
教科書購入について 

お問合せ先：山形大学生協 小白川購買書籍店Porte      TEL：023‐641‐4365 
 ※教科書に関する質問は下記のアドレスまでメールをお願いします 

Mail:text-support@yamagata.text-it.jp 

1. 教科書購入時の注意点 
① 教科書情報の表示には細心の注意を払っておりますが、変更になっている場合もございますので、ご購入
の際は必ずシラバスなどをご確認いただき、間違いのないようご購入ください 

② 原則、汚破損以外での返品は誤って購入した場合も含みできません 
③ 組合員の方には割引が適用されます 
④ 予告なく価格が変更になる場合があります。Co-Pre®支払いでポイントが貯まります  
⑤ 教科書チャージの未受け取り分はレジでチャージできますので、会計時にお申し付けください 
⑥ 会場にない（品切れ等）書籍は注文可能です。会場内にある予約カードを記入の上、レジで事前会計を 
    お願いします。商品が届きましたら、右記のTwitterにてご連絡します。 
 
 

2. 教科書購入方法 
① 本案内に「教科書リスト」がございますのでご確認ください 
② 履修する講義が決まりましたら、必要な教科書・参考書を確認しましょう。 
③ 教科書会場「小白川図書館」へ来場しましょう。「小白川図書館」の場所は下記よりご確認お願いします。
販売会場では教科書リストに掲載している「テキストコード(教科書ごとにふられる番号)」をもとに陳列して
います(会場内は一方通行になりますので必ず教科書リスト」をよくご確認ください) 

④ レジにてCo-Pre®(IC学生証)または現金にてお支払いください 
 

3. 教科書会場の日時・場所 
4/5（火） ～ 4/8（金）      10:00 ～ 16:00 
4/11（月） ～ 4/22（金）  10:00 ～ 17:00 
4/25（月） ～ 4/27（水）   10:00 ～ 16:00 
(4/16（土）、23（土）は12:00～16:00のみ営業) 

 
場所  小白川図書館1F 
        正面入口よりお入りいただき正面の 
     「リフレッシュルーム」を進んだ先に 
     販売会場がございます 

 
4. 教科書購入説明会 

教科書購入などについて、「YouTube ライブ」 
にて説明会を行います。動画でわかりやすく説明 
するので是非ご参加ください。詳しくは下記の 
HPから詳しくご確認いただけます 
 
 

5. 教科書購入についての詳細 
下記のHPにて随時更新をしますので 
各QRコードよりお進みいただき 
ご確認ください。 
 
【新入生向けサイトQR】 
 
 
 
 
 
【在校生向けサイトQR】 

【書籍店Twitter】 



教科書リスト　　　教科書会場ではリストの上から順（テキストNoの順）に並べてあります
　　　　　　　　　　　　1つの教科書・参考書ごとにテキストコードがあり、1箇所においてあります
　　　　　　　　　　　　*のマークがある教科書は、「テキストNo列に同じ番号がある箇所」においてあります

●基盤教育科目
テキストNo 場所注意 講義名 教員名 開講学部 種類 書名 税込価格 出版社名

210001 日本国憲法（日本国憲法） 源島　穣 全学部 教科書 憲法の基本　第3版 2,860 法律文化社

210002 哲学ってどんなこと？（哲学） 清塚　邦彦 全学部 参考書 哲学の謎 924 講談社

210002 哲学概論 清塚　邦彦 人文社会科学部 参考書 哲学の謎 924 講談社

210003 哲学ってどんなこと？（哲学） 清塚　邦彦 全学部 参考書 哲学ってどんなこと？ 2,136 昭和堂

210003 哲学概論 清塚　邦彦 人文社会科学部 参考書 哲学ってどんなこと？ 2,136 昭和堂

210004 哲学ってどんなこと？（哲学） 清塚　邦彦 全学部 参考書 哲学入門 1,100 筑摩書房

210004 哲学概論 清塚　邦彦 人文社会科学部 参考書 哲学入門 1,100 筑摩書房

210005 分子レベルから見る生命（生物科学） 品川　敦紀 全学部 教科書 ZEROからの生命科学　改訂4版 2,640 南山堂

210006 一般生物学(生物科学) 渡辺　絵理子 全学部 教科書 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学　第4版 3,520 羊土社

210006 生命科学入門(生物科学) 渡辺　絵理子 全学部 参考書 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学　第4版 3,520 羊土社

210007 一般生物学(生物科学) 渡辺　絵理子 全学部 参考書 現代生命科学　第3版 3,080 羊土社

210007 生命科学入門(生物科学) 渡辺　絵理子 全学部 参考書 現代生命科学　第3版 3,080 羊土社

210008 生命科学入門(生物科学) 渡辺　絵理子 全学部 参考書 大学で学ぶ身近な生物学 3,080 羊土社

210009 生命科学入門(生物科学) 渡辺　絵理子 全学部 参考書 やさしい基礎生物学　第2版 3,190 羊土社

210010 一般生物学(生物科学) 渡辺　絵理子 全学部 参考書 理系総合のための生命科学　第5版 4,180 羊土社

210011 一般生物学(生物科学) 渡辺　絵理子 全学部「 参考書 生命科学 3,080 羊土社

210012 学部導入セミナー（地域教育文化学部児童教育コース） 吉田　誠 地域教育文化学部 参考書 ちょんせいこのホワイトボード・ミーティング 1,320 小学館

