
総合教育科目教科書リスト
区分 年次 学期 科目名 担当教員 書籍名 著者名 出版社 価格

1 後期 日本語理解Ｂ（散文読解） 清松　大 生き抜くためのメディア読解　第１版（2021年） 小林真大 笠間書院 1,980

デキる大人の文章力教室　第１版（2013年） 小林洋介 日本文芸社 1,320

伝える伝わる文章表現　（2021年） 新稲法子 KSTプロダクション 1,650

1 前期 数量的処理Ａ（基礎数学） 斉藤　芳一 数学検定3級合格問題集 西岡康夫 新星出版社 1,100

1 後期 数量的処理Ｂ（判断推理） 斉藤　芳一 公務員試験［高卒程度・社会人］新・初級スーパー過去問ゼミ　判断推理 資格試験研究会　編 実務教育出版 1,650

2 前期 数量的処理Ｃ（数的推理） 斉藤　芳一 公務員試験［高卒程度・社会人] 新・初級スーパー過去問ゼミ　数的推理 資格試験研究会　編 実務教育出版 1,650

1 前期 情報処理基礎（法） 甲斐　祐太 30時間でマスター Word ＆Excel 2021 実教出版開発部 実教出版 1,100

1 前期 情報処理基礎（営） 鬼束　祐子 30時間でマスター Word ＆Excel 2021 実教出版開発部 実教出版 1,100

Power Point 2021 基礎 (株)富士通ラーニングメディア FOM出版 2,310

30時間でマスター Word ＆Excel 2021 実教出版企画開発部　編 実教出版 1,100

1 前・後 コンピュータ概論A(Ⅰ)・B(Ⅱ) 森田　英二 J検情報活用１級・２級完全対策公式テキスト　改訂３版 (財)職業教育・キャリア教育財団監修 日本能率協会マネジメントセンター 2,200

1 前・後 英語Ａ・Ｂ-1・2 徳地／安井 English First Starter Robert Hicking／臼倉美里 金星堂 2,090

1 前・後 英語Ａ・Ｂ-3・4 徳地／安井 Laugh and Learn - Back to the Basics 木村啓子／田川憲二郎／エイレン ジョーンズ 南雲堂 2,200

1 前・後 英語Ａ・Ｂ-5・6 徳地／安井 Beyond the Basics of the TOEIC TEST　 塚田幸光／Braven Smillie 金星堂 2,090

2 前期 英語Ｃ 安井　誠 PRIDE & PREJUDICE(Scolastic Readers)　 Jane Austen Mary Glasgow Magazines 2,200

1 前・後 英会話Ⅰ・Ⅱ スティーブン Out Front（6th edition） Robert Demi , Roberto Rabbini English Education Press 2,310

1 前・後 中国語Ⅰ・Ⅱ 園田　美伽 初級中国語『オリンピックへようこそ』購読編 徐　送迎 朝日出版社 2,530

1 前・後 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ 武次　玄三 どんどん解ける！ドイツ語ドリル 薦田奈美　他 朝日出版社 1,650

1 前・後 フランス語Ⅰ・Ⅱ 白石　敬晶 クロワッサン基礎からわかるフランス語 松村博史／バンドロム・エディ著 朝日出版社 2,530

1 前期 異文化理解と国際交流 安井　誠 はじめて学ぶ異文化コミュニケーション 石井敏　他 有斐閣 2,200

1 前期 現代社会と政治Ａ 千知岩　正継 はじめての政治学　第３版　2021年 佐藤史郎／上野友也／松村博行 法律文化社 2,200

1 後期 現代社会と政治Ｂ 千知岩　正継 国際政治学をつかむ　第３版　2023年 村田晃嗣　他 有斐閣 2,420

1 前・後 現代社会と経済Ａ・Ｂ 緒方　哲 サクサクと読み解く地域経済の勘どころ（２刷り） 緒方哲 鉱脈社 1,980

スポーツ

・健康
1 後期 スポーツ社会学 竹澤　恵菜 未来を拓くスポーツ社会学 みらい 2,310
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　　　　　　（営１・２・３・４）

