
1. 販売期間 9⽉29⽇（⽔）  11：00〜18：30
9⽉30⽇（⽊）  11：00〜18：30

2. 販売場所    ⼈間館3階 NA308教室

3. 購⼊⽅法    購⼊希望の教科書を各⾃でお取りの上、レジまでお持ちください。

※外国語教科書、⼀般教科書とも上記⽇時で販売しております。

販売会場にある 『品切れ教科書申込書』 に必要事項をご記⼊の上お申し込み願います。
10⽉6⽇（⽔）の追加販売期間にお渡しいたします。

以下の⽇程で追加販売を⾏います。追加販売は、「品切教科書の予約票に  記⼊頂いた⽅への
お渡し」 および「9⽉29⽇、30⽇の販売後に在庫がある タイトルの販売」のみとなります。
      

1.  追加販売期間    10⽉6⽇（⽔）  11：00〜18：30

2.  販売場所    ⼈間館 NA204教室

≪ 2021年度後期 教科書販売リスト ≫

＊品切れ教科書について −予約販売−

＊追加販売⽇について 



＜2021年度後期 教科書販売リスト＞

★価格は税抜きです。ご購⼊時には別途消費税が発⽣します。恐れ⼊りますが多めのご準備をお願い致します。

番号 学科 講義名 担当者名 書名 著者 出版社 講義コード
本体価格

(税抜)
ISBN

1 中国の⽂化と⾔語B 夏 世明 『チャイ語⼊⾨』 李 軼倫 ⽩⽔社 380109 \2,400 9784560087442

2 リーディングスキルB 森本 新芽 『まんがでわかる 理科系の作⽂技術』
⽊下是雄/久間⽉慧太郎

中央公論新社 380292 \1,200 9784120050428

3 学際領域特講IV/⼈⽂学III ⽵村 真⼀ 『地球の⽬線』 ⽵村真⼀ PHP新書 380152 \760 9784569700861
英語基礎C 齋藤 万優⼦ 380353
英語基礎D 勝⼭ 久⾥ 380354

5 Academic EnglishB 勝⼭ 久⾥ Keynote 3
Paul Dummett センゲージラーニ

ング
380105 \3,060 9781305965058

英会話IP 380091

英会話IQ 380092

英会話IR ERIC LUONG 380093

英会話IS 鈴⽊ 美湖 380094

英会話IT 勝⼭ 久⾥ 380095

英会話IU Brotherton Duncan 380096

英会話IIE 勝⼭ 久⾥ 380101

英会話IID ERIC LUONG 380100

キャリア英語基礎D 齋藤 万優⼦ 380280

キャリア英語基礎E 勝⼭ 久⾥ 380281

9 キャリア英語応⽤B 勝⼭ 久⾥
SCORE BOOSTER FOR THE TOEIC L & R TEST
PRE-INTERMEDIATE レベル別 TOEIC L & R テスト
実⼒養成コース：準中級編

