
講義名 教員名 時限
教科書の

種類

テキスト

コード
書名 出版社名 本体価格 手動設定

コミュニケーションⅡA 松本 陵磨
金曜の１・２時限と火曜の

１・２時限
教科書 A001 Writing Essays

株式会社マクミラ

ン ランゲージハウ

ス

2,600 販売中

コミュニケーションⅢA Lorna Nakashima 教科書 A002
What a World 2 Reading (2nd Edition) by Milada

Broukal

Ｐｅａｒｓｏｎ

Ｌｏｎｇｍａｎ
2,370 販売中

コミュニケーションⅢB 児玉 富美恵
水曜の１・２時限と水曜の

３・４時限
教科書 A003

British Life Today: An Introduction 現代イギリスの素

顔
南雲堂 1,900 販売中

コミュニケーションⅢA 春日 あゆか
水曜の１・２時限と水曜の

３・４時限
教科書 A005 ゼロからスタート 英語で話すトレーニングBOOK Ｊリサーチ出版 1,400 販売中

コミュニケーションⅡA Jonathan Clenton
金曜の３・４時限と火曜の

３・４時限
教科書 A006 Effective Academic Writing Second Edition Level 2

オックスフォード

大学出版局株式会

社

3,360 販売中

コミュニケーションⅡA Jonathan Clenton
金曜の１・２時限と火曜の

１・２時限
教科書 A006 Effective Academic Writing Second Edition Level 2

オックスフォード

大学出版局株式会

社

3,360 販売中

コミュニケーションⅢA STYCZEK URSZULA
水曜の１・２時限と水曜の

３・４時限
教科書 A007

New Headway: Pre-Intermediate : Student's Book B

4th ed. P

オックスフォード

大学出版局株式会

社

2,130 販売中

コミュニケーションⅡB 柴田 美紀
金曜の１・２時限と火曜の

１・２時限
教科書 A010 Contemporary topics 1 Fourth Edition

株式会社 ピアソ

ン・ジャパン＜ロ

ングマンELT＞

2,930 販売中

コミュニケーション演習Ⅱ 柴田 美紀
水曜の１・２時限と水曜の

３・４時限
教科書 A012

Cambridge Academic English B2 Upper Intermediate

Student's Book An Integrated Skills Course for EAP

株式会社

Cambridge

University Press

Japan

3,500 販売中

コミュニケーションⅢB 大島 徹也
水曜の１・２時限と水曜の

３・４時限
教科書 A013 Read and Think: 12 Inspiring Messages 朝日出版社 1,700 販売中

コミュニケーションⅢＢ 吉村 慎太郎
水曜の１・２時限と木曜の

３・４時限
教科書 A014 Ambitions Intermediate 金星堂 2,000 販売中

コミュニケーションⅡA 川尻 武信
金曜の７・８時限と火曜の

７・８時限
教科書 A016 English Writing for Global Communication 金星堂 2,100 販売中

コミュニケーションⅡB 豊島 桂子 教科書 A017
Working in Japan- Video Interviews with 14

Professionals

Cengage

Learning
2,400 販売中

コミュニケーションⅡB 豊島 桂子 教科書 A017
Working in Japan- Video Interviews with 14

Professionals

Cengage

Learning
2,400 販売中

テキストはほぼコード順に並んでいます。必要なテキストを探して、レジでお支払いください。英語



講義名 教員名 時限
教科書の

種類

テキスト

コード
書名 出版社名 本体価格 手動設定

コミュニケーションIIA 山根 典子
金曜の１・２時限と金曜の

３・４時限と火曜の１・２時

限と火曜の３・４時限
教科書 A006

Effective Academic Writing Second Edition 2 Student

Book

Oxford University

Press
3,360 販売中

コミュニケーションⅡB 城戸 光世
金曜の３・４時限と火曜の

３・４時限
教科書 A050 世界で輝く若者たちの英語I 成美堂 2,500 販売中

コミュニケーションⅢB 吉村 千里
水曜の１・２時限と水曜の

３・４時限
教科書 A051 Reading Fusion 1 南雲堂 2,200 販売中

コミュニケーションⅡA 大西 玲江
金曜の１・２時限と火曜の

１・２時限
教科書 A054

基礎からはじめる英作文 (Scaffolding English

Composition and Grammar)
成美堂 1,900 販売中

コミュニケーションⅡA 大西 玲江
金曜の３・４時限と火曜の

３・４時限
教科書 A054

基礎からはじめる英作文 (Scaffolding English

Composition and Grammar)
成美堂 1,900 販売中

コミュニケーションⅡA 上西 幸治
金曜の１・２時限と火曜の

１・２時限
教科書 A001 Writing Essays

株式会社マクミラ

ン ランゲージハウ

ス

2,600 販売中

コミュニケーションⅡA 上西 幸治 火曜の７・８時限 教科書 A001 Writing Essays

株式会社マクミラ

ン ランゲージハウ

ス

2,600 販売中

コミュニケーションⅡA 上西 幸治 金曜の７・８時限 教科書 A001 Writing Essays

株式会社マクミラ

ン ランゲージハウ

ス

2,600 販売中

コミュニケーションⅡA 松江 裕美
金曜の３・４時限と火曜の

３・４時限
教科書 A062

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 2,000 販売中

コミュニケーションⅡA 松江 裕美
金曜の５・６時限と火曜の

５・６時限
教科書 A062

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 2,000 販売中

コミュニケーションⅡB 高橋 有加 教科書 A063
Communicate in English with The Devil Wears Prada／

『プラダを着た悪魔』で学ぶコミュニケーション英語
松柏社 2,200 販売中

コミュニケーションⅢA 高橋 有加 教科書 A064 New Connection Book 2 成美堂 2,200 販売中

（オ）コミュニケーションⅡB高橋 有加 教科書 A063
Communicate in English with The Devil Wears Prada／

『プラダを着た悪魔』で学ぶコミュニケーション英語
松柏社 2,200 販売中

コミュニケーションIIB 廣瀬 絵美
金曜の３・４時限と火曜の

３・４時限
教科書 A067 Listening Partner: An Intermediate Course 金星堂 2,000 販売中

コミュニケーションⅢB 本田 蘭子
水曜の１・２時限と水曜の

３・４時限
教科書 A014 AMBITIONS Intermediate 金星堂 2,000 販売中

コミュニケーションⅢB 本田 蘭子
木曜の１・２時限と木曜の

３・４時限
教科書 A014 AMBITIONS Intermediate 金星堂 2,000 販売中

コミュニケーション 榎田 一路 教科書 A071 HiroTan Book2 (ぎゅとe 付) その他 991 販売中



講義名 教員名 時限
教科書の

種類

テキスト

コード
書名 出版社名 本体価格 手動設定

コミュニケーション 榎田 一路 教科書 A072 HiroTan Book2 (ぎゅとe なし) その他 621 販売中

コミュニケーション 榎田 一路 教科書 A073 HiroTan Book1 (ぎゅとe なし) その他 621 販売中

コミュニケーション 田北 冬子 教科書 A076 Global Issues Toward Peace 南雲堂 2,400 販売中

コミュニケーションⅡB 奥田 利栄子
金曜の５・６時限と火曜の

５・６時限
教科書 A084 Live Listening 金星堂 2,100 販売中

コミュニケーションⅡA 奥田 利栄子
金曜の７・８時限と火曜の

７・８時限
教科書 A062 Write Me Back Soon!  Communicating through Email 金星堂 販売中

アドバンストイングリッシュＩ森田 光宏
金曜の９・１０時限と火曜の

９・１０時限
教科書 A015 公式TOEIC Listening & Reading 問題集 ３ その他 2,800 販売中

コミュニケーション 山岡 啓子 教科書 A077 日常英語ライティング入門 成美堂 1,800 販売中

コミュニケーションⅢA 畑野 喜信 教科書 A004 Innovative Japanese Companies 未来を拓く日本の企業 松柏社 1,950 販売中

コミュニケーションⅢA 要田 圭治 水曜の１・２時限 教科書 A085
An Effective Approach to Good English Writing(よい英

文表現への道)
音羽書房鶴見書店 1,200

コミュニケーションⅡA 達川 奎三
金曜の３・４時限と火曜の

３・４時限
教科書 A086 アカプルコ・バケーション 南雲堂 1,800

ベーシック・ドイツ語Ⅱ／インテンシヴ・ドイツ語Ⅱ吉満 たか子
金曜の９・１０時限と月曜の

９・１０時限と火曜の５・６

時限と木曜の５・６時限
教科書 A019

Farbkasten Deutsch 2 ＣＤ付き 自己表現のためのド

イツ語２
三修社 2,700 販売中

ベーシック・ドイツ語II 岩崎 克己
火曜の７・８時限と木曜の

７・８時限
教科書 A019 自己表現のためのドイツ語２ 三修社 2,700 販売中

ベーシック・ドイツ語Ⅱ 小崎 肇
火曜の７・８時限と木曜の

７・８時限
教科書 A020 ハンブルクの夏 郁文堂 個人注文受付中

ベーシック・ドイツ語Ⅱ 小崎 肇
火曜の９・１０時限と木曜の

９・１０時限
教科書 A021 みるみるドイツ語 同学社 2,500 個人注文受付中

ベーシックドイツ語 西谷 明子
火曜の５・６時限と木曜の

５・６時限
教科書 A068 ドイツ語ベータ 朝日出版社 2,500 販売中

ベーシック中国語 郭 春貴 教科書 A022 やさしく楽しい400語で学ぶ中国語入門 白帝社 2,400 個人注文受付中

ベーシック・スペイン語Ⅱ 石川 雅隆 教科書 A024 Plaza Mayor I Espaol comunicativo (Nueva edicin) 朝日出版社 2,100 個人注文受付中

