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1 相原信彦 アイハラノブヒコ英語Ｃ Ｅ5組 必修 1 成美堂 Three-line Writing in English 登美博之 教科書 1700

2 相原信彦 アイハラノブヒコ英語Ｃ Ｅ10組 必修 1 松柏社 15 Topics for Tomorrow's World 宮本文 教科書 1900

3 相原信彦 アイハラノブヒコ英語Ｄ Ｅ１組 必修 1 朝日出版社 STEP-UP SKILLS FOR THE TOEIC LISTENING AND READING TEST北尾泰幸 教科書 1700

4 相原信彦 アイハラノブヒコ英語Ｄ Ｅ14組 必修 1 三修社 Across Cultures 本名信行 教科書 1700

5 相原信彦 アイハラノブヒコ英語Ｈ Ｅ15組 必修 その他 松柏社 Surprising Japan! 2 Alice Gordenker教科書 1850

6 足立　俊輔 アダチシュンスケ簿記原理Ⅰ（経・公） 選択 1 TAC出版; 第8版 (2020/2/27)みんなが欲しかった! 簿記の問題集 日商3級 商業簿記 第8版 (みんなが欲しかった! シリーズ)滝澤 ななみ 教科書 1000

7 足立　俊輔 アダチシュンスケ専門演習Ⅰ 選択 3 西東社 オールカラー "ギモン"から逆引き! 決算書の読み方 (日本語) 単行本（ソフトカバー）南伸一  教科書 1300

8 井川　志郎 イカワ　シロウ発展演習 不明 必修 2 文藝春秋 働く女子の運命 濱口桂一郎 教科書 780

9 泉澤　みゆき イズミサワ　ミユキ英語H（時事） E6組 2 成美堂 Getting　 Ready to Change the World 教科書 1900 金1限

10 泉澤　みゆき イズミサワ　ミユキ英語C（LL) E2組 1 鶴見書店 Listening to Dialogues on Social Issues 教科書 1800 月1限

11 泉澤　みゆき イズミサワ　ミユキ英語C E9組 1 南雲堂 English Indicator3＜Intermediate＞ 教科書 2000 月2限

12 泉澤　みゆき イズミサワ　ミユキ英語G(再） E15組 3-4 南雲堂 Eureka！ 教科書 1700 月3限

13 泉澤　みゆき イズミサワ　ミユキ英語C（再） E15組 2-4 南雲堂 Amazing Visions of the Future 教科書 1900 月4限

14 泉澤　みゆき イズミサワ　ミユキ英語D（LL) E4組 1 鶴見書店 Listening to Dialogues on Social Issues 教科書 1800 水2限

15 泉澤　みゆき イズミサワ　ミユキ英語D（作文）E10組 1 金星堂 Writing Key 教科書 1800 水3限

16 泉澤　みゆき イズミサワ　ミユキ英語D(再） E15組 2-4 金星堂 Reading Trek! 教科書 1900 水4限

17 伊藤　豪 イトウ 保険論 八千代出版株式会社読みながら考える保険論　増補改訂第4版 田畑康人・岡村国和編著教科書 2700

18 岩野雅子 イワノマサコ国際関係論Ⅱ 選択 3 ナカニシヤ出版 ワークブック国際関係論 教科書 2300

111 魏　鍾振 ウィ　ジョンジン物流システム論 　 　 3 中央経済社 物流論［第2版］ 齊藤 実・矢野 裕児・林 克彦教科書 2400

112 魏　鍾振 ウィ　ジョンジン物流システム論 　 　 3 中央経済社 物流を学ぶ 山本　裕・男澤　智治参考書 2550

113 魏　鍾振 ウィ　ジョンジン物流システム論 　 　 3 日本経済新聞出版 ロジスティクス入門［第2版］ 中田　信哉 参考書 860

124 梅田　勝利 ウメダ　カツトシ簿記原理Ⅳ TAC出版 みんなが欲しかった！簿記の教科書　日商２級　商業簿記　第９版滝澤ななみ 教科書 1400

125 梅田　勝利 ウメダ　カツトシ簿記原理Ⅳ TAC出版 みんなが欲しかった！簿記の問題集　日商２級　商業簿記　第９版滝澤ななみ 参考書 1300

19 大内俊二 オオウチシュンジ統計入門 全学年 学術図書出版社 社会科学系のためのデータサイエンス指向の統計学 大内俊二 教科書 確認中 9月出版予定
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20 大内俊二 オオウチシュンジ教養統計 1 学術図書出版社 社会科学系のためのデータサイエンス指向の統計学 大内俊二 教科書 確認中 9月出版予定

