本保育シリーズ6 社会的養護Ⅰ 中央法規 978-4-8058-5786-1 浅香勉 社会的養護Ⅰ ¥2,200 必修

191 2022年版 保育福祉小六法 みらい 9784860155704 浅香勉 子ども家庭福祉 ¥1,870 必修

192
最新・はじめて学ぶ社会福祉⑯ 児童・家庭福祉- 子ど

もと家庭の最善の利益 -
ミネルヴァ書房 978-4-623-09380-9 浅香勉 子ども家庭福祉 必修

193
気づく かかわる つなげる 保育者のための子どもと保護

者の育ちを支えるガイドブック
全国社会福祉協議会 978-4-7935-1237-7 浅香勉 子ども家庭福祉 必修

9784764741508 田辺尚子 Academic English Ⅰ 必修

9784764741508 田辺尚子 Academic English Ⅱ 必修

9784791971961 田辺尚子 英語教育Ⅰ 必修

9784791971961 田辺尚子 英語教育Ⅰ 小学校教諭免許必修

978-4-7919-7196-1 金森 強 英語教育A 英語教育1（AB） 選択

196 シンプル衛生公衆衛生学2022 南光堂 4524231560 高橋宗良 衛生学・公衆衛生学 ¥2,640 必修

197 楽しく学ぶ小学生の地図帳 帝国書院 978-4-8071-6419-6 田丸淳哉 教科概説「社会」 選必

198
教養としての体育原理

新版：現代の体育・スポーツを考えるために
大修館書店 978-4469267976 佐藤正伸 体育原理 ¥1,980 必修

199 知っておきたい地球のしくみ 東京書籍 978 4  487 81251 6 久田健一郎 地学Ⅱ ¥1,980 選択

200 『ヴェラとヴェルナー—もっとやさしく版—』 朝日出版社 978-4-255-25382-4 梶谷 雄二 ドイツ語1、2 ¥2,640 選必

201 『CD付き ドイツ人を知る9章＋1』 三修社 978-4-384-13082-9 梶谷 雄二 ドイツ語3、4 ¥2,750 選必

202 総合日語 北京大学出版社 外書 続三義 日本語教育教材研究Ⅱ 選択

203 病気の子どもの教育入門 改訂増補版 クリエイツかもがわ 978-4-86342-311-4 栗山 宣夫 病弱児の指導 ¥2,640 選必

204 What in the World ちょっと世界を見てみよう！ 南雲堂 9784523178521 山崎敦子 英語III  ¥1,760 必修

205 新・日本語教育を学ぶ−なぜ、なにを、どう教えるか 三修社 978-4-384-05973-1 二ノ神正路 日本語教育概論Ⅰ,日本語教育概論Ⅱ ¥2,640 選択

206
The Great Writing Series, Fifth Edition <Level 3 - From

Great Paragraphs to Great Essays>
Natl Geographic 978-0-35-702084-5 何欣琪 英語III ¥3,773 選必