ベーシック中国語Ⅱ 郭 久美子 火曜の９・１０時限 教科書 A022 やさしく楽しい400語で学ぶ中国語入門 白帝社 2,400 個人注文受付中

ベーシック中国語Ⅱ 郭 久美子 火曜の７・８時限 教科書 A022 やさしく楽しい400語で学ぶ中国語入門 白帝社 2,400 個人注文受付中

アジアの社会史 丸田 孝志
水曜の１・２時限と水曜の

３・４時限
教科書 A025 新・図説中国近現代史 日中新時代の見取図 法律文化社 2,900 販売中

日本国憲法 畑 浩人
月曜の５・６時限と月曜の

７・８時限
教科書 A028 基本的人権の事件簿 第５版 有斐閣 1,900 販売中

哲学B 古東 哲明
月曜の５・６時限と月曜の

７・８時限
教科書 A033 〈在る〉ことの不思議 勁草書房 3,000 販売中

認知と学習 坂田 省吾
月曜の５・６時限と月曜の

７・８時限
教科書 A056 知の根源を問う 培風館 2,700 販売中

テキストはほぼコード順に並んでいます。必要なテキストを探して、レジでお支払いください。

テキストはほぼコード順に並んでいます。必要なテキストを探して、レジでお支払いください。

その他語学

教養科目



講義名 教員名 時限
教科書の

種類

テキスト

コード
書名 出版社名 本体価格 手動設定

芸術学B 桑島 秀樹
金曜の５・６時限と金曜の

７・８時限
教科書 A059 父と暮らせば 新潮社 370 販売中

技術史B 市川 浩
木曜の５・６時限と木曜の

７・８時限
教科書 A087 技術史B・資料集

広島大学生協（プ

リント）
612 販売中

健康スポーツ科学 田中 亮 教科書 A035
エッセンシャル・キネシオロジー(原書第2版): 機能的運

動学の基礎と臨床
南江堂 5,200 販売中

物理学実験法・同実験I・II 田口 健
月曜の５・６時限と月曜の

７・８時限
教科書 A036 物理学基礎実験 改訂第2版新版 共立出版 3,000 販売中

基礎電磁気学 田中 晋平 教科書 A038 理工系の基礎物理 電磁気学 学術図書出版社 2,000 販売中

基礎電磁気学 荻田 典男
水曜の１・２時限と水曜の

３・４時限
教科書 A038 理工系の基礎物理 電磁気学 学術図書出版社 2,000 販売中

一般力学Ⅱ 静間 清
木曜の５・６時限と木曜の

７・８時限
教科書 A041 わかりやすい理工系の力学 講談社 2,800 販売中

化学実験法・同実験 布目 陽子 教科書 A043 改訂第5版 基礎化学実験 大学教育出版 1,200 販売中

基礎線形代数学 西田 信男
金曜の５・６時限と金曜の

７・８時限
教科書 A046 教養の線形代数 培風館 1,800 販売中

一般力学Ⅱ 畠中 憲之
木曜の５・６時限と木曜の

７・８時限
教科書 A047 ［基礎から学ぶ］力学 培風館 個人注文受付中

生物学実験法・同実験ⅠおよびⅡ小林 勇喜 教科書 A052 フローチャート標準生物学実験 実教出版 2,300 販売中

線形代数学II 木村 俊一
金曜の５・６時限と水曜の

３・４時限
教科書 A075 基幹講座 数学 線型代数 東京図書 2,500 販売中

基礎線形代数学 阿部 誠
金曜の５・６時限と金曜の

７・８時限
教科書 A074 基礎線形代数学 学術図書出版社 2,000 販売中

物理学実験法・同実験Ⅰ 石坂 智
木曜の１・２時限と木曜の

３・４時限
教科書 A036 物理学基礎実験 改訂第2版新版 共立出版 販売中

プログラミングⅡ 北須賀 輝明 木曜の５・６時限 教科書 W001 明快入門 C
ＳＢクリエイティ

ブ
1,900 販売中

確率論基礎 土肥 正
水曜の１・２時限と水曜の

３・４時限
教科書 W002 工科のための確率・統計 数理工学社 2,000 販売中

分子生理学 佐藤 明子
火曜の５・６時限と火曜の

７・８時限
教科書 B006 エッセンシャル遺伝学 培風館 9,400 販売中

上級英語聴取法演習 柴田 美紀 木曜の３・４時限 教科書 B007 Contemporary Topics 3  Fourth edition

株式会社 ピアソ

ン・ジャパン＜ロ

ングマンELT＞

2,930 販売中

睡眠心理学 林 光緒
月曜の５・６時限と月曜の

７・８時限
教科書 B008 基礎講座 睡眠改善学 ゆまに書房 1,500 販売中

比較哲学演習 宮園 健吾 教科書 B009 ハイラスとフィロナスの三つの対話 岩波書店 900 販売中

中国語読解法演習Ⅱ 李 郁恵 水曜の５・６時限 教科書 B010 大学生のための現代中国12話Ⅲ 白帝社 2,500 販売中

ヨーロッパ社会文化論 河合 信晴 教科書 B011 砂糖の世界史 岩波書店 840 販売中

テキストはほぼコード順に並んでいます。必要なテキストを探して、レジでお支払いください。

テキストはほぼコード順に並んでいます。必要なテキストを探して、レジでお支払いください。

情報学部 専門

総合科学部 専門



講義名 教員名 時限
教科書の

種類

テキスト

コード
書名 出版社名 本体価格 手動設定

ヨーロッパ社会文化論 河合 信晴 教科書 B012 コーヒーが廻り世界史が廻る 中央公論新社 680 販売中

ヨーロッパ社会文化論 河合 信晴 教科書 B013 パスタでたどるイタリア史 岩波書店 980 販売中

ヨーロッパ社会文化論 河合 信晴 教科書 B014 チョコレートの世界史 中央公論新社 780 販売中

初等国語科教育法 難波 博孝
火曜の５・６時限と火曜の

７・８時限
教科書 C002 小学校学習指導要領解説 国語編 東洋館出版社 162 販売中

日本語教育と文法 白川 博之
金曜の５・６時限と金曜の

７・８時限
教科書 C003 みんなの日本語初級Ⅱ第２版 本冊

スリーエーネット

ワーク
2,500 販売中

初等家庭 伊藤 圭子
月曜の５・６時限と火曜の

７・８時限
教科書 C004 小学校わたしたちの家庭科５／６ 開隆堂出版 281 販売中

心理社会調査法 中島 健一郎 金曜の３・４時限 教科書 C005 心理学マニュアル 質問紙法 北大路書房 1,500 販売中

心理社会調査法 中島 健一郎 金曜の３・４時限 参考書 C006 心理学研究法 有斐閣 2,200 販売中

心理社会調査法 中島 健一郎 金曜の３・４時限 参考書 C007 質問紙調査と心理測定尺度 サイエンス社 2,300 販売中

物質と反応のリテラシーⅠ 網本 貴一
金曜の７・８時限と木曜の

３・４時限
教科書 C008 これだけは知っておきたい教員のための化学 培風館 2,600 販売中

英語授業プランニング論 樫葉 みつ子
水曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
推薦書 C009 中学校  新学習指導要領の展開 外国語編 明治図書出版 1,800 販売中

英語授業プランニング論 樫葉 みつ子
水曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
サブテキスト C010 中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 外国語編 開隆館出版販売 119 販売中

英語授業プランニング論 樫葉 みつ子
水曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
参考書 C011

小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 外国語活

動・外国語編
開隆館出版販売 128 販売中

初等理科教育法 山崎 敬人
火曜の５・６時限と火曜の

７・８時限
教科書 C012 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 理科編 東洋館出版社 111 販売中

視覚障害教育基礎論 森 まゆ
水曜の１・２時限と水曜の

３・４時限
教科書 C015 視覚障害教育入門-改訂版- ジアース教育新社 1,800 販売中

近代日本文学史 西原 大輔
火曜の１・２時限と火曜の

３・４時限
教科書 C019 原色シグマ新日本文学史 文英堂 650 販売中

教育行政学演習 滝沢 潤 木曜の１・２時限 教科書 C021 誰のための「教育再生」か 岩波書店 720 販売中

英語教師のための音声学 西原 貴之
水曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
教科書 C025 新装版英語音声学入門CD付き 大修館書店 2,400 販売中

