
NO.1

秋　学　期

番号 テキスト名 教授名 授業科目 販売価格

1
授業ライブ　アクティブ・ラーニングに

よる算数科の学び合い
清水邦彦 算数科教育II ¥1,870

2 これだけ!著作権と情報倫理 清水邦彦 教育におけるICT活用 ¥319

3 授業のメディア略説 清水邦彦 教育メディア論 ¥1,650

4 『日本外交の論点』 中村長史 国際学

5 Vocabulary Myths ワシレビッチ 　ゾラナ 卒業研究１（２）

6
3 Longman Academic Writing Series

 (Paragraphs to Essays)
ワシレビッチ 　ゾラナ 英語研究基礎演習２ ¥3,960

ワシレビッチ 　ゾラナ 応用言語学特講２

アキヤマトモヤス 英語演習４（A）

森下雅子 言語と心理

言語と心理Ⅱ

心理言語学特論

森下雅子
言語と心理　日本語教育

学

二ノ神正路
日本語教育学Ⅰ,日本語

教育学Ⅱ

市原明日香 日本語教育学Ⅳ

福田　倫子 言語と心理Ⅱ

10 課題研究メソッド 糸井江美 研究基礎演習　II ¥1,800

11 世界一やさしい問題解決の授業 糸井江美 Problem Solving ¥1,320

12 教育相談の理論と方法 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）
¥1,980

13
教師・保育者のためのカウンセリン

グの理論と方法
会沢信彦 カウンセリング ¥1,980

14
改訂版　独習入門カウンセリング

ワークブック
会沢信彦 カウンセリング演習 ¥3,300

15 Writing Facilitator: 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 英語研究基礎演習Ⅱ ¥2,090

16
The Voyage of the ‘Dawn Treader’

（ＵK版）
芦田川祐子 英語文学特殊研究Ⅱ

17
British News Update 3 映像で学ぶ
 イギリス公共放送の最新ニュース3

藤井　仁奈 英語Ⅱ ¥2,970

福田　倫子

7
Techniques and Principles

 in Language Teaching

8 『日本語教育に役立つ心理学入門』

9

¥3,487

¥1,980

¥2,090
『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】』



NO.2

秋　学　期

番号 テキスト名 教授名 授業科目 販売価格

18
新・はじめての日本語教育2　増補改

訂版
呉佳穎ウーチャーイ

ン
日本語教育法ⅠC ¥2,090

19
ビギナーズ・クラシックス

日本の古典　第一期　源氏物語
菅原郁子 日本文学演習ⅡA/B/C ¥1,056

20
公認心理師の基礎と実践　第3巻

臨床心理学概論
岡村達也 臨床心理学概論 ¥2,640

21
公認心理師の基礎と実践　第15巻

　心理学的支援法
岡村達也 心理学的支援法 ¥2,860

22 発達心理学15講 萩原裕子 生涯発達心理学 ¥2,420

23 新ここからはじまる日本語学 宮武　利江 日本語学概論Ⅰ・Ⅱ ¥1,980

24 証本　源氏物語　夕顔 宮武　利江 日本語学演習Ⅰ ¥598

25 日本語史概説 宮武　利江 日本語史Ⅰ・Ⅱ ¥2,860

26
Viewpoints 英語で自分の意見を言っ

てみよう
渡辺　健 英語II (BC) ¥2,640

27 グラフィック憲法入門 第2版 神坂亮一 日本国憲法 ¥2,475

28 !Hola! ?Qué tal? 志村　恵子
　

ヨーロッパの言語２ ¥2,090

