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コード
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教科書

NO.

開講曜日

時限

担当教員名

【代表】
教科書 出版社 本体価格 税込み価格

45647 英語の音声 1101 月曜1限 石野　尚
Discovering English Sounds -

Phonetics Made Easy -

CENGAGE

Learning
¥2,100 2,310¥       

45780
建築施工（含積

算）
1102 月曜1限 安水　正 図説　やさしい建築施工 学芸出版社 ¥3,000 3,300¥       

45866 国語科教育法Ⅳ 1103 月曜1限 森本　孝 中学校学習指導要領解説 国語編 東洋館出版社 ¥289 317¥          

45866 国語科教育法Ⅳ 1104 月曜1限 森本　孝 高等学校学習指導要領解説 国語編 東洋館出版社 ¥580 638¥          

45874
情報資源組織演

習Ⅰ
1105 月曜1限 田中　伸樹 改訂 情報資源組織演習  樹村房 ¥2,000 2,200¥       

45874
情報資源組織演

習Ⅰ
1106 月曜1限 田中　伸樹 図書館資料の目録と分類　増訂第５版

日本図書館研究

会
¥1,100 1,210¥       

45879
情報サービス演

習Ⅱ
1107 月曜1限 垣口　弥生子 情報サービス論及び演習 学文社 ¥1,800 1,980¥       

45889 人工知能基礎論 1108 月曜1限 奥村　紀之 イラストで学ぶ人工知能概論 講談社 ¥2,600 2,860¥       

45557
日本語作文Ⅳ

（留学生対象科
1201 月曜2限 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 ¥1,800 1,980¥       

