
 2019 教科書一覧 （共通・専門）

学部 教員氏名 科目名 教科書

共通 共通 スポーツ実習Ⅰ

共通 共通 身体と運動ＡＢ

共通 成山　哲也 スポーツ実習・体育実習 『合気道競技』

共通 石川　国広 体育実習　バドミントン 『DVD付き 絶対うまくなる！ バドミントン』

司書 藤森　馨 学校経営と学校図書館 『学校経営と学校図書館 　（司書教諭テキストシリーズ2）』　

司書 田中　均 学校図書館メディアの構成 『学校図書館メディアの構成　改訂新訂版』

司書 三澤　勝己 学習指導と学校図書館 『江戸の書院と現代の図書館』

司書 三澤　勝己 情報サービス演習（１）

司書 藤森　馨 情報サービス演習（１）

司書 中西　裕 情報サービス論

司書 山口　洋 情報資源組織演習（分類） 『情報資源組織論及び演習　（ライブラリー図書館学９）』

司書 山口　洋 情報資源組織論 『図書館情報学基礎資料　第2版』

司書 田中　均 図書館情報技術論 『図書館情報技術論』

司書 藤森　馨 図書館概論 『図書館概論　第2版　　（ライブラリー図書館情報学2）』

司書 藤森　馨 図書館情報資源概論  『図書館情報資源概論　（ライブラリー図書館情報学8）』

『児童サービス論　　（現代図書館情報学シリ－ズ6）』

『児童サービス論　（ライブラリ－図書館情報学7）』　

『図書館サービス概論　（現代図書館情報学シリ－ズ4）』　

『図書館サービス概論　第2版　（ライブラリ－図書館情報学5）』

共通 安達　和年 コンピュータネットワーク 『図解まるわかり　ネットワークのしくみ』

共通 貝瀬　英夫 外国文学Ａ 『イギリスの文学』

共通 西口　智也

共通 秋谷　幸治

共通 山本　剛 教育学Ａ 『最新　よくわかる教育の基礎』

共通 菱刈　晃夫 教育学Ａ 『教育にできないこと、できること［第4版］』

共通 江川　陽介 教育学Ａ基礎 『ゼロからわかる 大学生のためのレポート・論文の書き方』

司書 松野　渉 児童サービス論

司書 松野　渉 図書館サービス概論

共通科目（司書を含む）

『大学生のための総合スポーツ科学』

『情報サ－ビス論及び演習　（ライブラリ－図書館情報学6）』

漢文学Ａ 『社会人のための漢詩漢文小百科』

掲載日：2019/6/10 国士舘大学[世田谷キャンパス]　教科書一覧　【共通・専門科目】

教科書取扱店 ： 6号館1階 成文堂国士舘店　（新学期の教科書販売所は終了致しました。以後はこちらの店舗をご利用下さい）

＊秋期の教科書について
　この一覧は通年・春期授業の教科書一覧ですので、秋期の教科書は記載しておりませんのでご注意下さい。
　秋期の教科書は秋期に販売させて頂きます。
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共通 菱刈　晃夫 教育基礎論 『教育にできないこと、できること［第4版］』