21 大内俊二 オオウチシュンジ基礎演習 1 講談社 日本語の作文技術 本多勝一 教科書 1400

22 大野　悠介 オオノユウスケ憲法Ⅱ 選択 1 有斐閣 憲法学読本〔第3版〕 安西文雄・巻美矢紀・宍戸常寿教科書 2700

23 大野　悠介 オオノユウスケ行政法Ⅱ 選択 2 有斐閣 有斐閣ストゥディア　行政法 野呂充・野口貴公美・飯島淳子・湊二郎教科書 2000

24 大野　悠介 オオノユウスケ自治体法務論 選択 3 第一法規 ようこそ地方自治法〔第3版〕 板垣勝彦 教科書 2000

25 大野　悠介 オオノユウスケ基礎演習 必修 1 朝日新書 おそろしいビッグデータ 山本龍彦 教科書 720

26 大野　悠介 オオノユウスケ基礎演習 必修 1 岩波新書 AIの時代と法 小塚荘一郎 教科書 840

126 奥山　忠裕 オクヤマ ミクロ経済学Ⅱ 中央経済社 速習　ミクロ経済学(第二版) 石川秀樹 教科書 2600 重版中・入荷未定

27 押川　信久 オシカワノブヒサ朝鮮語C（LL） K2組 必修 1 朝日出版社 三訂版・韓国語の世界へ　入門編 李潤玉他 教科書 2300

28 押川　信久 オシカワノブヒサ朝鮮語G K1組 必修 2 朝日出版社 改訂版・韓国語の世界へ　初中級編 李潤玉他 教科書 2300

29 加来和典 カクカズノリ基礎演習（加来） 1 朝日新聞出版 【新版】日本語の作文技術 本多勝一 教科書 600

30 加来和典 カクカズノリ社会調査論 3 有斐閣 社会調査法入門 盛山和夫 教科書 2500

31 加来和典 カクカズノリ専門演習I(加来) 3 日本評論社 近代アーバニズム 松本康編 教科書 3500

32 加来和典 カクカズノリ専門演習I(加来) 3 日本評論社 都市空間と都市コミュニティ 森岡清志編 教科書 3800

33 叶堂　隆三 カナドウ　リュウゾウ基礎演習 PHP研究所 面白くて眠れなくなる社会学 教科書 1300

34 金　美羅 キム　ミラ朝鮮語M　K3組 1 朝日出版社 韓国語教本ハングルマダン改訂版 松崎真日他 教科書 2500

35 金　美羅 キム　ミラ朝鮮語実習b KP1組 1 朝日出版社 韓国語教本ハングルマダン改訂版 松崎真日他 教科書 2500

36 高路　善章 コウロ　ヨシアキ英語演習ｃ 1組 1 朝日出版社 Welcome to the TOEIC　L＆R　Test Kitahara 教科書 1800

37 高路　善章 コウロヨシアキ英語D（LL) E6組 朝日出版社 Essential Listening Skills for 　College 教科書 1200

38 高路　善章 コウロヨシアキ英語D（作文） E13組 朝日出版社 Read to Write-An intergrated Course for College 教科書 1800

39 コレット　ポールコレット 英語実習h EP1 選択 3 成美堂
英語で考え、英語で発信する 2　Two Sides to Every

Discussion 2

Jonathan

Lynch /
教科書 1900

118 佐々木　実 ササキ　ミノルコンピュータ活用Ⅱ 3組 選択 2 新世社 Excelで読み取る経済データ分析 橋本紀子 教科書 1700
私の1クラスのみの教科書

です

119 佐々木　実 ササキ　ミノル宇宙と地球 選択 全学年 恒星社厚生閣 100億年を翔ける宇宙―ビッグバンから生命の誕生まで 加藤万里子 教科書 2200 昨年度と同じ教科書です

40 佐藤　裕哉 サトウ　ユウヤ基礎演習 （佐藤裕） 選択 1 光文社新書 ローカル志向の時代　働き方、産業、経済を考えるヒント 松永桂子 教科書 740
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41 佐藤　裕哉 サトウ　ユウヤ基礎演習 （佐藤裕） 選択 1 朝日新書 地方にこもる若者たち　都会と田舎の間に出現した新しい社会阿部真大 教科書 760

