
備考 番号 学年 科目名 先生名 書　　名 出版社 本体定価 税込売価

前期【法律学】と同じ教科書です 31 1年 法律学概論【法律学と同じ教科書です】 織原保尚 法学ダイアリー ナカニシヤ出版 ¥2,000 ¥1,980

32 1年 公務員実務演習II 長門哲弘 公務員要点整理問題集Point Master　判断推理・空間把握 ＴＡＣ出版 ¥1,200 ¥1,188

33 2年 公務員実務演習IV 長門哲弘 公務員要点整理問題集Point Master　人文科学 ＴＡＣ出版 ¥1,200 ¥1,188

34 1年 ビジネス実務演習I 長門哲弘 秘書検定クイックマスター３級　改訂新版 早稲田教育出
版

¥1,200 ¥1,188

35 1年 ビジネス実務演習I 長門哲弘 秘書検定クイックマスター２級　改訂新版 早稲田教育出
版

¥1,200 ¥1,188

36 1年 論理学 野村文宏 論理トレーニング 産業図書 ¥2,200 ¥2,178

37 3年 生徒指導論 佐藤敬子 生徒指導提要 日教販/教育図
書

¥337 ¥334

38 1年 TOEIC4 嵯峨慶子 TOEIC L&R TEST 出る単特急金のフレーズ 朝日新聞出版 ¥890 ¥881

前期【英文法１】と同じ教科書です 39 1年 英文法２　【英文法1と同じ教科書です】 金城國夫 Essential Grammer in USE with Answers. Fourth Edition Cambridge
Univ. Press