共通 小谷川　元一 教育実習Ⅱ 『教師と親の「共育」で防ぐ　いじめ・学級崩壊』

共通 金子　真人 教育心理学 『理論と実践をつなぐ　教育心理学』

共通 松田　浩平 教育心理学 『やさしい教育心理学　第4版』

共通 桜井　美加 教育相談 『教育相談ワークブック　―子どもを育む人になるために』

共通 助川　成也 経済学Ａ 『経済学ベーシック』　　　　　　　　

共通 多部田　直樹 経済学Ａ 『ミクロ経済学　改訂版』

共通 貫名　貴洋 経済学Ａ 『マンキュー入門経済学 (第2版)』

共通 深澤　亨 国文学Ａ 文庫　『百人一首』　　島津忠夫訳注

共通 中村　一夫 国文学Ａ 『新注源氏物語抄』

共通 本波　裕美 自然科学（化学系Ａ） 新書　『人物で語る化学入門』

共通 武藤　拓也 社会科・公民科教育論 『〈新版〉社会・地歴・公民科教育法』

共通 森口　岳 社会科学概論A ブックス　『社会学入門 〈多元化する時代〉をどう捉えるか 』

共通 安達　和年 情報科学 『痛快！　コンピュータ学』　　坂村健著　

共通 吉田　高志 情報処理Ａ 『30時間でマスター Windows10対応 Word2016』

共通 菰池　伸行 情報処理Ａ  『はじめてのOffice2016 (BASIC MASTER SERIES)』

共通 安達　和年 情報処理Ａ 『情報リテラシー　アプリ編』

共通 高橋　良博 心理学Ａ  『人間理解の科学－心理学への招待－第２版』

アルマ　『はじめて出会う心理学　改訂版』

『現代を読み解く心理学』

共通 飯田　緑 心理学Ａ 『はじめて学ぶ心理学』

共通 石見　豊 政治学 『英国の分権改革とリージョナリズム』　

共通 長谷川　三雄 人間と地球環境 『人間と地球環境』

共通 小谷川　元一他 生徒指導論 『生徒指導提要』

共通 岡島　建 地理学Ａ 『改訂新版　ジオグラフィー入門』

共通 伊藤　修一 地理学Ａ 『新詳　高等地図』

共通 山元　貴尚 東洋史Ａ 『概観中国の政治と文化』　★　絶版

共通 桜井　美加 心理学Ａ
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共通 文庫　『中国の歴史　ちくま学芸文庫　キ２３－１』

共通 『中国の歴史　増補改訂版』

共通 北村　仁代 統計学（基礎統計） 『数理統計入門』　　松本裕行、宮原孝夫

共通 栗栖　淳 道徳教育の理論と実践 『道徳教育の理論と方法』

共通 土屋　彰久 日本国憲法 『人権の歴史』

共通 夏目　琢史 日本史Ａ 『名著から読み解く日本社会史』

共通 長島　淳子 日本史Ａ 『歴史のなかの家族と結婚』

共通 鈴木　裕之 文化人類学Ａ  『恋する文化人類学者結婚を通して異文化を理解する』

共通 森　禎徳 論理学Ａ 『論理学入門　（現代大学双書）』

共通 田代　博司 論理学Ａ 『アルゴリズムの論理学』

経営 水野　由香里 イノベーション論Ａ 『戦略は「組織の強さ」に従う』

経営 今村　紅子 ビジネス英語Ⅰ 『Successful Office English』

経営 共通 フレッシュマンゼミナール 新書　『現代語訳 論語と算盤』　　渋沢栄一

経営 『スタートアップ会計学　第2版』

経営 『スッキリわかる　日商簿記初級　第2版』　

経営 中野　常男 会計史Ａ・外国会計史  『近代会計史入門　第2版』　中野常男・清水泰洋共編著

経営  『近代会計史入門　第2版』　中野常男・清水泰洋共編著

経営 『ケースブック監査論　第5版』　

経営 三谷　華代 管理会計論A・意思決定会計 『管理会計の基礎と応用』

政経・営 経営学部共通 経営学総論Ⅰ 『経営学検定試験公式テキスト１　経営学の基本』

 『経営学検定試験〔初級〕過去問題・解答・解説　2018年度版』

 『経営学検定試験〔初級〕過去問題・解答・解説　2019年度版』

経営 芦澤　成光 経営学史Ａ  『現代経営管理論の基礎　（現代経営基礎シリ－ズ3）』

経営 税所　哲郎 経営学特論Ⅴ 『マッチング・ビジネスが変える企業戦略』

経営 飯田　昭夫 経営学特論Ⅶ アルマ　『知的財産法　第8版』　

経営 簗瀬　允紀 経営学特論Ⅸ 『マーケティング超入門』　

太田　麻衣子 東洋史Ａ

経営学部（一部、政経と合同）

経営学部共通 会計学総論Ⅰ

経営学部共通 会計史A

経営 池元　有一 経営学演習Ⅰ
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経営 中根　雅夫 経営情報論Ａ 『情報マネジメントが経営を変える』 