42 佐藤　裕哉 サトウ　ユウヤ社会科・地理歴史科教育法Ⅰ 選択 2 東洋館出版社 中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　社会編 文部科学省 教科書 188

43 佐藤　裕哉 サトウ　ユウヤ社会科・地理歴史科教育法Ⅰ 選択 2 東洋館出版社 高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説　地理歴史編 文部科学省 教科書 760

44 K・サリバン サリバン 英語D（LL) ３組 1 Oxford University PressSeasons and Celebrations:CD PACK 教科書 1300 水３限

45 K・サリバン サリバン 英語演習ｄ １組 全学年 Oxford University PressTactics for the TOEFL iBT Test（Student Book) 教科書 6400 火４限

46 篠原征子 シノハラセイコ中国語Ｇ C1、C2 必修 2 駿河台出版社 「ツーリズム中国語　ようこそ日本へ」 篠原征子 2200

47 篠原征子 シノハラセイコ中国語Ｍ C1、C4、C 選択 1 駿河台出版社 「中国スタディツアー16日間」 秋山淳他 2200

48 清水　順子 シミズジュンコ日本語H 必修 1 図書刊行会 21世紀のカレッジ・ジャパニーズ―大学生のための日本語で読み解き、伝えるスキル深澤のぞみ他教科書 1600

49 清水　順子 シミズジュンコ日本語実習ｂ 1組 必修 1 Jリサーチ出版 日本語能力試験N1文法 必修パターン  氏原庸子他 教科書 1760

50 下條かおり シモジョウカオリ英語G（作文）E7組 E7組 2 Cengage LearningBasic Step to Academic Writing - From Paragraph to EssayMatthew A. Taylor / David E. Kluge教科書 2850

51 下條かおり シモジョウカオリ英語G（時事）E1組 E1組 2 三修社 Coping with Globalization Junko Kobayashi / Brian Bond教科書 1700

52 園　弘子 ソノ　ヒロコ国際会計  1組 必修 3 創成社 はじめて学ぶ国際会計論 行待三輪 教科書 1900

53 園　弘子 ソノ　ヒロコ国際会計  3 白桃書房 テキスト国際会計基準 新訂版 桜井久勝 参考書 3300

54 高橋　和幸 タカハシカズユキ会計学原理Ⅱ 選択 2 創成社 会計学の基礎(改訂版) 石神高尾 教科書 1500

55 高橋　和幸 タカハシカズユキ簿記原理Ⅰ 選択 1 五絃舎 複式簿記概説 鶴見正史 教科書 2600

56 高橋　和幸 タカハシカズユキ基礎演習 選択 1 NHK出版 おとなの教養 池上彰 教科書 780

57 高本孝子 タカモトタカコ英語演習c 2組 選択 全学年 南雲堂 Totally TOEIC🄬 L & R Test Challenge 500-600 Alison Kidzman他 教科書 1800

58 高本孝子 タカモトタカコ英語演習d 2組 選択 全学年 朝日出版社 Improving Skills for the TOEFL iBT Test 横川博一 教科書 2200

59 高本孝子 タカモトタカコ英語Ｃ Ｅ1組 必修 1 開文社出版 Twelve Angry Men Reginald Rose教科書 1300

60 高本孝子 タカモトタカコ英語Ｃ(LL) Ｅ14組 必修 1 英宝社 Boost your skills for the TOEIC Test with The Wizard of Oz中郷慶ほか 教科書 2400

61 高本孝子 タカモトタカコ英語Ｃ Ｅ12組 必修 1 センゲージ・ラーニングCrime Never Pays 上村淳子他 教科書 2000

114 竹内裕二 タケウチ　ユウジ地域産業論 選択 3 学文社 新地域産業論 伊藤正昭 教科書 3080

62 田中　裕美子 タナカ　ユミコ基礎演習 講談社 弱者の居場所がない社会 教科書 840

63 谷國　晶洋 タニクニアキヒロ英語C E4組 必修 1 朝日出版社 A View from Painters' Palettes: Food and Culture.松井真帆、本山ふじ子教科書 1700
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64 田吹香子 タブキ　キョウコ英語B E2組 必修 1 三修社 Frankenstein Mary Shelly他教科書 1200

