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ZG0219 40693 西洋史講義 月曜1限 1101 西岡　健司大学で学ぶ西洋史 ［近現代］ ミネルヴァ書房¥3,080 ¥2,800 ¥2,926

ZG0248 40704
英語コミュニ
ケーション 月曜1限 1102 石野　尚

Taking Action -Communication with
Fluency and Accuracy-（ディクトグロ
スで学ぶコミュニカティブ英文法）

Kinseido ¥1,980 ¥1,800 ¥1,881

ZI0401 40891
感情・人格
心理学 月曜1限 1103 足立　邦子 はじめて学ぶパーソナリティ心理学. ミネルヴァ書房¥2,750 ¥2,500 ¥2,613

ZI0471 40954
人工知能応
用論 月曜1限 1104 奥村　紀之

15Stepで踏襲　自然言語処理アプリ
ケーション開発入門

リックテレコム¥3,300 ¥3,000 ¥3,135

ZC0084 40566
日本語作文
Ⅲ （留学生
対象科目）

月曜2限 1201 森　典子
改訂版　大学・大学院留学生の日本
語④論文作成編

アルク ¥1,980 ¥1,800 ¥1,881

ZG0301 40724 栄養学総論 月曜2限 1202 石川　和江健康づくりの栄養学　第２版 建帛社 ¥2,420 ¥2,200 ¥2,299

ZG0419 40740
ヨーロッパ史
論 月曜2限 1203 芝川　治

Hadaway,Atcheson,Episodes in the
New Testament

成美堂 ¥1,320 ¥1,200 ¥1,254

ZG0433 40747
英語プレゼ
ンテーション 月曜2限 1204 石野　尚

Power Presentation（英語でプレゼン
テーション）

三修社 ¥1,980 ¥1,800 ¥1,881

ZI0030 40854
ゲームプロ
グラミングⅠ 月曜2限 1205 奥村　紀之

はじめてでも安心！Unityの教科書
Unity 2019完全対応版

SB Creative¥2,860 ¥2,600 ¥2,717

ZKA408 40928
国語科教育
法Ⅰ 月曜2限 1206 森本　孝 中学校学習指導要領 東山書房 ¥358 ¥325 ¥340

40928
国語科教育
法Ⅰ 月曜2限 1207 森本　孝 高等学校学習指導要領 東山書房 ¥833 ¥757 ¥791

40928
国語科教育
法Ⅰ 月曜2限 1208 森本　孝 中学校学習指導要領解説 国語編 東洋館出版社¥317 ¥288 ¥301

40928
国語科教育
法Ⅰ 月曜2限 1209 森本　孝 高等学校学習指導要領解説 国語編 東洋館出版社¥638 ¥580 ¥606

ZKB602 40946
情報サービ
ス論 月曜2限 1210 垣口　弥生子情報サービス論及び演習（第2版） 学文社 ¥1,980 ¥1,800 ¥1,881

ZC0005 40548 中国語Ⅰ 月曜3限 1301 于　亜 〈最新２訂版〉中国語はじめの一歩 白水社 ¥2,420 ¥2,200 ¥2,299
ZH0463 40844 建築法規 月曜3限 1302 川窪　広明建築関連法令集（法令編）令和2年 総合資格学院¥3,080 ¥2,800 ¥2,926

ZI0231 40876
アカウンティ
ング基礎 月曜3限 1303 坂元　英毅

スッキリわかる　日商簿記3級　第11
版

TAC出版 ¥1,210 ¥1,100 ¥1,150

40876
アカウンティ
ング基礎 月曜3限 1304 坂元　英毅スッキリわかる　原価計算初級 TAC出版 ¥1,210 ¥1,100 ¥1,150

ZI0411 40895
情報システ
ム論Ⅲ 月曜3限 1305 中崎　修一

徹底攻略 基本情報技術者教科書
令和2年度(2020年度)