永澤　香恵子 英語Ⅱ

常盤眞紀 英語２

30 Night at the Museum 永澤　香恵子 英語Ⅳ ¥2,420

31
Glances of Japan 日本文化とおもて

なし英語
永澤　香恵子 英語Ⅲ ¥1,980

32 すぐわかる複素解析 嶋野　和史 複素解析 ¥2,750

33 手を動かしてまなぶε-δ論法 嶋野　和史 解析学演習 ¥3,080

34 司法・犯罪心理学 須藤　明
司法・犯罪分野に関する

理論と支援の展開
¥2,860

35
公認心理師の基礎と実践「公認心理

師の職責」
須藤　明 公認心理師の職責 ¥2,200

36
ALL-ROUND TRAINING

 FOR THE TOEIC L&R TEST
赤池　秀代 英語演習２C ¥2,420

37 Good Morning World 1 赤池　秀代 英語２ ¥2,420

38 Good Mornign World 2 赤池　秀代 英語４ ¥2,420

39
英語学習のメカニズム---

第二言語習得にもとづく効果的な勉強法
外山　徹 応用英語学II ¥1,760

¥2,42029 Communicate in English with Glee 3



NO.3

秋　学　期

番号 テキスト名 教授名 授業科目 販売価格

外山　徹 英語ライティング演習 (A)

Caroline Quail Kuroda 英語ライティング演習（B)

41
名作映画でTOEIC® (4) めざせ！470『オズの魔法使』

』Boost your skills for the TOEIC® Test with The Wizard
of Oz

新堀　司 英語Ⅱ ¥2,640

42
Oxford Bookworms Library Stage 5:

 Great Expectations
新堀　司 英語４ ¥891

43 ベーシック有機化学　第2版 吉原　伸敏 化学Ⅰ ¥3,080

44 新版　よくわかる教育学原論 千葉聡子 教職概論 ¥3,080

45 増補改訂 仮名変体集 亀田裕見 日本語学基礎演習Ⅱ ¥385

46 かんたん韓国語実践会話編 柳郁子 コリア語4 ¥2,530

47
スタート！２コミュニケーション活動で

学ぶドイツ語
三澤　真 ドイツ語Ⅲ、ドイツ語Ⅳ 予約

48 『クマといっしょにドイツ語』 三澤　真 ドイツ語Ⅰ, ドイツ語Ⅱ 予約

49
World Wide English on DVD Volume

2
菊地　幸子 英語Ⅱ ¥2,750

50
English Indicator 2 〈Pre-

Intermediate〉
菊地　幸子 英語Ⅳ ¥2,200

51
Tactics for Listening (3rd Edition),

Expanding
佐倉　香 英語Ⅱ ¥2,948

52
Reading Explorer, Third Edition

<Level 1>　Student Book
グジョン・ジョナタン ReadingB(B) ¥3,531

53 『あたらしいせいかつ　上』 小野澤美明子
生活科教育，生活科教

育Ⅰ
¥922

54 『新しい生活　下』 小野澤美明子
生活科教育，生活科教

育Ⅰ
¥907

55
虐待を受けた子どものアセスメントと

ケア
白石京子 児童福祉特論 予約

阿川　修三 中国語Ⅰ

舘野　由香理
中国語Ⅰ、中国語Ⅱ

(再履修クラス)

薬　虹子 中国語Ⅱ

邵迎建 中国語I

57 PRACTICAL PSTCHOLOGY 常盤眞紀 英語４ ¥1,980

58
「ポライトネスを考えるビジネス英語—14のシーンでリアル
に学ぶ」（Politeness in Business Context―Focusing on 14

