
学部 学年 科目名 書名 出版社 担当者 販売価 備考

グロ 1 フランス語B フランス語のアトリエ 駿河台出版社 天野由紀代/大野多加志/小町萬里子 2,565 春学期のフランス語Aと同一教科書

グロ 1 中国語B 中国語ステップⅠ 好文出版 成　寅/臧　理/王安萍 2,462 春学期の中国語Aと同一教科書

グロ 1 ハングルB やさしく学べる韓国語 初級 白帝社 金　娜玄/イジョンミン 2,462 春学期のハングルAと同一教科書

グロ 1 国際社会の抱える諸問題 紛争・対立・暴力―世界の地域から考える 岩波書店 井上　実佳 841

グロ 1 社会思想 J.S.ミルの政治経済学 白桃書房 前原　正美 3,591

グロ 1 Understanding the World This is Culture　理論と実践で学ぶ異文化間コミュニケーション 南雲堂 ジェフリー・デュランド 1,949

グロ 1 言語社会学入門 日本語は「空気」が決める 光文社新書 飯尾　牧子 861

グロ 1 教職概論 新しい時代の教職入門 改訂版 有斐閣 末藤　美津子 1,949

グロ 2 応用英語I-1B English Sound Box: 楽しく学べる英語リスニング 金星堂 西村　由起子 2,000

グロ 2 応用英語II-1B
New Friends On the way to Writing Fluency 手紙とメ－ルの読解で学ぶライティン
グ・スキルズ入門

南雲堂 西村　由起子 1,949 春学期の応用英語II-1Aと同一教科書

グロ 2 応用英語II-2B English Sound Box: 楽しく学べる英語リスニング 金星堂 西村　由起子 2,000 春学期の応用英語II-2Aと同一教科書

グロ 2 フランス語会話 フランス語ルージュ１ -トリコロール会話編- 朝日出版社 天野　由紀代 1,231

グロ 2 情報処理応用B 情報処理リテラシーを身につける　応用編 創成社 栗林　克/竹内　由利子/澁谷　智久/泰松　範行 未定

グロ 2 世界の美術 めくるめく現代アート フィルムアート社 久村　卓 1,539

グロ 2 地理学 新詳高等地図 帝国書院 阿部　一 1,641

グロ 2 グローバル・コミュニケーション言語(中国語) 中国語ステップⅡ 好文出版 成　寅 1,846

グロ 2 グローバルコミュニケーション言語(フランス語) フランス語のアトリエ（CD付） MON ATELIER DE FRANÇAIS 駿河台出版社 村田　幸治　 2,565

グロ 2 グローバル協力論 国際平和協力入門－国際社会への貢献と日本の課題 ミネルヴァ書房 井上　実佳 2,872

グロ 2 日本の外交 日本外交の論点 法律文化社 井上　実佳 2,462

グロ 2 日本語教育法入門 平成30年度　日本語教育能力検定試験　合格するための本 アルク 山本　博子 2,872

グロ 2 総合研究英語2 英語総合研究 研究社 飯尾　牧子 2,667 春学期の総合研究英語1と同一教科書

グロ 2 英語科教育法I-2 改訂版 新学習指導要領にもとづく英語科教育法 大修館書店 津村　敏雄 2,359

グロ 2 教育課程論 よくわかる教育課程 第2版 ミネルヴァ書房 末藤　美津子 2,667

グロ 2 教育制度比較論 新版　世界の学校 学事出版 末藤　美津子 2,565

グロ 2 道徳教育指導法 道徳教育　改訂版 学文社 末藤　美津子 1,949

グロ 2 言語学 生成文法の考え方 (英語学モノグラフシリ－ズ２) 研究社 依田　悠介 2,872

グロ 3 応用英語1-2B〈再〉 STRETCH  Book 1 Student Book Pack Oxford University Press 青木　真奈 3,016 春学期の応用英語1-2A(再)と同一教科書

グロ 3 応用英語II-7B(TOEIC中上級) The TOEIC listening & reading test Circuit 松柏社 見上　晃 1,949

グロ 3 情報処理法4(グラフィックデザイン) Processingをはじめよう 第2版 (Make: PROJECTS) オライリージャパン 住田　智雄 2,052

グロ 3 キャリア開発Ⅲ-2 会社四季報　業界地図　2019年版 東洋経済新報社 戸山　孝 1,231

グロ 3 比較文化論入門 Different Realitips 異文化間コミュニケーション 南雲堂 佐藤　泉 2,052

グロ 3 現代日本研究2 京セラフィロソフィ サンマーク出版 前原　正美 2,462

グロ 3 日本語研究2 音声を教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ2) ひつじ書房 作田　奈苗 1,539