¥3,190 ¥3,158

40 3年 特別活動論 清水良彦 新訂版　特別活動エッセンス 花書院 ¥1,905 ¥1,886

41 1年 生命倫理学 野村文宏 基礎から学ぶ生命倫理学 勁草書房 ¥2,700 ¥2,673

前期と同じ教科書です 42 1年 法学（日本国憲法）　【前期と同じ教科書です】 織原保尚 スタート憲法　第3版 成文堂 ¥1,600 ¥1,584

43 3年 教育相談論 小川幸男 ロールプレイで学ぶ教育相談　第2版 ミネルヴァ書房 ¥2,000 ¥1,980

44 2年 特別支援教育論 雫石弘文
インクルーシブ教育時代の教員をめざすための特別支援教育入
門

萌文書林 ¥2,200 ¥2,178

45 1・3年 数理・データサイエンス入門 西村靖史 データサイエンス入門　第2版 学術図書出版
社

¥2,000 ¥1,980

62 2年 図書館制度・経営論 森川信夫 図書館情報学基礎資料　第3版 樹村房 ¥1,000 ¥990

63 2・3年 教育原論 針塚瑞樹 アクティベート教育学０１　教育原論 ミネルヴァ書房 ¥2,000 ¥1,980

67 1年 TOEIC2 藤森千博 PROGRESSIVE STRATEGY FOR THE TOEIC L&R TEST 成美堂 ¥2,000 ¥1,980

68 1年 心理学Ⅱ 古城和敬 あなたのこころを科学する　Ver.3 北大路書房 ¥2,500 ¥2,475

70 2年 エネルギー戦略論 阿部博光 大分発　環境エネルギー最前線 大分合同新聞
社

¥1,600 ¥1,760

国際経営学科

どちらか必要な方を購入してく
ださい



備考 番号 学年 科目名 先生名 書　　名 出版社 本体定価 税込売価

23 1年 日本語学基礎 森脇茂秀 やさしい日本語のしくみ　改訂版 くろしお出版 ¥1,000 ¥990

24 3年 日本語学研究５（日本語の文体） 森脇茂秀 日本語の古典 岩波書店 ¥840 ¥831

25 3年 専門演習２（日本語・日本文学） 森脇茂秀 日本の方言地図 中央公論新社 ¥720 ¥712

26 3年 国語科教育法IV 高木伸幸 光村ライブラリー中学校編　全５巻セット 光村図書出版 ¥5,000 ¥4,950

27 2年 日英比較文化論２ オカナ・トーマス 日英おもしろ文化比較 朝日出版社 ¥1,700 ¥1,683

28 2年 現代英語圏文化特講２ オカナ・トーマス イギリス・アイルランド文化で英語を学ぶ 三修社 ¥2,100 ¥2,079

29 2年 デジタルアーカイブズ 洗　裕理 新版デジタルアーキビスト入門デジタルアーカイブの基礎 樹村房 ¥1,000 ¥990

30 2年 美術工芸論 仲嶺真信 すぐわかる　正倉院の美術　見方と歴史　改訂版 東京美術 ¥2,000 ¥1,980

36 1年 論理学 野村文宏 論理トレーニング 産業図書 ¥2,200 ¥2,178

37 3年 生徒指導論 佐藤敬子 生徒指導提要 日教販/教育図
書

¥337 ¥333

38 1年 TOEIC4 嵯峨慶子 TOEIC L&R TEST 出る単特急金のフレーズ 朝日新聞出版 ¥890 ¥881

前期【英文法１】と同じ教科書です 39 1年 英文法２　【英文法1と同じ教科書です】 金城國夫 Essential Grammer in USE with Answers. Fourth Edition Cambridge
Univ. Press

¥3,190 ¥3,158

41 1年 生命倫理学 野村文宏 基礎から学ぶ生命倫理学 勁草書房 ¥2,700 ¥2,673

前期と同じ教科書です 42 1年 法学（日本国憲法）　【前期と同じ教科書です】 織原保尚 スタート憲法　第3版 成文堂 ¥1,600 ¥1,584

43 3年 教育相談論 小川幸男 ロールプレイで学ぶ教育相談　第2版 ミネルヴァ書房 ¥2,000 ¥1,980

44 2年 特別支援教育論 雫石弘文 インクルーシブ教育時代の教員をめざすための特別支援教育入
門

萌文書林 ¥2,200 ¥2,178

45 1年 数理・データサイエンス入門 河合研一 データサイエンス入門　第２版 学術図書出版
社

¥2,000 ¥1,980

62 2年 図書館制度・経営論 森川信夫 図書館情報学基礎資料　第3版 樹村房 ¥1,000 ¥990

63 2・3年 教育原論 針塚瑞樹 アクティベート教育学０１　教育原論 ミネルヴァ書房 ¥2,000 ¥1,980

67 1年 TOEIC2 藤森千博 PROGRESSIVE STRATEGY FOR THE TOEIC L&R TEST 成美堂 ¥2,000 ¥1,980

68 1年 心理学Ⅱ 古城和敬 あなたのこころを科学する　Ver.3 北大路書房 ¥2,500 ¥2,475

74 1年 基礎演習 松田美香 /篠
﨑悠美子 〈アクティブラーニング対応〉日本語を分析するレッスン 大修館書店 ¥1,500 ¥1,485

77 2年 英作文2 河野 豊 ―日英比較―コミュニカティブ英作文 南雲堂 ¥2,000 ¥1,980

国際言語・文化学科



備考 番号 学年 科目名 先生名 書　　名 出版社 本体定価 税込売価

29 2年 デジタルアーカイブズ 洗　裕理 新版デジタルアーキビスト入門デジタルアーカイブの基礎 樹村房 ¥1,000 ¥990

30 2年 美術工芸論 仲嶺真信 すぐわかる　正倉院の美術　見方と歴史　改訂版 東京美術 ¥2,000 ¥1,980

前期【法律学】と同じ教科書です 31 1年 法律学概論【法律学と同じ教科書です】 織原保尚 法学ダイアリー ナカニシヤ出版 ¥2,000 ¥1,980

36 1年 論理学 野村文宏 論理トレーニング 産業図書 ¥2,200 ¥2,178

37 3年 生徒指導論 佐藤敬子 生徒指導提要 日教販/教育図
書

¥337 ¥333

38 1年 TOEIC4 嵯峨慶子 TOEIC L&R TEST 出る単特急金のフレーズ 朝日新聞出版 ¥890 ¥881

前期【英文法１】と同じ教科書です 39 1年 英文法２　【英文法1と同じ教科書です】 金城國夫 Essential Grammer in USE with Answers. Fourth Edition Cambridge
Univ. Press