65 田吹香子 タブキ　キョウコ英語B E11組 必修 1 三修社 Social Outlook Akiko Miyama他教科書 1,700

68 田吹香子 タブキ　キョウコ基礎演習 必修 1 北樹出版 ゼミで学ぶスタディスキル 南田勝也 教科書 1,900

69 中岡伊織 ナカオカイオリ管理科学I 選択 2 中央経済社 入門ガイダンス　経営科学経営工学 古殿　幸雄 教科書 2900

70 長濱　幸一 ナガハマ　コウイチ西洋史概説 選択 全学年 ミネルヴァ書房 新しく学ぶ　西洋の歴史 南塚　信吾ら教科書 3200 今年度新規の開講です。そのため受講者数が未定です。さしあたり50部ほどお願いする形でよろしいでしょうか？

71 長濱　幸一 ナガハマ　コウイチ西洋経済史 選択 2 有斐閣アルマ 西洋経済史 奥西孝至 参考書 2300

72 西田　雅弘 ニシダ　マサヒロ基礎演習 岩波書店 君たちはどう生きるか 970

73 西田　雅弘 ニシダ　マサヒロ発展演習 岩波書店 世界共和国へ 820

74 西田　雅弘 ニシダ　マサヒロドイツ語M 朝日出版社 ドイツ語の時間ー読解編ー読めると楽しい 2300

75 西戸　隆義 ニシド　タカヨシ発展演習 必修 2 岩波書店 論文の書き方 清水幾太郎 教科書 820

76 西戸　隆義 ニシド　タカヨシ（不明） 必修 2 岩波書店 格差社会をこえて 暉峻淑子 教科書 500

77 納冨　未世 ノウトミ　ミヨ英語C E7組 朝日出版社 愛のテーマで英語を学ぶ フィオナ・ 教科書 1700 月１限

78 納冨　未世 ノウトミ　ミヨ英語C E１３組 開文社出版 ほんと？うそ？世界のびっくりミステリー 高本　孝子 教科書 1800 月２限

79 納冨　未世 ノウトミ　ミヨ英語D（作文） E８組 朝日出版社 わかって使える基礎構文 羽衣佐昭彦 教科書 1700 水１限

80 納冨　未世 ノウトミ　ミヨ英語D E５組 朝日出版社 愛のテーマで英語を学ぶ フィオナ 教科書 1700 水２限

81 納冨　未世 ノウトミ　ミヨ英語D（作文） E7組 朝日出版社 わかって使える基礎構文 羽衣佐昭彦 教科書 1700 水3限

82 納冨　未世 ノウトミ　ミヨ英語D（作文） E12組 朝日出版社 わかって使える基礎構文 羽衣佐昭彦 教科書 1700 水4限

83 藤田　健 フジタ　タケシ流通論 選択 2 中央経済社（碩学舎）1からの流通論〔第2版〕 石原 武政/竹村 正明/細井 謙一（編著）教科書 2400

84 藤田　健 フジタ　タケシ流通論 選択 2 中央経済社（碩学舎）1からの流通論〔第2版〕 石原 武政/竹村 正明/細井 謙一（編著）教科書 2400

115 古川　智 フルカワ　サトシ発展演習 岩波書店 アジア・太平洋戦争―シリーズ日本近現代史〈6〉 吉田 裕 教科書 860

116 古川　智 フルカワ　サトシ発展演習 中公新書 働くということ-グローバル化と労働の新しい意味
ロナルド・

ドーア
教科書 700

117 古川　智 フルカワ　サトシ発展演習 平凡社 加藤周一セレクション５-現代日本の文化と社会- 加藤周一 教科書 1500

85 細木　由紀子 ホソキ　ユキコ英語C(LL) E11 1 SEIBIDO English with Pop Hits 角山照彦 教科書 2200

86 細木　由紀子 ホソキ　ユキコ英語C E8 1 SEIBIDO Surviving in a Global World J. Nakagawa & J. Charlebois1900
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87 堀川　雅史 ホリカワマサフミ税務会計論 選択 3 税務経理協会 　やさしい法人税[令和２年度改正] 鈴木基文 教科書 2900