グロ 3 日本語研究4 日本語教育能力検定試験に合格するための用語集 アルク 山本　博子 2,565

グロ 3 日本語表現技法B 新編　マスター日本語表現 暁印書館 嶌田　明子 1,539 春学期の日本語表現技法Aと同一教科書

グロ 3 サービス産業2 経営戦略概論 戦略理論の潮流と体系 産業能率大学出版部 前原　正美 2,462

グロ 3 指導者論 指導者とは 文藝春秋 長尾　　悟 1,703

グロ 3 英語のしくみ2 はじめての英語学 改訂版 研究社 高尾　享幸 2,565 春学期の英語のしくみ1と同一教科書

グロ 3 アメリカ文学 アメリカ文学史 成美堂 松本　美千代 2,462

グロ 3 英語科教育法II-2 英語科教育実習ハンドブック 大修館書店 津村　敏雄 2,257

グロ 3 教育言語学2 ベーシック 応用言語学 ひつじ書房 西村　由起子 1,846

グロ 4 日本語研究特講2 実践にほんご指導見なおし本【機能語指導編】 アスク出版 山本　博子 1,949

グロ 4 日本語教育法特講2 みんなの日本語 初級I 第2版 本冊 スリーエーネットワーク 作田　奈苗 2,565

グロ 4 現代日本研究特講 平和主義とは何か 政治哲学で考える戦争と平和 中央公論新社 前原　正美 841

グロ 4 現代日本研究特講 楕円思考で考える経営の哲学 日本能率協会マネジメントセンタ－ 前原　正美 1,539

グロ 4 日本とヨーロッパ特講 住んでみたヨーロッパ９勝１敗で日本の勝ち 講談社 長尾　　悟 902

グロ 4 英米社会論特講 ニュースの“なぜ？”は世界史に学べ２：日本人が知らない１０１の疑問 SBクリエイティブ 長尾　　悟 820

ICP 3 異文化交流論[ICP] This is Culture　理論と実践で学ぶ異文化間コミュニケーション 南雲堂 ジェフリーデュランド 1,949

ICP 3 国際関係論[ICP] Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In Penguin Books ジェフリーデュランド 2,441

平成30年度　秋学期　選択教科書リスト(グローバル・コミュニケーション学部、ICP)



学部 学年 科目名 書名 出版社 担当者 販売価 備考

現代 1 フランス語B フランス語のアトリエ 駿河台出版社 天野由紀代/大野多加志/小町萬里子 2,565 春学期のフランス語Aと同一教科書

現代 1 中国語B 中国語ステップⅠ　 好文出版 成　寅/臧　理/王安萍 2,462 春学期の中国語Aと同一教科書

現代 1 ハングルB やさしく学べる韓国語 初級 白帝社 金　娜玄/イジョンミン 2,462 春学期のハングルAと同一教科書

現代 1 国際社会の抱える諸問題 紛争・対立・暴力―世界の地域から考える 岩波書店 井上　実佳 841

現代 1 社会思想 J.S.ミルの政治経済学 白桃書房 前原　正美 3,591

現代 1 統計入門 スタンダード 文科系の統計学 培風館 谷本　信 2,257

現代 1 簿記入門 検定簿記講義 ３級商業簿記 平成３０年度版 中央経済社 木村　昭興 718

現代 1 会計入門 はじめての会計学 第５版 森山書店 木村　昭興 2,462

現代 2 応用英語II-1B Smart Writing はじめてのパラグラフ・ライティング 成美堂 町田　純子 2,052

現代 2 応用英語II-1B Reading Explore 2/E Foundation Student Book Cengage Learning 福田　晶子 2,441 春学期の応用英語II-1Aと同一教科書

現代 2 応用英語II-2B Get Ready for International Business Level 1 Student's Book with TOEIC Macmillan Languagehouse 青木　真奈 2,667 春学期の応用英語II-2Aと同一教科書

現代 2 応用英語II-3B
START-UP COURSE FOR THE TOEIC L&R TEST (REVISED EDITION) TOEIC
L&R TESTへのファーストステップー 改訂新版

成美堂 山内　香代子 2,052 春学期の応用英語II-3Aと同一教科書

現代 2 応用英語II-3B TOEIC L&R TEST 出る単特急 銀のフレーズ (TOEIC TEST 特急シリーズ) 朝日新聞出版 山内　香代子 912

現代 2 フランス語会話 フランス語ルージュ１ -トリコロール会話編- 朝日出版社 天野　由紀代 1,231

現代 2 情報処理応用B 情報処理リテラシーを身につける　応用編 創成社 栗林　克/竹内　由利子/澁谷　智久/泰松　範行 未定

現代 2 世界の美術 めくるめく現代アート フィルムアート社 久村　卓 1,539

現代 2 地理学 新詳高等地図 帝国書院 阿部　一 1,641

現代 2 情報処理検定Ⅰ MOS攻略問題集 Excel 2016 日経BP社 中村　寿太郎 1,846

現代 2 情報処理検定II 情報検定 情報活用試験3級公式テキスト・問題集 新Ｊ検 2018年度版 実教出版 中村　寿太郎 923

現代 2 サービス経営基礎 １からのサービス経営 碩学舎 齋藤　れい 2,462

現代 2 マーケテイング・リサーチ １からのマーケティング分析 碩学舎 齋藤　れい 2,462

現代 2 販売サービスⅠ
販売士ハンドブック（基礎編）（5冊セット）リテールマーケティング（販売士）検定試
験3級対応

日本商工会議所 森　宏 7,000

現代 2 人的資源基礎 明日を生きる人的資源管理入門 ミネルヴァ書房 横山　和子 2,872

現代 2 マクロ経済 マクロ経済学・入門 第5版 有斐閣 井川　紀道 2,257

現代 2 簿記 検定簿記講義 ３級商業簿記 平成３０年度版 中央経済社 木村　昭興 718

現代 3 応用英語III-3B(資格試験対策) The TOEIC listening & reading test Circuit 松柏社 見上　晃 1,949