経営 武藤　拓也 社会科指導法Ⅰ 『〈新版〉社会・地歴・公民科教育法』

経営 佐藤　香織 人的資源管理論Ａ 『入門　人的資源管理』

経営 柳澤　明信 特別講義Ⅸ 『モバイル基礎テキスト　第6版』　

経営 高橋　清美 日本経済論・基礎 参考書は個人注文受付ます。

『合格テキスト 日商簿記3級』

『合格トレーニング 日商簿記3級』

『合格トレーニング 日商簿記3級』

『合格テキスト 日商簿記3級』

『合格テキスト日商簿記２級商業簿記』

『合格トレーニング日商簿記２級商業簿記』

政経・営 佐藤　公俊 データ解析 『Excelによるデータ分析入門』

政経・営 永冨　隆司 マクロ経済学（基礎） 『オルラ・オルソン　マクロ経済学』

政経・営 久米　良光 マクロ経済学（基礎） 『入門マクロ経済学（第5版）』　　中谷巌 著

政経・営 多部田　直樹 ミクロ経済学（消費者分析） 『ミクロ経済学　改訂版』

政経・営 久米　良光 ミクロ経済学（消費者分析） 『マンキュ－経済学１（ミクロ編）　第3版』

政経・営 長吉　眞一 監査の意義と役割 『監査論入門　（第3版4刷）』

政経・営 桜井　徹 企業形態論 『企業形態論　 (新経営学ライブラリ)』

政経・営 『現代企業論　第5版』

政経・営 『アートプロデュース概論』

政経・営 飯田　昭夫 経営学特論Ⅶ アルマ　『知的財産法　第8版』　

政経・営 阿部　圭司 経営財務論 『改訂版　ファイナンス入門』

政経・営 佐藤　公俊 経営数学 『経済・経営を学ぶための数学入門』

政経・営 『検定簿記講義２級工業簿記　2019年度版』

政経・営 『検定簿記ワークブック２級工業簿記　第３版』

政経・営 大庭　裕介 国史概説 『図説　日本史通覧』

政経・営 宮原　裕一 財務会計論 『テキスト入門会計学　第5版』

経営 共通 簿記演習Ⅰ　

政経・営 共通 応用簿記Ⅰ　

政経・営 共通 簿記原理Ⅰ　

境　新一 企業戦略論

井岡　大度 工業簿記論
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政経・営 島崎　杉雄 財務会計論 ？

政経・営 中井　誠司 財務分析 『財務諸表分析　(第2版)』

政経・営 奥村　正郎 税務会計論 『日本の財政と租税法』

政経・営 斉木　秀憲 租税法概論 『スタートアップ租税法　[第3版]』

政経・営 土屋　彰久 法学Ａ 『政治と法』

政経・営 北田　真理 法学Ａ 『はじめての法律学〔第5版〕』　　松井茂記

政経・営 杉本　隆久 倫理学概論 文庫　『これからの「正義」の話をしよう』　

政経・営 高野　敏春 労働法Ａ 『基礎から学ぶ労働法　Ⅰ』

政経・営 高野　敏春 労働法Ａ 『基礎から学ぶ労働法　Ⅱ』

政経・営 原　俊之 労働問題Ａ 新書　『若者と労働』

政経 趙　珍姫 エリア・スタディ（アジア地域） 『韓国経済がわかる20講』

政経 津田　俊樹 メディア論 『ブレないスポーツ報道』

政経 永冨　隆司 応用マクロ経済学（マクロ政策） 『オルラ・オルソン　マクロ経済学』

政経 多部田　直樹 応用ミクロ経済学（基礎） 『ミクロ経済学　改訂版』

政経 織田　健志 近代日本政治史 『日本政治史　増補版　-外交と権力』

政経 川村　哲章 金融論（銀行論） ストゥディア　『金融のエッセンス』

政経 助川　成也 経済開発論（貧困と開発） 『開発経済学入門　第３版』

政経 川村　哲章 経済学史（基礎） 『ライブ・経済学の歴史』

政経 海上　知明 経済史概論（基礎） 『ポイント経済学③　西洋経済史』

政経 河田　英介 経済英語基礎１ 『Learning Essential Economics in English（英語で学ぶやさしい経済学）』

政経 河田　英介 経済実用英語１ ナシ

政経 足立　公平 経済実用英語１  『Ｂｏｔｔｏｍ　Ｌｉｎｅ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｓｔｏｒｉｅｓ（ワールドビジネスの光と蔭）』

政経 森　寛史 経済数学（微分法） 『経済・経営系　数学概説　第2版』

政経 河田　英介 経済特別講義　Ⅱ  『Confronting the Issues.（世界と向き合うための12章）』

政経 石山　健一 経済理論基礎（ミクロ） 『スティグリッツ 入門経済学　第４版』

政経 平石　正美 現代行政学 『現代行政のニュートレンド』　品切・重版未定　★

政経学部
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政経 石見　豊 公務員概論（基礎） 『行政と地方自治の現在』