2 後期 日本語理解Ｄ（文章表現） 清松　大



法学部教科書リスト
区分 年次 学期 科目名 担当教員 書籍名 著者名 出版社 価格

1 前期 法学入門 大久保　哲 テキストブック現代司法［第６版］ 木佐茂男・宮澤節生他 日本評論社 3,190

人権入門〔第４版〕 2021年 横藤田誠・中坂恵美子 法律文化社 2,420

ポケット六法（令和５年度版） 有斐閣 2,200

1 通年 刑法総論 大久保　哲 入門刑事法［第８版］ 三井誠・瀬川晃・北川佳世子編 有斐閣 2,750

1 通年 民法概論 宮田　浩史 ポケット六法（令和５年度版） 有斐閣 2,200

大学生のための憲法 君塚正臣 法律文化社 2,750

ポケット六法（令和５年度版） 有斐閣 2,200

2 通年 行政法総論 斉藤　拓実 現代行政法入門　第５版 曽和俊文、山田洋、亘理格 有斐閣 2,860

3 通年 行政法各論 斉藤　拓実 現代行政法入門　第５版 曽和俊文、山田洋、亘理格 有斐閣 2,860

3 後期 地方自治論（分権と自治） 甲斐　睦教 これからの地方自治の教科書 大森彌、大杉覚 第一法規

2 通年 刑法各論 雨宮　敬博 刑法各論 浅田和茂 成文堂 4,070

2 前・後 刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ 大久保　哲 入門刑事法［第８版］ 三井誠・瀬川晃・北川佳世子編 有斐閣 2,750

3 後期 刑事政策Ｂ 大久保　哲 入門刑事法［第８版］ 三井誠・瀬川晃・北川佳世子編 有斐閣 2,750

改訂版 民法総則　スタンダール民法シリーズⅠ 嵯峨野書院 3,300

ポケット六法（令和５年度版） 有斐閣 2,200

2 前・後 物権法Ⅰ・Ⅱ 宮田　浩史 物権・担保物権法（スタンダール民法シリーズⅡ） 嵯峨野書院 3,410

新・マルシェ債権法総論 嵯峨野書院 4,235

ポケット六法（令和５年度版） 有斐閣 2,200

スタンダール民法シリーズⅣ　債権法各論（第２版） 堀田泰司・柳勝司・森田悦史　編著 嵯峨野書院 3,520

ポケット六法（令和５年度版） 有斐閣 2,200

3 前・後 親族・相続法Ａ・Ｂ 枇杷　さやか 家族法（スタンダール民法Ｖ）第４版 柳勝司　編著 嵯峨野書院 3,025

2 通年 民事訴訟法 村田　治彦 はじめての民事手続法　 川嶋四郎、笠井正俊 編 有斐閣 2,530

3 通年 民事救済手続法 村田　治彦 はじめての民事手続法　 川嶋四郎、笠井正俊 編 有斐閣 2,530

現代企業法のエッセンス 福原紀彦　編著 文眞堂 3,300

ポケット六法（令和５年度版） 有斐閣 2,200

企業法要綱３　企業組織法－会社法等－ 福原紀彦 文眞堂 3,630

ポケット六法（令和５年度版） 有斐閣 2,200

現代企業法のエッセンス 福原紀彦　編著 文眞堂 3,300

ポケット六法（令和５年度版） 有斐閣 2,200
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通年 手形・小切手法