溝⼝ 優美⼦ Yumiko
Mizoguchi

⾦星堂 380283 \2,000 9784764740891

10
韓国の⽂化と⾔語B/アジア
の⾔語と⽂化B

中⽥ 梓⾳/権 允義 新装版 できる韓国語 初級Ⅰ
新⼤久保語学院 李志暎 

アスク出版 380294 \2,000 9784872177237

11
イタリアの⽂化と⾔語/ヨー
ロッパの⾔語と⽂化

河上 眞理 ピュ・アッティーヴォ！[改訂版]
和栗珠⾥・畷絵⾥

⽩⽔社 380295 \2,200 9784560017678

伝統芸術演習VB華道 380427
伝統⽂化演習VB華道 380385
⼈⽂学II 380225

哲学I 380226

哲学II 380227

14 フランスの⽂化と⾔語B ⼤辻 都 新装 カフェ・フランセ ニコラ・ガイヤール他 朝⽇出版社 380107 \2,400 9784255352626

15 芸術と⼼理B/⼼理学B 藤澤 三佳 ⽣きづらさの⾃⼰表現 藤澤三佳 晃洋書房 380181 \2,200 9784771025479

16 ［教職］教育制度論B ⽥中 真秀 教育の制度と学校のマネジメント 加藤崇英 他 時事通信社 381013 \1,800 9784788715790

17
［教職］道徳教育の理論と
実践B

上林 梓 道徳教育を考える―多様な声に応答するために―
岡部美⾹・⾕村千絵編

法律⽂化社 381017 \2,200 9784589034557

18 美術⼯芸 基礎美術VIII ⾼井  秀⼭ 『仮名変体集』 伊地知鐵男編 新典社 320174 \350 9784787904102

19
キャリアデザインIV/アート
ビジネス・マネジメント理
論II

⾼橋 信幸 オタク稼業秘伝ノ書
⼭中伊知郎／⾼橋信之

⼭中企画 321045 \1,500 9784434233647

20 ⽴体造形演習II ヨシカワ ゴエモン 吉⽥式 球体関節⼈形技法書
吉⽥良 株式会社ホビー

ジャパン
321021 \2,667 9784894254602

21 コンピュータ演習III 溝井 ゆきゑ
情報リテラシー ⼊⾨編 Windows10
Office2019(FPT1918) 対応

富⼠通エフ・オー・エ
ム株式会社 FOM出版 321012 \1,000 9784865104165

22
キャラク
ターＤ

WebデザインII イクシマ ヨシロウ HTML&CSS全事典
加藤 善規

インプレス 322097 \1,880 9784295008286

23
プロダク

トＤ
プロダクトデザイン総合IIA ⾵間 重之

カーム・テクノロジー ⽣活に溶け込む情報技術のデ
ザイン

アンバー・ケース ビー・エヌ・エヌ
新社

324053 \2,400 9784802511872

24
ファッションデザインテクニック―デサイン画の描き
⽅

⾼村 是州
グラフィック社 325012 \2,500 9784766115796

25 服飾図鑑（改訂版）
⽂化服装学院研究企画
委員会編 ⽂化出版局 325012 \2,800 9784579113118

デザイン基礎II

井栗 禄/下村 秦史/
河合 健/松本 崇/⽵
⽥ 慎⼀/中村 紀章/
⻑⾕川 ⼀真/⽊⽥ ⿇
美⼦

326017

デザイン基礎III
岸川 謙介/荒川 朱美
/⼩野 暁彦/松本 崇/
中村 紀章

326018

27 構造⼒学 東郷  拓真 改訂版 図説 やさしい構造⼒学 浅野 清昭 学芸出版社 326010 \2,700 9784761526559

28 建築⼀般構造I ⼤脇 淳⼀ 建築構造のしくみ 第⼆版「⼒の流れとかたち」
川⼝衛、阿部優、松⾕
宥彦、河崎⼀雄 彰国社 326005 \2,700 9784395320158

29 建築材料学 川上  聡 建築材料⽤教材(改訂第4版) ⽇本建築学会 丸善株式会社 326012 \1,900 9784818922297
30 建築法規 林 陽⼀郎 建築法規⽤教材(改訂第31版) 社団法⼈⽇本建築学会 丸善株式会 326039 \1,900 9784818922419

31 建築積算・施⼯
加藤 正浩/⻑⾕川 ⼀
真/中⽥ 光輝

施⼯がわかるイラスト建築⽣産⼊⾨
⽇本建設業連合会編

彰国社 326040 \3,200 9784395321001

＜販売会場(⼀次販売)：⼈間館3階NA308＞
＜追加販売：⼈間館2階 NA204教室＞

環
境
デ
ザ
イ
ン

9784621075098

9784863123489

教
職

マンガ

空間演出
Ｄ

9780357113677WORLD ENGLISH 2 Third Edition（第三版）
Kristen L. Johannsen
and Rebecca Trver
Chase

センゲージラーニ
ング National

Geographic
Learning

\3,000

⾼校⽣のための哲学・思想⼊⾨――哲学の名著セレク
ション

芸
術
教
養

9784480917249

\800 9784890880645

9784764740884

南雲堂 \1,900 9784523177913

丸善（株）  \4,800

デザイン表現基礎B
中⼭ たかの/鷲尾 華
⼦

筑摩書房 \1,400

26 『コンパクト・設計資料集成』 ⽇本建築学会編 

13

学校華道 ⽇本華道編集社

8
SCORE BOOSTER FOR THE TOEIC L & R TEST
BEGINNER レベル別 TOEIC L & R 実⼒養成コー
ス：初級編

早川 幸治 Koji
Hayakawa

野⼝ 良平 ⽵⽥⻘嗣・⻄研（編著）

センゲージラーニ
ング

\2,150

7

6

Philip Gurney

New Time to Communicate Eric Bray

4
Grammar Network: コミュニケーションにリンクする
英⽂法

Hiromi Akimoto,
Mayumi Hamada

⾦星堂 \1,900

12 今川 清/⽥⼝ 章⼦
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番号 学科 講義名 担当者名 書名 著者 出版社 講義コード
本体価格