インプレス ¥1,738 ¥1,580 ¥1,651

ZC0007 40549 中国語Ⅲ 月曜4限 1401 于　亜 中国語 つぎへの一歩 白水社 ¥2,420 ¥2,200 ¥2,299



ZC0013 40550 ドイツ語Ⅰ 月曜4限 1402 大島　浩英ハロー・ミュンヒェン・ノイ 白水社 ¥2,420 ¥2,200 ¥2,299
ZC0019 40553 フランス語Ⅲ 月曜4限 1403 小林　宣之名句で学ぼう！初級フランス語 朝日出版社 ¥2,200 ¥2,000 ¥2,090

ZC0069 40561
フランス語演
習Ⅰ 月曜4限 1404 小林　宣之名句で学ぼう！初級フランス語 朝日出版社 ¥2,200 ¥2,000 ¥2,090

ZC0071 40562
中国語演習
Ⅰ 月曜4限 1405 于　亜 中国語 つぎへの一歩 白水社 ¥2,420 ¥2,200 ¥2,299

ZH0233 40788
建築・インテ
リア環境論 月曜4限 1407 神農　悠聖図解住居学5 住まいの環境 彰国社 ¥3,080 ¥2,800 ¥2,926

ZH0261 40809 原稿編集 月曜4限 1408 小野　元裕原稿編集ルールブック

日本エ
ディター
スクール
出版部

¥550 ¥500 ¥523

ZG0444 40750 漢文学研究 月曜5限 1501 丹羽　博之白楽天詩選（上) 岩波文庫 ¥1,122 ¥1,020 ¥1,066

ZH0262 40810
印刷製本知
識 月曜5限 1502 小野　元裕標準　編集必携

日本エ
ディター
スクール
出版部

¥2,178 ¥1,980 ¥2,069

ZKB201 40940
生涯学習概
論 月曜5限 1503 藤本　隆

テキスト生涯学習-新訂版:学びがつ
むぐ新しい社会

学文社 ¥1,980 ¥1,800 ¥1,881

ZH0231 40786 住居学 火曜1限 2101 山口　尚之私たちの住まいと生活 彰国社 ¥2,640 ¥2,400 ¥2,508

ZKA416 40930
工芸科教育
法Ⅰ 火曜1限 2102 井上　よう子

高等学校学習指導要領解説　芸術
編

教育図書（日教販）¥544 ¥495 ¥517

ZC0017 40552 フランス語Ⅰ 火曜2限 2201 柏木　隆雄名句で学ぼう！初級フランス語 朝日出版社 ¥2,200 ¥2,000 ¥2,090

ZKA412 40929
美術科教育
法Ⅰ 火曜2限 2202 井上　よう子中学校学習指導要領 東山書房 ¥358 ¥325 ¥340

40929
美術科教育
法Ⅰ 火曜2限 2203 井上　よう子中学校学習指導要領解説　美術編 日本文教出版¥126 ¥115 ¥120

40929
美術科教育
法Ⅰ 火曜2限 2204 井上　よう子

高等学校学習指導要領解説　芸術
編

教育図書（日教販）¥544 ¥495 ¥517

40791 建築計画Ⅰ 火曜2限 2205 宮崎　篤徳建築計画１ 鹿島出版会 ¥3,190 ¥2,900 ¥3,031

ZKA421 40931
介護等体験
事前事後学
習

火曜3限 2301 古田　紫帆
教師を目指す人の介護等体験ハンド
ブック5訂版

大修館書店 ¥1,320 ¥1,200 ¥1,254

ZKB403 40942
情報資源組
織演習Ⅱ 火曜3限 2302 槻本　正行情報資源組織法 第２版 第一法規 ¥2,860 ¥2,600 ¥2,717

40942
情報資源組
織演習Ⅱ 火曜3限 2303 槻本　正行

図書館資料の目録と分類　増訂第5
版

日本図書館研究会¥1,210 ¥1,100 ¥1,150

ZI0266 40885
情報システ
ム論Ⅳ 火曜4限 2401 奥村　紀之

徹底攻略 基本情報技術者教科書
令和2年度(2020年度)