¥3,190 ¥3,158

40 3年 特別活動論 清水良彦 新訂版　特別活動エッセンス 花書院 ¥1,905 ¥1,885

41 1年 生命倫理学 野村文宏 基礎から学ぶ生命倫理学 勁草書房 ¥2,700 ¥2,673

前期と同じ教科書です 42 1年 法学（日本国憲法）　【前期と同じ教科書です】 織原保尚 スタート憲法　第3版 成文堂 ¥1,600 ¥1,584

43 3年 教育相談論 小川幸男 ロールプレイで学ぶ教育相談　第2版 ミネルヴァ書房 ¥2,000 ¥1,980

44 2年 特別支援教育論 雫石弘文
インクルーシブ教育時代の教員をめざすための特別支援教
育入門

萌文書林 ¥2,200 ¥2,178

45 1年 数理・データサイエンス入門 河合研一 データサイエンス入門　第２版 学術図書出版
社

¥2,000 ¥1,980

62 2年 図書館制度・経営論 森川信夫 図書館情報学基礎資料　第3版 樹村房 ¥1,000 ¥990

63 2・3年 教育原論 針塚瑞樹 アクティベート教育学０１　教育原論 ミネルヴァ書房 ¥2,000 ¥1,980

67 1年 TOEIC2 藤森千博 PROGRESSIVE STRATEGY FOR THE TOEIC L&R TEST 成美堂 ¥2,000 ¥1,980

68 1年 心理学Ⅱ 古城和敬 あなたのこころを科学する　Ver.3 北大路書房 ¥2,500 ¥2,475

78 2年 発展演習２ 田中裕介 西アフリカの王国を掘る 臨川書店 ¥2,000 ¥1,980

史学・文化財学科



備考 番号 学年 科目名 先生名 書　　名 出版社 本体定価 税込売価

12 1年 臨床心理学概論 中野明徳 新 心理学ライブラリ12　臨床心理学への招待 サイエンス社 ¥2,300 ¥2,277

13 1年 障害者福祉 池田真典 最新 社会福祉士・精神保健福祉士養成講座８　障害者福祉 中央法規出版 ¥2,500 ¥2,475

14 2年 教育・学校心理学 小野貴美子 公認心理師 分野別テキスト3　教育分野　理論と支援の展開 創元社 ¥2,400 ¥2,376

15 2年 障害者・障害児心理学 石川須美子 シリーズ心理学と仕事15　障害者心理学 北大路書房 ¥2,100 ¥2,079

16 2年 就労支援サービス 高橋智秀 新 社会福祉士養成講座18　就労支援サービス 中央法規出版 ¥1,600 ¥1,584

17 2年 更生保護制度 高橋信二 新 社会福祉士養成講座20　更生保護制度 中央法規出版 ¥1,600 ¥1,584

18 2年 社会調査の基礎 佐々木隆夫 新 社会福祉士養成講座5　社会調査の基礎　第3版 中央法規出版 ¥2,200 ¥2,178

19 2年 権利擁護と成年後見制度 織原保尚 最新 社会福祉士・精神保健福祉士養成講座９　権利擁護を支
える法制度

中央法規出版 ¥2,500 ¥2,475

20 3年 福祉サービスの組織と経営 佐々木隆夫 新 社会福祉士養成講座11　福祉サービスの組織と経営　　　第
5版

中央法規出版 ¥2,200 ¥2,178

21 3年 福祉行財政と福祉計画Ⅰ 佐藤辰夫 新 社会福祉士養成講座10　福祉行財政と福祉計画 中央法規出版 ¥2,200 ¥2,178

22 4年 関係行政論 織原保尚 公認心理師の基礎と実践２３　関係行政論 遠見書房 ¥2,800 ¥2,772

29 2年 デジタルアーカイブズ 洗　裕理 新版デジタルアーキビスト入門デジタルアーカイブの基礎 樹村房 ¥1,000 ¥990

36 1年 論理学 野村文宏 論理トレーニング 産業図書 ¥2,200 ¥2,178

37 3年 生徒指導論 佐藤敬子 生徒指導提要 日教販/教育図
書

¥337 ¥333

38 1年 TOEIC4 嵯峨慶子 TOEIC L&R TEST 出る単特急金のフレーズ 朝日新聞出版 ¥890 ¥881

前期【英文法１】と同じ教科書です 39 1年 英文法２　【英文法1と同じ教科書です】 金城國夫 Essential Grammer in USE with Answers. Fourth Edition Cambridge
Univ. Press