(税抜)
ISBN

32
作品研究III/舞台作品研究基
礎III/舞台芸術特講I

中⾕ 森
『対訳・注解 研究社シェイクスピア選集2 真夏の夜
の夢』

ウィリアム・シェイク
スピア、⼤場健治訳 研究社 328022 \3,000 9784327180027

33
演技・演出II/舞台基礎演習
VA
演技・演出II/舞台基礎演習

堀⽥ 貴裕 かもめ・ワーニャ伯⽗さん
チェーホフ 訳 神⻄
清 新潮⽂庫 328011 \430 9784102065020

34
演技・演出IV/舞台表現演習
II

平井 愛⼦ シェイクスピア全集（１）『ハムレット』
ウィリアム・シェイク
スピア 作 松岡和⼦訳 ちくま⽂庫 328026 \660 9784480033017

35
演技・演出IV/舞台表現演習
II

平井 愛⼦ シェイクスピア全集（１５）『お気に召すまま』
ウィリアム・シェイク
スピア作 松岡和⼦訳 ちくま⽂庫 328026 \880 9784480033154

36
演技・演出IV/舞台表現演習
II

平井 愛⼦ シェイクスピア全集（２）『ロミオとジュリエット』
ウィリアム・シェイク
スピア作 松岡和⼦訳 ちくま⽂庫 328026 \660 9784480033025

⽂芸と社会II/編集ワーク
ショップVI

中村 純 329059

⽂芸総合演習ID 中村 純 329064
⽂芸総合演習III/⽂芸表現演
習IID

中村 純 329076

⽂芸表現演習IVD 中村 純 329088
38 エーミールと探偵たち ケストナー 岩波少年⽂庫 329003 \640 9784001140187
39 きょうのできごと 増補新版 柴崎友⾹ 河出⽂庫 329003 \620 9784309416243
40 ⽕花 ⼜吉直樹 ⽂春⽂庫 329003 \600 9784167907822
41 アンダーグラウンド 村上春樹 講談社 329004 \1,200 9784062639972

42 戦争は⼥の顔をしていない
スヴェトラーナ・アレ
クシエーヴィチ 岩波書店 329004 \1,400 9784006032951

43 冷⾎
トルーマン・カポー
ティ 新潮社 329004 \1,000 9784102095065

こどもと保健II 331012
こどもの健康と安全 331075

45
社会的養護II/社会的養護の
内容

河村 浩世 よりそい⽀える社会的養護II
浦⽥雅夫

教育情報出版 331036 \1,810

施設実習I 331063

施設実習II 331069

実習指導・施設I 331062
実習指導・ 施設II 331067

47
こども家庭福祉/児童家庭福
祉 ※他学科開放科⽬

河村 浩世 新・⼦ども家庭福祉
浦⽥雅夫

教育情報出版 331004 \2,000

48 保育原理 北後 佐知⼦ 新・保育実践を⽀え 保育の原理 吉⽥貴⼦ 他 福村出版 331005 \2,100 9784571116100
49 保育内容IV (ことば) 浜崎 由紀 改訂 保育者の関わりの理論と実践 ⾼⼭静⼦ 郁洋舎 331054 \2,000 9784910467016
50 教育⼼理学 ⽥⽖ 宏⼆ 保育の⼼理学 ⽥⽖宏⼆  あいり出版 331002 \2,800 9784865550283
51 ⼤学院 学術基礎3 河上 眞理 アカデミック・スキルズ（第3版） 佐藤望編著 慶應義塾⼤学出版会 900141 \1,000 9784766426564

9784794480934

舞
台
芸
術

9784844136668

\2,270

44 光井 朱美
これだけはおさえたい！！保育者のための⼦どもの健
康と安全

鈴⽊美枝⼦ 創成社

46

河村 浩世/北後 佐知
⼦/濱﨑 由紀

考え、実践する施設実習 浦⽥雅夫 教育情報出版

河村 浩世

こ
ど
も
芸
術

\2,500

37 編集者・ライターのための必修基礎知識
編集の学校 ⽂章の学
校監修

雷⿃社 \1,800

⽂
芸
表
現

百讀VII 千野 帽⼦

百讀VIII ⽊村 俊介
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