古代国語文化研究Ａ（国語学分野）佐々木 勇
金曜の１・２時限と金曜の

３・４時限
教科書 C031 天福本 伊勢物語 武蔵野書院 1,200 販売中

初等学習方法開発特講 中村 和世 教科書 C035
学校と社会／子どもとカリキュラム  （講談社学術文

庫）
講談社 1,080 販売中

初等学習方法開発特講 中村 和世 教科書 C036 民主主義と教育（上） 岩波書店 900 販売中

初等学習方法開発特講 中村 和世 教科書 C037 民主主義と教育（下） 岩波書店 780 販売中

初等学習方法開発特講 中村 和世 教科書 C038 デューイ・スクール あいり出版 4,000 販売中

作曲基礎研究Ⅱ 徳永 崇
水曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
教科書 C041 和声のしくみ・楽曲のしくみ 音楽之友社 3,200 販売中

聴覚障害コミュニケーションⅠ谷本 忠明 月曜の３・４時限 教科書 C047
NHKテキスト（テレビ）みんなの手話 2018

4~6/10~12
NHK出版 362 販売中

テキストはほぼコード順に並んでいます。必要なテキストを探して、レジでお支払いください。教育学部 専門



講義名 教員名 時限
教科書の

種類

テキスト

コード
書名 出版社名 本体価格 手動設定

初等音楽 寺内 大輔 水曜の９・１０時限 教科書 C049 教員養成課程小学校音楽科教育法 教育芸術社 入手不可

初等音楽科学習指導論 寺内 大輔
水曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
教科書 C049 教員養成課程小学校音楽科教育法 教育芸術社 入荷待ち

初等音楽 寺内 大輔 水曜の９・１０時限 サブテキスト C050 標準版 バイエルピアノ教則本 音楽之友社 800 販売中

初等音楽 寺内 大輔 水曜の９・１０時限 教科書 C051
ピアノと歌がじょうずになる (ドラえもんの学習シリーズ

―ドラえもんの音楽おもしろ攻略)
小学館 760 販売中

初等音楽科学習指導論 寺内 大輔
水曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
教科書 C052

楽ふがよめる （ドラえもんの学習シリーズ ドラえも

んの音楽おもしろ攻略１）
小学館 760 販売中

美術科授業プランニング基礎三根 和浪
水曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
教科書 C053

評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資

料【中学校 美術】
教育出版 320 販売中

美術科授業プランニング基礎三根 和浪
水曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
教科書 C054

中学校学習指導要領解説 美術編 平成29年7月―平成29年

告示

日本文教出版（大

阪）
115 販売中

美術科授業プランニング基礎三根 和浪
水曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
教科書 C056

高等学校学習指導要領解説 芸術（音楽 美術 工芸

書道）編 音楽編 美術編
教育出版 290 販売中

美術科授業プランニング基礎三根 和浪
水曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
教科書 C057

評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資

料 【高等学校芸術〔美術〕】
教育出版 940 販売中

西洋教育史 三時 眞貴子
水曜の１・２時限と水曜の

３・４時限
教科書 C058

西洋の教育の歴史を知るー子どもと教師と学校を見つめ

て
あいり出版 2,000 販売中

美術科授業プランニング基礎三根 和浪
水曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
教科書 C059 小学校学習指導要領解説 図画工作編

日本文教出版（大

阪）
100 販売中

現代国語文化演習B 川口 隆行 火曜の３・４時限 教科書 C060 石垣りん詩集 岩波書店 700 販売中

現代国語文化演習B 川口 隆行 火曜の３・４時限 教科書 C061 原爆詩集 岩波書店 480 販売中

生物(国際センター) 井口 教科書 C065 新版 生物学と人間 裳華房 2,300 販売中

読書と豊かな人間性 山元 隆春 木曜の９・１０時限 教科書 C066 読書教育を学ぶ人のために 世界思想社教学社 2,300 販売中

教育と社会・制度 米沢 崇
月曜の１・２時限と月曜の

３・４時限
教科書 C070

教育制度と教育の経営―学校-家庭-地域をめぐる教育の

営み―
その他 2,000 販売中

総合的な学習構成論 米沢 崇
月曜の５・６時限と月曜の

７・８時限
教科書 C071

小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総合的な学習

の時間編
東洋館出版社 126 販売中

保育内容論(言葉) 望月 悦子 教科書 C073 事例で学ぶ保育内容 領域 言葉 萌文書林 2,000 販売中

特別活動指導法 山田 浩之 教科書 C074 特別活動論 協同出版 2,200 販売中

教育社会学 山田 浩之
金曜の３・４時限と水曜の

７・８時限
教科書 C075 入門・子ども社会学: 子どもと社会・子どもと文化 ミネルヴァ書房 2,400 販売中

初等体育科学習指導論 木原 成一郎
火曜の１・２時限と火曜の

３・４時限
教科書 C078 小学校学習指導要領(平成29年3月告示)体育編 東洋館出版社 162 販売中

家庭科授業論Ⅰ 鈴木 明子 サブテキスト C080 実践的指導力をつける家庭科教育法 大学教育出版 2,200 販売中

公認心理師の職責 上手 由香
水曜の１・２時限と水曜の

３・４時限
教科書 C081 第1巻 公認心理師の職責 (公認心理師の基礎と実践) 遠見書房 2,000 販売中



講義名 教員名 時限
教科書の

種類

テキスト

コード
書名 出版社名 本体価格 手動設定

教育相談 石田 弓 教科書 C082 教師教育講座第11巻 教育相談(改訂版) 協同出版 2,200 販売中

日本語聴解特別演習B／Advanced Japanese  B Listening深見 兼孝
月曜の７・８時限と木曜の

３・４時限
教科書 C101 ニュースの日本語聴解50

スリーエーネット

ワーク
2,400 販売中

Intensive Japanese Training Course深見 兼孝 教科書 C102 みんなの日本語初級I本冊
スリーエーネット

ワーク
2,500 販売中

総合日本語初級Ⅰ 井口 教科書 C102 みんなの日本語初級I本冊
スリーエーネット

ワーク
2,500 販売中

Elementary Japanese Ⅰ 井口 教科書 C102 みんなの日本語初級I本冊
スリーエーネット

ワーク
2,500 販売中

Intensive Japanese Training Course深見 兼孝 教科書 C103 みんなの日本語初級I 翻訳・文法解説英語版
スリーエーネット

ワーク
2,000 販売中

総合日本語初級Ⅰ 井口 教科書 C103 みんなの日本語初級I 翻訳・文法解説英語版
スリーエーネット

ワーク
2,000 販売中

Elementary Japanese Ⅰ 井口 教科書 C103 みんなの日本語初級I 翻訳・文法解説英語版
スリーエーネット

ワーク
2,000 販売中

Intensive Japanese Training Course深見 兼孝 参考書 C104 みんなの日本語初級I 初級で読めるトピック25
スリーエーネット