¥3,190 ¥3,158

41 1年 生命倫理学 野村文宏 基礎から学ぶ生命倫理学 勁草書房 ¥2,700 ¥2,673

前期と同じ教科書です 42 1年 法学（日本国憲法）　【前期と同じ教科書です】 織原保尚 スタート憲法　第3版 成文堂 ¥1,600 ¥1,584

44 2年 特別支援教育論 雫石弘文 インクルーシブ教育時代の教員をめざすための特別支援教育入門 萌文書林 ¥2,200 ¥2,178

45 1年 数理・データサイエンス入門 西村靖史 データサイエンス入門　第２版 学術図書出版
社

¥2,000 ¥1,980

62 2年 図書館制度・経営論 森川信夫 図書館情報学基礎資料　第3版 樹村房 ¥1,000 ¥990

64 2年 精神保健福祉士援助演習Ⅰ 尾口昌康 新 精神保健福祉士養成講座8　精神保健福祉援助演習〈基
礎・専門〉　第2版

中央法規出版 ¥2,700 ¥2,673

65 2年 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 尾口昌康
池田真典

PSW実習ハンドブック 実習生のための手引き へるす出版 ¥2,400 ¥2,376

66 2年 精神障害者の生活支援システム 尾口昌康 新 精神保健福祉士養成講座7　精神障害者の生活支援システ
ム　第3版

中央法規出版 ¥2,700 ¥2,673

67 1年 TOEIC2 藤森千博 PROGRESSIVE STRATEGY FOR THE TOEIC L&R TEST 成美堂 ¥2,000 ¥1,980

68 1年 心理学Ⅱ 古城和敬 あなたのこころを科学する　Ver.3 北大路書房 ¥2,500 ¥2,475

人間関係学科



備考 番号 学年 科目名 先生名 書　　名 出版社 本体定価 税込売価

6 1年 調理学 梅木美樹 栄養管理と生命科学シリーズ　新版　調理学 理工図書 ¥3,000 ¥2,970

7 1年 調理実習 梅木美樹 あすの健康と調理
アイ・ケイ
コーポレー
ション

¥2,500 ¥2,475

8 1～4年 食生活論 梅木美樹 栄養科学シリーズNEXT 食育・食生活論 講談社 ¥2,400 ¥2,376

9 1年 スポーツと健康 吉村良孝 イラスト健康増進科学概論　運動・栄養・休養 東京教学社 ¥1,900 ¥1,881

10 2年 運動生理学 吉村良孝 イラスト運動生理学　第5版 東京教学社 ¥2,000 ¥1,980

11 2年 社会福祉論 佐藤辰夫 六訂　栄養士・管理栄養士をめざす人の社会福祉 みらい ¥2,300 ¥2,277

40 3年 特別活動論 清水良彦 新訂版　特別活動エッセンス 花書院 ¥1,905 ¥1,885

41 1年 生命倫理学 野村文宏 基礎から学ぶ生命倫理学 勁草書房 ¥2,700 ¥2,673

前期と同じ教科書です 42 1年 法学（日本国憲法）　【前期と同じ教科書です】 織原保尚 スタート憲法　第3版 成文堂 ¥1,600 ¥1,584

43 3年 教育相談論 小川幸男 ロールプレイで学ぶ教育相談　第2版 ミネルヴァ書房 ¥2,000 ¥1,980

44 2年 特別支援教育論 雫石弘文 インクルーシブ教育時代の教員をめざすための特別支援教
育入門

萌文書林 ¥2,200 ¥2,178

45 1年 数理・データサイエンス入門 是永逸郎 データサイエンス入門　第２版 学術図書出版
社

¥2,000 ¥1,980

62 2年 図書館制度・経営論 森川信夫 図書館情報学基礎資料　第3版 樹村房 ¥1,000 ¥990