45726 建築材料学 1202 月曜2限 安水　正 初学者の建築講座　建築材料 市ヶ谷出版社 ¥2,900 3,190¥       

45785
ゲームプログラ

ミングⅡ
1203 月曜2限 奥村　紀之

はじめてでも安心！　Unityの教科書

Unity 2020完全対応版
SB Creative ¥2,680 2,948¥       

45830 人的資源管理 1204 月曜2限 中嶋　哲夫 新しい人事労務管理　第6版 有斐閣 ¥2,100 2,310¥       

45865 国語科教育法Ⅱ 1205 月曜2限 森本　孝 中学校学習指導要領 東山書房 ¥361 397¥          

45865 国語科教育法Ⅱ 1206 月曜2限 森本　孝 高等学校学習指導要領 東山書房 ¥758 833¥          

45865 国語科教育法Ⅱ 1207 月曜2限 森本　孝 中学校学習指導要領解説 国語編 東洋館出版社 ¥289 317¥          

45865 国語科教育法Ⅱ 1208 月曜2限 森本　孝 高等学校学習指導要領解説 国語編 東洋館出版社 ¥580 638¥          

45875
情報資源組織演

習Ⅰ
1209 月曜2限 田中　伸樹 改訂 情報資源組織演習  樹村房 ¥2,000 2,200¥       

45875
情報資源組織演

習Ⅰ
1210 月曜2限 田中　伸樹 図書館資料の目録と分類　増訂第５版

日本図書館研究

会
¥1,100 1,210¥       

45880
情報サービス演

習Ⅱ
1211 月曜2限 垣口　弥生子 情報サービス論及び演習 学文社 ¥1,800 1,980¥       

45886
公認心理師の職

責
1212 月曜2限 武藤　麻美

公認心理師の基礎と実践① 公認心理

師の職責
遠見書房 ¥2,000 2,200¥       

45896 観光産業論 1213 月曜2限 渡邉　公章 １からの観光事業論 中央経済社 ¥2,400 2,640¥       

45541 中国語Ⅱ 1301 月曜3限 于　亜 〈最新２訂版〉中国語はじめの一歩 白水社 ¥2,200 2,420¥       

45755 設計製図演習Ⅳ 1302
月曜3限

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

45755 設計製図演習Ⅳ 1303
月曜3限

月曜4限
増岡　亮 建築計画Ⅱ 鹿島出版会 ¥3,600 3,960¥       

45835 経営組織 1304 月曜3限 森元　伸枝 キャリアで語る経営組織 有斐閣アルマ ¥2,100 2,310¥       

45892 設計製図演習Ⅳ 1305
月曜3限

月曜4限
野田　泰弘 コンパクト建築設計資料集成 丸善 ¥4,800 5,280¥       

45892 設計製図演習Ⅳ 1306
月曜3限

月曜4限
野田　泰弘 建築計画Ⅱ 鹿島出版会 ¥3,600 3,960¥       

45542 中国語Ⅳ 1401 月曜4限 于　亜 中国語  つぎへの一歩 白水社 ¥2,200 2,420¥       

45543 ドイツ語Ⅱ 1402 月曜4限 大島　浩英 ハロー・ミュンヒェン・ノイ 白水社 ¥2,200 2,420¥       

45546 フランス語Ⅳ 1403 月曜4限 小林　宣之 名句で学ぼう！初級フランス語 朝日出版社 ¥2,000 2,200¥       

大手前大学さくら夙川キャンパス　２０２０秋



45552
フランス語演習

Ⅱ
1404 月曜4限 小林　宣之 名句で学ぼう！初級フランス語 朝日出版社 ¥2,000 2,200¥       

45553 中国語演習Ⅱ 1405 月曜4限 于　亜 中国語  つぎへの一歩 白水社 ¥2,200 2,420¥       

45827
アカウンティン

グ応用
1406 月曜4限 坂元　英毅 プラクティカル管理会計 中央経済社 ¥2,300 2,530¥       

45859 漢文学入門 1501 月曜5限 丹羽　博之 漢詩入門
岩波ジュニア新

書
¥880 968¥          

45869 工芸科教育法Ⅱ 2101 火曜1限 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

販）
¥495 544¥          

45545 フランス語Ⅱ 2201 火曜2限 柏木　隆雄 名句で学ぼう！初級フランス語 朝日出版社 ¥2,000 2,200¥       

45867 美術科教育法Ⅱ 2202 火曜2限 井上　よう子 中学校学習指導要領 東山書房 ¥361 397¥          

45867 美術科教育法Ⅱ 2203 火曜2限 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 ¥115 126¥          

45867 美術科教育法Ⅱ 2204 火曜2限 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

販）
¥495 544¥          

45868 美術科教育法Ⅳ 2401 火曜4限 井上　よう子 中学校学習指導要領 東山書房 ¥361 397¥          

45868 美術科教育法Ⅳ 2402 火曜4限 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 ¥115 126¥          

45868 美術科教育法Ⅳ 2403 火曜4限 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

販）
¥495 544¥          

45901
キャリアデザイ

ンⅣ
2404 火曜4限 芦原　直哉 経営者の使命と行動 三恵社 ¥2,381 2,619¥       

45891 教育相談 2501 火曜5限 芳田　茂樹
よくわかる！教職エクササイズ『教育

相談』
ミネルヴァ書房 ¥2,200 2,420¥       

45674
二つの大戦と日

本社会
3101 水曜1限 尾﨑　耕司 新　もういちど読む山川日本史 山川出版社 ¥1,600 1,760¥       

45771 書籍製作論 3102 水曜1限 小野　元裕 標準　編集必携
日本エディター

スクール出版部
¥1,980 2,178¥       

45855
経営戦略事例研

究
3103 水曜1限 芦原　直哉 経営者の使命と行動 三恵社 ¥2,381 2,619¥       

45544 ドイツ語Ⅳ 3201 水曜2限 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 ¥2,400 2,640¥       

45551 ドイツ語演習Ⅱ 3202 水曜2限 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 ¥2,400 2,640¥       

45692
海外旅行添乗業

務
3203 水曜2限 小笹　誠司 ツアーコンダクター入門 JTB総合研究所 ¥2,100 2,310¥       

45729
ドローン関係法

規
3204 水曜2限 玉田　浩之 第三級陸上特殊無線技士　法規

一般財団法人

情報通信振興会
¥1,000 1,100¥       

45756 建築構造Ⅰ 3205 水曜2限 田邊　太一 図説　やさしい構造設計 学芸出版社 ¥2,800 3,080¥       

45798 表計算演習 3206 水曜2限 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
技術評論社 ¥1,980 2,178¥       