インプレス ¥1,738 ¥1,580 ¥1,651

ZKB403 40943
情報資源組
織演習Ⅱ 火曜4限 2402 槻本　正行情報資源組織法 第２版 第一法規 ¥2,860 ¥2,600 ¥2,717

40943
情報資源組
織演習Ⅱ 火曜4限 2403 槻本　正行

図書館資料の目録と分類　増訂第5
版

日本図書館研究会¥1,210 ¥1,100 ¥1,150



ZA0009 40968
キャリアデザ
インⅢ 火曜4限 2404 芦原　直哉経営者の使命と行動 三恵社　 ¥2,304 ¥2,095 ¥2,189

ZG0212 40691
日本近代史
講義 水曜1限 3101 尾﨑　耕司新　もういちど読む山川日本史 山川出版社 ¥1,760 ¥1,600 ¥1,672

ZG0252 40707
国内旅行地
理 水曜1限 3102 小笹　誠司旅行業実務シリーズ④　国内観光資 JTB総合研究所¥2,860 ¥2,600 ¥2,717

40707
国内旅行地
理 水曜1限 3103 小笹　誠司国内観光地理サブノート JTB総合研究所¥880 ¥800 ¥836

ZI0250 40879
経営理念事
例研究 水曜1限 3104 芦原　直哉経営者の使命と行動 三恵社 ¥2,619 ¥2,381 ¥2,488

40879
経営理念事
例研究 水曜1限 3105 芦原　直哉代表的日本人 岩波書店 ¥792 ¥720 ¥752

ZI0412 40896
情報システ
ム論Ⅱ 水曜1限 3106 本田　直也

徹底攻略 基本情報技術者教科書
令和2年度(2020年度)

インプレス ¥1,738 ¥1,580 ¥1,651

ZKA404 40927
英語科教育
法Ⅰ 水曜1限 3107 林　剛司

バトラー後藤裕子『英語学習は早い
ほど良いのか

岩波新書 ¥836 ¥760 ¥794

40927
英語科教育
法Ⅰ 水曜1限 3108 林　剛司 英会話・ぜったい・音読 【標準編】 講談社インターナショナル¥1,430 ¥1,300 ¥1,359

ZG0014 40683
国内旅行添
乗業務 水曜2限 3201 小笹　誠司ツアーコンダクター入門 JTB総合研究所¥2,310 ¥2,100 ¥2,195

ZI0213 40866 表計算演習 水曜2限 3202 本田　直也
例題30+演習問題70でしっかり学ぶ
Excel標準テキスト
Windows10/Office2016対応版

技術評論社 ¥2,178 ¥1,980 ¥2,069

ZI0457 40905
ビジネスネゴ
シエーション
事例研究

水曜2限 3203 芦原　直哉交渉の科学 三恵社 ¥2,200 ¥2,000 ¥2,090

ZKA201 40920 特別活動論 水曜2限 3204 古田　紫帆
中学校学習指導要領解説 特別活動
編―平成29年7月(平成29年告示）

東山書房 ¥302 ¥275 ¥287

ZC0015 40551 ドイツ語Ⅲ 水曜3限 3301 大島　浩英
プロムナード　やさしいドイツ語文法
改訂版

白水社 ¥2,640 ¥2,400 ¥2,508

ZC0067 40560
ドイツ語演習
Ⅰ 水曜3限 3302 大島　浩英

プロムナード　やさしいドイツ語文法
改訂版

白水社 ¥2,640 ¥2,400 ¥2,508

ZG0282 40719
海外旅行地
理 水曜3限 3304 小笹　誠司旅行業実務シリーズ⑦　海外観光資 JTB総合研究所¥2,860 ¥2,600 ¥2,717

ZI0221 40871 民法Ⅰ 水曜3限 3305 高村　麻実民法入門 法律文化社 ¥2,200 ¥2,000 ¥2,090

ZI0409 40894
心理学統計
法Ⅱ 水曜3限 3306 中尾　将大よくわかる心理統計 ミネルヴァ書房¥3,080 ¥2,800 ¥2,926

ZI0419 40903 経営管理 水曜3限 3307 北村　雅昭経営管理論 中央経済社 ¥2,640 ¥2,400 ¥2,508

ZI0603 40910
情報システ
ム論Ⅰ 水曜3限 3308 畑　耕治郎

徹底攻略 基本情報技術者教科書
令和2年度(2020年度)