政経 木村　恒隆 行政作用法 『ベーシック行政法　(第２版）』

政経 古坂　正人 行政特殊講義Ⅰ 『組織学習の理論と実践』　　辻本篤　  

政経 岡部　雅人 刑法A 『入門刑法学・総論　第2版』

政経 井上　行忠 国際会計実務 『国際会計の展開と展望』　　菊谷正人

政経 田辺　亮 国際関係諸理論 『国際政治学をつかむ　新版』

政経 助川　成也 国際経済論（諸理論） 『国際政治学をつかむ　新版』

政経 目賀田　周一郎 国際社会の法構造 アルマ　『国際法　第3版』

政経 関口　博久 財政学（基礎） 『現代地方財政論―六訂版―』　

政経 財政学（基礎）

政経 租税論（理論と政策）

政経 吉田　直正 司法制度論Ａ 『裁判の法と手続　［改訂版］』

政経 佐々木　良行 商法／会社法（基礎） 『会社法講義30講』　　松嶋隆弘編　

政経 佐藤　文彦 商法・会社法（基礎） 『ワンステップ会社法』　　鈴木他

政経 佐藤　文彦 商法Ａ・商法（手形法） 『手形法・小切手法入門〈第2版〉』　　淺木愼一

政経 佐藤　文彦  商法/総則・商行為（基礎） 『新 現代商法総則・商行為法』　　坂本延夫ほか編

政経 税所　哲郎 情報システム論 『マッチング・ビジネスが変える企業戦略』

政経 熊迫　真一 人的資源管理論 アルマ　『新しい人事労務管理　第5版』

政経 北村　仁代 数理統計学（基礎） 『数理統計入門』　　松本裕行、宮原孝夫

政経 中金　聡 政治過程分析分析 『演習ノート・政治学　第５版』　　

政経 八幡　和郎 政治特殊講義Ⅰ 『47都道府県　政治地図』

政経 関口　博久 地方財政論（概要と問題点） 『現代地方財政論―六訂版―』

政経 石見　豊 地方自治入門 『日本のローカルデモクラシー』

政経 下平　拓哉 日本の安全保障 『日本の安全保障』

政経 阿部　武司 日本経済史 『日本の産業と企業』

政経 織田　健志 日本政治思想史 新書　『江戸の思想史』　　

政経 槇　裕輔 比較憲法Ａ 『比較憲法学』　　塩津徹著　　

石川　欽也 『図説日本の財政』
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政経 加藤　将貴 簿記論1 『新版 基本簿記論　第４版』

政経 森田　悦史 民法（親族法） 『スタンダール民法シリーズⅤ　家族法』

政経 椎名　規子 民法（親族法） アルマ 『民法7 親族・相続』

政経 藤本　公明 民法／債権法（基礎） 『債権総論』

政経 藤本　公明 民法／総則・物権法（基礎） 『民法総則・物権法』

法 入澤　充 スポーツ法学 『標準テキスト・スポーツ法学　第2版』

法 鷹取　政信 デザインと法Ａ 『商標法』　　茶園成樹編　

法 小林　成光 英米法 『スポーツビジネスの法と文化』

法 満井　美江 企業法A 『最新会社法講義　第3版』

法 武田　典浩 会社法 『LEGAL QUEST 会社法　第４版』

法 武田　典浩 企業法Ａ 『ビジネス法入門　第2版』

法 満井　美江 企業法務論Ａ  『ビジネス実務法務検定試験３級公式テキスト　2019年度版』

法 満井　美江 企業法務論Ａ  『ビジネス実務法務検定試験３級公式問題集　2019年度版』

法 岡部　雅人 企業犯罪と法A  別冊ジュリスト　『実務に効く企業犯罪とコンプライアンス判例精選』

法 水島　治 金融商品取引法 『金融商品取引法アウトライン』　　中村聡著

法 吉開　多一 刑事手続法Ａ 『入門刑事法　[第6版]』

法 吉開　多一 刑事訴訟法 『刑事訴訟法講義　（第6版）』　　前田雅英

法 共通 刑法A 『犯罪白書』　　法務省法務総合研究所

法 滝井　伊佐武 刑法総論Ａ 『刑法講義総論』　　大谷實

法 滝井　伊佐武 刑法各論 『刑法講義各論』　　大谷實

法 矢田　陽一 刑法総論Ａ 『レクチャー刑法総論　第3版』

法 矢田　陽一 刑法各論A 『レクチャー刑法各論　第5版』

法 岡部　雅人 刑事法特殊講義  別冊ジュリスト　『実務に効く企業犯罪とコンプライアンス判例精選』

法 ストゥディア　『民法4　債権総論』

法 日評ベーシックシリーズ　『契約法』

法 藤巻　梓 契約法Ａ 日評ベーシックシリーズ　『債権総論』

法

櫻井　博子 契約法
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法 永冨　隆司 経済学原論Ａ 『オルラ・オルソン　マクロ経済学』