121 松﨑　守利 マツザキ 健康科学　2組 2 エスアイエス 健康生活と運動 小笠原正志（編） 1574 在庫対応

88 松本　貴文 マツモト　タカフミまちづくり論 選択 2 学文社 地域社会学入門 山本　努 参考書 2700

89 美作　健悟 ミサクケンゴ社会科・公民科教育法Ⅱ 選択 3 東山書房 中学校学習指導要領 文部科学省 教科書 361

90 美作　健悟 ミサクケンゴ社会科・公民科教育法Ⅱ 選択 3 東山書房 高等学校学習指導要領 文部科学省 教科書 758

91 美作　健悟 ミサクケンゴ社会科・公民科教育法Ⅱ 選択 3 東洋館出版 中学校学習指導要領解説　社会編 文部科学省 参考書 189

92 美作　健悟 ミサクケンゴ社会科・公民科教育法Ⅱ 選択 3 東京書籍 高等学校学習指導要領解説　公民編 文部科学省 参考書 1000

93 水谷 利亮 ミズタニ　リアキ現代政治学 選択 1 有斐閣  第3版：はじめて出会う政治学－構造改革の向こうに 北山、久米、真渕教科書 1800

94 水谷 利亮 ミズタニ　リアキ基礎演習（水谷） 必修 1 岩波新書 かつお節と日本人 宮内、藤林 教科書 760

95 三宅　啓子 ミヤケ　ケイコ英語C E3組 朝日出版社 English through Active Learning 教科書 1700 月２限

96 村田　希巳子 ムラタ　キミコ英語C E６組 必修 1 金星堂 Our Time, Our Lives, Our Movies Joseph Tabolt教科書 1900

97 村田　希巳子 ムラタ　キミコ英語G ２組 必修 2 Seibido AFP　World News Report 5 Makoto Shishido教科書 2500

98 村田　希巳子 ムラタ　キミコ英語G １４組 必修 2 CengageLearningMystery Break 1950

99 村田　和博 ムラタカズヒロ経営管理論Ⅱ 選択 3 五絃舎 基礎から学ぶ経営学　〔第3版〕 村田和博 教科書 1900

100 森　祐司 モリ　ユウジ金融論Ⅱ 選択 2 新世社 テキスト金融論 堀江 康煕 (著), 有岡 律子 (著)教科書 2400

101 森　祐司 モリ　ユウジ金融システム論 選択 3 新世社 テキスト金融論 堀江 康煕 (著), 有岡 律子 (著)教科書 2400

102 森　祐司 モリ　ユウジ基礎演習 必修 1 日経BP 日本経済入門 第2版 日経ビジネス (編集)教科書 2500

103 森　祐司 モリ　ユウジ金融論Ⅱ 選択 2 有斐閣 金融の仕組みと働き 岡村 秀夫 (著), 田中 敦 (著), 野間 敏克 (著), 播磨谷 浩三 (著), 藤原 賢哉 (著)参考書 2200

104 森　祐司 モリ　ユウジ金融システム論 選択 3 勁草書房 日本版ビッグバン後の金融機関経営 山沖 義和 (著), 茶野 努 (著)参考書 3500

110 山本勝也 ヤマモトカツヤ国際経済学入門 経・公 必修 1 ミネルヴァ書房 世界経済論　岐路に立つグローバリゼーション 山本和人・鳥谷一生編著教科書 3000

105 横山　博司 ヨコヤマヒロシ人間関係論 北大路書房 対人行動の社会心理学 教科書 2500

106 渡部　明子 ワタベアキコ英語ME 1組 必修 1 成美堂 Surviving in a Global World Junji Nakagawa & Justin Charlebois教科書 1900

107 渡部　明子 ワタベアキコ英語ME 2組 必修 1 成美堂 Surviving in a Global World Junji Nakagawa & Justin Charlebois教科書 1900

108 大内・佐々木・河野・野林・末竹・萩原コンピュータ活用Ⅰ 2 実教出版 30時間アカデミック 情報リテラシー　Office2016 杉本くみ子・大澤栄子教科書 1300
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109 河野・萩原 コンピュータ基礎 1 富士通FOM出版
情報リテラシー入門編　改訂版

Windows10・Office2016対応
教科書 1000

120 共通シラバス 英語実習ｂ 1 Pearson Longman Impact Issues2，Edition3（Student Book　with online code) 教科書 3070 金３・４・５限

122 共通シラバス 英語実習e 2 Pearson Longman Impact Issues2，Edition3（Student Book with online code) 教科書 3070 水3・4限

123 共通教科書 英語実習ｆ 2 Pearson Longman 　Asia　ELTImpact Conversation2（with Audio CD) 教科書 2960 木3・４限