インプレス ¥1,738 ¥1,580 ¥1,651

ZKA428 40935
日本文学演
習 水曜3限 3309 盛田　帝子黄表紙　川柳　狂歌 小学館 ¥5,122 ¥4,656 ¥4,866

ZH0458 40841
設計製図演
習Ⅲ

水曜3限
水曜4限

3310 川窪　広明コンパクト建築設計資料集成 丸善 ¥5,280 ¥4,800 ¥5,016



40841
設計製図演
習Ⅲ

水曜3限
水曜4限

3311 川窪　広明建築計画Ⅱ 鹿島出版会 ¥3,960 ¥3,600 ¥3,762

ZH0458 40959
設計製図演
習Ⅲ

水曜3限
水曜4限

3312 増岡　亮 コンパクト建築設計資料集成 丸善 ¥5,280 ¥4,800 ¥5,016

40959
設計製図演
習Ⅲ

水曜3限
水曜4限

3313 増岡　亮 建築計画Ⅱ 鹿島出版会 ¥3,960 ¥3,600 ¥3,762

ZH0455 40839 日本建築史 水曜4限 3401 玉田　浩之カラー版 建築と都市の歴史 井上書院 ¥2,750 ¥2,500 ¥2,613

ZI0211 40863
心理学研究
法Ⅰ 水曜4限 3402 今井田　貴裕よくわかる心理統計 ミネルヴァ書房¥3,080 ¥2,800 ¥2,926

ZI0211 40864
心理学研究
法Ⅰ 水曜4限 3403 武藤　麻美よくわかる心理統計 ミネルヴァ書房¥3,080 ¥2,800 ¥2,926

ZI0417 40899 行政法 水曜4限 3404 高村　麻実行政法 日本評論社 ¥1,980 ¥1,800 ¥1,881

ZI0801 40604
ゼミナール
Ⅰ （現代社
会学部）

水曜5限 3501 大沼　穣 知識ゼロからの会社の数字入門 幻冬舎 ¥1,430 ¥1,300 ¥1,359

ZI0801 40609
ゼミナール
Ⅰ （現代社
会学部）

水曜5限 3502 中島　由佳対人関係の社会心理学 ナカニシヤ出版¥2,750 ¥2,500 ¥2,613

ZH0228 40784
映像・アニ
メーション概 水曜5限 3503 浜津　守 映像の原則・改訂版 キネマ旬報 ¥1,980 ¥1,800 ¥1,881

ZG0283 40720
海外旅行実
務 木曜1限 4101 松野　麻里子

旅行業実務シリーズ⑤　出入国法令
と実務・旅行実務

JTB総合研究所¥2,860 ¥2,600 ¥2,717

ZH0460 40842
建築構造力
学Ⅱ 木曜1限 4102 田邊　太一図説　やさしい構造力学 学芸出版社 ¥2,970 ¥2,700 ¥2,822

ZI0205 40857
教育・学校
心理学 木曜1限 4103 芳田　茂樹

教育心理学ー保育・学校現場をより
よくするためにー

嵯峨野書院 ¥2,365 ¥2,150 ¥2,247

ZKA402 40926
地理歴史科
教育法Ⅰ 木曜1限 4104 吉村　昌之

高等学校学習指導要領解説―地理
歴史編―

東洋館出版社¥836 ¥760 ¥794

ZI0012 40900
スポーツ強
化演習Ⅰ

木曜1限
木曜2限
木曜3限

4105 芦原　直哉代表的日本人 岩波書店 ¥792 ¥720 ¥752

ZI0253 40901
スポーツ強
化演習Ⅲ

木曜1限
木曜2限
木曜3限

4106 芦原　直哉交渉の科学 三恵社 ¥2,200 ¥2,000 ¥2,090

ZI0450 40902
スポーツ強
化演習Ⅴ

木曜1限
木曜2限
木曜3限

4107 芦原　直哉交渉の科学 三恵社 ¥2,200 ¥2,000 ¥2,090

ZG0251 40706
国内旅行実
務 木曜2限 4201 松野　麻里子旅行業実務シリーズ③　国内運賃・ JTB総合研究所¥2,860 ¥2,600 ¥2,717