210013 生命科学入門(生物科学) 渡辺　絵理子 全学部 参考書 エッセンシャル・キャンベル生物学　原書6版 7,700 丸善（出版事業部）

210013 生態学Ⅰ 富松　裕 理学部 参考書 エッセンシャル・キャンベル生物学　原書6版 7,700 丸善（出版事業部）

210013 （1T）生物学Ⅰ（生物科学） 渡邉　明彦 理学部 教科書 エッセンシャル・キャンベル生物学　原書6版 7,700 丸善（出版事業部）

210013 細胞生物学Ⅰ 渡邉　明彦 理学部 参考書 エッセンシャル・キャンベル生物学　原書6版 7,700 丸善（出版事業部）

210013 遺伝学Ⅰ 宮沢　豊 理学部 教科書 エッセンシャル・キャンベル生物学　原書6版 7,700 丸善（出版事業部）

210013 先端的生物科学研究法 渡邉　明彦 理学部 参考書 エッセンシャル・キャンベル生物学　原書6版 7,700 丸善（出版事業部）

210013 基礎生物学 渡邊　康紀 理学部 参考書 エッセンシャル・キャンベル生物学　原書6版 7,700 丸善（出版事業部）

210013 （1T）生物学Ⅰ（生物科学） 廣田　忠雄 理学部 教科書 エッセンシャル・キャンベル生物学　原書6版 7,700 丸善（出版事業部）

210014 古今和歌集を読む（文学） 藤田洋治 全学部 教科書 古今和歌集 1,650 筑摩書房

210015 地域体験スタートアップ（山形から考える） 滝澤　匡 全学部 参考書 地方消滅 902 中央公論新社

210015 地域の中の大学（山形から考える） 橋爪　孝夫 全学部 参考書 地方消滅 902 中央公論新社

210016 力学の基礎（物理学） 梅林　豊治 全学部 参考書 数学といっしょに学ぶ力学 1,650 学術図書出版社

210016 物理学概論 郡司　修一 理学部 参考書 数学といっしょに学ぶ力学 1,650 学術図書出版社

210017 Golf Basics in English 2021(学際) ジェリー　ミラー 全学部 教科書 How to Improve at Golf Crabtree Pnblishing Company

210018 学部導入セミナー（機械システム工学科） 村松　鋭一 工学部(昼間コース1年生) 教科書 実教302　機械製図 2,245 実教出版

210019 学部導入セミナー（機械システム工学科） 村松　鋭一 工学部(昼間コース1年生) 教科書 機械製図練習ノート 660 実教出版

210020 化学の基礎（化学） 飯島　隆広 全学部 教科書 化学　第4版 2,420 学術図書出版社

210020 （1T）化学Ⅰ（化学） 近藤　慎一 理学部 教科書 化学　第4版 2,420 学術図書出版社

210020 （1T）化学Ⅰ（化学） 栗原　正人 理学部 教科書 化学　第4版 2,420 学術図書出版社

210021 共通生物学実験（生物科学） 横山　潤 理学部 参考書 基礎生命科学実験　第3版 2,970 東京大学出版会

210022 共通生物学実験（生物科学） 横山　潤 理学部 参考書 図説生物学 3,520 東京大学出版会

210023 固体地球科学Ⅰ 岩田　尚能 理学部 教科書 ニューステージ地学図表 896 浜島書店

210023 地圏の暮らしを地学する（共生を考える） 丸山　俊明 全学部 教科書 ニューステージ地学図表 896 浜島書店

210023 地球史科学Ⅰ 本山　功 理学部 教科書 ニューステージ地学図表 896 浜島書店

210023 （2T）地球科学Ⅰ（地球科学） 岩田　尚能 理学部 教科書 ニューステージ地学図表 896 浜島書店

210023 共通地球科学実験（地球科学） 岩田　尚能 理学部 参考書 ニューステージ地学図表 896 浜島書店

210023 地球と資源（地球科学） 中島　和夫 全学部 参考書 ニューステージ地学図表 896 浜島書店

210023 地学実験 大友　幸子 地域教育文化学部 参考書 ニューステージ地学図表 896 浜島書店

210024 スペイン語初歩(文化論) 吉田　栄人 全学部 教科書 アクシオン！　三訂版 2,420 白水社

210024 スペイン語1 吉田　栄人 人文社会科学部 教科書 アクシオン！　三訂版 2,420 白水社

210025 世間の歩き方（山形から考える） 小倉　泰憲 全学部 参考書 「世間」とは何か 990 講談社

210026 世間の歩き方（山形から考える） 小倉　泰憲 全学部 参考書 「空気」と「世間」 946 講談社

210027 世間の歩き方（山形から考える） 小倉　泰憲 全学部 参考書 目くじら社会の人間関係 946 講談社

210028 世間の歩き方（山形から考える） 小倉　泰憲 全学部 参考書 日本奥地紀行 1,650 平凡社

210029 理系のキャリアデザインC 小倉　泰憲 理学部 参考書 キャリア開発24の扉 3,080 生産性出版

210029 図で学ぶキャリア開発（人間を考える） 小倉　泰憲 全学部 教科書 キャリア開発24の扉 3,080 生産性出版

210030 サイバーサイコロジー(学際) 加納　寛子 全学部 教科書 新型コロナウイルスが人間社会へ残した禍根 2,420 大学教育出版

210030 自己理解（キャリアデザイン） 松坂　暢浩 全学部 教科書 大学生のための実践的キャリア＆就活講座 1,760 中央経済社

210030 フィールドワーク 山形で働く魅力(プレインターンシップ)(山形から考える)松坂　暢浩 全学部 教科書 大学生のための実践的キャリア＆就活講座 1,760 中央経済社

210031 サイバーサイコロジー(学際) 加納　寛子 全学部 参考書 チャートで組み立てるレポート作成法 2,200 丸善（出版事業部）

210031 計量分析入門（数理科学） 加納　寛子 全学部 教科書 チャートで組み立てるレポート作成法 2,200 丸善（出版事業部）

210033 AI時代の情報教育（数理科学） 加納　寛子 全学部 教科書 AI時代の情報教育 2,200 大学教育出版

210034 山形の古典籍をくずし字で読む（山形から考える） 生田　慶穂 全学部 教科書 字典かな　新装版 858 笠間書院

210035 現代の経済理論（人間を考える） 鈴木　明宏 全学部 参考書 経済学ベーシックゼミナール 3,080 実務教育出版

210035 経済数学ｂ 坂本　直樹 人文社会科学部 参考書 経済学ベーシックゼミナール 3,080 実務教育出版

210035 ミクロ経済学1 是川　晴彦 人文社会科学部 参考書 経済学ベーシックゼミナール 3,080 実務教育出版

210035 ミクロ経済学2 是川　晴彦 人文社会科学部 参考書 経済学ベーシックゼミナール 3,080 実務教育出版

210036 人間の「性」と現代の法（人間を考える） 池田　弘乃 全学部 教科書 女性差別はどう作られてきたか 858 集英社

210037 微分積分学Ⅰ（数理科学） 千代 勝実 全学部 教科書 微分積分入門 1変数 2,530 裳華房

210037 （1T）微分積分学Ⅰ（数理科学） 塩見　大輔 理学部 教科書 微分積分入門 1変数 2,530 裳華房

210037 微積分解法 梅林　豊治 工学部(昼間コース1年生) 教科書 微分積分入門　1変数 2,530 裳華房

210037 （1T）微分積分学Ⅰ（数理科学） 上野　慶介 理学部 教科書 微分積分入門 1変数 2,530 裳華房

210037 微積分解法 遠藤　龍介 工学部(昼間コース1年生) 教科書 微分積分入門　1変数 2,530 裳華房

210037 微積分解法 大槻　恭士 工学部(昼間コース1年生) 教科書 微分積分入門　1変数 2,530 裳華房

210037 微積分解法 小島　武夫 工学部(昼間コース1年生) 教科書 微分積分入門　1変数 2,530 裳華房
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教科書リスト　　　教科書会場ではリストの上から順（テキストNoの順）に並べてあります
　　　　　　　　　　　　1つの教科書・参考書ごとにテキストコードがあり、1箇所においてあります
　　　　　　　　　　　　*のマークがある教科書は、「テキストNo列に同じ番号がある箇所」においてあります