井上　一洋

明石　真昭債権法総論

矢鋪／枇杷

商法総則・商行為法 仲宗根　京子

明石　真昭債権法各論

会社法Ⅰ・Ⅱ 仲宗根　京子

青木　誠弘
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2 通年

2 前・後

3 仲宗根　京子



法学部教科書リスト
区分 年次 学期 科目名 担当教員 書籍名 著者名 出版社 価格

金融法務入門　第２版 藤池智則・髙木いづみ（堀総合法律事務所） 経済法令研究会 1,650

ポケット六法（令和５年度版） 有斐閣 2,200

実践的消費者読本（第６版） 圓山茂夫　編著 民事法研究会 1,430

ポケット六法（令和５年度版） 有斐閣 2,200

3 通年 社会保障法 古賀　修平 社会保障法（第２版） 黒田有志弥　ほか 有斐閣 2,200

2 通年 労働法 古賀　修平 労働法の基本（第２版）　 本久洋一　ほか 法律文化社 2,860

2 後期 社会福祉と法 古賀　修平 社会福祉法入門（初版）　 山田晋 法律文化社 2,420

基本国際法　第3版 杉原高嶺 有斐閣 2,310

国際条約集　2023年版 植木俊哉／中谷和弘　編代 有斐閣 3,190

2 前期 政治学 千知岩　正継 日本外交史講義－新版－　 井上寿一 岩波書店 2,970

2 通年 政治史 千知岩　正継 国際政治史－主権国家体系のあゆみ－　 小川浩之、板橋拓己、青野利彦 有斐閣 2,530

2 前期 共生社会と法 井上　一洋 憲法を楽しむ　 憲法を楽しむ研究会編 法律文化社 2,970

2 前・後 不動産関連法講座Ａ・Ｂ 安田　健太郎 2023年版司法試験完全整理択一六法　民法 東京リーガルマインドLEC総合研究所司法試験部 株式会社東京リーガルマインド 3,630

2 前期 社会学概論 倉　真一 改訂版 社会学入門 井上俊／大村英昭 放送大学教育振興会 1,869

1 前期 マクロ経済学Ⅰ（マクロ経済学） 山梨　顕友 入門マクロ経済学　第４版 井堀利宏 新世社 3,278

1 後期 マクロ経済学Ⅱ 山梨　顕友 入門マクロ経済学　第４版 井堀利宏 新世社 3,278

1 前期 ミクロ経済学Ⅰ（ミクロ経済学） 山梨　顕友 アセモグル／レイブソン／リスト　ミクロ経済学
ダロン・アセモグル／デヴィッド・レイブソン／ジョン・リス

ト 著　岩本康志 監訳
東洋経済新報社 4,180

1 後期 ミクロ経済学Ⅱ 山梨　顕友 アセモグル／レイブソン／リスト　ミクロ経済学
ダロン・アセモグル／デヴィッド・レイブソン／ジョン・リス

ト 著　岩本康志 監訳
東洋経済新報社 4,180

1 前・後 統計学Ⅰ・Ⅱ 山梨　顕友 身近な事例で学ぶやさしい統計学 石村光資郎 オーム社 2,530

2 前・後 財政学Ａ・Ｂ 萩原　駿史 コア・テキスト　財政学（第２版） 小塩隆士 新世社 2,695

1 前・後 経営学総論Ａ・Ｂ 柚原　知明 テキスト経営学（第３版） 井原久光 ミネルヴァ書房 3,520

1 前・後 簿記論Ⅰ・Ⅱ 笠木　秀樹 基礎簿記 笠木秀樹 三恵社 1,815

1 前･後 会計学Ⅰ・Ⅱ 出山　実 会計学入門 第５版 桜井久勝 日本経済新聞社 946

2 前・後 財務諸表論Ａ・Ｂ 大内　健太郎 新版　会計学研究 坂本眞一郎，大内健太郎 創成社 3,025

教養としてのデータサイエンス 講談社 1,980

※電子教科書の購入でも可

1 前・後 コンピュータ概論A(Ⅰ)・B(Ⅱ) 森田　英二 J検情報活用１級・２級完全対策公式テキスト　改訂３版 (財)職業教育・キャリア教育財団監修 日本能率協会マネジメントセンター 2,200

2 前期 Office応用演習A（Office応用演習） 鬼束　祐子 MOS Word 365＆2019　 対策テキスト＆問題集 富士通ｴﾌ・ｵｰ・ｴﾑ㈱ FOM出版 2,310

2 後期 Office応用演習B 鬼束　祐子 MOS Excel 365＆2019　 対策テキスト＆問題集 富士通ｴﾌ・ｵｰ・ｴﾑ㈱ FOM出版 2,310
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3 通年

明石　真昭消費者と法

青木　誠弘

デ－タサイエンス入門 岡　夏樹
北川源四郎／竹村彰通 編

内田誠一 他著

3 仲宗根　京子前期 金融法



法学部教科書リスト
区分 年次 学期 科目名 担当教員 書籍名 著者名 出版社 価格

2 前期 コンピュータ管理演習 白石　敬晶 インターネット検定公式テキスト『.com Master BASIC 第４版』 NTTコミュニケーションズ NTT出版 2,200