207 絶対役立つ社会心理学 ミネルヴァ書房 9784623084524 藤枝 静暁 ¥2,750

208 精神保健福祉の原理 中央法規 978-4-8058-8256-6 森 敬恵 精神保健福祉論 ¥3,300 選必

209 社会福祉小六法 ミネルヴァ書房 978-4-623-09309-0 森 敬恵 精神保健福祉論 ¥1,980 選必

210 精神保健福祉制度論 中央法規 978-4-8058-8255-9 森 敬恵 精神保健福祉制度論 ¥2,970 選必

211 芥川龍之介ハンドブック 鼎書房 978-4907282134 神田 祥子 ¥1,980

212 インストール 河出書房新社 978-4309407586 神田 祥子 ¥495

213 現代憲法25講 成文国民憲法 978-4-7923-0665-6 竹嶋千穂 日本国憲法 ¥3,520 共通

214 行政法のエッセンス〈第1次改訂版〉 学陽書房 978-4-313-31258-6 竹嶋千穂 行政法 ¥2,420 選択

215 LANDMARK English Communication I 新課程版 啓林館 978 4 402 02028 6 アカイケヒデヨ 英語科教育法Ⅰ 選択

216 時事中国語の教科書 2022年度版 朝日出版社 978-4-255-45364-4 邵迎建 中国現代文化論演習III ¥2,090 選択

217 公認心理師カリキュラム準拠 人体の構造と機能及び疾病 医師薬出版 978-4263265970 濱本優 人体の構造と機能及び疾病 ¥3,520 選必

218 公認心理師カリキュラム準拠 精神疾患とその治療 医師薬出版 978-4263265857 濱本優 精神疾患とその治療 ¥3,520 選必

¥2,200

¥3,080

194 SDGs × Discussion

195 小学校英語科教育法―理論と実践―

金星堂

成美堂



NO.6
春 学 期 2022年4月6日 ※金額記載が無いものは未入荷商品となります、入荷後に掲載いたします。

教科書
番号 テキスト名 出版社 ISBN 教授名 常/非 授業科目 授業コード 販売価格 選択

220 日本語はだれのものか 吉川弘文館 978-4-642-75590-0 川口良 言語と社会1 ¥2,530

221 健康心理学基礎シリーズ3 健康心理カウンセリング概論 実務教育出版 978-4-7889-6093-0 石原俊一 健康心理カウンセリング ¥1,980 選必

222 健康心理学基礎シリーズ4 健康教育概論 実務教育出版 978-4-7889-6094-7 石原俊一 健康教育指導法 ¥2,420 選必

223 目でみるからだのメカニズム第２版 医学書院 978-4-260-02776-2 大石 昇 生理学 ¥3,300 共通

224   よくわかる音声 アルク 9784757430938 松崎寛 音声教育法、言語教育特論１ ¥2,200 選択

225 幼稚園教育要領解説 フレーベル館 4577814471 吉永安里 保育内容「言葉」の指導法 ¥264 必修

226 日本文学コレクション 芥川龍之介 翰林書房 9784877371890 庄司達也 日本文学特講Ⅳ 選必

産業・組織心理学R  必修

産業・労働分野に関する理論と支援

の展開

228 新版 中学校保健体育 大日本図書 978-4477-02715-9 山本 浩二 教科教育法（保健体育1） 必修

229 ステップアップ中学体育 大修館書店 978-4-469-36557-3 山本 浩二 教科教育法（保健体育1） 必修

230 新版 臨床心理学の基礎を学ぶ 文教出版 名尾 典子 臨床心理面接・検査演習 必修

231 分析化学の基礎 裳華房 9784785330514 船山 智代 ¥3,190 必修

232 実験データを正しく扱うために 化学同人 9784759811353 船山 智代 必修

233 化学実験（第3版） 東京大学出版 9784130620116 船山 智代 ¥1,760 必修

234 健康心理アセスメント概論 実務教育出版 978-4-7889-6092-3 大木 桃代 常勤 健康心理アセスメント H32A00101 ¥2,530 必修

235
Skillful 2. Edition Level 1 Reading & Writing Student's

book
Macmillan 3198325765 石渡忠大 英語4 選必

236
福祉サービスの組織と経営（第2版）-

社会福祉運営管理・社会福祉施設経営
弘文堂 978-4-335-61097-4 星野 晴彦 ¥2,750 選択必修

237 中国古典文学二十講 概説と作品選読 白帝社 9784891746032 加固理一郎 漢文学概論（Ａ）(Ｂ) (Ｃ) ¥2,200 必修

238 唐代の詩 白帝社 4891741783 加固理一郎 漢文学講読Ⅰ(Ｄ) 漢文学講読Ⅱ(Ｄ) ¥1,980 選必

239 漢文【まとめと要点】 白帝社 9784891741112 加固理一郎 漢文学演習Ⅰ 漢文学演習Ⅱ ¥1,650 選必

240 増補版 現代社会用語集 2021年 新評論 9784794811888 入江公康
人間と労働・社会学概論・市民社会

論
¥1,870

241 主体的な学びをめざす小学校英語教育 教育出版 9784316804446 金森 強 教科教育法「英語」1 必修

242 新版 日本語の作文技術 朝日新聞出版 978-4022618450 三木一彦 地理学演習(A)