210037 微分積分学Ⅰ（数理科学） 松田　浩 全学部 教科書 微分積分入門 1変数 2,530 裳華房

210037 微分積分学Ⅰ（数理科学） 東根　一樹 全学部 教科書 微分積分入門 1変数 2,530 裳華房

210038 力学の基礎（物理学） 梅林　豊治 全学部 教科書 基礎物理学シリーズ 力学　第2版 1,980 東京教学社

210038 力学の基礎（物理学） 千代 勝実 全学部 教科書 基礎物理学シリーズ 力学　第2版 1,980 東京教学社

210038 （2T）物理学Ⅰ（物理学） 中森　健之 理学部 参考書 基礎物理学シリーズ 力学　第2版 1,980 東京教学社

210038 力学の基礎（物理学） 遠藤　龍介 全学部 教科書 基礎物理学シリーズ 力学　第2版 1,980 東京教学社

210038 物理学概論 郡司　修一 理学部 参考書 基礎物理学シリーズ 力学　第2版 1,980 東京教学社

210039 日本国憲法（日本国憲法） 中島　宏 全学部 参考書 １８歳から考える人権　第２版 2,530 法律文化社

210040 企業会計入門（経済学） 洪　慈乙 全学部 教科書 会計学入門 946 日本経済新聞社

210041 社会における企業活動と共生(共生を考える) コーエンズ　久美子 全学部 教科書 ここだけ押さえる！会社法のきほん 1,540 ナツメ社

210042 山形の歴史と文化（山形から考える） 安田志伸 全学部 参考書 山形県の歴史　第2版 2,640 山川出版社

210042 山形の歴史と文化（山形から考える） 安田志伸 全学部 参考書 山形県の歴史　第2版 2,640 山川出版社

210043 山形の歴史と文化（山形から考える） 安田志伸 全学部 参考書 山形県の歴史散歩 1,320 山川出版社

210043 山形の歴史と文化（山形から考える） 安田志伸 全学部 参考書 山形県の歴史散歩 1,320 山川出版社

210044 健康教育の理論と実際(応用) 新井　猛浩 全学部 教科書 保健科教育　改訂第4版 2,420 杏林書院

210045 専門基礎演習 中島　宏 人文社会科学部 教科書 憲法判例50!　第二版 1,980 有斐閣

210046 （2T）物理学Ⅰ（物理学） 中森　健之 理学部 参考書 力学　物理入門コース（新装版） 2,640 岩波書店

210046 （2T）物理学Ⅰ（物理学） 衛藤　稔 理学部 参考書 力学　物理入門コース（新装版） 2,640 岩波書店

210046 力学Ⅰ 滝沢　元和 理学部 参考書 力学　物理入門コース（新装版） 2,640 岩波書店

210046 力学演習Ⅰ 滝沢　元和 理学部 参考書 力学　物理入門コース（新装版） 2,640 岩波書店

210047 （2T）物理学Ⅰ（物理学） 中森　健之 理学部 参考書 ヴィジュアルガイド物理数学 2,640 東京図書

210048 （2T）物理学Ⅰ（物理学） 中森　健之 理学部 参考書 よくわかる初等力学 2,750 東京図書

210049 ソフトボール（スポーツ実技） 中嶋　康博 全学部 教科書 ソフトボールの戦い方 1,980 ベースボール・マガジン社

210050 （2T）物理学Ⅰ（物理学） 衛藤　稔 理学部 参考書 グラフィック講義力学の基礎 1,870 サイエンス社

210051 （2T）物理学Ⅰ（物理学） 衛藤　稔 理学部 参考書 スタンフォード物理学再入門力学 2,640 日経ＢＰ出版センター

210052 現代の経済理論（人間を考える） 鈴木　明宏 全学部 参考書 ミクロ経済学入門 3,410 岩波書店

210052 ミクロ経済学入門(経済学) 田北　俊昭 全学部 教科書 ミクロ経済学入門 3,410 岩波書店

210053 日本国憲法（日本国憲法） 曽我洋介 全学部 参考書 憲法　第7版 4,180 日本評論社

210054 日本国憲法（日本国憲法） 曽我洋介 全学部 参考書 憲法判例百選1　第7版 2,530 有斐閣

210054 憲法演習Ⅱ 今野　健一 人文社会科学部 参考書 憲法判例百選1　第7版 2,530 有斐閣

210055 日本国憲法（日本国憲法） 曽我洋介 全学部 参考書 憲法判例百選2　第7版 2,530 有斐閣

210055 憲法演習Ⅱ 今野　健一 人文社会科学部 参考書 憲法判例百選2　第7版 2,530 有斐閣

210056 日本国憲法（日本国憲法） 曽我洋介 全学部 参考書 判例憲法　第3版 2,970 有斐閣

210057 バドミントン（スポーツ実技） 高桑　秀郎 全学部 参考書 ぐんぐんうまくなる！バトミントン 1,320 ベースボール・マガジン社

210058 みずから学ぶ1（学際） 千代 勝実 全学部 参考書 やってのける 880 大和書房

210059 人間の「性」と現代の法（人間を考える） 池田　弘乃 全学部 参考書 セクシュアリティと法 2,750 法律文化社

210060 人間の「性」と現代の法（人間を考える） 池田　弘乃 全学部 参考書 はじめてのジェンダー論 1,980 有斐閣

210061 人間の「性」と現代の法（人間を考える） 池田　弘乃 全学部 参考書 仕事と家族 858 中央公論新社

210062 文化人類学とSDGs（人間を考える） 坂井　正人 全学部 参考書 SDGs（持続可能な開発目標） 1,012 中央公論新社

* 211002 哲学ってどんなこと？（哲学） 清塚　邦彦 全学部 参考書 考える力をつける哲学問題集 1,650 筑摩書房

* 211083 新聞で山形を知る(山形から考える) 山本　陽史 全学部 教科書 なせば成る！　3訂版 880 山形大学出版会

* 211105 文化人類学とSDGs（人間を考える） 坂井　正人 全学部 参考書 文化人類学キ－ワ－ド　改訂版 1,870 有斐閣

* 212009 調理学実習Ａ（応用） 楠本　健二 全学部 教科書 日本食品成分表2022　八訂　栄養計算ソフト・電子版付 1,650 医歯薬出版

* 212009 調理学実習Ｂ（学際） 楠本　健二 全学部 教科書 日本食品成分表2022　八訂　栄養計算ソフト・電子版付 1,650 医歯薬出版

* 214008 一般生物学(生物科学) 渡辺　絵理子 全学部 参考書 Essential 細胞生物学 原書第5版 8,800 南江堂

* 214008 生命科学入門(生物科学) 渡辺　絵理子 全学部 参考書 Essential 細胞生物学 原書第5版 8,800 南江堂

* 214022 図で学ぶキャリア開発（人間を考える） 小倉　泰憲 全学部 参考書 キャリア理論と自己理解 1,200 山形大学

* 214022 自己理解（キャリアデザイン） 松坂　暢浩 全学部 参考書 キャリア理論と自己理解 1,200 山形大学

* 214022 理論（キャリアデザイン） 小倉　泰憲 全学部 教科書 キャリア理論と自己理解 1,200 山形大学

* 214023 図で学ぶキャリア開発（人間を考える） 小倉　泰憲 全学部 参考書 大学生のキャリアの可能性を広げる3つのワーク 880 山形大学

* 214023 自己理解（キャリアデザイン） 松坂　暢浩 全学部 参考書 大学生のキャリアの可能性を広げる3つのワーク 880 山形大学

* 214023 フィールドワーク 山形で働く魅力 松坂　暢浩 全学部 参考書 大学生のキャリアの可能性を広げる3つのワーク 880 山形大学

* 214023 理論（キャリアデザイン） 小倉　泰憲 全学部 教科書 大学生のキャリアの可能性を広げる3つのワーク 880 山形大学

●人文社会科学部
* 210002 哲学概論 清塚　邦彦 人文社会科学部 参考書 哲学の謎 924 講談社

* 210003 哲学概論 清塚　邦彦 人文社会科学部 参考書 哲学ってどんなこと？ 2,136 昭和堂

* 210004 哲学概論 清塚　邦彦 人文社会科学部 参考書 哲学入門 1,100 筑摩書房

* 210024 スペイン語1 吉田　栄人 人文社会科学部 教科書 アクシオン！　三訂版 2,420 白水社

* 210035 経済数学ｂ 坂本　直樹 人文社会科学部 参考書 経済学ベーシックゼミナール 3,080 実務教育出版

* 210035 ミクロ経済学1 是川　晴彦 人文社会科学部 参考書 経済学ベーシックゼミナール 3,080 実務教育出版

* 210035 ミクロ経済学2 是川　晴彦 人文社会科学部 参考書 経済学ベーシックゼミナール 3,080 実務教育出版

* 210045 専門基礎演習 中島　宏 人文社会科学部 教科書 憲法判例50!　第二版 1,980 有斐閣

* 210054 憲法演習Ⅱ 今野　健一 人文社会科学部 参考書 憲法判例百選1　第7版 2,530 有斐閣

* 210055 憲法演習Ⅱ 今野　健一 人文社会科学部 参考書 憲法判例百選2　第7版 2,530 有斐閣

211001 環境経済学1 杉野　誠 人文社会科学部 教科書 入門環境経済学 858 中央公論新社

211002 哲学基礎演習 清塚　邦彦 人文社会科学部 教科書 考える力をつける哲学問題集 1,650 筑摩書房

211002 哲学概論 清塚　邦彦 人文社会科学部 参考書 考える力をつける哲学問題集 1,650 筑摩書房

211003 行政学a 源島　穣 人文社会科学部 教科書 はじめての行政学 2,090 有斐閣

211004 公共政策学1 川村　一義 人文社会科学部 教科書 公共政策学の基礎　第3版 2,860 有斐閣

211005 憲法1 今野　健一 人文社会科学部 教科書 現代憲法入門 3,520 法律文化社

211005 憲法演習Ⅱ 今野　健一 人文社会科学部 参考書 現代憲法入門 3,520 法律文化社

211006 民法展開（担保物権） 高橋　良彰 人文社会科学部 教科書 新基本民法　3 2,200 有斐閣

211007 社会調査法基礎 阿部　晃士 人文社会科学部 教科書 入門・社会調査法　第4版 2,750 法律文化社

211008 国際法1 丸山　政己 人文社会科学部 教科書 ビジュアルテキスト国際法　第2版 2,640 有斐閣
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211009 国際法1 丸山　政己 人文社会科学部 教科書 国際条約集　2022年版 3,080 有斐閣