アルマ　『憲法　1　人権』

アルマ　『憲法　2　統治』

『歴史から読み解く日本国憲法　〔第2版〕』　

『憲法　（第7版）』　　芦部信喜著

『新・判例ハンドブック憲法』

法 齋藤　康輝 憲法Ａ Ｎｅｘｔ　教科書シリーズ　『憲法』

法 五島　京子 現代家族と法Ａ アルマ　『民法　７　親族・相続　第5版』

法 五味　紀男 現代企業論Ａ 『国際経営論の基礎』

法 満井　美江 現代企業論Ａ First Stageシリーズ　『ビジネス法務の基礎』

法 片山　等 教育法 『憲法と教育15講』　　

法 小橋　昇 行政法Ａ 『ベーシック行政法　【第2版】』

法 小橋　昇 行政法総論 『ベーシック行政法　【第2版】』

法 横山　真規雄 国際私法 『国際関係私法入門（第3版）』　松岡博編著

法 渡邉　昭成 国際取引法Ａ 『国際取引法　（第2版補正版）』　木棚照一　　

法 横山　真規雄 国際法 『国際条約集：2019』

法 中村　達也 国際民事紛争処理法 『国際取引紛争　紛争解決の基本ルール〔第２版〕』

法 石田　厚 債権総論Ａ Sシリーズ　『民法Ⅲ　債権総論　第４版』

法 森田　悦史 債権総論Ａ 『スタンダール民法シリーズⅢ　債権法総論』

法 森田　悦史 債権各論 『スタンダール民法シリーズⅣ　　債権法各論』

法 藤巻　梓 債権各論 『新ハイブリッド民法　４　債権各論』

法 中村　達也 裁判外紛争処理法Ａ 『国際取引紛争　―仲裁･調停･交渉』

法 富田　仁 民法入門・財産法入門 アルマ　『民法総則・物権』

法 岸　牧人 財務諸表論 『テキスト入門会計学　第5版』

法 社会福祉と法

法 社会保障法

法 武田　典浩 商法総則・商行為 『スタンダード商法Ⅰ　商法総則・商行為法』

法 成瀬トーマス誠 憲法Ａ

法 片山　等 憲法Ａ

山﨑　文夫 『トピック社会保障法』
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法 鷲野　薫 少年非行と少年法A 『少年法　第3版』　　　川村博　編著

法 太矢　一彦 消費者と法 『くらしの豆知識　2019年版』

法 税と企業

法 税と生活Ａ

法 西本　靖宏 税法 アルマ　『租税法』

法 三浦　正広 知的財産法Ａ アルマ　『知的財産法　第8版』

法 横山　眞司 知的財産法Ａ 『知的財産法入門　第2版』　　茶園成樹編　

法 小林　保 知的財産法特講ⅠＡ  『知的財産権法文集　平成31年4月1日施行版 平成30年改正』

法 飯田　昭夫 知的財産法特講Ⅱ アルマ　『知的財産法　第8版』　

法 本山　雅弘 著作権と法Ａ 『著作権法入門』　　島並良ほか

法 齋藤　康輝 独法A 『ドイツ憲法入門』

法 福永　清貴 倒産処理法 ストゥディア　『倒産法』

法 飯田　昭夫 特許と法 『標準特許法 第6版』

法 川端　敏朗 不動産法 『不動産の法律知識』　　鎌野邦樹著　

法 飯塚　真 不法行為法Ａ 『民法講義Ⅵ　事務管理･不当利得･不法行為』

法 富田　仁 物権法・担保物権法Ａ Sシリーズ　『民法 Ⅱ 物権 第4版』

物権法・担保物権法Ａ 『民法講義Ⅱ　物権法［第3版］』

物権法・担保物権法B 『民法講義Ⅲ　担保物権法　第２版補訂』　

法 植草　桂子 保険法 『保険法概説』　　潘 阿憲、

法 岸　牧人 簿記原理Ⅰ 『検定簿記講義　3級商業簿記　2019年版』

法 共通 法学Ａ アルマ　『はじめての法律学　第５版』

法 小林　正士 法思想史・法哲学 『市民法学の輪郭』

法 山本　浩美 民事手続法・民事紛争処理法 『明解 民事訴訟法』

法 山本　浩美 民事執行・保全法 『やさしい民事執行法・民事保全法』

法 福永　清貴 民事訴訟法  『民事裁判入門（第３版補訂版）』中野貞一郎　著

法 櫻井　博子 民法総則Ａ 『LEGAL QUEST　民法Ⅰ 総則　第2版』

法 共通 民法A アルマ　『民事法入門』

斉木　秀憲 『スタートアップ租税法　[第3版]』

法 飯塚　真
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法 富田　仁 民法入門 アルマ　『民法総則・物権』