ZH0234 40789
住まいの歴
史 木曜2限 4202 玉田　浩之新版　図説・近代日本住宅史 鹿島出版会 ¥3,520 ¥3,200 ¥3,344



ZH0454 40838
光・色・音の
環境 木曜2限 4203 神農　悠聖図解住居学５　住まいの環境　第2版 彰国社 ¥3,080 ¥2,800 ¥2,926

ZI0414 40898
アプリケー
ション開発Ⅰ 木曜2限 4204 森本　雅博

クジラ飛行机　実践力を身に着ける
Pythonの教科書

マイナビ出版¥2,838 ¥2,580 ¥2,696

ZI0475 40909
心理的アセ
スメント 木曜2限 4205 武藤　麻美

公認心理師の基礎と実践⑭心理的
アセスメント

遠見書房 ¥2,860 ¥2,600 ¥2,717

ZKA400 40925
社会科教育
法Ⅰ 木曜2限 4206 廣田　稔

中学校社会科地理的分野教科用図
書

東京書籍 ¥0 ¥968

40925
社会科教育
法Ⅰ 木曜2限 4207 廣田　稔

中学校社会科歴史的分野教科用図
書

東京書籍 ¥0 ¥968

40925
社会科教育
法Ⅰ 木曜2限 4208 廣田　稔

中学校社会科公民的分野教科用図
書

東京書籍 ¥0 ¥968

40925
社会科教育
法Ⅰ 木曜2限 4209 廣田　稔 中学校学習指導要領解説社会編 東洋館出版社¥207 ¥188 ¥197

ZG0284 40721
国際航空運
賃・料金 木曜3限 4301 松野　麻里子

旅行業実務シリーズ⑥　国際航空運
賃・旅行業英語

JTB総合研究所¥2,860 ¥2,600 ¥2,717

ZH0232 40787
構造力学の
基礎 木曜3限 4302 田邊　太一図説　やさしい構造力学 学芸出版社 ¥2,970 ¥2,700 ¥2,822

ZH0263 40811 出版文化史 木曜3限 4303 吉川　登 出版メディア入門＜第２版＞ 日本評論社 ¥2,970 ¥2,700 ¥2,822

ZI0214 40867
データベー
ス技術Ⅰ 木曜3限 4304 森本　雅博

よくわかる　Microsoft Access2016
基礎

FOM出版 ¥2,200 ¥2,000 ¥2,090

ZI0607 40912
アプリケー
ション開発Ⅱ 木曜3限 4305 奥村　紀之

Python言語によるプログラミングイン
トロダクション第2版　ーデータサイエ
ンスとアプリケーション

近代科学社 ¥5,060 ¥4,600 ¥4,807

40545 韓国語Ⅰ 木曜3限 4306 村上　純 入門韓国語 Hi-Media社(韓国)張 起權　著¥1,980 ¥1,800 ¥1,881
40659 卒業研究 木曜4限 4401 安藤　幸一多文化共生キーワード事典 明石書店　 ¥2,200 ¥2,000 ¥2,090

ZH0259 40807 出版概論 木曜4限 4402 吉川　登 出版メディア入門＜第２版＞ 日本評論社 ¥2,970 ¥2,700 ¥2,822
ZI0230 40875 広告・宣伝 木曜4限 4403 杉林　弘仁１からの消費者行動（第2版） 中央経済社 ¥2,640 ¥2,400 ¥2,508

40542
Global
Career
Seminar C

木曜4限 4404
マーガ
レット　キ
ム

Basic Steps to Writing Research Papers Second EditionCengage Learning¥3,135 ¥2,850 ¥2,978