211009 国際法演習 丸山　政己 人文社会科学部 教科書 国際条約集　2022年版 3,080 有斐閣

211010 国際法演習 丸山　政己 人文社会科学部 教科書 国際法 1,210 筑摩書房

211011 行動科学基礎演習 小林　正法 人文社会科学部 教科書 Excelで今すぐはじめる心理統計 3,080 講談社

211011 認知心理学基礎演習 大杉　尚之 人文社会科学部 参考書 Excelで今すぐはじめる心理統計 3,080 講談社

211011 認知心理学演習 大杉　尚之 人文社会科学部 参考書 Excelで今すぐはじめる心理統計 3,080 講談社

211011 認知情報科学基礎実習 大杉　尚之 人文社会科学部 参考書 Excelで今すぐはじめる心理統計 3,080 講談社

211015 専門基礎演習 本多　広樹 人文社会科学部 教科書 近未来モビリティとまちづくり 1,540 工作舎

211016 実践英語e 高橋　真彦 人文社会科学部 教科書 動画で学ぶ英語プレゼンテーション 2,750 成美堂

211017 統計学1 砂田　洋志 人文社会科学部 教科書 統計学入門　第2版 2,035 新世社（渋谷）

211017 統計学2 砂田　洋志 人文社会科学部 教科書 統計学入門　第2版 2,035 新世社（渋谷）

211018 ラテン語１ 池田　光則 人文社会科学部 教科書 新ラテン文法 3,300 東洋出版（文京）

211019 アンデス考古学特殊講義 山本　睦 人文社会科学部 参考書 アンデス文明ハンドブック 3,740 臨川書店

211019 アンデス考古学概論ａ 荘司　一歩 人文社会科学部 教科書 アンデス文明ハンドブック 3,740 臨川書店

211020 アンデス考古学特殊講義 山本　睦 人文社会科学部 参考書 アンデスの考古学 新版  3,520 同成社

211020 アンデス考古学概論ａ 荘司　一歩 人文社会科学部 参考書 アンデスの考古学 新版  3,520 同成社

211021 文化人類学演習a 山本　睦 人文社会科学部 参考書 文化遺産と生きる 4,400 臨川書店

211022 経済原論１ 安田　均 人文社会科学部 教科書 経済学　改訂版 2,310 岩波書店

211023 留学生活英語(前期) Gloag 人文社会科学部 教科書 Door to Door 会場参照 Perceptia Press

211024 公共政策・地域課題実践演習A2 松本　邦彦 人文社会科学部 教科書 知っておきたいNPOのこと1【基本編】 660 日本NPOセンター

211025 公共政策・地域課題実践演習A2 松本　邦彦 人文社会科学部 参考書 概説市民社会論 3,520 関西学院大学出版会

211025 市民社会論 松本　邦彦 人文社会科学部 教科書 概説市民社会論 3,520 関西学院大学出版会

211026 日本外交論1 松本　邦彦 人文社会科学部 参考書 平和と人権　やまがたガイド 625 山形県歴教協

211027 日本外交論1 松本　邦彦 人文社会科学部 参考書 日本人の歴史認識と東京裁判 572 岩波書店

211028 市民社会論 松本　邦彦 人文社会科学部 参考書 年表　昭和・平成史　新版 748 岩波書店

211028 日本外交論1 松本　邦彦 人文社会科学部 参考書 年表　昭和・平成史　新版 748 岩波書店

211029 日本外交論1 松本　邦彦 人文社会科学部 教科書 日本外交史ハンドブック　新版（第２版） 3,300 有信堂高文社

211030 専門英語演習（Japanese Studies） 生田　慶穂 人文社会科学部 教科書 Japanese literature 1,210 タトル出版株式会社

211031 専門英語演習（Japanese Studies） 生田　慶穂 人文社会科学部 教科書 日本の文学　改版 946 中央公論新社

211032 日本古典文学概論 生田　慶穂 人文社会科学部 教科書 日本文学の見取り図 3,080 ミネルヴァ書房

211032 日本近代文学概論 森岡　卓司 人文社会科学部 参考書 日本文学の見取り図 3,080 ミネルヴァ書房

211033 地域政策学特論 本多　広樹 大学院 教科書 経済・政策分析のためのGIS入門　1 2,860 古今書院

211034 哲学演習 清塚　邦彦 人文社会科学部 教科書 流れとよどみ 1,980 産業図書

211035 現代社会学 阿部　晃士 人文社会科学部 教科書 計量社会学入門 3,080 世界思想社教学社

211036 ゲーム理論1 鈴木　明宏 人文社会科学部 参考書 ゲーム理論・入門　新版 2,090 有斐閣

211037 ゲーム理論1 鈴木　明宏 人文社会科学部 参考書 ゲーム理論入門 946 日本経済新聞出版社

211038 ゲーム理論1 鈴木　明宏 人文社会科学部 参考書 ゲーム理論ワークブック 2,090 有斐閣

211039 ゲーム理論1 鈴木　明宏 人文社会科学部 参考書 演習ゲーム理論 2,420 新世社（渋谷）

211040 地方財政論a 坂本　直樹 人文社会科学部 参考書 日本の地方財政　第2版 2,200 有斐閣

211041 財政学a 坂本　直樹 人文社会科学部 教科書 財政学をつかむ　新版 2,750 有斐閣

211042 経済数学ｂ 坂本　直樹 人文社会科学部 参考書 経済学で出る数学ワ－クブックでじっくり攻める 1,650 日本評論社

211043 民法基礎（契約法） 小笠原　奈菜 人文社会科学部 教科書 新基本民法5　第2版　契約編 2,090 有斐閣

211044 民法基礎（総則） 小笠原　奈菜 人文社会科学部 教科書 新基本民法1　第2版　総則編 2,090 有斐閣

211044 私法入門 池田　弘乃 人文社会科学部 参考書 新基本民法1　第2版　総則編 2,090 有斐閣

211045 民法展開（債権総論） 小笠原　奈菜 人文社会科学部 教科書 新基本民法4　第2版　債権編 2,090 有斐閣

211046 民法基礎（総則） 小笠原　奈菜 人文社会科学部 参考書 民法判例百選1　第8版 2,420 有斐閣

211047 民法基礎（契約法） 小笠原　奈菜 人文社会科学部 参考書 民法判例百選2　第8版 2,530 有斐閣

211047 民法展開（債権総論） 小笠原　奈菜 人文社会科学部 参考書 民法判例百選2　第8版 2,530 有斐閣

211048 競争法 宍戸　聖 人文社会科学部 教科書 ベーシック経済法　第5版 2,310 有斐閣

211049 知的財産法 宍戸　聖 人文社会科学部 教科書 知的財産法入門　第3版 2,860 有斐閣

211050 専門基礎演習 宍戸　聖 人文社会科学部 教科書 アカデミック・スキルズ　第3版 1,100 慶應義塾大学出版会

211051 日本歴史文化論（日本学入門） 小幡圭祐 人文社会科学部 参考書 東アジア文化圏の形成 801 山川出版社

211052 日本歴史文化論（日本学入門） 小幡圭祐 人文社会科学部 参考書 東アジア世界と古代の日本 880 山川出版社

211053 日本歴史文化論（日本学入門） 小幡圭祐 人文社会科学部 参考書 日韓関係史 924 岩波書店

211054 日本歴史文化論（日本学入門） 小幡圭祐 人文社会科学部 参考書 東南アジア史１０講 990 岩波書店

211055 日本歴史文化論（日本学入門） 小幡圭祐 人文社会科学部 参考書 五色の虹 770 集英社

211056 日本歴史文化論（日本学入門） 小幡圭祐 人文社会科学部 参考書 日本陸軍とモンゴル 924 中央公論新社

211057 私法入門 池田　弘乃 人文社会科学部 教科書 民事法入門〔第8版補訂版〕 1,980 有斐閣

211058 法哲学2 池田　弘乃 人文社会科学部 教科書 ソ－クラテ－スの弁明／クリト－ン／パイド－ン　改版 539 新潮社

211059 法哲学演習 池田　弘乃 人文社会科学部 教科書 「倫理の問題」とは何か 1,078 光文社

211060 人間情報科学概論 本多　薫 人文社会科学部 教科書 ヒューマン・インタフェイスの基礎と応用 3,190 日本出版サービス

211061 博物館概論 佐藤　琴 人文社会科学部 参考書 現代博物館学入門　初版第3刷 2,750 ミネルヴァ書房

211061 博物館情報・メディア論 佐藤　琴 人文社会科学部 参考書 現代博物館学入門　初版第3刷 2,750 ミネルヴァ書房

211061 博物館実習 佐藤　琴 人文社会科学部 参考書 現代博物館学入門　初版第3刷 2,750 ミネルヴァ書房

211062 日本外交論1 松本　邦彦 人文社会科学部 参考書 真珠湾収容所の捕虜たち 1,540 筑摩書房

211063 日本外交論1 松本　邦彦 人文社会科学部 参考書 日本軍兵士 902 中央公論新社

211064 日本外交論1 松本　邦彦 人文社会科学部 参考書 はじめて学ぶ日本外交史 1,980 昭和堂

211065 日本外交論1 松本　邦彦 人文社会科学部 参考書 歴史戦と思想戦 1,012 集英社

211066 日本外交論1 松本　邦彦 人文社会科学部 参考書 歴史修正主義 924 中央公論新社

211067 日本外交論1 松本　邦彦 人文社会科学部 参考書 昭和天皇独白録 649 文藝春秋

211068 市民社会論 松本　邦彦 人文社会科学部 参考書 語る歴史、聞く歴史 946 岩波書店

211068 日本外交論1 松本　邦彦 人文社会科学部 参考書 語る歴史、聞く歴史 946 岩波書店

211069 市民社会論 松本　邦彦 人文社会科学部 参考書 日本社会のしくみ 1,430 講談社

211070 市民社会論 松本　邦彦 人文社会科学部 参考書 生きづらい明治社会 880 岩波書店

211071 市民社会論 松本　邦彦 人文社会科学部 参考書 事大主義 902 中央公論新社
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211072 地域構造論 山田　浩久 人文社会科学部 参考書 地図でみる山形 1,980 海青社