63 2・3年 教育原論 針塚瑞樹 アクティベート教育学０１　教育原論 ミネルヴァ書房 ¥2,000 ¥1,980

67 1年 TOEIC2 藤森千博 PROGRESSIVE STRATEGY FOR THE TOEIC L&R TEST 成美堂 ¥2,000 ¥1,980

食物栄養学科



備考 番号 学年 科目名 先生名 書　　名 出版社 本体定価 税込売価

1 1年 分析化学 藤原秀彦 基礎分析化学 化学同人 ¥3,000 ¥2,970

2 2年 食品分析学 陶山明子 食品分析学―機器分析から応用まで　改訂版 培風館 ¥2,900 ¥2,871

3 1・2年 味噌・醤油製造学 塩屋幸樹 改訂　醸造学 講談社 ¥3,690 ¥3,653

4 1年 有機化学 坂本幸司 初めて学ぶ有機化学 化学同人 ¥2,200 ¥2,178

5 3年 環境微生物学 古川謙介 環境微生物学 化学同人 ¥3,000 ¥2,970

8 1～4年 食生活論 梅木美樹 栄養科学シリーズNEXT 食育・食生活論 講談社 ¥2,400 ¥2,376

9 1年 スポーツと健康 吉村良孝 イラスト健康増進科学概論　運動・栄養・休養 東京教学社 ¥1,900 ¥1,881

10 2年 運動生理学 吉村良孝 イラスト運動生理学　第5版 東京教学社 ¥2,000 ¥1,980

37 3年 生徒指導論 佐藤敬子 生徒指導提要 日教販/教育図
書

¥337 ¥334

40 3年 特別活動論 清水良彦 新訂版　特別活動エッセンス 花書院 ¥1,905 ¥1,886

41 1年 生命倫理学 野村文宏 基礎から学ぶ生命倫理学 勁草書房 ¥2,700 ¥2,673

前期と同じ教科書です 42 1年 法学（日本国憲法）　【前期と同じ教科書です】 織原保尚 スタート憲法　第3版 成文堂 ¥1,600 ¥1,584

43 3年 教育相談論 小川幸男 ロールプレイで学ぶ教育相談　第2版 ミネルヴァ書房 ¥2,000 ¥1,980

44 2年 特別支援教育論 雫石弘文 インクルーシブ教育時代の教員をめざすための特別支援教
育入門

萌文書林 ¥2,200 ¥2,178

45 1年 数理・データサイエンス入門
西村靖史/河
合研一/是永
逸郎

データサイエンス入門　第２版 学術図書出版
社

¥2,000 ¥1,980

62 2年 図書館制度・経営論 森川信夫 図書館情報学基礎資料　第3版 樹村房 ¥1,000 ¥990

63 2・3年 教育原論 針塚瑞樹 アクティベート教育学０１　教育原論 ミネルヴァ書房 ¥2,000 ¥1,980

67 1年 TOEIC2 藤森千博 PROGRESSIVE STRATEGY FOR THE TOEIC L&R TEST 成美堂 ¥2,000 ¥1,980

発酵食品学科



備考 番号 学年 科目名 先生名 書　　名 出版社 本体定価 税込売価

47 1年 B C 特別支援教育論 田中裕司
インクルーシブ教育時代の教員をめざすための特別支援教育
入門

萌文書林 ¥2,200 ¥2,178

48 1年 進路指導I 八幡/大田/安
倍/助安/中山

一般常識チェック＆マスター　短大生・専門学校生の就職筆記
試験対策

実教出版 ¥857 ¥847

49 1年 数理・データサイエンス入門　第2版 後藤善友 データサイエンス入門　第２版 学術図書出版
社

¥2,000 ¥1,980

50 1年 子どもの保健 谷川友美/
野口直子

心とからだを育む　子どもの保健Ⅰ 教育情報出版 ¥2,381 ¥2,357

A・D・Eクラスは先生へお尋ねく

ださい
51 1年 B C 幼児と言葉 大元千種 改訂版　実践につなぐ言葉と保育 ひとなる書房 ¥2,000 ¥1,980