243
<感じること>からはじまる子どもの造形表現-理論と実

践事例から学び、考えようｰ
教育情報出版 9784909378392 宮野 周

3年：保育内容「表現」の指導法(A)・(B) 2年：

幼児と表現B(図画工作)(A2)・(B1)

244 新・知のツールボックス 専修大学出版局 978-4-8812-5326-7 森本 奈理 英語研究基礎演習Ⅰ 必修

245
速読速聴・英単語TOEIC TEST STANDARD 1800

Ver.2
Ｚ会 9784862902740 森本 奈理 英語演習Ⅲ 必修

246 実験とﾃｽﾄ＝心理学の基礎 実習編 培風館 978-4-563-05545-5 増田 知尋 心理学実験Ⅰ・Ⅱ 必修

247 実験とﾃｽﾄ＝心理学の基礎 解説編 培風館 978-4-563-05546-2 増田 知尋 心理学実験Ⅰ・Ⅱ 必修

248 多文化共生のためのテキストブック 明石書店 978-4750334509 手嶋 將博 国際理解教育 共通

249 教育の法と制度 ミネルヴァ書房 978-4623083442 手嶋 將博 教育制度（比較教育を含む） 選必

250 よくわかる！教職エクササイズ① 教育原理 ミネルヴァ書房 978-4623081769 手嶋 將博 教育原理（AC）／教育原理（LA） 必修, 選択

251
シミュレーション教材「ひょうたん島問題」―

多文化共生社会ニッポンの学習課題
明石書店 9784750351551 手嶋 將博 国際理解教育の研究 ¥1,980 選択

252 中学校・高校教師 実務のすべて 小学館 9784091050533 樋口泰裕 教職実践演習 文学部教職課程（中高国語・英語）履修者

253 健康スポーツの心理学 建帝社 978476793701 宮田浩二

254 「マイクロカウンセリング」 川島書店 9784761003296 名尾 典子 臨床心理基礎実習 大学院臨床心理学専攻

255 ＭBITタイプ入門（第6版） ＪPP株式会社 吉田 悟 キャリア発達の心理学

256 わたしたちの家庭科5・6 開隆堂 9784304080869

257 「新装版ﾏﾝｶﾞ日本の歴史」12 石ノ森章太郎 中央公論新社（中公文庫） 9784122069541 中村修也 日本史概説

258 「講座日本の茶の湯全史」第一巻中世 恩文館出版 9784784216963 中村修也 日本文化史

259 社会化教員 知っておきたい8つの知識 文教大学出版事業部 中村修也 教科概説「社会」

260 漫画版 日本の歴史（全10巻） 集英社文庫 9784087479973 中村修也 日本史特別演習

261 新版 からだの地図帳 講談社 9784062610254 成田 奈緒子 知的障害児の生理・病理 必修

262 NEW 小児科学 南江堂 9784524224142 成田 奈緒子 知的障害児の生理・病理 必修

小野里美帆・八藤後忠夫 特別支援教育概論（A・B）

成田奈緒子・佐々木順二
特別支援教育入門（A1，C1,BA）

B2,D2）

264 新・障害のある子どもの保育 みらい 9784860153854 小野里美帆

268 改訂版 聴覚障害教育の基本と実際 田研出版 9784860890186 佐々木順二 聴覚障害教育総論

269 障害児教育の歴史 明石書店 9784750318011 佐々木順二 障害児教育の歴史

¥2,970227 基礎から学ぶ 産業・組織心理学 勁草書房 978-4-326-25146-9 幸田達郎

263 教師と学生が知っておくべき特別支援教育 北樹出版 9784779306013 必修