Key Business Scenes）
藤上隆治

Business Communication
I

¥1,980

¥2,200

¥2,750

Get Your Message Across
-Writing Communicative Paragraphs

効果的なパラグラフの書き方
40

56 大学生のための初級中国語　40回



NO.4

秋　学　期

番号 テキスト名 教授名 授業科目 販売価格

59
Quick Mastery of the TOEIC

Listening Test
山田　恵摩 英語２ ¥1,430

60 Insights 2022 山田　恵摩 英語４ ¥2,090

61
English Upload コントラストで学ぶ大

学英文法
山田　恵摩 英語１ ¥2,090

62
『中国語口語コンプリートー中級レベ

ルー』
王慧琴 ¥2,310

63
『２年めの伝える中国語 自分のこと

日本のこと』
王慧琴 ¥2,530

三枝高大

笠原正宏 心理調査法R

65
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 ¥3,520

66 AFP World News Report6 池田　治
英語2AL、英語2AQ、英

語2AU、英語4HD
¥2,750

67 More Reading Power 3 (3rd ed.) 渡辺敦子 Reading III ¥3,949

68
Reading for Today 4: Concepts, (4th

ed.)
渡辺敦子 Reading IV ¥3,476

69
An Introduction to Foreign Language and Teaching

 (Learning about Language) Paperback
渡辺敦子 英語教育入門

70
Longman Academic Writing Series 2:

 Paragraphs (Third edition)
渡辺敦子 英語研究基礎演習II（C) ¥3,960

71 言語と文化 太田恵理子 言語と文化Ⅱ ¥3,300

72 『冰箱里的企鹅』 太田恵理子 中国語Ⅳ ¥2,420

73
『読んで学ぶフランス語　初級文法

総仕上げ』
山崎俊明

フランス語
3(K12B00301),4(K12B00401)

74
アクション！開始！２―コミュニケー

ション中国語ー
舘野　由香理 中国語翻訳・通訳基礎２ ¥2,530

75
Inspiring Voicesー

15 Interviews from NHK Direct
田辺尚子

English for Specific
Purposes B

¥2,860

76
Understanding the World Today

  現代を取り巻く新しい真実
田辺尚子 Academic Reading B ¥2,090

77
American Vibes―People, Places and

Perspectives
（映像で学ぶアメリカの素顔：都市・人々・視点）

田辺尚子 英語Ⅱ ¥2,970

飯田澄子 ドイツ語Ⅱ

鍵谷優介 ドイツ語1（DA)