ワーク
1,400 販売中

Intensive Japanese Training Course深見 兼孝 サブテキスト C105 みんなの日本語初級I 聴解タスク25
スリーエーネット

ワーク
2,000 販売中

Intensive Japanese Training Course深見 兼孝 サブテキスト C106 みんなの日本語初級I 漢字練習帳
スリーエーネット

ワーク
900 販売中

Intensive Japanese Training Course深見 兼孝 サブテキスト C107 みんなの日本語初級II本冊
スリーエーネット

ワーク
2,500 販売中

総合日本語初級Ⅱ 井口 教科書 C107 みんなの日本語初級Ⅱ第２版 本冊
スリーエーネット

ワーク
2,500 販売中

Elementary Japanese Ⅱ 井口 教科書 C107 みんなの日本語初級Ⅱ第２版 本冊
スリーエーネット

ワーク
2,500 販売中

Intensive Japanese Training Course深見 兼孝 サブテキスト C108 みんなの日本語初級II 翻訳・文法解説英語版
スリーエーネット

ワーク
2,000 販売中

総合日本語初級Ⅱ 井口 教科書 C108 みんなの日本語初級II 翻訳・文法解説英語版
スリーエーネット

ワーク
2,000 販売中

Elementary Japanese Ⅱ 井口 教科書 C108 みんなの日本語初級II 翻訳・文法解説英語版
スリーエーネット

ワーク
2,000 販売中

テキストはほぼコード順に並んでいます。必要なテキストを探して、レジでお支払いください。留学生の日本語



講義名 教員名 時限
教科書の

種類

テキスト

コード
書名 出版社名 本体価格 手動設定

Intensive Japanese Training Course深見 兼孝 教科書 C109 みんなの日本語初級II 初級で読めるトピック25
スリーエーネット