法 高野　敏春 労働保護法 『基礎から学ぶ労働法　Ⅰ』

法 高野　敏春 労働保護法 『基礎から学ぶ労働法　Ⅱ』

文 鈴木　裕子 栄養学 First Stageシリーズ 『精選栄養学』

文 伊藤　挙 衛生学 『コンパクト公衆衛生学　第6版』

文庫　『アジア史概説』

『最新世界史図説タペストリー　17訂版』

『はじめての漢詩創作』　　　

『詩語完備　だれにもできる漢詩の作り方』

文 國分　重隆 環境教育論 『持続可能な社会づくりと環境教育』

文 志澤　彰 基礎音楽Ａ 『新・音楽科教育法』

文 助川　晃洋 教育課程論 『教育方法改革の理論』

文 堀井　雅道 教育経営論 『ハンディ教育六法　〈2019年版〉』

文 助川　晃洋 教育哲学 『学校の戦後史』

文 近藤　恵 教科教育法（家庭） 『小学校学習指導要領解説　家庭編』

文 永冨　隆司 経済学原論（国際経済を含む） 『オルラ・オルソン　マクロ経済学』

文 杉本　隆久 現代社会倫理特殊研究 『12歳からの現代思想』　　絶版　★

文 藤森　馨 古文書学１ 『古文書をはじめる前の準備講座』

『言語活動中心　国語概説』

『小学校学習指導要領解説　国語編』

文 『中学校学習指導要領解説　国語編』

文 『高等学校学習指導要領解説 国語編』

文 鈴木　裕子 思春期・成人保健  プチナースBOOKS『アセスメントに使える疾患と看護の知識』

文 加藤　泰弘 書写実習Ａ 『明解書写教育　改訂版』

文 土屋　明美 書道（かな・漢字） 書Ⅰ307　『新編　高校書道Ⅰ』

文 山室　和也 国語概論Ａ

松崎　史周 国語科教育論

文学部

文 太田　麻衣子 外国史

文 鷲野　正明 漢詩文創作
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文 書Ⅰ307　『新編　高校書道Ⅰ』