211072 公共政策・地域課題実践演習A1 山田　浩久 人文社会科学部 参考書 地図でみる山形 1,980 海青社

211072 地域構造論演習 山田　浩久 人文社会科学部 参考書 地図でみる山形 1,980 海青社

211073 地域構造論 山田　浩久 人文社会科学部 参考書 地域連携活動の実践 2,546 海青社

211073 公共政策・地域課題実践演習A1 山田　浩久 人文社会科学部 参考書 地域連携活動の実践 2,546 海青社

211073 地域構造論演習 山田　浩久 人文社会科学部 参考書 地域連携活動の実践 2,546 海青社

211073 人文地理学概論 山田　浩久 人文社会科学部 参考書 地域連携活動の実践 2,546 海青社

211074 会計学1 洪　慈乙 人文社会科学部 教科書 複式簿記概説ー財務報告の方法と論理－ 2,860 五絃舎

211075 財務会計b 洪　慈乙 人文社会科学部 教科書 財務会計・入門　第15版 1,980 有斐閣

211075 会社法1 コーエンズ　久美子 人文社会科学部 教科書 会社法　第2版 2,090 有斐閣

211076 商法1 コーエンズ　久美子 人文社会科学部 教科書 商法総則・商行為法　第3版 2,530 有斐閣

211077 金融法入門 荒井　太郎 人文社会科学部 参考書 ビジネス常識としての法律　第3版 1,320 日本経済新聞出版社

211077 基礎演習 荒井　太郎 人文社会科学部 参考書 ビジネス常識としての法律　第3版 1,320 日本経済新聞出版社

211079 表象文化基礎演習 柿並　良佑 人文社会科学部 参考書 批評理論入門 902 中央公論新社

211080 表象文化基礎演習 柿並　良佑 人文社会科学部 参考書 現代思想の教科書 1,430 筑摩書房

211081 表象文化基礎演習 柿並　良佑 人文社会科学部 参考書 記号論講義 1,870 筑摩書房

211082 日本近現代文学演習 森岡　卓司 人文社会科学部 教科書 日本児童文学名作集　下 814 岩波書店

211083 課題演習（地域情報） 大杉　尚之 人文社会科学部 参考書 なせば成る！　3訂版 880 山形大学出版会

211084 実践英語a 小泉　有紀子 人文社会科学部 教科書 Tactics for TOEIC Listening and Reading Test 会場参照 Oxford University Press

211085 現代社会学演習 阿部　晃士 人文社会科学部 教科書 社会統計学アドバンスト 3,850 ミネルヴァ書房

211085 公共政策・地域課題実践演習B4 阿部　晃士 人文社会科学部 参考書 社会統計学アドバンスト 3,850 ミネルヴァ書房

211086 認知心理学概論 大杉　尚之 人文社会科学部 教科書 認知心理学　新版 2,310 有斐閣

211087 認知心理学概論 大杉　尚之 人文社会科学部 教科書 基礎から学ぶ認知心理学 1,980 有斐閣

211088 芸術文化基礎演習 石澤　靖典 人文社会科学部 教科書 まなざしのレッスン2 2,970 東京大学出版会

211089 日本語a 中澤　信幸 人文社会科学部 教科書 日本語能力試験公式問題集第二集 N1 770 凡人社

211090 政治理論1 北川　忠明 人文社会科学部 教科書 ここから始める政治理論 2,090 有斐閣

211091 専門基礎演習 諸田　博昭 人文社会科学部 教科書 世界システム論講義 1,210 筑摩書房

211092 認知心理学基礎演習 大杉　尚之 人文社会科学部 参考書 心理学レポート・論文の書き方 2,090 講談社

211092 認知心理学演習 大杉　尚之 人文社会科学部 参考書 心理学レポート・論文の書き方 2,090 講談社

211093 時事中国語a 赤倉　泉 人文社会科学部 参考書 やさしくくわしい中国語文法の基礎　改訂新版 2,640 東方書店

211093 中国語学講義 福山　泰男 人文社会科学部 参考書 やさしくくわしい中国語文法の基礎　改訂新版 2,640 東方書店

211094 民事訴訟法１ 本間　佳子 人文社会科学部 教科書 講義民事訴訟　第３版 4,180 東京大学出版会

211095 グローバル・ガバナンス論演習 中村　文子 人文社会科学部 参考書 入門人間の安全保障 990 中央公論新社

211096 グローバル・ガバナンス論演習 中村　文子 人文社会科学部 参考書 国際社会学入門 2,420 ナカニシヤ出版

211096 地域社会学 中川　恵 人文社会科学部 教科書 都市社会学・入門 2,200 有斐閣

211097 グローバル・ガバナンス論演習 中村　文子 人文社会科学部 参考書 日本外交の論点 2,640 法律文化社

211098 ドイツ文化論 摂津　隆信 人文社会科学部 参考書 オイディプス王 572 岩波書店

211099 金融論a 山口　昌樹 人文社会科学部 参考書 金融論　第4版 2,805 新世社（渋谷）

211100 マクロ経済学1 溜川　健一 人文社会科学部 参考書 マンキューマクロ経済学 1 第4版 入門編 4,180 東洋経済新報社

211100 マクロ経済学演習 溜川　健一 人文社会科学部 参考書 マンキューマクロ経済学 1 第4版 入門編 4,180 東洋経済新報社

211100 マクロ経済学3 溜川　健一 人文社会科学部 参考書 マンキューマクロ経済学 1 第4版 入門編 4,180 東洋経済新報社

211101 マクロ経済学1 溜川　健一 人文社会科学部 参考書 マクロ経済学　新版 4,620 有斐閣

211101 マクロ経済学演習 溜川　健一 人文社会科学部 参考書 マクロ経済学　新版 4,620 有斐閣

211101 マクロ経済学3 溜川　健一 人文社会科学部 参考書 マクロ経済学　新版 4,620 有斐閣

211102 経済情報科学2 田北　俊昭 人文社会科学部 教科書 はじめよう経済学のための情報処理　第4版 2,530 日本評論社

211104 行政法2 和泉田　保一 人文社会科学部 教科書 Legal Quest　行政法　第4版 2,860 有斐閣

211104 行政法4 和泉田　保一 人文社会科学部 教科書 Legal Quest　行政法　第4版 2,860 有斐閣

211104 行政法演習 和泉田　保一 人文社会科学部 教科書 Legal Quest　行政法　第4版 2,860 有斐閣

211105 文化人類学概論a 坂井　正人 人文社会科学部 参考書 文化人類学キ－ワ－ド　改訂版 1,870 有斐閣

211106 データ処理演習 本多　薫 人文社会科学部 教科書 データ処理演習 473 山形大学

* 212004 教育原論 森田　智幸 人文社会科学部 参考書 教育の方法 1,676 左右社

* 212005 教職論 吉田　誠 人文社会科学部 教科書 教職論 2,640 培風館

* 212006 道徳教育の理論と実践 吉田　誠 人文社会科学部 教科書 道徳科初めての授業づくり 1,980 大学教育出版

* 212026 英語の教材分析B 佐藤　博晴 人文社会科学部 教科書 New Horizon English Course 1 407 東京書籍

* 212027 英語の教材分析B 佐藤　博晴 人文社会科学部 教科書 New Crown1 407 三省堂

* 212028 英語の教材分析B 佐藤　博晴 人文社会科学部 教科書 Sunshine 1 407 開隆堂

* 212039 総合的な学習の時間論 野口　徹 人文社会科学部 教科書 総合的な学習の時間の指導法 2,530 日本文教出版（大阪）

* 212056 心理科学特論A 大杉　尚之 大学院 教科書 「かわいい」のちから 2,090 化学同人

* 212063 生徒指導・進路指導 佐藤　宏平 人文社会科学部 教科書 事例で学ぶ生徒指導・進路指導・教育相談　中学校・高等学校編　第3版 3,080 遠見書房

●地域教育文化学部
* 210012 学部導入セミナー（地域教育文化学部児童教育コース） 吉田　誠 地域教育文化学部 参考書 ちょんせいこのホワイトボード・ミーティング 1,320 小学館