79
Tactics for Listening:

 Third Edition Developing Student Book
武藤麻香 英語Ⅱ(AE)、英語Ⅱ(AT) ¥2,948

¥2,750

¥2,420

アー・ツェット　楽しく学ぶドイツ語78

64
心理学基礎演習Vol.2
質問紙調査の手順



NO.5

秋　学　期

番号 テキスト名 教授名 授業科目 販売価格

80 ACTIVE Skills for Reading 2 武藤麻香 英語Ⅳ(BB) ¥3,091

81 やさしく学べる統計学 佐竹 郁夫 確率・統計 ¥2,200

82
Global Issues An Introduction to Discussion Skills

（身近な世界を英語で発信）
鈴木一徳 英語Ⅱ ¥2,420

鈴木一徳 英語Ⅳ

池田　治 英語4HK

84 『ピエールとユゴー』[三訂版] 山崎俊明
フランス語1,2(BC)火、金1
フランス語Ⅰ（火木２限） ¥2,750

85 国語科書写の理論と実践 豊口和士 書写１（Ｂ） ¥1,100

86 World Adventures 女鹿喜治 英語IV ¥2,530

87 Writing Points! 土井　雅之 英語研究基礎演習２ ¥2,090

88 『フランス語初級文法　ななつ星』 菊池慶子
フランス語Ⅰ（BD）、フランス語Ⅰ
（DA）、フランス語II（BD）、フラン

ス語II（DA）
予約

89 民事法入門，第8版補訂版 宮下　毅
法律学Ⅱ（国際法を含

む）N・R・S
¥1,980

90 医事法入門，第5版 宮下　毅 生命倫理と法 ¥2,750

91 入門　公共政策学 武田和恵
English for Specific

Purposes III
¥880

92
新潮日本古典集成『源氏物語』

1[新装版]
カワシマ  キヌエ 日本文学講読Ⅰ－（２） ¥2,420

93 まったくゼロからの論理学 上林洋二 日本語学演習2 ¥1,980

94 記号論への招待 上林洋二 記号と意味 ¥924

95 英語を通して学ぶ日本語のツボ 上林洋二 対照言語学2 ¥1,980

96
こどもの歌名曲アルバム−簡易ピア

ノ伴奏による−
オバタ　チヒロ 器楽表現基礎Ⅰ ¥1,760

97
大学ピアノ教本（バイエルとツェル

ニーによる展開）
オバタ　チヒロ 器楽表現基礎Ⅰ ¥802

Lynette Airey Eigo II

Simon BEDELO 英語２

Paul Kallender K11A00225　英語２(AA)

99 Inspire 2 by Pamela Hartmann Lynette Airey Eigo IV ¥3,377

¥2,310

¥2,420

A COMMUNICATIVE APPROACH TO THE
TOEIC® L&R TEST Book 1: Elementary

（コミュニケーションスキルが身に付くTOEIC®
L&R TEST〈初級編〉）

83

98 On Air: Listen and Communicate



NO.6

秋　学　期

番号 テキスト名 教授名 授業科目 販売価格

100
Listen Up, Talk Back Book 1

(聞いて話せる英語演習　Book 1)
加倉井　隆男 英語Ⅲ ¥2,530

101
Reading Success 1(リーディングサク

セス１）
加倉井　隆男 英語Ⅳ ¥2,200

102
[新版]英文法の総復習とワンランク

上の英作文
野村　忠央 英語演習IV(E) ¥1,760

103 仲間で話そう中国語 薬　虹子
トピックで学ぶ中国語A

中国語Ⅱ
¥2,420

104 ストーリーで学ぶビジネス中国語 薬　虹子 中国語ビジネス基礎２ ¥2,420

105 近代の短編 大島　丈志 日本文学演習Ⅰ ¥1,980

106
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

近藤真子
音楽科教育法1
音楽科教育法2

¥2,200

107
宮内庁書陵部蔵青表紙本源氏物

語・須磨
青木　太朗 日本文学講読Ⅲ ¥1,100

108 新版　要説心理統計法 宇根優子
心理学統計法（B）
心理学統計法（D）

¥2,750

109
DVDで学ぶ中国文化
ChineseAdventure

高建平 中国語会話・作文Ⅳ ¥2,970

110
カリキュラムマネジメントハンド

ブック
栗原保

総合的な学習の時間の
指導法＆教育課程論

¥2,530

111
集中講義・精神分析(上)

ー精神分析とは何か/フロイトの仕事ー
山口昂一 精神分析 ¥2,970

112
集中講義・精神分析(下)ーフロイト以

後ー
山口昂一 精神分析 ¥2,970

113
興亡の世界史

近代ヨーロッパの覇権
橋詰かすみ 西洋史 ¥1,375

114 詳説世界史研究 橋詰かすみ 西洋史 ¥2,750

115
この本を書いたのは誰だ？
：統計で探る”文章の指紋”