2 後期 Ｗｅｂサイト構築演習 白石　敬晶 ゼロからわかるHTML＆CSS超入門［HTML5＆CSS3対応版］ 太木裕子 技術評論社 2,178

令和５年度いちばんやさしいITパスポート絶対合格の教科書＋出る順問題集　 髙橋京介 SBクリエイティブ 1,958

かんたん合格ITパスポート過去問題集　令和５年度　春期 間久保恭子 インプレス 1,298

2 後期 ＴＯＥＩＣセミナー 徳地　慎二 一歩上を目指すTOEIC Listening and Reading Test : Level 3 北尾、西田、林　他著 朝日出版 1,870

演習 4 通年 進路研究演習４ 社会人基礎力講座（第2版） 山崎紅 日経ＢＰ社 1,210
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1 通年 ＩＴパスポートセミナー
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目

鬼束　祐子



経営学部教科書リスト
区分 年次 学期 科目名 担当教員 書籍名 著者名 出版社 価格

1 前・後 経営学総論Ａ・Ｂ 柚原 知明 テキスト経営学（第３版） 井原久光 ミネルヴァ書房 3,520

1 前・後 簿記論Ⅰ・Ⅱ 笠木 秀樹 基礎簿記 笠木秀樹 三恵社 1,815

ｻｸｯとうかる日商１級 商業簿記・会計学基礎編１ テキスト ﾈｯﾄｽｸｰﾙ出版 ﾈｯﾄｽｸｰﾙ出版 1,980

ｻｸｯとうかる日商１級 商業簿記・会計学基礎編２ テキスト ﾈｯﾄｽｸｰﾙ出版 ﾈｯﾄｽｸｰﾙ出版 1,980

1 前期 ミクロ経済学Ⅰ（ミクロ経済学） 山梨　顕友 アセモグル／レイブソン／リスト　ミクロ経済学 ダロン・アセモグル／デヴィッド・レイブソン／ジョン・リス

ト 著　岩本康志 監訳 東洋経済新報社 4,180

1 後期 ミクロ経済学Ⅱ 山梨　顕友 アセモグル／レイブソン／リスト　ミクロ経済学 ダロン・アセモグル／デヴィッド・レイブソン／ジョン・リス

ト 著　岩本康志 監訳 東洋経済新報社 4,180

1 前期 マクロ経済学Ⅰ（マクロ経済学） 山梨　顕友 入門マクロ経済学　第４版 井堀利宏 新世社 3,278

1 後期 マクロ経済学Ⅱ 山梨　顕友 入門マクロ経済学　第４版 井堀利宏 新世社 3,278

1 前・後 統計学Ⅰ・Ⅱ 山梨　顕友 身近な事例で学ぶやさしい統計学 石村光資郎 オーム社 2,530

2 前・後 企業論Ａ・Ｂ 本田　信雄 企業形態論（第３版） 小松章 新世社 2,970

2 前・後 経営管理論Ａ・Ｂ 柚原　知明 経営管理 塩次喜代明，高橋伸夫，小林敏男 有斐閣 2,090

1 前・後 商学概論Ａ・Ｂ 日髙　光宣 １からの流通論　第２版 石原武政／竹村正明 著 碩学舎 2,640

3 前期 農業経営論Ａ 河野　優 農業経営概論　初版第１刷 大泉一貫・津谷好人・木下幸雄 他5名 実教出版 2,420

2 後期 経営史 本田　信雄 ケースブック　アメリカ経営史（新版） 安部悦生・壽永欣三郎・山口一臣・宇田理・高橋清美・宮田憲一 有斐閣 3,080

2 前期 経営情報論Ⅰ 本村　信一 コア・テキスト　経営情報論 生稲史彦・高井文子・野島美保 新世社 3,190

1 前･後 会計学Ⅰ・Ⅱ 出山　実 会計学入門 第５版 桜井久勝 日本経済新聞社 946

2 前・後 財務諸表論Ａ・Ｂ 大内　健太郎 新版　会計学研究 坂本眞一郎，大内健太郎 創成社 3,025

2 前・後 原価計算論Ⅰ・Ⅱ 森田　英二 日商簿記２級とおるテキスト　工業簿記　第２版 桑原知之 ﾈｯﾄｽｸｰﾙ出版 2,200

3 前・後 税務会計論Ａ・Ｂ 大内　健太郎 基本税法（令和５年） 経理教育研究会 株式会社英光社 1,430