ワーク
1,400 販売中

Intensive Japanese Training Course深見 兼孝 サブテキスト C110 みんなの日本語初級II 聴解タスク25
スリーエーネット

ワーク
2,400 販売中

Intensive Japanese Training Course深見 兼孝 サブテキスト C111 みんなの日本語初級II 漢字練習帳
スリーエーネット

ワーク
1,200 販売中

日本語中級A・B 井口 教科書 C112
トピックによる日本語総合演習上級 テーマ探しから発

表へ

スリーエーネット

ワーク
1,500 販売中

総合日本語初級Ⅰ 井口 教科書 C113 みんなの日本語初級Ⅰ 翻訳・文法解説 中国語 第2版
スリーエーネット

ワーク
2,000 販売中

Elementary Japanese Ⅰ 井口 教科書 C113 みんなの日本語初級Ⅰ 翻訳・文法解説 中国語 第2版
スリーエーネット

ワーク
2,000 販売中

総合日本語初級Ⅱ 井口 教科書 C114 みんなの日本語初級Ⅱ 翻訳・文法解説 中国語 第2版
スリーエーネット

ワーク
2,000 販売中

Elementary Japanese Ⅱ 井口 教科書 C114 みんなの日本語初級Ⅱ 翻訳・文法解説 中国語 第2版
スリーエーネット

ワーク
2,000 販売中

総合日本語中級Ⅰ 井口 教科書 C115 中級を学ぼう 日本語の文型と表現56 中級前期
スリーエーネット

ワーク
2,200 販売中

Intermediate Japanese Ⅰ 井口 教科書 C116 日本語2ndステップ 白帝社 1,600 販売中

総合日本語中級Ⅰ 井口 教科書 C117 新・毎日の聞き取り50日(上) 凡人社 2,000 販売中

Intermediate Japanese Ⅰ 井口 教科書 C117 新・毎日の聞き取り50日(上) 凡人社 2,000 販売中

総合日本語中級Ⅱ 井口 教科書 C118 テーマ別 中級から学ぶ日本語(三訂版) 研究社 2,300 販売中

Intermediate Japanese Ⅱ 井口 教科書 C118 テーマ別 中級から学ぶ日本語(三訂版) 研究社 2,300 販売中

総合日本語中級Ⅱ 井口 教科書 C119 中上級日本語音声教材 毎日の聞き取りplus40・上 凡人社 2,000 販売中

Intermediate Japanese Ⅱ 井口 教科書 C119 中上級日本語音声教材 毎日の聞き取りplus40・上 凡人社 2,000 販売中

Intermediate Japanese Ⅰ 井口 教科書 C120 聞いて覚える話し方 日本語生中継 初中級編1 くろしお出版 1,800 販売中

Intermediate Japanese Ⅱ 井口 教科書 C121 聞いて覚える話し方 日本語生中継 中～上級編 くろしお出版 2,200 販売中

ビジネス日本語B 井口 教科書 C122 日本で働く! ビジネス日本語30時間
スリーエーネット

ワーク
2,500 販売中

Business JapaneseB-1 井口 教科書 C122 日本で働く! ビジネス日本語30時間
スリーエーネット

ワーク
2,500 販売中

Business JapaneseB-2 井口 教科書 C122 日本で働く! ビジネス日本語30時間
スリーエーネット

ワーク
2,500 販売中

テキストはほぼコード順に並んでいます。必要なテキストを探して、レジでお支払いください。理学部 専門



講義名 教員名 時限
教科書の

種類

テキスト

コード
書名 出版社名 本体価格 手動設定

力学B 檜垣 浩之 水曜の５・６時限 教科書 N006 力学の基礎 裳華房 2,200 販売中

基礎物理学B 高橋 修
金曜の３・４時限と水曜の

３・４時限
教科書 N001 アトキンス 物理化学 (上) 第10版 東京化学同人 販売中

基礎物理化学B 高橋 修
金曜の３・４時限と水曜の

３・４時限
参考書 N012

マッカーリ・サイモン 物理化学―分子論的アプローチ

〈上〉
東京化学同人 5,400 販売中

物理化学IIB 高口 博志 教科書 N001 アトキンス 物理化学 第10版 東京化学同人 販売中

統計力学II 嶋原 浩 教科書 N016 統計力学 裳華房 個人注文受付中

統計力学II 嶋原 浩 参考書 N017 大学演習 熱学・統計力学 裳華房 個人注文受付中

有機金属化学 水田 勉 金曜の５・６時限 教科書 N014 有機金属化学 第２版 三共出版 3,900 販売中

電磁気学Ⅱ ⿁丸 孝博 火曜の３・４時限 教科書 N019 物理入門コース 電磁気学Ⅱ 岩波書店 1,800 販売中

電磁気学Ⅱ ⿁丸 孝博 火曜の３・４時限 教科書 N020 テキストシリーズ 電磁気学 裳華房 2,600 販売中

電磁気学Ⅱ ⿁丸 孝博 火曜の３・４時限 教科書 N021 物理テキストシリーズ 電磁気学 岩波書店 2,800 販売中

光機能化学 齋藤 健一 参考書 N022 大学院講義物理化学Ⅲ （第2版） 固体の化学と物性 東京化学同人 4,200 販売中

光機能化学 齋藤 健一 参考書 N023 第8版 キッテル固体物理学入門 上
丸善（出版事業

部）
3,400 販売中

光機能化学 齋藤 健一 参考書 N025 固体物理学 ２１世紀物質科学の基礎 改訂新版
丸善（出版事業

部）
4,200 販売中

光機能化学 齋藤 健一 参考書 N026 Optical properties of solids 洋書その他 個人注文受付中

光機能化学 齋藤 健一 参考書 N027
