
学部 学年 科目名 書名 出版社 担当者 販売価格 備考

グロ 1 中国語A 新中国語ステップⅠ 好文出版 王　安萍 2,462

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

グロ 1 フランス語A フランス語のアトリエ 駿河台出版社 小町　萬里子 2,565

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/小町
萬子/大野　多加志

2,566 フランス語Aと同一教科書

グロ 1 ハングルA やさしく学べる韓国語　初級 白帝社 白　恩正 2,462

グロ 1 ハングルB やさしく学べる韓国語　初級 白帝社
イ　ジョンミン/金　娜玄
/白恩正

2,462 ハングルAと同一教科書

グロ 1 近現代日本史 詳説日本史研究 山川出版社 前原　正美 2,565

グロ 1 心理学 ゼロからはじめる心理学・入門（有斐閣ストゥディア） 有斐閣 岩渕　美和 1,846

グロ 1 法学 キヨミズ准教授の法学入門（星海社新書） 星海社 伊比   智 861

グロ 1 国際社会の抱える諸問題 米中貿易戦争と日本経済の突破口 花伝社 朱　  建栄 1,539

グロ 1 社会思想 JSミルの政治経済学 白桃書房 前原　正美 3,591

グロ 1 グローバル協力入門 紛争・対立・暴力　世界の地域から考える（岩波ジュニア新書） 岩波書店 井上　実佳 841

グロ 1 国際関係入門 ”知ってるつもり”から抜け出す！「国際関係」の基本がイチからわかる本 日本実業出版社 井上　実佳 1,539

グロ 1 Understanding the World This is Culture: Development communication 南雲堂 ジェフリーデュランド 1,949

グロ 1 英語学入門 日英語対照による英語学概論　増補版 くろしお出版 依田　悠介 2,565

グロ 1 教育原理 やさしい教育原理　第3版（有斐閣アルマ） 有斐閣 末藤　美津子 1,949

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

グロ 1 教育心理学 教職をめざすひとのための発達と教育の心理学 ナカニシヤ出版 中村　哲之 2,257

グロ 2 応用英語I-1B Exploring Speech Sounds　リスニングから学ぶ大学英語演習 南雲堂 西村　由起子 2,052 応用英語I-1Aと同一教科書

グロ 2 応用英語II-2B Exploring Speech Sounds　リスニングから学ぶ大学英語演習 南雲堂 西村　由起子 2,052 応用英語II-2Aと同一教科書

グロ 2 応用英語II-1B Eye on America and Japan　そのまま日米比較 南雲堂 西村　由起子 1,846 応用英語II-1Aと同一教科書 

グロ 2 応用英語II-1B Reading Adventures Level 1 Student Book Cengage Learning 福田　晶子 2,738 応用英語II-1Aと同一教科書 

グロ 2 応用英語II-2B Inspire Level 1 Student Book Cengage Learning 福田　晶子 3,149 応用英語II-2Aと同一教科書 

グロ 2 応用英語II-3B
A Shorter Course in TOEIC TEST LISTENING 450　K(カタノダ)メソッドによる 5分間
新

南雲堂 田中　智子 718 応用英語II-3Aと同一教科書

グロ 2 応用英語II-3B
Key Strategies for Success on the TOEIC L&R TestTOEIC Level 400　L＆Rテスト戦
略的トレーニング：レベル４００

朝日出版社 田中　智子 1,846 応用英語II-3Aと同一教科書

グロ 2 応用英語II-3B TOEIC L&R TEST 出る単特急 銀のフレーズ 朝日新聞出版 山田   治 912

グロ 2 応用英語II-3B TOEIC L&Rテスト　いきなり600点！ アルク 山田   治 1,846

グロ 2 情報処理応用B 情報リテラシーを身につけるEXCEL2016応用編 創成社
阿南　大/渋谷　智久/
泰松　範行/木川 明彦

1,384 情報処理応用Aと同一教科書

グロ 2 地理学 新詳高等地図 帝国書院 阿部   一 1,641

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 国際関係学 国際政治学をつかむ　新版（ＴＥＸＴＢＯＯＫＳＴＳＵＫＡＭＵ） 有斐閣 市川   顕 2,257

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 総合研究英語1と同一教科書

グロ 2 ヨーロッパの社会と文化 ＥＵの社会経済と産業(産研レクチャ－・シリ－ズ) 関西学院大学出版会 市川　 顕 2,052

グロ 2 比較文化論
Different Realitips Adventures in Interculutureal Comminication　異文化間コミュニケ
－ション己を知る、相手を知る

