
大手前大学生協

曜日 時限 講義名 担当教員 出版社 書名 備考 テキスト№ 購入（○） 本体価 税込価 生協価格

月 3 韓国語Ⅰ 村上　純 入門　韓国語　　 1301 ¥1,800 ¥1,980 ¥1,881

月 3 Basic Communication Ⅰ ｽｾﾞｯﾄ・ﾊﾞｰﾄﾝ Pearson English Firsthand Success 	 1302 ¥2,660 ¥2,926 ¥2,780

月 3 Basic Communication Ⅰ
ニック　ディチ
コ Pearson English Firsthand Success 	 1302 ¥2,660 ¥2,926 ¥2,780

月 3 Basic Communication Ⅰ ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾘｰ・ｸｲﾝ Pearson English Firsthand Success 	 1302 ¥2,660 ¥2,926 ¥2,780

月 3.4 建築・インテリアパース演習 鈴木　広隆 共立出版 実用図学 1308 ¥2,300 ¥2,530 ¥2,404

月 4 日本語読解Ⅰ 増山　美幸 アルク 話す・書くにつながる！ 日本語読解 中級 1401 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,090

月 4 Communication Strategies Ⅰ ｽｾﾞｯﾄ・ﾊﾞｰﾄﾝ Pearson English Firsthand 1	 1402 ¥2,850 ¥3,135 ¥2,978

月 4 Communication Strategies Ⅰ ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾘｰ・ｸｲﾝ Pearson English Firsthand 1 1402 ¥2,850 ¥3,135 ¥2,978

月 4 接客サービス実務演習 秋田　久子 樹村房 ビジネスとオフィスワーク 1305 ¥1,900 ¥2,090 ¥1,986

月 4 接客サービス実務演習 秋田　久子 早稲田教育出版 サービス接遇検定 実問題集 1-2級 1306 ¥1,500 ¥1,650 ¥1,568

月 4 社会科学 大沼　穣 日経ＨＲ 図解でわかる時事重要テーマ１００　２０２１年度版 1407 ¥1,000 ¥1,100 ¥1,045

月 4 韓国語Ⅰ
チャン　キ
グォン 入門　韓国語 1301 ¥1,800 ¥1,980 ¥1,881

月 4.5 プログラミングⅠ 本田　直也 ソーテック社 詳細！Python3入門ノート 1409 ¥2,680 ¥2,948 ¥2,801

月 4.5 プログラミングⅠ 奥村　紀之 ソーテック社 詳細！Python3入門ノート 1409 ¥2,680 ¥2,948 ¥2,801

月 5
Communication:Theory &
Practice Ⅰ

ニック　ディチ
コ Pearson English Firsthand (5th Edition) Level 2 1501 ¥2,850 ¥3,135 ¥2,978

月 5
Communication:Theory &
Practice Ⅰ

ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾘｰ・ｸｲﾝ Pearson English Firsthand (5th Edition) Level 2 1501 ¥2,850 ¥3,135 ¥2,978

火 3 Basic Writing Ⅰ ブライアン・ヌ
スプリガー Cambridge Writing from Within 1 Second Edition 2301 ¥2,800 ¥3,080 ¥2,926

火 3 Basic Writing Ⅰ ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾀﾝ Cambridge Writing from Within 1 Second Edition 2301 ¥2,800 ¥3,080 ¥2,926

火 3 Basic Writing Ⅰ ピーター
フェーガン Cambridge Writing from Within 1 Second Edition 2301 ¥2,800 ¥3,080 ¥2,926

火 4 Writing for Communication Ⅰ
ブライアン・ヌ
スプリガー Cambridge Writing from Within 2 Second Edition 2401 ¥2,800 ¥3,080 ¥2,926

火 4 Writing for Communication Ⅰ
ピーター
フェーガン Cambridge Writing from Within 2 Second Edition 2401 ¥2,800 ¥3,080 ¥2,926

●大学　月曜日
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返品不可！ご注意下さい。

2020年度　春学期（大学）教科書リスト<いたみ稲野キャンパス> 

●大学　火曜日

●教科書リストは曜日・時限順です。
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水 1.2 日本語総合Ⅰ 石井　誠 ココ出版 留学生のためのケースで学ぶ日本語 3105 ¥1,800 ¥1,980 ¥1,881