Solid-State Physics: An Introduction to Principles of

Materials Science

シュプリンガー・

ジャパン株式会社
個人注文受付中

光機能化学 齋藤 健一 参考書 N028 Introduction to Solid State Physics 洋書その他 個人注文受付中

光機能化学 齋藤 健一 参考書 N024 第8版 キッテル固体物理学入門 下
丸善（出版事業

部）
3,600 販売中

基礎無機化学 井上 克也 教科書 N031 はじめて学ぶ大学の無機化学 化学同人 2,200 販売中

非線形数理学 大西 勇 教科書 N032 植物の科学 NHK出版 3,200 販売中

化学英 SHANG RONG 教科書 N034 化学英語101 化学同人 3,000 販売中

幾何学B 古宇田 悠哉
木曜の３・４時限と火曜の

３・４時限
教科書 N040 トポロジー入門 東京大学出版会 絶版

地理情報システム学実習、同演習後藤 秀昭
金曜の１・２時限と金曜の

３・４時限と木曜の７・８時

限と木曜の９・１０時限
教科書 F001 図解!ArcGIS10〈Part1〉身近な事例で学ぼう 古今書院 2,600 販売中

フランス文学基礎演習II 宮川 朗子 木曜の５・６時限 教科書 F003 Le Petit Prince 洋書その他 1,876 個人注文受付中

フランス語作文A・B 奥村 真理子 木曜の３・４時限 教科書 F004 新フランス語作文実習 ２ 駿河台出版社 1,200 販売中

英語圏文学作品研究演習AB Vallins David Mcneill 金曜の３・４時限 教科書 F006 The Confidence-Man (Oxford World's Classics)
オックスフォード

大学出版局
2,290 販売中

テキストはほぼコード順に並んでいます。必要なテキストを探して、レジでお支払いください。文学部 専門



講義名 教員名 時限
教科書の

種類

テキスト

コード
書名 出版社名 本体価格 手動設定

英語A DAVID LEE 月曜の７・８時限 教科書 F009 Tactics for TOEIC Listening and Reading Test
オックスフォード

大学出版局
2,760 販売中

英語B DAVID LEE 月曜の９・１０時限 教科書 F009 Tactics for TOEIC Listening and Reading Test
オックスフォード

大学出版局
2,760 販売中

ドイツ語学発展演習B/D 今道 晴彦 教科書 F010 ドイツ語造語論入門 三修社 4,600 販売中

近代文学演習Ⅱ 下岡 友加 火曜の５・６時限 教科書 F012 文学で考える仕事の百年 翰林書房 1,900 販売中

日本文学語学入門 下岡 友加
水曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
教科書 F017 今はじめる人のための俳句歳時記 角川書店 840 販売中

フランス文化論演習 Oliver Lorrillard 教科書 F018 La societe francaise その他 2,400 販売中

20世紀フランス文学演習 BEAUVIEUX ISABELL 木曜の７・８時限 教科書 F019 L'cume des jours(Edition pedagogique) 洋書その他 1,365 販売中

日本文化システム史論A・B 西別府 元日 教科書 F021 すぐわかる正倉院の美術 東京美術 1,900 販売中

現代文学演習Ⅰ 有元 伸子 火曜の５・６時限 教科書 F022 近代能楽集（新潮文庫） 新潮社 520 販売中

日本思想文化学 衛藤 吉則 水曜の９・１０時限 教科書 F023 西晋一郎の思想−広島から「平和・和解」を問う 広島大学出版会 2,900 販売中

日本近現代文学注釈研究B 有元 伸子 金曜の３・４時限 教科書 F025 美しい星（新潮文庫） 新潮社 630 販売中

日本近現代文学注釈研究B 有元 伸子 金曜の３・４時限 教科書 F026 午後の曳航（新潮文庫） 新潮社 460 販売中

流体工学I 尾形 陽一
月曜の５・６時限と水曜の

５・６時限
教科書 T004 流体力学―シンプルにすれば「流れ」がわかる 実教出版 2,300 販売中

設計製図 江口 透
金曜の７・８・９時限と水曜

の３・４・５時限と水曜の

７・８・９時限
教科書 T005 新編JIS機械製図 第5版4刷以降 森北出版 1,900 販売中

設計製図 江口 透
金曜の７・８・９時限と水曜

の３・４・５時限と水曜の

７・８・９時限
教科書 T006 基礎製図 練習ノート 実教出版 590 販売中

流体機械 西田 恵哉
月曜の３・４時限と木曜の

３・４時限
教科書 T008 流体機械 改訂・SI版 森北出版 3,600 販売中

機構運動学 菊植 亮
月曜の７・８時限と月曜の

９・１０時限
教科書 T009 改訂 機構学 コロナ社 2,800 販売中

材料科学 松木 一弘
火曜の５・６時限と木曜の

３・４時限
教科書 T012 材料科学の基礎 共立出版 2,800 販売中

材料科学 佐々木 元
火曜の５・６時限と木曜の

３・４時限
教科書 T012 材料科学の基礎 共立出版 2,800 販売中

材料強度学 菅田 淳 水曜の３・４時限 教科書 T068 改訂 材料強度学 日本材料学会 2,858 販売中

工業力学 関口 泰久 教科書 T071
Schaum’s Outline of Engineering Mechanics: Statics.