文 書Ⅱ307　『新編　高校書道Ⅱ』

文 書Ⅲ303　『書道Ⅲ』

文 『決定版　中国書道史』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

文 『決定版　日本書道史』

文 中川　雅博 情報倫理特殊研究 『言語学入門』

文 内田　順文 地理学総論 『基本地図帳2019-2020』 　

文  『コア・カリキュラム準拠　小学校英語教育の基礎知識』

文 『小学校学習指導要領解説　外国語活動・外国語編』

文 伊藤　修一 人文地理概説 『新版　図説大都市圏』

文 千葉　昇 社会科概論 『小学校学習指導要領解説　社会編』

文 片岡　了 社会教育特論Ⅱ 『学びの公共空間としての公民館』

文 片岡　了 生涯学習概論Ａ 『生涯学習概論　改訂版』

文 『生活科で子どもは何を学ぶか』

文 『小学校学習指導要領解説　生活編』

文 『小学校学習指導要領』

文 金子　真人 精神保健 『子供と大人のメンタルヘルス』

文 千葉　昇 総合的学習の実践演習 『小学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間編』

文 岡島　建　他 地理学入門ゼミ共通 『ジオ・パル　NEO－地理学・地域調査便利帖－』

文 秋谷　幸治 中国近世文学史 文庫　『新編 中国名詩選　（下）』

文 宇都宮　美生 中国古代史研究 『概説中国史〈上〉古代‐中世』　

文 鷲野　正明 中国古代文学史 『原典対照　中国思想文学通史』　　中村璋八編著

文 宮島　琴美 中国語学史 『中国語の歴史　ことばの変遷・探究の歩み』

文 宮島　琴美 中国語実践演習Ａ 『中国語作文のコツ』

文 秋谷　幸治 中国中世文学講読Ａ 『中国志怪・伝奇選』

文 長谷川　均 東京の自然環境 ブルーバックス　『日本列島100万年史』

土屋　明美 書写実習Ⅰ・Ⅱ（漢字）

土屋　明美 書道史

五十嵐　浩子 小学校外国語活動指導法

青木　聡子 生活科概論
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文庫　『アジア史概説』

『最新世界史図説タペストリー　17訂版』

 『小学校新学習指導要領の展開特別活動編　平成２９年版』

『小学校新学習指導要領解説　特別活動編』

文 安西　晋二
日本現代文学を読む（昭和後期）、
日本近代文学・文化講読ⅠＡ

文庫　『花ざかりの森・憂国』

文 安西　晋二 日本近代文学・文化特講ⅣA 文庫　『焼け跡のイエス・処女懐胎』　★絶版

文 松村　良 日本近代文学・文化論ⅠA 文庫　『日本近代短篇小説選　明治篇 2』

文 中村　一夫 日本語学概論Ａ 『改訂版　日本語要説』

文 平林　一利 日本語学講読Ａ 『天草版イソポ物語』 　★絶版

文 平林　一利 日本語史 『ワークブック日本語の歴史』

文 市川　直子 日本国憲法 『新現代社会と法』

文 秋山　哲雄 日本史演習１ 『日本中世史入門』

文 仁藤　智子 日本史演習１ 『天皇はいかに受け継がれたのか  　天皇の身体と皇位継承』

文 仁藤　智子 日本歴史Ａ 新書　『古代史講義』

文庫　『きりぎりす』　　太宰治

文庫　『新樹の言葉』　　太宰治

文 松野　彩 日本上代中古文学・文化論Ａ 『原文＆現代語訳シリーズ　讃岐典侍日記』

文 太田　豊明 日本上代文学・文化講読Ａ 文庫　『万葉集　全訳注原文付（一）』　　中西進訳注　

文 松野　彩 日本中古文学を読む 文庫　『源氏物語 第1巻　付現代語訳』 （角川ソフィア文庫）

文 松野　彩 日本文学・文化演習Ⅰ 文庫　『源氏物語 第2巻　付現代語訳』 （角川ソフィア文庫）

文 吉田　英里子 日本美術史Ａ 『日本美術史ハンドブック』 　

文 松野　彩 日本文学・文化特講ⅡＡ 『ステップアプノート　古典文法基礎ドリル　三訂版』

文 村田　裕司 日本文学・文化演習Ⅰ 『雨月物語　精読』

文 松村　良 日本文学・文化特講ⅢＡ 文庫　『李陵／山月記／弟子／名人伝　改版58版』

文 濱中　修 日本文学史ⅡＡ（中世） ナシ　『物語の中の京都』

文 桜井　美加 人間と社会Ⅳ（心理学） 『体験で学ぶ社会心理学』

文 川本　哲也 発達心理学 ストゥディア　『問いからはじめる発達心理学』

文 菱刈　晃夫 特別活動の理論と実践

文 平　浩一 日本近代文学を読む（昭和前期）

文 太田　麻衣子 東洋史概説Ａ
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文 田代　博司 比較文化Ａ 『人間と「知の論理」』　

文 西本　靖宏 法学Ａ 双書　『現代法学入門　（第４版）』

文 『算数と数学のあいだに　2011年三訂版』

文 『算数・数学って怖くない(増訂版）』　

文 亀澤　孝幸 文字学Ａ 文庫　『漢字百話』　　白川静

文 亀澤　孝幸 名跡鑑賞 新書　『書をたのしもう』（岩波ジュニア新書）　　魚住和晃 著

文 坂口　健史 臨床医学序論 『ぜんぶわかる人体解剖図 』

文 『幼稚園教育要領解説　平成30年3月』

文 『幼児期から児童期への教育』

文  『幼稚園教育指導資料第1集　指導計画の作成と保育の展開』

理工 秋田　義一 スクリプト言語プログラミング 『15時間でわかる JavaScript集中講座』

『新しい建築の製図』

『ようこそ建築学科へ』

理工 デザインの表現Ｂ 『建築のしくみ』

理工 中嶌　信弥 デジタル信号処理 「ディジタル信号処理」貴家　仁志著　

理工 中村　嘉志 デジタル通信  『ネットワーク技術の基礎　（第2版）  情報工学レクチャーシリーズ』

理工 中嶌　信弥 パターン認識 『パターン認識』　　石井健一郎他共著

理工 鈴木　里史 Ｃプログラミング入門 『新・明解C言語 入門編』

理工 鈴木　里史 スクリプト言語プログラミング  『(新)JavaScriptワークブックステップ30 (情報演習 13)』

理工 二川　佳央 医用工学  『医用工学－医療技術者のための電気・電子工学－』

理工 立原　敬一 医用工学特別講義  『第2種ME技術実力検定試験 必勝ポイント帳』

理工 玉木　秀明 医用流体工学 ブルーバックス　『流れの不思議』

理工 大浦　邦彦　他 医療系情報技術実験 『医療系のための情報リテラシー』

理工 名越　篤史 化学Ａ 『スペンサー　基礎化学　（上）』

理工 山坂　昌成 河川工学 『河川工学　改訂2版　（大学土木）』　

理工 小田井　圭 回路理論Ａと演習 『解いてなっとく身につく電気回路』

理工

理工

南　泰裕　他

デザインの表現Ａ

正田　良 文系数学（基礎）

青木　聡子 幼児教育過程論Ａ
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理工 向田　雅一他 基礎化学Ａ　共通 『化学　基本の考え方を中心に』