南雲堂 佐藤   泉 2,052

グロ 2 グローバル協力論 南スーダンに平和をつくる　「オールジャパン」の国際貢献 筑摩書房 井上　実佳 820

グロ 2 教育課程論 よくわかる教育課程　第2版（やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリ－ズ） 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（教師教育テキストシリ－ズ１１） 学文社 末藤　美津子 1,949

グロ 2 通訳・翻訳の理論 Ａｎ　ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　英和翻訳入門 南雲堂 河島　弘美 1,128

グロ 2 通訳・翻訳の理論 よくわかる翻訳通訳学（やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリ－ズ） ミネルヴァ書房 河島　弘美 2,462

グロ 2 英語科教育法I-2 新学習指導要領にもとづく英語科教育法　第３版 大修館書店 津村　敏雄 2,359

グロ 3 児童英語教育指導法2 英語で学ぼう オリンピック・パラリンピック 子どもの未来社 滝沢 麻由美 2,565

グロ 3 応用英語II-2B(再) Campus English 学生生活を英語でマスター Cengage Learning ベンジャミン　メイナールド 2,052 応用英語II-2A(再)と同一教科書

グロ 3 応用英語II-1B(再) Reading Steps　ステップアップ英文読解と基本文法 金星堂 勝田   薫 2,052

グロ 3 応用英語I-3B(再) Reading Steps　ステップアップ英文読解と基本文法 金星堂 勝田   薫 2,052

グロ 3 応用英語Ⅲ-3B The TOEIC Listenng nd Reading Test Circuit 松柏社 見上   晃 1,949

グロ 3 ALPS(英語特別選抜)Ⅱ-1B Research and Write　はじめてのリサ－チ＆アカデミックライティング マクミランランゲージハウス アンドリュー　ブーン 2,565

グロ 3 日本語表現技法 ステップアップ日本語講座　上級 東京書籍
布施　薫/新居田　純
野
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グロ 3 業界研究 「会社四季報」業界地図　2020年版 東洋経済新報社 戸山   孝 1,333

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

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 英語のしくみ1と同一教科書

グロ 3 平和構築 平和構築入門　その思想と方法を問いなおす（ちくま新書） 筑摩書房 井上　実佳 861

グロ 3 ホスピタリティ・ツーリズム 日本の名城を往く　過ぎ去りし時に想いを馳せて（サンエイムック 男の隠れ家別冊） 三栄 前原　正美 882

グロ 3 ホスピタリティ・ツーリズム 歩く地図　東京散歩 2020（ＳＥＩＢＩＤＯ　ＭＯＯＫ　Ｇｕｉｄｅ　Ｓｅｒｉｅｓ） 成美堂出版 前原　正美 923

グロ 3 ホスピタリティ・ツーリズム 大人のちょっと贅沢な旅 2019-2020春夏 リクルート 前原　正美 655

グロ 3 第二言語習得理論 英語習得の「常識」「非常識」　第二言語習得研究からの検証 大修館 依田　悠介 1,744

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－ズ） ひつじ書房 作田　奈苗 1,539

グロ 3 Topics in Globalization 1 Global Concepts: English for International Understanding　グロ－バル社会の潮流 南雲堂 ジェフリーデュランド 1,949

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 教育言語学1と同一教科書

グロ 3 世界のリーダー 指導者とは（文春学藝ライブラリ－） 文芸春秋 織田　邦男 1,703

グロ 4 応用英語II-7B The TOEIC Listenng nd Reading Test Circuit 松柏社 見上　  晃 1,949

グロ 4 応用英語Ⅰ-3B(再) Reading Steps　ステップアップ英文読解と基本文法 金星堂 勝田　　薫 2,052

グロ 4 応用英語I-1B(再) Campus English　学生生活を英語でマスター Cengage Learning ベンジャミン　メイナールド 2,052