* 210023 地学実験 大友　幸子 地域教育文化学部 参考書 ニューステージ地学図表 896 浜島書店

* 211032 日本文学史概説 森岡　卓司 地域教育文化学部 参考書 日本文学の見取り図 3,080 ミネルヴァ書房

* 211061 博物館学（概論） 佐藤　琴 地域教育文化学部 参考書 現代博物館学入門　初版第3刷 2,750 ミネルヴァ書房

* 211061 博物館情報・メディア論 佐藤　琴 地域教育文化学部 参考書 現代博物館学入門　初版第3刷 2,750 ミネルヴァ書房

* 211061 博物館実習 佐藤　琴 地域教育文化学部 参考書 現代博物館学入門　初版第3刷 2,750 ミネルヴァ書房

* 211086 認知心理学（知覚・認知心理学） 大杉　尚之 地域教育文化学部 教科書 認知心理学　新版 2,310 有斐閣

* 211087 認知心理学（知覚・認知心理学） 大杉　尚之 地域教育文化学部 教科書 基礎から学ぶ認知心理学 1,980 有斐閣

212001 家庭の基礎 石垣　和恵 地域教育文化学部 教科書 小学校わたしたちの家庭科5・6 346 開隆堂

212002 指揮法基礎 渡辺　修身 地域教育文化学部 教科書 はじめての指揮法　初心者のためのバトンテクニック入門 2,090 音楽之友社

212003 漢文学講読 三上　英司 地域教育文化学部 教科書 標註論語集註 1,650 武蔵野書院

212004 教育原論 森田　智幸 地域教育文化学部 参考書 教育の方法 1,676 左右社

212004 カリキュラム開発の実践と課題 森田　智幸 大学院 参考書 教育の方法 1,676 左右社

212005 教職論 吉田　誠 地域教育文化学部 教科書 教職論 2,640 培風館
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212006 道徳教育の理論と実践 吉田　誠 地域教育文化学部 教科書 道徳科初めての授業づくり 1,980 大学教育出版

212007 調理学 矢口　友理 地域教育文化学部 教科書 栄養士・管理栄養士をめざす人の調理・献立作成の基礎 1,650 化学同人

212008 調理学 矢口　友理 地域教育文化学部 教科書 調理のためのベーシックデータ 2,200 女子栄養大学出版部

212009 調理学 矢口　友理 地域教育文化学部 教科書 日本食品成分表2022　八訂　栄養計算ソフト・電子版付 1,650 医歯薬出版

212009 調理学実習I 楠本　健二 地域教育文化学部 教科書 日本食品成分表2022　八訂　栄養計算ソフト・電子版付 1,650 医歯薬出版

212010 スポーツ栄養学 矢口　友理 地域教育文化学部 教科書 体育・スポーツ指導者と学生のためのスポーツ栄養学 2,970 市村出版

212011 音楽の基礎［小A］ 佐川　馨 地域教育文化学部 教科書 歌唱教材伴奏法　２訂版 1,760 教育芸術社

212011 音楽の基礎［小B］ 佐川　馨 地域教育文化学部 教科書 歌唱教材伴奏法　２訂版 1,760 教育芸術社

212012 音楽の基礎［小A］ 佐川　馨 地域教育文化学部 教科書 MusicNavigation 607 教育出版

212013 音楽科教育法 佐川　馨 地域教育文化学部 教科書 中学生の音楽1 310 教育芸術社

212014 音楽科教育法 佐川　馨 地域教育文化学部 教科書 中学生の音楽　2・3上 311 教育芸術社

212015 音楽科教育法 佐川　馨 地域教育文化学部 教科書 中学生の音楽　2・3下 302 教育芸術社

212016 音楽科教育法 佐川　馨 地域教育文化学部 教科書 中学生の音楽　器楽 343 教育芸術社

212017 音楽科教育法 佐川　馨 地域教育文化学部 教科書 高校の音楽Ⅰ 600 教育出版

212018 音楽科教育法 佐川　馨 地域教育文化学部 教科書 高校の音楽Ⅱ 388 教育出版

212019 音楽科教育法 佐川　馨 地域教育文化学部 教科書 高校の音楽Ⅲ 388 教育出版

212020 教育社会学 河野　銀子 地域教育文化学部 教科書 教育社会とジェンダー 2,310 学文社

212020 教育社会学 河野　銀子 地域教育文化学部 教科書 教育社会とジェンダー 2,310 学文社

212020 男女共同参画社会と教育 河野　銀子 地域教育文化学部 参考書 教育社会とジェンダー 2,310 学文社

212021 音楽史概説 小塩　さとみ 地域教育文化学部 教科書 西洋音楽史 902 中央公論新社

212022 音楽史概説 小塩　さとみ 地域教育文化学部 教科書 日本の音　日本の音楽 1,870 アリス館

212023 音楽史概説 小塩　さとみ 地域教育文化学部 参考書 ものがたり西洋音楽史 1,100 岩波書店

212024 音楽史概説 小塩　さとみ 地域教育文化学部 参考書 ものがたり日本音楽史 1,034 岩波書店

212025 音楽史概説 小塩　さとみ 地域教育文化学部 参考書 民族音楽学12の視点 2,750 音楽之友社

212026 英語の教材分析B 佐藤　博晴 地域教育文化学部 教科書 New Horizon English Course 1 407 東京書籍

212027 英語の教材分析B 佐藤　博晴 地域教育文化学部 教科書 New Crown1 407 三省堂

212028 英語の教材分析B 佐藤　博晴 地域教育文化学部 教科書 Sunshine 1 407 開隆堂

212029 保健体育科教育法 小松　恒誠 地域教育文化学部 教科書 中学校・高校の体育授業づくり入門　第２版 2,860 学文社

212030 体育の基礎 小松　恒誠 地域教育文化学部 教科書 小学校の体育授業づくり入門　第6版 2,860 学文社

212031 スポーツ生理学 渡邉　信晃 地域教育文化学部 教科書 入門運動生理学　第4版 2,530 杏林書院

212032 現代アメリカ事情演習 ジェリー　ミラー 地域教育文化学部 教科書 Academic Encounters 会場参照 株式会社Cambridge University Press Japan

212033 異文化コミュニケーション特論 ジェリー　ミラー 地域教育文化学部 教科書 Ibunka!-Intercultural Communication in Everyday Life 会場参照 アルマ出版