52 2年 保育原理 石川千穂子
/大元千種

新しい保育講座1　保育原理 ミネルヴァ書房 ¥2,200 ¥2,178

53 2年 A B E 子どもの健康と安全 谷川友美 保育士を育てる７　子どもの健康と安全 一藝社 ¥2,100 ¥2,079

A・Bクラスは先生へお尋ねくだ

さい
54 2年 C D E 子ども家庭支援論 菅原航平 新 基本保育シリーズ5　子どもの家庭支援論 中央法規出版 ¥2,000 ¥1,980

55 2年 C D E 子どもの理解と支援の方法
石川千穂子 /
渡邉輝美 /
菅原航平

乳幼児教育・保育シリーズ　乳児理解の理論と方法 光生館 ¥1,800 ¥1,782

72 2年 B 子どもの理解と支援の方法 向井隆久 新しい保育講座3　子ども理解と援助 ミネルヴァ書房 ¥2,200 ¥2,178

C・D・Eクラスは先生へお尋ねく

ださい
56 2年 A B 教育相談 雫石弘文 教育相談ワークブック　子どもを育む人になるために 北樹出版 ¥2,000 ¥1,980

57 1年 A 国語 古川元視 読書活動でアクティブに読む力を育てる！小学校国語科言語
活動アイデア＆ワーク

明治図書出版 ¥2,260 ¥2,237

58 1年 A 国語 古川元視 国語科教育の基礎・基本 教え方・学び方ポイントシート 1「読む
こと」編

明治図書出版 ¥2,380 ¥2,356

A・C・D・Eクラスは先生へお

尋ねください
69 1年 B 乳幼児保育Ⅱ 野口直子 保育士を育てる⑥　乳幼児保育Ⅱ 一藝社 ¥2,100 ¥2,079

B・Cクラスは先生へお尋ねくださ

い
71 2年 A 教育方法論 向井隆久 教育の方法と技術　三訂版 図書文化社 ¥2,000 ¥1,980

A・B・Cクラスは先生へお尋ねく

ださい
75 1年 D E 子ども家庭福祉 吉田理恵 新 基本保育シリーズ3　子ども家庭福祉 中央法規出版 ¥2,000 ¥1,980

A・B・D・Eクラスは先生へお

尋ねください
76 2年 C 社会的養護Ⅱ 吉田理恵 新 基本保育シリーズ18　社会的養護Ⅱ 中央法規出版 ¥2,000 ¥1,980

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

備考 番号 学年 科目名 先生名 書　　名 出版社 本体定価 税込売価

59 2年 言葉と児童文化 渡邉輝美 ことばと表現力を育む児童文化 萌文書林 ¥2,000 ¥1,980

60 1年 生徒指導特論 雫石弘文 生徒指導提要
日教販/教育図

書
¥337 ¥333

61 1年 指導法特論（家庭） 米持広美 わたしたちの家庭科5・6 開隆堂 ¥288 ¥288

73 1年 教育心理学特講 向井隆久 間違いだらけの学習論―なぜ勉強が身につかないか 新曜社 ¥1,800 ¥1,782

Aクラスは先生へお尋ねください

専攻科 初等教育

初等教育科

クラス

A・B・C・D・E

A・B・C・D・E

A・B・C・D・E

A・B・C・D・E



備考 番号 学年 科目名 先生名 書　　名 出版社 本体定価 税込売価

46 1年 生活経営学 佐藤和子 新版　生活経営学
九州大学出版

会
¥2,000 ¥1,980

47 1年 特別支援教育論 雫石弘文
インクルーシブ教育時代の教員をめざすための特別支援教育入
門

萌文書林 ¥2,200 ¥2,178

45 1年 数理・データサイエンス入門 是永逸郎 データサイエンス入門  第2版 学術図書出版
社

¥2,000 ¥1,980

食物栄養科