3 前・後 会計監査論Ａ・Ｂ 出山　実 はじめてまなぶ監査論（第２版） 盛田良久 中央経済社 2,530

3 後期 環境会計学 森田　英二 環境経営・会計（第２版） 國部克彦，伊坪徳宏，水口剛 有斐閣 2,420

2 前期 経営分析Ａ 出山　実 ビジネス会計検定試験 公式テキスト２級<第５版> 大阪商工会議所 中央経済社 2,310

2 前期 コンピュータ管理演習 白石　敬晶 インターネット検定公式テキスト『.com Master BASIC 第４版』 NTTコミュニケーションズ NTT出版 2,200

2 後期 Ｗｅｂサイト構築演習 白石　敬晶 ゼロからわかるHTML＆CSS超入門［HTML5＆CSS3対応版］ 太木裕子 技術評論社 2,178

2 前期 アルゴリズム論（アルゴリズムⅠ） 内田　保雄 Pythonではじめるアルゴリズム入門　伝統的なアルゴリズムで学ぶ定石と計算量 増井敏克 翔泳社 2,420

1 後期 アルゴリズムⅡ 内田　保雄 Pythonではじめるアルゴリズム入門　伝統的なアルゴリズムで学ぶ定石と計算量 増井敏克 翔泳社 2,420

1 前期 プログラミング基礎Ⅰ（プログラミング演習） 川島　秀樹 基礎Python改訂２版（IMPRESS KISO　SERIES) 大津真 インプレス 2,948

1 後期 プログラミング基礎Ⅱ（応用プログラミング演習） 川島　秀樹 Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書　第２版 寺田学、辻真吾、鈴木たかのり、福島真太郎　著 翔泳社 2,838

2 前・後 プログラミング演習Ⅰ・Ⅱ（Ｃ言語応用演習Ⅰ・Ⅱ） 内田　保雄 Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書　第２版 寺田学、辻真吾、鈴木たかのり、福島真太朗 翔泳社 2,838

専

門

科

目

上級簿記Ａ・Ｂ 出山 実1 前・後基

礎

専

門

科

目



経営学部教科書リスト
区分 年次 学期 科目名 担当教員 書籍名 著者名 出版社 価格

2 前期 Ｃ言語Ⅰ 本村　信一 Ｃの絵本 株式会社アンク 翔泳社 1,518

2 後期 Ｃ言語Ⅱ 本村　信一 数値計算法 三井田惇郎・須田宇宙 森北出版 2,200

2 前期 応用コンピュータ演習 鬼束　祐子 よくわかるマスター　MOS Excel365＆2019 Expert 対策テキスト＆問題集 富士通ｴﾌ・ｵｰ・ｴﾑ㈱ FOM出版 3,410

2 前期 Office応用演習A（Office応用演習） 鬼束　祐子 MOS Word 365＆2019　 対策テキスト＆問題集 富士通ｴﾌ・ｵｰ・ｴﾑ㈱ FOM出版 2,310

2 後期 Office応用演習B 鬼束　祐子 MOS Excel 365＆2019　 対策テキスト＆問題集 富士通ｴﾌ・ｵｰ・ｴﾑ㈱ FOM出版 2,310

2 後期 情報システム論 森田　英二 よくわかる Microsoft Excel マクロ／VBA Office 2021／2019／2016／Microsoft 365対応 富士通ｴﾌ・ｵｰ・ｴﾑ㈱ FOM出版 2,860

2 前期 データベース 森田　英二 よくわかる　Microsoft Access 2019 基礎 富士通ｴﾌ・ｵｰ・ｴﾑ㈱ FOM出版 2,200

2 前期 マルチメディアⅠ 川島　秀樹 マルチメディア：ファーストステップ 今井崇雅 近代科学者 2,530

2 前期 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ論Ⅰ 川島　秀樹 スラスラわかるネットワーク＆TCP/IPのきほん　第２版 リブロワークス SBクリエイティブ 2,090