笠原正宏 情報活用 ¥1,980

116
Academic Writing Strategies:

Focus on Global  Issues for Sustainable Development
Goals

田辺尚子
Academic Writing

Grrammer and
Vocabulary

¥2,200

117 First Time Studying Abroad 大久珠緒 英語Ⅱ ¥2,090

118
STEP-UP SKILLS FOR THE TOEIC LISTENING

AND
 READING TEST  Level 2  -intermediate-

大久珠緒 英語Ⅳ ¥1,870

120
What in the World　ちょっと世界を見てみ

よう！
山崎敦子 英語IV ¥1,760

121
新・日本語教育を学ぶ－

なぜ、なにを、どう教えるか
二ノ神正路

日本語教育概論Ⅰ
日本語教育概論Ⅱ

¥2,640

122 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

123 初級日本語げんきⅠ第3版 市原明日香 日本語教育教材研究Ⅰ ¥3,960



NO.7

秋　学　期

番号 テキスト名 教授名 授業科目 販売価格

124
子育て・子育ちを支援する子どもの

食と栄養
ツジモトカナコ 子どもの食と栄養 ¥2,640

125
SDGs and Global Issues映像メディア

で学ぶSDGs
芝崎妙子 英語2 Basic Listening ¥2,420

126
The World's Big Deals 世界を見る

アート・言語・食育・働き方改革・歴史遺産
芝崎妙子 英語４Basic Reading ¥2,090

127 目でみるからだのメカニズム第２版 大石　昇 生理学 ¥3,300

128   よくわかる音声 松崎寛
音声教育法、言語教育

特論１
¥2,200

129 English Firsthand 2 (Edition 5) 武田和恵 Oral Communication II ¥3,740

130
Public Administration

A Very Short Introduction
武田和恵

English for Specific
Purposes III

¥1,793

131 家族心理学 吉川　延代 家族心理学 ¥2,750

132 Message Delivered Intermediate 保科伸子 英語Ⅲ（DB） ¥2,420

133 BBC World Profile on DVD 石渡忠大 英語3 ¥2,750

134 唐代の詩 加固理一郎
漢文学講読Ⅰ(Ｄ)
漢文学講読Ⅱ(Ｄ)