(Schaum’s Outline Series)

日本出版貿易株式

会社
4,203 販売中

工業力学 関口 泰久 教科書 T072
Schaum’s Outline of Engineering Mechanics: Dynamics.

(Schaum’s Outline

日本出版貿易株式

会社
3,866 販売中

意思決定論 西崎 一郎
金曜の１・２時限と木曜の

３・４時限
教科書 T017 意思決定の数理 森北出版 3,600 販売中

分子生物学Ⅰ 水沼 正樹 教科書 T018 理系総合のための生命科学 第4版 羊土社 3,800 販売中

テキストはほぼコード順に並んでいます。必要なテキストを探して、レジでお支払いください。工学部 専門



講義名 教員名 時限
教科書の

種類

テキスト

コード
書名 出版社名 本体価格 手動設定

回路理論 林田 智弘
火曜の３・４時限と水曜の

５・６時限
教科書 T020 例題と演習で学ぶ電気回路 森北出版 2,600 販売中

エネルギー発生・変換 金田 和文 木曜の３・４時限 教科書 T023
電気学会大学講義 電気機器・パワーエレクトロニクス

通論
オーム社 2,700 販売中

応用確率論 土肥 正
火曜の１・２時限と火曜の

３・４時限
教科書 T024 確率モデル入門 朝倉書店 3,300 販売中

システム制御Ⅱ 山本 透
金曜の７・８時限と月曜の

３・４時限
教科書 T025 線形システム制御論(2刷) 朝倉書店 2,700 販売中

パワエレ電動機制御 佐々木 豊 教科書 T026
電気学会大学講義 電気機器・パワーエレクトロニクス

通論
オーム社 2,700 販売中

計算機ネットワーク 相原 玲二
水曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
教科書 T027

コンピュータネットワークとインターネット 第6版（紙

版）
翔泳社 5,400 販売中

計算機ネットワーク 相原 玲二
水曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
教科書 T028

コンピュータネットワークとインターネット 第6版（電

子版）
翔泳社 4,752 販売中

基礎無機化学 片桐 清文
金曜の９・１０時限と月曜の

９・１０時限
教科書 T029 無機化学−その現代的アプローチ−第２版 東京化学同人 3,500 販売中

有機化学演習 米山 公啓
金曜の１・２時限と月曜の

１・２時限
教科書 T033 ジョーンズ 有機化学 第5版〈上〉 東京化学同人 販売中

有機化学演習 米山 公啓
金曜の１・２時限と月曜の

１・２時限
教科書 T034 ジョーンズ 有機化学 第5版〈下〉 東京化学同人 販売中

理論有機化学 吉田 拡人
火曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
教科書 T034 ジョーンズ有機化学 下 東京化学同人 販売中