45833
経営組織事例研

究
3207 水曜2限 芦原　直哉 経営者の使命と行動 三恵社 ¥2,381 2,619¥       

45870 道徳教育指導論 3208 水曜2限 植田　清宏
中学校学習指導要領解説特別の教科

道徳編
教育出版 ¥156 171¥          

45823 心理学研究法Ⅱ 3302 水曜3限 中尾　将大 よくわかる心理統計 ミネルヴァ書房 ¥2,800 3,080¥       

45846 民法Ⅱ 3303 水曜3限 高村　麻実 民法入門 法律文化社 ¥2,000 2,200¥       

45648 観光英語 3401 水曜4限 松野　麻里子
Hospitality  Ｅnglish～おもてなしの

観光英語
三修社 ¥1,800 1,980¥       

45795 心理学統計法Ⅰ 3402 水曜4限 今井田　貴裕 よくわかる心理統計 ミネルヴァ書房 ¥2,800 3,080¥       

45796 心理学統計法Ⅰ 3403 水曜4限 武藤　麻美 よくわかる心理統計 ミネルヴァ書房 ¥2,800 3,080¥       

45816 法律資格特修Ⅰ 3404 水曜4限 高村　麻実
伊藤真の法学入門［補訂版］（「法

学」の授業で使用したもの）
日本評論社 ¥1,500 1,650¥       

45816 法律資格特修Ⅰ 3405 水曜4限 高村　麻実
ケースで学ぶ憲法ナビ（「日本国憲

法」の授業で使用したもの）
みらい ¥2,000 2,200¥       

45816 法律資格特修Ⅰ 3406 水曜4限 高村　麻実
民法入門「民法Ⅰ」の授業で使用した

もの
法律文化社 ¥2,000 2,200¥       



45693 観光英語上級 3501 水曜5限 松野　麻里子 旅行業英会話 JTB総合研究所 ¥2,300 2,530¥       

45721
映像・アニメー

ション概論Ⅱ
3502 水曜5限 浜津　守 映像の原則・改訂版 キネマ旬報 ¥1,800 1,980¥       

45680 英米文化と翻訳 4101 木曜1限 石野　尚
A Taste of English: Food and Fiction

（フィクションにみる食文化）
朝日出版社 ¥1,700 1,870¥       

45725 建築構造力学Ⅰ 4102 木曜1限 田邊　太一 図説　やさしい構造力学 学芸出版社 ¥2,700 2,970¥       

45800
スポーツ強化演

習Ⅱ
4103

木曜1限

木曜2限
芦原　直哉 交渉の科学 三恵社 ¥2,000 2,200¥       

45801
スポーツ強化演

習Ⅳ
4104

木曜1限

木曜2限
芦原　直哉 交渉の科学 三恵社 ¥2,000 2,200¥       

45802
スポーツ強化演

習Ⅵ
4105

木曜1限

木曜2限
芦原　直哉 交渉の科学 三恵社 ¥2,000 2,200¥       

45804
情報セキュリ

ティ技術
4106 木曜1限 奥村　紀之

徹底攻略　基本情報技術者　教科書

令和2年度
インプレス ¥1,580 1,738¥       

45862
地理歴史科教育

法Ⅱ
4107 木曜1限 吉村　昌之

高等学校　学習指導要領―地理歴史編

―
東洋館出版社 ¥760 836¥          

45723 インテリア計画 4201 木曜2限 増岡　亮 図解テキスト インテリアデザイン 井上書院 ¥3,000 3,300¥       

45778
都市計画・都市

防災論
4202 木曜2限 山本　一馬 初めて学ぶ都市計画 市ケ谷出版社 ¥3,000 3,300¥       

45825
アプリケーショ

ン開発Ⅰ
4203 木曜2限 森本　雅博 実践力を身に着けるPythonの教科書 マイナビ出版 ¥2,580 2,838¥       

45861 社会科教育法Ⅱ 4204 木曜2限 廣田　稔 中学校社会科地理的分野教科用図書 東京書籍 ¥846 930¥          

45861 社会科教育法Ⅱ 4205 木曜2限 廣田　稔 中学校社会科歴史的分野教科用図書 東京書籍 ¥846 930¥          