ZI0801 40629
ゼミナール
Ⅰ （現代社
会学部）

木曜5限 4501 武藤　麻美心理学マニュアル 質問紙法 北大路書房 ¥1,650 ¥1,500 ¥1,568

ZH0260 40808
出版ビジネ
ス論 木曜5限 4502 吉川　登 出版メディア入門＜第２版＞ 日本評論社 ¥2,970 ¥2,700 ¥2,822

ZH0256 40803 映画と原作 金曜1限 5101 菊池　あずさ夏の夜の夢・間違いの喜劇 ちくま書房 ¥990 ¥900 ¥941
40803 映画と原作 金曜1限 5102 菊池　あずさ新訳　ロミオとジュリエット KADOKAWA ¥484 ¥440 ¥460
40803 映画と原作 金曜1限 5103 菊池　あずさ十二夜 ちくま書房 ¥770 ¥700 ¥732

ZH0468 40845 建築計画Ⅲ 金曜1限 5104 高木　恭子現代建築学　建築計画２ 鹿島出版会 ¥3,960 ¥3,600 ¥3,762

ZKA202 40921
生徒・進路
指導論 金曜2限 5201 芳田　茂樹チームで取り組む生徒指導 ナカニシヤ出版¥2,970 ¥2,700 ¥2,822



40921
生徒・進路
指導論 金曜2限 5202 芳田　茂樹生徒指導提要 教育図書 ¥370 ¥336 ¥352

ZA0006 40501 英語Ⅱ 金曜3限 5301 石野　尚
Smart Choice Starter 3rd edition
with online practice

Oxford ¥3,289 ¥2,990 ¥3,125

ZI0214 40868
データベー
ス技術Ⅰ 金曜3限 5302 坂本　真司

よくわかる　Microsoft Access2016
基礎

FOM出版 ¥2,200 ¥2,000 ¥2,090

ZI0618 40913 旅行産業論 金曜3限 5303 海老　良平旅行産業論 日本交通公社¥2,200 ¥2,000 ¥2,200

ZH0461 40843
建築材料実
験

金曜3限
金曜4限

5304 安水　正 新版　建築実習１ 実教出版 ¥1,885 ¥1,714 ¥1,791

40546 韓国語Ⅰ 金曜3限 5305 高　秀美 入門韓国語 Hi-Media社(韓国)張 起權　著¥1,980 ¥1,800 ¥1,881

ZG0285 40722
旅行・観光
関連法規 金曜4限 5401 小笹　誠司

旅行業実務シリーズ①　旅行業法お
よびこれに基づく命令

JTB総合研究所¥2,860 ¥2,600 ¥2,717

40722
旅行・観光
関連法規 金曜4限 5402 小笹　誠司

旅行業実務シリーズ②　旅行業約
款、運送・宿泊約款

JTB総合研究所¥2,860 ¥2,600 ¥2,717
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ZKA602 40939
教育実習指
導

集中講
義

6001 前原　健三
よくわかる教職シリーズ　教育実習
安心ハンドブック

学事出版 ¥1,980 ¥1,800 ¥1,881

ZZ1012 40951
倫理学 （e
ラーニング）

集中講
義

6002 石毛　弓 動物からの倫理学入門 名古屋大学出版会¥3,080 ¥2,800 ¥2,926

ZZ4200 40952
ネットワーク
技術 （eラー
ニング）

集中講
義

6003 中崎　修一
改訂4版 TCP/IPネットワーク ステッ
プアップラーニング

技術評論社 ¥2,178 ¥1,980 ¥2,069

40860
行動の科学
（eラーニン

集中講義 6004 櫻本　和也人間理解の科学－心理学への招待 ナカニシヤ出版¥2,200 ¥2,000 ¥2,090
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8M0051 60506
西洋文化特
論 月曜4限 6401 西岡　健司

リュシアン・フェーヴル（長谷川輝夫
訳）『歴史のための闘い』

平凡社ライブラリー¥1,320 ¥1,200 ¥1,254

8M0061 60508
日本美術史
特論Ⅰ 火曜4限 6204 岡　佳子 近世京焼の研究 思文閣出版 ¥6,930 ¥6,300 ¥6,584

8M0131 60511 英語研究Ⅰ 金曜4限 6504 石野　尚
Introductory Topics of Linguistics
（言語学入門15章）

英宝社 ¥2,656 ¥2,415 ¥2,523