2 後期 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ論Ⅱ 川島　秀樹 いちばんやさしい新しいサーバーの教本　人気講師が教える動かして理解する基礎からコンテナまで 水原源 著／宮原徹 監修 インプレス 1,980

2 前期 問題解決技法（シミュレーション） 川島　秀樹 経済系のための情報活用２　Office2019対応　統計データの分析 櫻本健 実教出版 1,870

教養としてのデータサイエンス 講談社 1,980

※電子教科書の購入でも可

2 前・後 ゲーム理論Ⅰ・Ⅱ 宮下　稔規 経済学のためのゲーム理論入門
ロバート・ギボンズ　著

福岡正夫、須田伸一　訳
岩波書店 3,520

3 前期 産業組織論 宮下　稔規 プラクティカル産業組織論 泉田成美、柳川隆 有斐閣 2,090

2 前期 公共政策 萩原　駿史 公共経済学（第２版） 小川光、西森晃 中央経済社 2,640

3 後期 環境経済学 宮下　稔規 環境経済学の第一歩 大沼あゆみ、柘植隆宏 有斐閣 2,200

2 後期 経済史・思想入門 萩原　駿史 コア・テキスト　経済学史（第２版） 井上義朗 新世社 2,915

2 前・後 財政学Ａ・Ｂ 萩原　駿史 コア・テキスト　財政学（第２版） 小塩隆士 新世社 2,695

2 後期 ビジネス英語Ｂ 安井　誠 Insights 2023 世界を読むメディア英語入門2023 村尾純子　他編 金星堂 2,090

3 前・後 情報と職業Ⅰ・Ⅱ 岡　夏樹 情報と職業（改訂２版） 駒谷昇一・辰己丈夫 オーム社 2,750

1 前・後 コンピュータ概論A(Ⅰ)・B(Ⅱ) 森田　英二 J検情報活用１級・２級完全対策公式テキスト　改訂３版 (財)職業教育・キャリア教育財団監修 日本能率協会マネジメントセンター 2,200

2 前期 社会学概論 倉　真一 改訂版 社会学入門 井上俊／大村英昭 放送大学教育振興会 1,869

2 前・後 憲法概論Ⅰ・Ⅱ 井上　一洋 判例で学ぶ日本国憲法〔第２版〕 西村裕三　編 有信堂 2,640

2 前期 企業法概論Ａ 仲宗根　京子 伊藤真の会社法入門 日本評論社 1,870

2 後期 企業法概論Ｂ 宮田　浩史 金融法務入門　第２版 藤池智則・高木いづみ 経済法令研究会 1,650

金融法務入門　第２版 藤池智則・髙木いづみ（堀総合法律事務所） 経済法令研究会 1,650

ポケット六法（令和５年度版） 有斐閣 2,200

2 後期 社会福祉と法 古賀　修平 社会福祉法入門（初版）　 山田晋 法律文化社 2,420

専

門

演

習 岡　夏樹デ－タサイエンス入門後期1
北川源四郎／竹村彰通 編

内田誠一 他著

関

連

科

目
3 前期 金融法 仲宗根　京子



経営学部教科書リスト
区分 年次 学期 科目名 担当教員 書籍名 著者名 出版社 価格

2 後期 ビジネスコンピューティングセミナー 鬼束　祐子 よくわかるマスター　日商ＰＣ検定試験　データ活用３級公式テキスト＆問題集 富士通エフ・オー・エム FOM出版 3,080

令和５年度いちばんやさしいITパスポート絶対合格の教科書＋出る順問題集　 髙橋京介 SBクリエイティブ 1,958

かんたん合格ITパスポート過去問題集　令和５年度　春期 間久保恭子 インプレス 1,298

2 前期 販売士（小売商）セミナー 黒木　竜一 レクチャー＆トレーニング　日商リテールマーケティング（販売士）検定試験３級 実教出版 1,320

2 後期 ＴＯＥＩＣセミナー 徳地　慎二 一歩上を目指すTOEIC Listening and Reading Test : Level 3 北尾、西田、林　他著 朝日出版 1,870