水 3 Grammar Ⅰ
ｽｾﾞｯﾄ・
ﾊﾞｰﾄﾝ

Cambridge
University

Interchange Intro 5th Edition|By Jack Richards 3301 ¥2,950 ¥3,245 ¥3,083

水 3 建築構造概論 福本　義之 丸善 構造用教材 3302 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,090

水 4 韓国語Ⅰ
チャン　キ
グォン 入門　韓国語　 1301 ¥1,800 ¥1,980 ¥1,881

水 4 日本語作文Ⅰ 清水　泰行 The Japan Times
大学で学ぶための日本語ライティング 短文からレポー
ト作成まで

3402 ¥1,800 ¥1,980 ¥1,881

水 4 Current Topics Ⅰ
ｽｾﾞｯﾄ・
ﾊﾞｰﾄﾝ

Compass Publishing Hot Topics Japan 1 3403 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,508

水 4 Current Topics Ⅰ
ﾛｳｪﾅ・ﾋ
ｶｻ

Compass Publishing Hot Topics Japan 1  3403 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,508

水 4 企業経営を考える 森元　伸枝 中央経済社 １からの経営学　第2版 （電子版付） 3405 ¥2,700 ¥2,970 ¥2,822

水 4
Academic English Studies
Ⅰ

ｺﾞｰﾄﾞﾝ・ｶｰ
ﾙｿﾝ  Cambridge Target Score Second Edition 3410 ¥3,600 ¥3,960 ¥3,762

水 5 Today's World Ⅰ
ｺﾞｰﾄﾞﾝ・
ｶｰﾙｿﾝ

Oxford Q Skills for Success Third edition -Reading and Writing Level 2 3501 ¥3,300 ¥3,630 ¥3,449

水 5 Today's World Ⅰ
ﾛｳｪﾅ・
ﾋｶｻ

Oxford Q Skills for Success Third edition -Reading and Writing Level 2 3501 ¥3,300 ¥3,630 ¥3,449

水 5 企業経営を考える 北村　雅昭 中央経済社 １からの経営学　第2版　（電子版付） 3405 ¥2,700 ¥2,970 ¥2,822

水 5 韓国語Ⅰ
チャン　キ
グォン 入門　韓国語　 1301 ¥1,800 ¥1,980 ¥1,881

●大学　水曜日

●教科書リストは曜日・時限順です。
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木 1 法学 高村　麻実 日本評論社 伊藤真の法学入門 4101 ¥1,500 ¥1,650 ¥1,568

木 1 中国語Ⅰ 西川　芳樹 白水社 最新２訂版〉中国語はじめの一歩 4102 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,299

木 1 世界の観光地基礎 渡邉　公章 ＪＴＢ総合研究所海外旅行地理ベーシック４００ 4103 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,090

木 1 基礎CAD演習 伊藤　瞬 学芸出版社 ショートカットで高速製図 ステップアップ演習Jw_cad 4106 ¥2,800 ¥3,080 ¥2,926

木 1.2 基礎CAD演習 岩本　賀伴 学芸出版社 ショートカットで高速製図 ステップアップ演習Jw_cad　 4106 ¥2,800 ¥3,080 ¥2,926

木 2 中国語Ⅰ 西川　芳樹 白水社 最新２訂版〉中国語はじめの一歩 4102 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,299

木 3 Listening & Speaking Ⅰ
ｺﾞｰﾄﾞﾝ・
ｶｰﾙｿﾝ

Cambridge Four Corners 2 with Online Study, Second Edition 4301 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,135

木 3 Listening & Speaking Ⅰ
ﾛｳｪﾅ・ﾋｶ
ｻ

Cambridge Four Corners 2 with Online Study, Second Edition 4301 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,135

木 3 自分探しの心理学 中島　由佳 ナカニシヤ出版 これからを生きる心理学 4303 ¥1,800 ¥1,980 ¥1,881

木 3 インテリアデザインの基礎 増岡　亮 学芸出版社 実践につながる インテリアデザインの基本 4304 ¥2,800 ¥3,080 ¥2,926

木 4 Presentation Ⅰ
ﾛｳｪﾅ・ﾋｶ
ｻ

 Perceptia Press Scraps 4401 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,299