 現代 1 中国語A 新中国語ステップⅠ 好文出版 王　安萍 2,462

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

 現代 1 フランス語A フランス語のアトリエ 駿河台出版社 小町　萬里子 2,565

 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/小町
萬子/大野　多加志

2,565 フランス語Aと同一教科書

 現代 1 ハングルA やさしく学べる韓国語　初級 白帝社 白　恩正 2,462

 現代 1 ハングルB やさしく学べる韓国語　初級 白帝社
イ　ジョンミン/金　娜玄
/白恩正

2,462 ハングルAと同一教科書

 現代 1 近現代日本史 詳説日本史研究 山川出版社 前原　正美 2,565

 現代 1 法学 キヨミズ准教授の法学入門（星海社新書） 星海社 伊比　 智 861

 現代 1 国際社会の抱える諸問題 米中貿易戦争と日本経済の突破口 花伝社 朱　  建栄 1,539

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

 現代 1 簿記入門 検定簿記講義３級商業簿記　2019年度版 中央経済社 木村　昭興 768

 現代 1 会計入門 はじめての会計学　第6版 森山書店 木村　昭興 2,462

 現代 1 統計入門 経営系学生のための基礎統計学　改訂版 共立出版 谷本   信 2,052

 現代 2 応用英語II-1B Slow & Steady　大学生の総合基礎英語 南雲堂 加藤　良則 2,052 応用英語II-1Aと同一教科書

 現代 2 応用英語II-1B Select Readings Pre-intermediate Student Book (2E) Oxford University Press 岡田　奈緒美 2,565 応用英語II-1Aと同一教科書

 現代 2 応用英語II-1B Journeys Communication for the Future　コミュニケ－ションのための総合英語 朝日出版社 菅原　千津 2,052 応用英語II-1Aと同一教科書

 現代 2 応用英語II-1B English Stream: Elementary　インプットからアウトプットへ：初級 金星堂 滝沢　麻由美 1,846 応用英語II-1Aと同一教科書

 現代 2 応用英語II-3B
Key Strategies for Success on the TOEIC L&R TestTOEIC Level 400　L＆Rテスト戦
略的トレーニング：レベル４００

朝日出版社 戸室　京子 1,846 応用英語II-3Aと同一教科書

 現代 2 応用英語II-3B TOEIC TEST: Motivation 大学生のためのTOEICテスト総合演習 南雲堂 山内　香代子 2,052 応用英語II-3Aと同一教科書

 現代 2 情報処理応用B 情報リテラシーを身につけるEXCEL2016応用編 創成社
阿南　大/渋谷　智久/
泰松　範行/木川 明彦

1,384 情報処理応用Aと同一教科書

 現代 2 地理学 新詳高等地図 帝国書院 阿部   一 1,641

 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 国際関係学 国際政治学をつかむ　新版（ＴＥＸＴＢＯＯＫＳＴＳＵＫＡＭＵ） 有斐閣 市川    顕 2,257

 現代 2 情報処理検定II ITパスポート合格教本　シラバス3.0/4.0対応　2019 技術評論社 谷本   信 1,621 情報処理検定Iと同一教科書

 現代 2 簿記 検定簿記講義３級商業簿記　2019年度版 中央経済社 木村　昭興 768

 現代 2 サービス経営基礎 ケースで学ぶマーケティング　第２版 ミネルヴァ書房 井原　久光 3,283

 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 3 応用英語II-2B(再)  Campus English 学生生活を英語でマスター Cengage Learning ベンジャミン　メイナールド 2,052 応用英語II-2A(再)と同一教科書

 現代 3 応用英語II-1B(再) Reading Steps　ステップアップ英文読解と基本文法 金星堂 勝田   薫 2,052

 現代 3 ALPS(英語特別選抜)II-1B Research and Write　はじめてのリサ－チ＆アカデミックライティング マクミランランゲージハウス アンドリュー　ブーン 2,565

 現代 3 応用英語III-3B The TOEIC Listenng nd Reading Test Circuit 松柏社 見上   晃 1,949

 現代 3 日本語表現技法 ステップアップ日本語講座　上級 東京書籍
布施　薫/新居田　純
野
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 現代 3 業界研究 「会社四季報」業界地図　2020年版 東洋経済新報社 戸山   孝 1,333

 現代 3 ビジネス交渉 戦略的交渉入門 日本経済新聞出版社 平野　賢哉 882

 現代 3 起業ショップ経営 入門起業の科学 日経BP社 石黒　順子 1,641



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

 現代 3 サービス経営基礎 ケースで学ぶマーケティング　第2版（ＭＩＮＥＲＶＡＴＥＸＴＬＩＢＲARY） ミネルヴァ書房 井原　久光 3,283

人間 1 中国語A 新中国語ステップⅠ 好文出版 王　安萍 2,462

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

人間 1 フランス語A フランス語のアトリエ 駿河台出版社 小町　萬里子 2,565

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/小町
萬子/大野　多加志

2,566 フランス語Aと同一教科書

人間 1 ハングルA やさしく学べる韓国語　初級 白帝社 白　恩正 2,462

人間 1 ハングルB やさしく学べる韓国語　初級 白帝社
イ　ジョンミン/金　娜玄
/白恩正

2,462 ハングルAと同一教科書

人間 1 近現代日本史 詳説日本史研究 山川出版社 前原　正美 2,565

人間 1 法学 キヨミズ准教授の法学入門（星海社新書） 星海社 伊比   智 861

人間 1 国際社会の抱える諸問題 米中貿易戦争と日本経済の突破口 花伝社 朱　  建栄 1,539

人間 1 社会思想 JS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（有斐閣アルマ） 有斐閣 塩谷　隼平 2,052