2 後期 医療事務セミナー 大内　健太郎 最新・医療事務入門 2023年版 木津 正昭 医学通信社 2,640

演習 4 通年 進路研究演習４ 社会人基礎力講座（第2版） 山崎紅 日経ＢＰ社 1,210

進

路

支

援

科

目

鬼束　祐子ＩＴパスポートセミナー通年1



自由科目教科書リスト
区分 年次 学期 科目名 担当教員 書籍名 著者名 出版社 価格

日本史史料集 笹山晴生　他 山川出版社 723

詳説日本史図録 山川出版社 946

2 通年 外国史 中堀 博司 論点・西洋史学 金澤周作監修、藤井崇ほか編著 ミネルヴァ書房 3,520

高等学校学習指導要領 文部科学省 東山書房 834

中学校学習指導要領 文部科学省 東山書房 397

高等学校学習指導要領解説・地理歴史編 文部科学省 東洋館出版社 836

中学校学習指導要領解説・社会編 文部科学省 東洋館出版社 208

中学校社会地理的分野 日本文教出版 812

中学校社会歴史的分野 日本文教出版 812

詳解　歴史総合 東京書籍 746

わたしたちの地理総合　世界から日本へ 二宮書店 725

最新世界史図説タペストリー 帝国書院 957

高等学校学習指導要領 文部科学省 東山書房 834

高等学校学習指導要領解説・公民編 文部科学省 東京書籍 1,100

中学校学習指導要領 文部科学省 東山書房 397

中学校学習指導要領解説・社会編 文部科学省 東洋館出版社 208

中学校社会地理的分野 日本文教出版 812

中学校社会歴史的分野 日本文教出版 812

中学校社会公民的分野 日本文教出版 812

高等学校　公共 東京書籍 700

高等学校　倫理 東京書籍 513

高等学校　政治・経済 東京書籍 512

商業科教育法　－理論と実践－ 西村修一、笠木秀樹 東京法令出版 2,640

高等学校学習指導要領（平成30年度告示）解説　商業編 文部科学省 実教出版 818

文部科学省検定済教科書　ビジネス基礎（商業702） 小松章 東京法令出版 948

文部科学省検定済教科書　新簿記（商業709） 安藤英義 実教出版 1,390

文部科学省検定済教科書　最新情報処理（商業715） 並木通男 実教出版 984

3 通年

3 通年

2 通年

3 通年

自

由

科

目

日本史 柴田 博子

社会科・地理歴史科教育法 柴田／池上

社会科・公民科教育法 池上 和文

商業科教育法 笠木　秀樹



自由科目教科書リスト
区分 年次 学期 科目名 担当教員 書籍名 著者名 出版社 価格

情Ⅰ703高校情報ⅠPython． 萩谷昌己　ほか 実教出版 1,041

情報科教育法　－これからの情報科教育－ 鹿野利春、高橋参吉、西野和典　ほか 実教出版 1,130

2 後期 道徳教育の理論と方法 中本 幹生 中学校学習指導要領解説「特別の教科道徳編」 文部科学省 教育出版 172

3 後期 総合的な学習の時間の指導法 日髙　俊一郎 中学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間編（平成29年度告示） 文部科学省 東山書房 408

3 前期 特別活動の指導法 日髙　俊一郎 中学校学習指導要領解説　特別活動編（平成29年度告示） 文部科学省 東山書房 425

2 後期 教育方法・技術論（情報通信技術の活用を含む） 川島　秀樹 今すぐ使える！Google for Education 授業・校務で使える活用のコツと実践ガイド（初版） イーディーエル株式会社 技術評論社 2,508

2 前期 生徒指導論（進路指導及びキャリア教育を含む） 池上 和文 生徒指導堤要 教育図書 371

3 後期 教育相談論 西田 若葉 教育相談ワークブック　改訂版 桜井美加、齋藤ユリ、森平直子 北樹出版 2,200

3 前期 介護等体験 西田 若葉 特別支援学校における介護等体験ガイドブックフィリア 全国特別支援学校長会・全国特別支援教育推進連盟 ジーアス教育新社 1,540

高等学校学習指導要領 文部科学省 東山書房 834

中学校学習指導要領 文部科学省 東山書房 397

学習指導要領解説（免許状取得を希望する教科のもの）

自

由

科

目

3 通年

3 後期 教育実習事前指導 柴田／笠木

情報科教育法 内田　保雄