木 4 自分探しの心理学 中島　由佳 ナカニシヤ出版 これからを生きる心理学 4303 ¥1,800 ¥1,980 ¥1,881

木 4 日本語作文Ⅰ 清水　泰行 The Japan Times
大学で学ぶための日本語ライティング 短文からレポー
ト作成まで

4411 ¥1,800 ¥1,980 ¥1,881

木 5
Presentation:Theory &
Practice Ⅰ

ｺﾞｰﾄﾞﾝ・
ｶｰﾙｿﾝ

Cambridge Present Yourself 2nd Edition 4501 ¥2,900 ¥3,190 ¥3,031

木 5
Presentation:Theory &
Practice Ⅰ

ﾛｳｪﾅ・
ﾋｶｻ

Cambridge Present Yourself 2nd Edition 4501 ¥2,900 ¥3,190 ¥3,031

木 5 日本国憲法
三重野
雄太郎 みらい ケースで学ぶ憲法ナビ 4503 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,090

●大学　木曜日

●教科書リストは曜日・時限順です。
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金 1.2 日本語総合Ⅰ 石井　誠 ココ出版 留学生のためのケースで学ぶ日本語 ¥1,800 ¥1,980 ¥1,881

金 3 ドイツ語Ⅰ 大島　浩英 白水社 ハロー・ミュンヒェン・ノイ 5301 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,299

金 3 フランス語Ⅰ 小林　宣之 朝日出版社 名句で学ぼう！　初級フランス語 5302 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,090

金 3 図書館概論 孫　誌衒 樹村房 図書館概論 5303 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,090

金 3 図書館概論 孫　誌衒 樹村房 図書館情報学基礎資料　第3版 5304 ¥1,000 ¥1,100 ¥1,045

金 3.4 基礎製図演習Ⅰ 池田　祐二 丸善 コンパクト建築設計資料集成　 5313 ¥4,800 ¥5,280 ¥5,016

金 3.4 基礎製図演習Ⅰ 池田　祐二 丸善 構造用教材 3302 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,090

金 3.4 基礎製図演習Ⅰ 山口　尚之 丸善 コンパクト建築設計資料集成　 5313 ¥4,800 ¥5,280 ¥5,016

金 3.4 基礎製図演習Ⅰ 山口　尚之 丸善 構造用教材　 3302 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,090

金 4 ドイツ語Ⅰ 大島　浩英 白水社 ハロー・ミュンヒェン・ノイ 5301 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,299

金 4 フランス語Ⅰ 小林　宣之 朝日出版社 名句で学ぼう！　初級フランス語 5302 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,090

金 4 Active Vocabulary Ⅰ
ﾌﾞﾗｯﾄﾞ
ﾘｰ・ｸｲﾝ

Pearson What A World Reading 1　　 5403 ¥2,370 ¥2,607 ¥2,477

金 4 Active Vocabulary Ⅰ
ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾀ
ﾝ

Pearson What A World Reading 1 5403 ¥2,370 ¥2,607 ¥2,477

金 4 図書・図書館史 孫　誌衒 樹村房 図書館情報学基礎資料　第3版 5304 ¥1,000 ¥1,100 ¥1,045

金 4 図書・図書館史 孫　誌衒 学文社 図書・図書館史 5406 ¥1,800 ¥1,980 ¥1,881

金 5 情報倫理 中崎　修一 三和書籍 ケースで考える情報社会 これからの情報倫理とリテラシー【第3版】 5501 ¥1,700 ¥1,870 ¥1,777

集中講義 課題研究（人文系）Ⅱ
後藤　英
一郎

岩波新書 政治的思考 ※予約注文 760 836 794

集中講義 特殊講義（人文系）Ⅱ
後藤　英
一郎

日本評論社 伊藤真の民法入門 第6版 ※予約注文 1,700 1,870 1,777

集中講義 特殊講義（人文系）Ⅱ
後藤　英
一郎

日本評論社 伊藤真の刑法入門 ※予約注文 1,700 1,870 1,777

集中講義 課題研究（社会系）Ⅱ
後藤　英
一郎

中央経済社 試験攻略入門塾 速習マクロ経済学 ※予約注文 2,400 2,640 2,508

●大学　集中講義

●大学　金曜日

●教科書リストは曜日・時限順です。