人間 2 応用英語II-1B 4000 Essential English Words (2E) 1 Student Book with Student Digital Materials Compass Publishing 中村　佐知子 2,359 応用英語II-1Aと同一教科書

人間 2 応用英語II-1B  Reading Trek!　英語で読む世界の15の物語 金星堂 北田　敬子 1,949 応用英語II-1Aと同一教科書

人間 2 応用英語II-1B
Writing Key English Grammar and Usage for Better Writing　英語の感覚をつかむ文
法からライティングへ

金星堂 山形　明子 1,846 応用英語II-1Aと同一教科書

人間 2 応用英語II-2B Communicate Abroad Student Book Cengage Learning 金曽　祐哉 2,052 応用英語II-2Aと同一教科書

人間 2 応用英語II-2B Inspire Level 1 Student Book Cengage Learning 田中　智子 3,149 応用英語II-2Aと同一教科書

人間 2 応用英語II-3B TOEIC L&R TEST 出る単特急 銀のフレーズ 朝日新聞出版 山田　 治 912
応用英語II-3Aの澁谷先生と同一教
科書

人間 2 応用英語II-3B TOEIC L&Rテスト　いきなり600点！ アルク 山田　 治 1,846
応用英語II-3Aの澁谷先生と同一教
科書

人間 2 地理学 新詳高等地図 帝国書院 阿部   一 1,641

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 国際関係学 国際政治学をつかむ　新版（ＴＥＸＴＢＯＯＫＳＴＳＵＫＡＭＵ） 有斐閣 市川　 顕 2,257

人間 2 情報処理応用B 情報リテラシーを身につけるEXCEL2016応用編 創成社
阿南　大/渋谷　智久/
泰松　範行/木川 明彦

1,384 情報処理応用Aと同一教科書

人間 2 コーチング論 新スポーツ科学概論　スポ－ツ・健康運動指導の必須知識 創成社 佐藤　淳一 2,667

人間 2 スポーツカウンセリング これから学ぶスポーツ心理学改訂版 大修館書店 澁谷　智久 2,052

人間 2 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

人間 3 応用英語II-1B(再) Reading Steps　ステップアップ英文読解と基本文法 金星堂 勝田   薫 2,052

人間 3 応用英語II-2B(再)  Campus English 学生生活を英語でマスター Cengage Learning ベンジャミン　メイナールド 2,052

人間 3 応用英語III-3B The TOEIC Listenng nd Reading Test Circuit 松柏社 見上   晃 1,949

人間 3 ALPS(英語特別選抜)II-1B Research and Write　はじめてのリサ－チ＆アカデミックライティング マクミランランゲージハウス アンドリュー　ブーン 2,565

人間 3 日本語表現技法 ステップアップ日本語講座　上級 東京書籍
布施　薫/新居田　純
野

718

人間 3 業界研究 「会社四季報」業界地図　2020年版 東洋経済新報社 戸山   孝 1,333

人間 3 栄養学 はじめて学ぶ健康・栄養系教科書シリーズ5　基礎栄養学　第2版 化学同人 村田　浩子 2,154

大学院 1 管理会計研究 管理会計の基礎と応用 中央経済社 木村　昭興 3,078

大学院 1 財務会計研究 財務会計・入門 　企業活動を描き出す会計情報とその活用法　第12版補訂（有斐閣アルマ） 有斐閣 冨田　洋介 1,846

大学院 1 不動産運用設計 CFP資格標準テキスト　不動産運用設計　2019年度版 日本FP協会 冨田　洋介 2,359

大学院 1 人的資源研究 経験から学ぶ人的資源管理　新版（有斐閣ブックス） 有斐閣 平野　賢哉 2,872

注)10月からは、消費税増税に伴い、教科書到着日が10/1以降となる第4回目以降の受付で教科書をご購入された場合、税率10％の金額になります。