技術英語演習 福岡 宏
金曜の１・２時限と月曜の

１・２時限
教科書 T039

技術系英文 ライティング教本 −基本・英文法・応用

−

日本能率協会マネ

ジメントセンター
1,800 販売中

技術英語演習 福岡 宏
金曜の１・２時限と月曜の

１・２時限
参考書 T040 化学英語１０１ 化学同人 3,000 販売中

技術英語演習 福岡 宏
金曜の１・２時限と月曜の

１・２時限
参考書 T041 ライフサイエンス 英語動詞使い分け辞典 羊土社 5,600 販売中

基礎化学工学 都留 稔了 木曜の３・４時限 教科書 T044 現代化学工学 産業図書 4,000 販売中

基礎化学工学 都留 稔了 木曜の３・４時限 サブテキスト T045 化学工学概論 産業図書 3,200 販売中

基礎化学工学 都留 稔了 木曜の３・４時限 教科書 T046 基礎化学工学 培風館 2,800 販売中

量子化学Ⅰ 定金 正洋
金曜の３・４時限と火曜の

３・４時限
教科書 N001 アトキンス物理化学（上） 東京化学同人 5,700 販売中

微粒子工学論 福井 国博 教科書 T047 はじめての集じん技術  基礎から応用まで 日刊工業新聞社 2,400 販売中

材料科学 木原 伸一
月曜の３・４時限と水曜の

３・４時限
教科書 T073 分子から材料までどんどんつながる高分子

丸善（出版事業

部）
3,600 販売中

材料科学 木原 伸一
月曜の３・４時限と水曜の

３・４時限
教科書 T074 基礎高分子科学演習編 東京化学同人 2,800 販売中

都市計画 田中 貴宏
月曜の５・６時限と水曜の

３・４時限
教科書 T048 入門 都市計画 森北出版 2,200 販売中

水理学演習 中下 慎也
金曜の７・８時限と火曜の

７・８時限
教科書 T049 明解水理学

丸善（出版事業

部）
3,800 販売中



講義名 教員名 時限
教科書の

種類

テキスト

コード
書名 出版社名 本体価格 手動設定

輸送機器環境工学プロジェクト基礎新宅 英司
月曜の５・６時限と月曜の

７・８時限
教科書 T052 ＪＩＳにもとづく標準製図法 第１４全訂版 オーム社 1,900 販売中

地盤・建築基礎構造 山本 春行
月曜の３・４時限と水曜の

５・６時限
教科書 T054 新版 建築基礎工学 朝倉書店 3,800 販売中

自然エネルギー利用工学Ⅱ 岩下 英嗣 教科書 T057 風車工学入門 第2版 森北出版 2,600 販売中

システム設計工学 北村 充
金曜の１・２時限と火曜の

１・２時限
教科書 T059 数理計画法による最適化 森北出版 2,600 販売中

構造力学・演習 竹澤 晃弘
火曜の５・６時限と火曜の

７・８時限と木曜の５・６時

限と木曜の７・８時限
教科書 T077 材料力学の基礎 培風館 2,750 販売中

建築コンピュータ工学 水田 丞 教科書 T080 Jw_cad徹底解説(コマンド解説編)2012-2013 エクスナレッジ 3,600 販売中

応用数理C 柴田 徹太郎
金曜の３・４時限と木曜の

１・２時限
教科書 T065 複素解析 裳華房 1,400 販売中

技術英語演習 姜 舜徹
火曜の３・４時限と木曜の

１・２時限
教科書 T062 工業英検４級対策

日本能率協会マネ

ジメントセンター
1,500 販売中

公衆衛生学 中野 宏幸 金曜の９・１０時限 教科書 X001 わかりやすい 公衆衛生学 第４版
ヌーヴェルヒロカ

ワ
2,200 販売中

動物栄養学 小櫃 剛人
金曜の１・２時限と金曜の

３・４時限
教科書 X002 動物飼養学 養賢堂 6,200 販売中

生化学入門 国吉 久人
月曜の１・２時限と木曜の

１・２時限
教科書 X003 ホートン生化学 (第5版) 東京化学同人 6,800 販売中

地域農業組織論 細野 賢治 火曜の１・２時限 教科書 X004 現代の食料・農業・農村を考える ミネルヴァ書房 2,800 販売中

知的財産法 岡田 昌浩 水曜の９・１０時限 教科書 G002 知的財産法入門（第2版） 有斐閣 2,600 販売中

知的財産法 岡田 昌浩 水曜の９・１０時限 推薦書 G003 判例付き 知的財産権六法 2018 平成30年版 三省堂 2,800 販売中

国際取引法 加藤 紫帆 教科書 G004 国際私法［第2版］ 有斐閣 3,000 販売中

政治学原論 牧野 雅彦
金曜の１・２時限と金曜の

３・４時限
教科書 G005 新版 共存のための技術 大学教育出版 1,800 販売中

基礎演習（政治学） 森邊 成一 木曜の９・１０時限 教科書 G007 政党システムと政党組織 東京大学出版会 2,800 販売中

現代外交史 寺本 康俊
金曜の５・６時限と金曜の

７・８時限
教科書 G009 戦後日本外交史 第3版補訂版 (有斐閣アルマ) 有斐閣 2,000 販売中

演習２・４（社会法演習） 三井 正信 水曜の５・６時限 教科書 G008 社会保障法入門 有斐閣 2,100 販売中

雇用関係法 三井 正信 水曜の７・８時限 教科書 G010 ベーシック労働法 第６版補訂版 有斐閣 1,900 販売中

民事訴訟法２ 宮永 文雄
木曜の５・６時限と木曜の

７・８時限
教科書 G017 民事訴訟法 第7版 Ｓシリーズ 有斐閣 1,700 販売中

民事訴訟法２ 宮永 文雄
木曜の５・６時限と木曜の

７・８時限
教科書 G018 重点講義民事訴訟法 上 第２版補訂版 有斐閣 5,700 販売中

民事訴訟法２ 宮永 文雄
木曜の５・６時限と木曜の

７・８時限
教科書 G019 重点講義民事訴訟法 下 第２版補訂版 有斐閣 5,800 販売中

民事訴訟法２ 宮永 文雄
木曜の５・６時限と木曜の

７・８時限
教科書 G020 民事訴訟法概説 弘文堂 4,200 販売中

テキストはほぼコード順に並んでいます。必要なテキストを探して、レジでお支払いください。

テキストはほぼコード順に並んでいます。必要なテキストを探して、レジでお支払いください。

生物生産学部 専門

法学部 専門



講義名 教員名 時限
教科書の

種類

テキスト

コード
書名 出版社名 本体価格 手動設定

民事執行・保全法 原田 武彦 月曜の９・１０時限 教科書 G021 民事執行・保全法（有斐閣アルマ・第5版） 有斐閣 2,000 販売中

民事執行・保全法 原田 武彦 月曜の９・１０時限 教科書 G022 民事執行・保全判例百選【第2版】 有斐閣 2,200 販売中

倒産処理論 和田森 智 火曜の９・１０時限 教科書 G023 レクチャー倒産法 法律文化社 3,200 販売中

民法総則２ 堀田 親臣
月曜の１・２時限と月曜の

３・４時限
教科書 G024 民法Ⅰ総則[第4版] 有斐閣 1,800 販売中

民法総則２ 堀田 親臣
月曜の１・２時限と月曜の

３・４時限
参考書 G025 民法判例百選Ⅰ総則・物権[第8版] 有斐閣 2,200 販売中

不動産登記法 堀田 親臣 金曜の９・１０時限 教科書 G026 不動産登記法概論ー登記先例のプロムナードー 有斐閣 2,800 販売中

債権法 金 ミンジュ
木曜の５・６時限と木曜の

７・８時限
参考書 G027 プラクティス民法−債権総論（第５版） 信山社 5,000 個人注文受付中

法制史 吉村 朋代 教科書 G029 ローマ法とヨーロッパ ミネルヴァ書房 2,800 販売中

公法基礎演習 手塚 貴大 木曜の９・１０時限 教科書 G031 はじめての行政法 第4版 有斐閣 1,800 販売中

国際金融論1 友田 康信
木曜の１・２時限と木曜の

３・４時限
教科書 L004 初めて学ぶ国際金融論 有斐閣 1,800 販売中

国際金融論2 友田 康信
水曜の１・２時限と水曜の

３・４時限
教科書 L005 コア・テキスト 国際金融論 新世社 2,900 販売中

地方財政論2 大澤 俊一
水曜の５・６時限と水曜の

７・８時限
教科書 L006 テキストブック 地方財政 創成社 2,500 販売中

演習 鈴木 喜久 木曜の３・４時限 教科書 L009 コーポレートファイナンス入門編
丸善（出版事業

部）
4,500 販売中

テキストはほぼコード順に並んでいます。必要なテキストを探して、レジでお支払いください。経済学部 専門