現代 3 情報処理法3(グラフィックデザイン) Processingをはじめよう 第2版 (Make: PROJECTS) オライリージャパン 住田　智雄 2,052

現代 3 業界研究 会社四季報　業界地図　2019年版 東洋経済新報社 戸山　孝 1,231

現代 3 人的資源管理 経験から学ぶ人的資源管理（新版） 有斐閣 石黒　順子 2,872

人間 1 フランス語B フランス語のアトリエ 駿河台出版社 天野由紀代/大野多加志/小町萬里子 2,565 春学期のフランス語Aと同一教科書

人間 1 中国語B 中国語ステップⅠ 好文出版 成　寅/臧　理/王安萍 2,462 春学期の中国語Aと同一教科書

人間 1 ハングルB やさしく学べる韓国語 初級 白帝社 金　娜玄/イジョンミン 2,462 春学期のハングルAと同一教科書

人間 1 国際社会の抱える諸問題 紛争・対立・暴力―世界の地域から考える 岩波書店 井上　実佳 841

人間 1 社会思想 J.S.ミルの政治経済学 白桃書房 前原　正美 3,591

人間 1 基礎心理学 はじめて出会う心理学 改訂版 有斐閣 塩谷　隼平 2,052 春学期の心理学概論と同一教科書

人間 1 対人関係論 人間関係の社会心理学 晃洋書房 坊　隆史 2,872

人間 1 スポーツ健康概論 スポーツ科学概論 創成社 光川　眞壽 1,897 春学期のスポーツ心理学と同一教科書

人間 2 応用英語II-1B Write Me Back Soon!: Eメールで学ぶ英文ライティングの基礎 金星堂 丸　聡弘 2,052 春学期の応用英語II-1Aと同一教科書

人間 2 応用英語II-1B Writing Gear Express Yourself in Good Form 使える英文ライティング・文法 金星堂 山形　明子 1,846 春学期の応用英語II-1Aと同一教科書

人間 2 応用英語II-1B Premium Reader  Elementary 英語リーディングとの出会い 初級編 金星堂 河島　弘美 1,744

人間 2 応用英語II-2B Communicate Abroad - Essential English for Travel and Study - Cengage Learning 平野　美沙子 2,052 春学期の応用英語II-2Aと同一教科書

人間 2 フランス語会話 フランス語ルージュ１ -トリコロール会話編- 朝日出版社 天野　由紀代 1,231

人間 2 情報処理応用B 情報処理リテラシーを身につける　応用編 創成社 栗林　克/竹内　由利子/澁谷　智久/泰松　範行 未定

人間 2 世界の美術 めくるめく現代アート フィルムアート社 久村　卓 1,539

人間 2 地理学 新詳高等地図 帝国書院 阿部　一 1,641

人間 2 心理統計学 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 北大路書房 相羽　美幸 2,565 春学期の統計学と同一教科書

人間 2 コーチング論 公認スポーツ指導者要請テキスト 共通科目１ 日本体育協会 佐藤　淳一 5,400

人間 2 カウンセリングの応用 やさしく学べる心理療法の基礎 培風館 塩谷　隼平 2,565 春学期のカウンセリング基礎と同一教科書

人間 2 臨床心理学の実践 実践に役立つ臨床心理学 第３版 北樹出版 有木　永子 2,154 春学期の臨床心理学の基礎と同一教科書

人間 3 応用英語III-3B(資格試験対策) The TOEIC listening & reading test Circuit 松柏社 見上　晃 1,949

人間 3 情報処理法3(グラフィックデザイン) Processingをはじめよう 第2版 (Make: PROJECTS) オライリージャパン 住田　智雄 2,052

人間 3 業界研究 会社四季報　業界地図　2019年版 東洋経済新報社 戸山　孝 1,231

人間 3 スポーツカウンセリング スポーツメンタルトレーニング教本　三訂版 大修館書店 澁谷　智久 2,257

人間 3 コーチング論 公認スポーツ指導者要請テキスト 共通科目１ 日本体育協会 佐藤　淳一 5,400

人間 3 社会体育理論と実践 健康運動実践指導者養成用テキスト 健康・体力づくり事業財団 澁谷　智久 5,940

大学
院

1 特別講義II 改訂版 大学・大学院留学生の日本語４論文作成編 アルク 清水　由美 1,846

平成30年度　秋学期　選択教科書リスト(現代経営学部・人間科学部・大学院)