212035 日本音楽演習 齋藤　瑞香能 地域教育文化学部 教科書 琴の教則本 1,250 日本三曲協会

212036 国語学講義 坂喜　美佳 地域教育文化学部 教科書 国語教師が知っておきたい日本語文法 1,760 くろしお出版

212037 音楽理論基礎 名倉　明子 地域教育文化学部 教科書 和声1 3,080 音楽之友社

212037 作曲法基礎 名倉　明子 地域教育文化学部 教科書 和声1 3,080 音楽之友社

212038 音楽理論基礎 名倉　明子 地域教育文化学部 参考書 和声2 3,850 音楽之友社

212038 作曲法基礎 名倉　明子 地域教育文化学部 教科書 和声2 3,850 音楽之友社

212039 総合的な学習の時間論 野口　徹 地域教育文化学部 教科書 総合的な学習の時間の指導法 2,530 日本文教出版（大阪）

212040 障害児教育総論 三浦　光哉 地域教育文化学部 教科書 特別支援学級担任のための学級経営サポートQ＆A 2,200 ジアース教育新社

212041 発達障害児の教育 三浦　光哉 地域教育文化学部 教科書 特別支援教育のステップアップ指導方法100 2,200 ジアース教育新社

212042 ライフステージと食 楠本　健二 地域教育文化学部 教科書 応用栄養学　改訂第7版 3,520 南江堂

212042 物理学演習 野々山　信二 地域教育文化学部 教科書 単位が取れる量子力学ノ－ト 3,080 講談社

212043 図画工作の基礎［小A］ 降籏　孝 地域教育文化学部 教科書 小学校図画工作科教育法 2,640 建帛社

212043 図画工作の基礎［小B］ 降籏　孝 地域教育文化学部 教科書 小学校図画工作科教育法 2,640 建帛社

212044 算数の基礎 平林　真伊 地域教育文化学部 参考書 新版　算数科教育研究 2,200 東洋館出版社

212044 初等教科教育法Ⅱ（算数） 大澤　弘典 地域教育文化学部 参考書 算数科教育研究　新版 2,200 東洋館出版社

212045 算数の基礎 平林　真伊 地域教育文化学部 参考書 初等算数科教育 2,420 ミネルヴァ書房

212045 初等教科教育法Ⅱ（算数） 大澤　弘典 地域教育文化学部 参考書 初等算数科教育 2,420 ミネルヴァ書房

212046 生涯学習支援A 滝口克典 地域教育文化学部 教科書 生涯学習支援のデザイン 2,640 玉川大学出版部

212047 社会教育演習 安藤　耕己 地域教育文化学部 教科書 社会教育・生涯学習 2,420 ミネルヴァ書房

212048 社会教育経営論A 松本　大 地域教育文化学部 参考書 社会教育経営のフロンティア 2,640 玉川大学出版部

212049 学校・地域における食育 大森　桂 地域教育文化学部 教科書 白熱教室食生活を考える　新版 2,640 アイ・ケイコーポレーション

212049 地域食育実習 大森　桂 地域教育文化学部 教科書 白熱教室食生活を考える　新版 2,640 アイ・ケイコーポレーション

212050 学校・地域における食育 大森　桂 地域教育文化学部 教科書 食に関する指導の手引き　第二次改訂版 1,430 健学社

212051 学校保健 新井　猛浩 地域教育文化学部 教科書 学校保健概論 2,200 光生館

212052 学校保健Ⅰ 新井　猛浩 地域教育文化学部 参考書 学校保健の動向　令和3年度版 3,080 日本学校保健会

212052 学校保健 新井　猛浩 地域教育文化学部 参考書 学校保健の動向　令和3年度版 3,080 日本学校保健会

212056 心理科学特論A 大杉　尚之 大学院 教科書 「かわいい」のちから 2,090 化学同人

212057 カリキュラム開発事例研究 森田　智幸 大学院 教科書 授業研究入門 2,530 岩波書店

212057 授業実践の記録・分析と校内研修 江間　史明 大学院 教科書 授業研究入門 2,530 岩波書店

212058 カリキュラム開発事例研究 森田　智幸 大学院 教科書 エピソード記述入門 3,080 東京大学出版会

212059 基礎食品学 三原　法子 地域教育文化学部 教科書 食品学2　改訂第2版 2,970 羊土社

212060 心理学概論 藤岡　久美子 地域教育文化学部 参考書 心理学への招待　改訂版 2,750 サイエンス社

212061 教材開発と児童生徒理解（言語系） 三浦　登志一 大学院 参考書 キ－・コンピテンシ－ 4,180 明石書店

212062 教材開発と児童生徒理解（言語系） 三浦　登志一 大学院 参考書 生きるための知識と技能　7 3,960 明石書店

212063 生徒指導・進路指導 佐藤　宏平 地域教育文化学部 教科書 事例で学ぶ生徒指導・進路指導・教育相談　中学校・高等学校編　第3版 3,080 遠見書房

212064 理科教育法 今村　哲史 地域教育文化学部 教科書 中等理科教育ハンドブック 880 山形大学出版会

212065 公認心理師の職責 菅藤　健一 地域教育文化学部 教科書 公認心理師の職責 2,200 遠見書房

212066 学習心理学 廣田　信一 地域教育文化学部 教科書 グラフィック学習心理学 2,805 サイエンス社

212067 学校研究推進の実際と課題 中井　義時 大学院 参考書 授業研究と校内研修 2,200 図書文化社

212068 授業実践の記録・分析と校内研修 江間　史明 大学院 教科書 リフレクティブ・マネジャー 990 光文社

212069 授業実践の記録・分析と校内研修 江間　史明 大学院 教科書 教科の本質から迫るコンピテンシー・ベイスの授業づくり 2,640 図書文化社

212069 初等教科教育法Ⅱ（社会） 江間　史明 地域教育文化学部 課題図書 教科の本質から迫るコンピテンシー・ベイスの授業づくり 2,640 図書文化社

212070 授業実践の記録・分析と校内研修 江間　史明 大学院 参考書 個別最適な学びと協働的な学び 2,200 東洋館出版社
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212070 教職大学院への招待 江間　史明 地域教育文化学部 参考書 個別最適な学びと協働的な学び 2,200 東洋館出版社