理工 小林　康麿

理工 布田　徹

理工 梅田　典晃 基礎数学Ａ１ 『機械基礎数理』　

理工 杉江　道男 基礎数学Ａ1 『数学入門』　　橋口秀子 共著

理工 小林　康麿他 基礎数学Ａ２　共通 『微分積分学入門』

理工 堀畑　聡他 基礎物理Ａ　共通 『大学新入生のための物理入門』

理工 『大学新入生のための物理入門』

理工 『高校と大学をつなぐ微分積分』　

『機械製図入門』

『機械製図練習ノート（C7053）』

理工 山本　大介・神野　誠 機構学 『基礎から学ぶ機構学』

理工 大橋　隆弘 機能材料 『生産加工入門』

理工 長澤　敦氏 技術者倫理 『工学倫理　実例で学ぶ技術者の行動規範』

理工 二井　昭佳 景観工学 『景観とデザイン ゼロから学ぶ土木の基本』

 『ポイントマスター　電気基礎（上）トレーニングノート』

 『ポイントマスター　電気基礎（下）トレーニングノート』

理工 原　英嗣 建築と環境 『最新 建築環境工学　[改訂４版]』

理工 片山　丈 建築の法規 『建築法規用教材　2019』

理工 小林　康麿 建築応用数学Ａ 『理工系の基礎　線形代数』　石原繁・浅野重初共著

理工 朝吹　香菜子 建築構造材料 『建築材料　新テキスト』

理工 鈴木　啓 建築構造設計Ａ 『鉄筋コンクリート構造入門』　　 西谷　章

理工 鈴木　啓 建築構造計画 『構造ディテール図集』

理工 横内　基 建築構造力学の基礎 『Professional Engineer Library 構造力学』

理工 位田　達哉 建築施工法 『建築施工』　　　小山智幸他著

理工 朝吹　香菜子 建築材料実験 『建築材料実験用教材　第４版』

理工 津野　和宏 建設材料・構造実験 『土木材料実験指導書　2019年改訂版』　

小倉　昭弘 基礎力学A

理工 ﾓﾌｨﾃﾞｨ・ﾊﾒｯﾄﾞ他 機械設計製図およびＤＴＰＤ　Ａ

理工 二川　佳央 健康医工学Ｂ

基礎数学Ａ1 『Ability 大学生の数学リテラシー』　
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理工 大高　敏男 工業熱力学 『工業熱力学　第2版』

理工 大橋　隆弘 材料力学Ａ 『材料力学 (JSMEテキストシリーズ) 』

理工 大高　敏男 三次元ＣＡＤ機械設計 『3次元ＣＡＤで学ぶ　機械設計の基礎知識』

理工 和田　浩明 振動と波動 『振動・波動 講義ノート』

『建築を知る』

『僕らはこうして建築家になった』

『建築マップ　東京・2mini』

『スポーツ動作学入門』

『スポーツサイエンス入門』

理工 奥田　耕一郎 西洋建築史 『西洋建築史図集』　　日本建築学会編

理工 石川　賢太　他 線形代数Ａ 『やさしく学べる線形代数』　　石村園子 著

理工 関口　勝右 線形代数概論Ａ 『新線形代数  　サイエンスライブラリ理工系の数学16』

理工 米渓　武次 測量学 『測量実習指導書』　

理工 乾　睦子 地球科学Ａ 『地球学入門　第2版』

理工 清田　馨 地球惑星発達史 『「惑星」の話　～「惑星形成論」への招待～』

理工 九鬼　孝夫 通信工学Ａ 『通信方式　OHM大学テキスト』

理工 橋本　隆雄 土質力学B  『土質工学　 [環境・都市システム系教科書シリーズ]』

理工 乾　昭文 電気機器Ａ 『電気機器要講』

理工 神津　薫 電気数学Ａ 『Excelでわかる数学の基礎　新版』

理工 中本　哲哉 電気製図Ａ 『電気・電子設計製図法』　★絶版

理工 酒井　平裕 電気電子材料Ａ 『電気電子機能材料　改訂3版』　　一ノ瀬昇 編著

理工 舛澤　弘一 電気法規及び施設管理Ａ 『電気施設管理と電気法規解説 （13版改訂）』

理工 小田井　圭 電子回路 『図でよくわかる電子回路』

理工 野田　悦夫 電子工学 『情報系のための 「電子工学概論」』

理工 中嶌　信弥 電子情報の基礎および演習Ａ 『大学１年生のための電気数学』　高木他共著

理工 九鬼　孝夫 電磁気学Ａと演習 『基礎電磁気学』

理工 紀平　一成 電磁波工学 『１陸技・無線工学Ｂ〈アンテナと電波伝搬〉完全マスタ－　第4版』

理工 国広　ジョージ 人・建築・社会

理工 和田　匡史 スポーツバイオメカニクス
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理工  『第一級陸上無線技術士試験やさしく学ぶ法規　改訂2版』

理工 『無線技術者のための電波法概説　第2版』

理工 伊藤　裕道 電力工学 『発送変電工学』

理工 木谷　建太 日本建築史Ａ 『日本建築史図集　新訂第3版』

理工 鈴木　誠 日本の庭園・日本の造園 『日本の庭・世界の庭』

理工 小崎　充 認知科学概論Ａ 『よくわかる認知科学』

理工 『トコトンやさしいセンサの本　第2版』

理工 『専門へのステップアップ 理工系の基礎数学』

理工 ブルーバックス　『今日から使える統計解析　普及版』

理工 関口　宗男 物理学概論Ａ 『大学新入生のための 物理入門』

理工 『大学新入生のための 物理入門』

理工 『高校と大学をつなぐ微分積分』

理工 橋本　隆雄 防災まちづくり 『防災工学』

理工 山坂　昌成 まちづくりの調査解析 『入門 統計学 　検定から多変量解析・実験計画法まで』

理工 玉木　秀明 流体工学 『演習流体力学 (JSMEテキストシリーズ) 』

理工 平野　利幸 流体力学Ａ 『基礎と演習 水力学』　　細井豊著

中島　基樹 物理学概論Ａ

紀平　一成 電波法規

土居　裕和 人間情報学序論
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