45861 社会科教育法Ⅱ 4206 木曜2限 廣田　稔 中学校社会科公民的分野教科用図書 東京書籍 ¥846 930¥          

45861 社会科教育法Ⅱ 4207 木曜2限 廣田　稔 中学校学習指導要領解説社会編 東洋館出版社 ¥189 207¥          

45820 産業・組織心理学 （産業心理学）4208 木曜２限 産業組織心理学 ミネルヴァ書房 ¥2,200 2,420¥       

45548 英語Ⅵ 4302 木曜3限 太田　素子
King Arthur and his Knights of the

Round Table
英光社 ¥1,800 1,980¥       

45550 英語演習Ⅳ 4303 木曜3限 太田　素子
King Arthur and his Knights of the

Round Table
英光社 ¥1,800 1,980¥       

45673 日本近代の都市 4304 木曜3限 尾﨑　耕司 日本の下層社会 岩波文庫 ¥1,020 1,122¥       

45722 温熱・風の環境 4305 木曜3限 神農　悠聖 図解住居学５　住まいの環境　第2版 彰国社 ¥2,800 3,080¥       

45752
東洋建築史・西

洋建築史
4306 木曜3限 玉田　浩之 カラー版 建築と都市の歴史 井上書院 ¥2,500 2,750¥       

45775 出版特論Ⅰ 4307 木曜3限 吉川　登 近代大阪の出版 創元社 ¥2,300 2,530¥       

45781 出版特論 4308 木曜3限 吉川　登 近代大阪の出版 創元社 ¥2,300 2,530¥       

45799
データベース技

術Ⅰ
4309 木曜3限 森本　雅博

よくわかる　Microsoft Access2016

基礎
 FOM出版 ¥2,000 2,200¥       

45887 関係行政論 4310 木曜3限 武藤　麻美 公認心理師の基礎と実践 関係行政論 遠見書房 ¥2,800 3,080¥       

45620
ゼミナールⅡ

（現代社会学
4501 木曜5限 武藤　麻美 心理学マニュアル 質問紙法 北大路書房 ¥1,500 1,650¥       

45668
イギリス・アメ

リカを考える
5201 金曜2限 石野　尚

Britain at a Watershed（鼓動するイ

ギリス）
成美堂 ¥1,900 2,090¥       

45501 英語Ⅱ 5301 金曜3限 石野　尚 Smart Choice Starter 3rd edition
Oxford

University
¥2,990 3,289¥       

45753 建築計画Ⅱ 5302 金曜3限 川窪　広明 建築計画Ⅰ 鹿島出版会 ¥2,900 3,190¥       

45753 建築計画Ⅱ 5303 金曜3限 川窪　広明 建築計画II 鹿島出版会 ¥3,600 3,960¥       

45645
クロスカルチュ

ラル・スタ
5401 金曜4限 石野　尚

World Adventures （DVDで学ぶ世界

の文化と英語）
金星堂 ¥2,300 2,530¥       

45864 英語科教育法Ⅳ 5404 金曜4限 林　剛司 英語科教育法実習ハンドブック 大修館書店 ¥2,200 2,420¥       



45863 英語科教育法Ⅱ 5501 金曜5限 林　剛司 英語科教育法実習ハンドブック 大修館書店 ¥2,200 2,420¥       

45888
哲学と社会 （e

ラーニング）
6001 集中講義 石毛　弓 はじめての哲学史 有斐閣アルマ ¥2,000 2,200¥       
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65509 英語研究Ⅱ 1214 月曜2限 石野　尚
Introductory Topics of Linguistics

（言語学入門15章）
英宝社 ¥2,415 2,656¥       

65520
文化・社会特殊

研究Ⅱ
1407 月曜4限 中島　由佳 ひとと動物の絆の心理学 ナカニシヤ出版 ¥1,800 1,980¥       