¥1,980

135 漢文【まとめと要点】 加固理一郎
漢文学演習Ⅰ
漢文学演習Ⅱ

¥1,650

136 教育の法と制度 手嶋　將博
教育制度

（比較教育を含む）
¥2,420

137
教職論（新しい教職教育講座　教職

教育編 2）
手嶋　將博

教職概論（AC）
教職概論（LA）

¥2,200

138 中学校・高校教師　実務のすべて 樋口泰裕 教職実践演習 ¥1,760

139
knowの「k」はなぜ発音しないのか？

 語源でわかる中学英語
野村　忠央 英語学特講 ¥1,430

140 基礎物理学 長島雅裕 物理学概論 ¥2,420

141 障害者福祉の世界［第５版］ 佐々木順二　 障害児福祉学 ¥2,310

142 改訂二版・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 障害児教育総論 ¥2,310

143
文献レビューのきほん―

看護研究・看護実践の質を高める
佐々木順二 専門演習Ｄ ¥2,860

144
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 教科教育法「理科」Ⅲ ¥1,001

145
英語音声学への扉ー

発音とリスニングを中心にー［改訂版］
中山夏恵 英語発音演習 ¥2,640

146
New Horizon Elementary 5 English

course
中山夏恵 英語教育２ ¥273



NO.8

秋　学　期

番号 テキスト名 教授名 授業科目 販売価格

147
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 心理学統計法I ¥2,750

149 ポテンシャル社会心理学 鎌田晶子
社会心理学N と社会心理学
（社会・集団・家族心理学Ⅰ）

の合併授業
¥2,640

150
World Englishes 世界の英語への招

待
藤上隆治 World Englishes ¥2,640

151
教室から世界に羽ばたく
　英語プロジェクト型学習

カナモリツヨシ 教科教育法「英語」２ ¥2,200

152
小学校英語科教育法　－理論と実

践
カナモリツヨシ 英語教育I（AD) ¥3,080

153 基礎から学ぶ 産業・組織心理学 幸田　達郎 産業カウンセリングR ¥2,970

154 学校保健　子どもの生きる力を育む 山本浩二 学校保健 ¥2,750

155
事例分析でわかる

ヘルスプロモーションの５つの活動
山本浩二 ヘルスプロモーション ¥2,750

157 ことばと思考 太田恵理子 ¥924

158
ACADEMIC ENCOUNTERS 2 (2E):

 SB R&W&WSI P
ラメイ　アレック

English for Specific
Purposes 2

¥3,410

田中俊雄 英語2／英語4

何欣琪  英語IV

160
『TOEIC LISTENING AND

READING TEST 標準模試1』
田中俊雄 英語2 ¥990

161 CBS NewsBreak 2 何欣琪 英語Ⅱ；英語演習II D ¥2,640

163 『NEW 小児科学』 成田　奈緒子 病弱児の心理・生理・病理 ¥9,350

164 日本政治の第一歩 上ノ原秀晃 現代社会論N/R ¥2,090

165 ＳPSSによる統計処理の手順 増田知尋 心理学統計法2 ¥3,080

166 日本語はだれのものか 川口良 言語と社会Ⅱ ¥2,530

167 改訂新版　初級英語音声学 笠原　園子 英語演習２ ¥2,640

168 造形表現・図画工作　第２版 宮野　周
教科概説「図画工作」 (E2)、
教科概説「図画工作」 (F1)、
教科概説「図画工作」 (E2)

¥2,640

169
American Headway 3B (multi-pack

B)
丸山　悦子 英語４ ¥2,640

170
エスニック・アメリカ：

多文化社会における共生の模索〔第3版〕
丸山　悦子 英米文化演習Ⅱ ¥2,970

171 CBS NewsBreak 4 丸山　悦子 トピックで学ぶ英語Ｄ

159
『公式TOEIC Listening& Reading 問

題集6』
¥3,300
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172
All-Powerful Steps for the TOEIC

Listening and Reading Test
丸山　悦子 トピックで学ぶ英語Ｂ

173
American & British English

Pronunciaiton
保科伸子 英語２ (AN) ¥770

174 New Airwaves second adition 保科伸子 英語２　（AN） ¥2,200

175
Reading the World Contemporary

 Problems  Solutions
保科伸子 英語４ ¥1,870

177
Reading Explorer, Third Edition <Level 1>

　Student Book,
Paul Kallender L40A11001　ReadingB(A)

178
英語教師のための第二言語習得理

論
保科伸子 教職実践演習（EA）（EB） ¥1,320

179 総合中級中国語教程 楊　悦 ¥2,640

180 中級テキスト実力のつく中国語 楊　悦 中国語演習2 ¥2,860

181
Understanding Lectures:

 Effective Note-taking Strategies
ワシレビッチ 　ゾラナ

Overseas Study
Preparation Seminar 3

¥2,200

182 Second Language Acquisition 伊藤　隆 英語演習4 ¥2,497

183 はじめて学ぶ、アメリカ文学史 森本奈理 英語文学2 ¥3,080

184 文学部唯野教授 森本奈理 英語文学特講2 ¥1,320

185
化学教科書シリーズ　第２版

物理化学Ⅰ　物質の構造
船山智代 化学Ⅱ ¥2,640

186 実験を安全に行うために第８版 船山智代 教科教育法「理科Ⅰ」 ¥880

187 続実験を安全に行うために第4版 船山智代 教科教育法「理科Ⅰ」 ¥880

188 実験データを正しく扱うために 船山智代 教科教育法「理科Ⅰ」 ¥1,650

189 元素からみた生化学 船山智代 専門演習D ¥4,180

190 化学実験　第3版 船山智代 化学実験基礎と化学実験A ¥1,760

191
社会福祉実習―

現場とともに歩む社会福祉士をめざして
宮地さつき

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ
ソーシャルワーク実習指導（精

神）Ⅰ

192
子ども家庭福祉――

子ども・家族・社会をどうとらえるか
宮地さつき 子ども家庭福祉論 ¥2,420

193
はじめての特別支援教育

　教職を目指す大学生のために
坂本真季 特別支援教育学論 ¥2,200

194
新しい技術・家庭　家庭分野

自立と共生を目指して
妹尾理子 ¥680

195
Ｎｅｗ技術・家庭　家庭分野

くらしを創造する
妹尾理子 ¥680
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196
技術・家庭　家庭分野

生活の土台　自立と共生
妹尾理子 ¥680