212071 初等教科教育法Ⅱ（社会） 江間　史明 地域教育文化学部 課題図書 シリーズ学びの潮流５　教師として生きるということ 2,640 ぎょうせい

212072 初等教科教育法Ⅱ（社会） 江間　史明 地域教育文化学部 課題図書 論理的思考力・表現力を育てる三角ロジック 1,980 図書文化社

212073 初等教科教育法Ⅱ（社会） 江間　史明 地域教育文化学部 課題図書 「少ない時数で豊かに学ぶ」授業のつくり方 2,640 ぎょうせい

212074 教育臨床体験（介護等体験） 教育実習専門委員会 地域教育文化学部 参考書 よくわかる社会福祉施設　第5版 660 全国社会福祉協議会出版部

212075 学習開発デザインセミナーⅠ 三浦　登志一 地域教育文化学部 教科書 最新版大学生のためのレポート・論文術 880 講談社

212076 英語文学と映像文化 三枝　和彦 地域教育文化学部 教科書 Dead Poets Society 2,200 音羽書房鶴見書店

212077 数学科教育法 大澤　弘典 地域教育文化学部 参考書 教科書を10倍に楽しもう！ 中学校数学編 2,420 学校図書

* 214005 プログラミング 荒井　隆 地域教育文化学部 教科書 Jupyter Notebookで始めるプログラミング 2,090 学術図書出版社

* 214033 プログラミング 荒井　隆 地域教育文化学部 参考書 詳細！Python3入門ノート 2,948 ソーテック社

●養護教育特別別科
212901 養護教諭論Ⅰ 畔柳　まゆみ 地域教育文化学部 教科書 養護概説　新訂 3,520 ぎょうせい

212902 養護教諭論Ⅰ 畔柳　まゆみ 地域教育文化学部 教科書 新訂版学校保健実務必携　第5次改訂版 4,400 第一法規出版

212904 学校における救急処置 畔柳　まゆみ 地域教育文化学部 教科書 保健室で役立つステップアップフィジカルアセスメント 2,860 東山書房

212905 健康相談活動論 畔柳　まゆみ 地域教育文化学部 教科書 養護教諭の行う健康相談　新版 2,420 東山書房

212906 学校保健Ⅰ 新井　猛浩 地域教育文化学部 教科書 新訂版学校保健実務必携　第5次改訂版 4,400 第一法規出版

212907 学校保健Ⅰ 新井　猛浩 地域教育文化学部 教科書 学校保健 2,860 東山書房

212908 外国語コミュニケーション 三枝　和彦 地域教育文化学部 教科書 English Expression Elementary 2,035 松柏社

●理学部
* 210013 生態学Ⅰ 富松　裕 理学部 参考書 エッセンシャル・キャンベル生物学　原書6版 7,700 丸善（出版事業部）

* 210013 細胞生物学Ⅰ 渡邉　明彦 理学部 参考書 エッセンシャル・キャンベル生物学　原書6版 7,700 丸善（出版事業部）

* 210013 遺伝学Ⅰ 宮沢　豊 理学部 教科書 エッセンシャル・キャンベル生物学　原書6版 7,700 丸善（出版事業部）

* 210013 先端的生物科学研究法 渡邉　明彦 理学部 参考書 エッセンシャル・キャンベル生物学　原書6版 7,700 丸善（出版事業部）

* 210013 基礎生物学 渡邊　康紀 理学部 参考書 エッセンシャル・キャンベル生物学　原書6版 7,700 丸善（出版事業部）

* 210016 物理学概論 郡司　修一 理学部 参考書 数学といっしょに学ぶ力学 1,650 学術図書出版社

* 210023 固体地球科学Ⅰ 岩田　尚能 理学部 教科書 ニューステージ地学図表 896 浜島書店

* 210023 地球史科学Ⅰ 本山　功 理学部 教科書 ニューステージ地学図表 896 浜島書店

* 210029 理系のキャリアデザインC 小倉　泰憲 理学部 参考書 キャリア開発24の扉 3,080 生産性出版

* 210038 物理学概論 郡司　修一 理学部 参考書 基礎物理学シリーズ　力学　第2版 1,980 東京教学社

* 210046 力学Ⅰ 滝沢　元和 理学部 参考書 力学　物理入門コース（新装版） 2,640 岩波書店

* 210046 力学演習Ⅰ 滝沢　元和 理学部 参考書 力学　物理入門コース（新装版） 2,640 岩波書店

* 211061 博物館概論 佐藤　琴 理学部 参考書 現代博物館学入門　初版第3刷 2,750 ミネルヴァ書房

* 211061 博物館情報・メディア論 佐藤　琴 理学部 参考書 現代博物館学入門　初版第3刷 2,750 ミネルヴァ書房

* 211061 博物館実習 佐藤　琴 理学部 参考書 現代博物館学入門　初版第3刷 2,750 ミネルヴァ書房

* 212004 教育原論 森田　智幸 理学部 参考書 教育の方法 1,676 左右社

* 212005 教職論 吉田　誠 理学部 教科書 教職論 2,640 培風館

* 212006 道徳教育の理論と実践 吉田　誠 理学部 教科書 道徳科初めての授業づくり 1,980 大学教育出版

* 212039 総合的な学習の時間論 野口　徹 理学部 教科書 総合的な学習の時間の指導法 2,530 日本文教出版（大阪）

* 212063 生徒指導・進路指導 佐藤　宏平 理学部 教科書 事例で学ぶ生徒指導・進路指導・教育相談　中学校・高等学校編　第3版 3,080 遠見書房

214001 確率論A 佐野　隆志 理学部 教科書 ルベーグ積分要点と演習 3,080 共立出版

214002 代数学A 塩見　大輔 理学部 参考書 代数学2　環と体とガロア理論 3,300 日本評論社

214003 基礎元素化学 金井塚　勝彦 理学部 教科書 基本無機化学　第3版 3,080 東京化学同人

214003 無機化学演習 崎山　博史 理学部 教科書 基本無機化学　第3版 3,080 東京化学同人

214003 無機化学実験 栗原　正人 理学部 参考書 基本無機化学　第3版 3,080 東京化学同人

214004 微分積分Ⅰ 田嶋和明 理学部 教科書 基礎微分積分学Ⅱ　多変数の微積分 1,430 共立出版

214005 プログラミング 方　青 理学部 教科書 Jupyter　Notebookで始めるプログラミング 2,090 学術図書出版社

214006 生態学Ⅰ 富松　裕 理学部 教科書 生態学入門　第2版 3,080 東京化学同人

214007 基礎分析化学 松井　淳 理学部 教科書 溶液内イオン平衡に基づく分析化学 2,860 化学同人

214007 分析化学演習 松井　淳 理学部 参考書 溶液内イオン平衡に基づく分析化学 2,860 化学同人

214008 細胞生物学Ⅰ 渡邉　明彦 理学部 教科書 Essential細胞生物学　原書第5版 8,800 南江堂

214008 遺伝学Ⅰ 宮沢　豊 理学部 参考書 Essential　細胞生物学　原書第5版 8,800 南江堂

214008 先端的生物科学研究法 渡邉　明彦 理学部 参考書 Essential　細胞生物学　原書第5版 8,800 南江堂

214009 発生生物学 渡邉　明彦 理学部 参考書 ウィルト発生生物学　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,720 東京化学同人

214009 発生生物学演習 渡邉　明彦 理学部 参考書 ウィルト発生生物学　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,720 東京化学同人

214010 線形代数 脇　克志 理学部 教科書 線型代数入門 2,090 東京大学出版会

214010 （2T）線形代数Ⅰ（数理科学） 上野　慶介 理学部 参考書 線型代数入門 2,090 東京大学出版会

214011 集合と位相Ⅰ 西岡　斉治 理学部 教科書 集合と位相　増補新装版 2,860 裳華房

214012 数理学特論 西岡　斉治 大学院 教科書 代数的差分方程式 3,080 数学書房

214013 解析学A 西岡　斉治 理学部 教科書 複素関数概説 1,760 サイエンス社

214014 基礎熱力学 大西　彰正 理学部 教科書 熱力学入門講義 2,750 培風館

214015 幾何学A 石渡　聡 理学部 参考書 応用数学基礎講座　９　微分幾何 4,400 朝倉書店

214016 熱・統計力学演習 安東　秀峰 理学部 教科書 統計力学１ 3,740 培風館

214017 分子科学要論 安東　秀峰 大学院 教科書 大学院講義物理化学　１　第２版 4,620 東京化学同人

214018 線形代数演習 西村　拓士 理学部 教科書 線形代数の演習 2,200 培風館

214019 有機化学Ⅰ 近藤　慎一 理学部 教科書 有機化学　改訂2版 5,500 丸善（出版事業部）

214019 有機化学実験 栗山　恭直 理学部 参考書 有機化学　改訂2版 5,500 丸善（出版事業部）

214019 有機化学演習 村瀬　隆史 理学部 参考書 有機化学　改訂2版 5,500 丸善（出版事業部）

214020 有機化学Ⅰ 近藤　慎一 理学部 参考書 HGS分子構造模型　有機化学学生用セット 2,640 丸善（出版事業部）

214021 電磁気学Ⅰ 郡司　修一 理学部 教科書 電磁気学Ⅰ（電子書籍） 880 山形大学

214021 電磁気学演習Ⅰ 郡司　修一 理学部 参考書 電磁気学Ⅰ（電子書籍） 880 山形大学

214022 理系のキャリアデザインA 小倉　泰憲 理学部 参考書 キャリア理論と自己理解 1,200 山形大学

214022 理系のキャリアデザインB 小倉　泰憲 理学部 参考書 キャリア理論と自己理解 1,200 山形大学

214022 理系のキャリアデザインC 小倉　泰憲 理学部 参考書 キャリア理論と自己理解 1,200 山形大学
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214023 理系のキャリアデザインA 小倉　泰憲 理学部 参考書 大学生のキャリアの可能性を広げる3つのワーク 880 山形大学

214023 理系のキャリアデザインB 小倉　泰憲 理学部 参考書 大学生のキャリアの可能性を広げる3つのワーク 880 山形大学

214023 理系のキャリアデザインC 小倉　泰憲 理学部 教科書 大学生のキャリアの可能性を広げる3つのワーク 880 山形大学

214024 固体地球科学Ⅰ 岩田　尚能 理学部 参考書 もういちど読む数研の高校地学 2,200 数研出版

214025 固体地球科学Ⅲ 岩田　尚能 理学部 教科書 OD>年代測定概論 5,280 東京大学出版会

214026 進化学Ⅰ 横山　潤 理学部 参考書 進化の教科書　第1巻 1,848 講談社

214027 進化学Ⅰ 横山　潤 理学部 参考書 進化の教科書　第2巻 1,760 講談社

214028 進化学Ⅰ 横山　潤 理学部 参考書 進化の教科書　第3巻 1,980 講談社

214030 無機化学演習 崎山　博史 理学部 参考書 現代無機化学 3,520 裳華房

214031 分析化学実験 並河　英紀 理学部 参考書 誰も教えてくれなかった実験ノートの書き方 1,320 化学同人

214032 サイエンスコミュニケーターA 栗山　恭直 理学部 教科書 サイエンスコミュニケーションのはじめかた 1,980 丸善（出版事業部）

214032 サイエンスコミュニケーターC 栗山　恭直 理学部 教科書 サイエンスコミュニケーションのはじめかた 1,980 丸善（出版事業部）

214033 プログラミング 方　青 理学部 参考書 詳細！Python3入門ノート 2,948 ソーテック社

214034 幾何学A 石渡　聡 理学部 参考書 曲線と曲面の微分幾何　改訂版 2,860 裳華房

214035 熱・統計力学演習 安東　秀峰 理学部 教科書 統計力学　2 3,630 培風館

214036 基礎生物化学 大谷　典正 理学部 参考書 ヴォート　基礎生化学 8,360 東京化学同人

214036 生物化学演習 大谷　典正 理学部 参考書 ヴォート　基礎生化学 8,360 東京化学同人

214037 電磁気学Ⅰ 郡司　修一 理学部 参考書 理論電磁気学　第3版 4,620 紀伊國屋書店

214038 有機化学演習 村瀬　隆史 理学部 参考書 有機化学演習 4,180 東京化学同人

214039 地球史科学Ⅰ 本山　功 理学部 参考書 日本列島の誕生 968 岩波書店

214040 地球史科学Ⅰ 本山　功 理学部 参考書 生命と地球の歴史 990 岩波書店

214041 地球史科学Ⅰ 本山　功 理学部 参考書 やさしい気候学　第4版 2,860 古今書院

214042 代数学C 深澤　知 理学部 教科書 代数学1　群論入門 2,200 日本評論社

●工学部
* 210037 微積分解法 梅林　豊治 工学部(昼間コース1年生) 教科書 微分積分入門　1変数 2,530 裳華房

* 210037 微積分解法 遠藤　龍介 工学部(昼間コース1年生) 教科書 微分積分入門　1変数 2,530 裳華房

* 210037 微積分解法 大槻　恭士 工学部(昼間コース1年生) 教科書 微分積分入門　1変数 2,530 裳華房

* 210037 微積分解法 小島　武夫 工学部(昼間コース1年生) 教科書 微分積分入門　1変数 2,530 裳華房

213001 基礎材料力学及び演習 上原　拓也 工学部(昼間コース1年生) 教科書 要説材料力学 3,080 日新出版

213002 情報エレクトロニクス入門 野本　弘平 工学部(昼間コース1年生) 教科書 情報科学入門 3,080 朝倉書店

213003 化学C 羽場　修 工学部(昼間コース1年生) 教科書 一般化学　4訂版 2,530 裳華房

213004 機械工学基礎Ⅰ 村松　鋭一 工学部(昼間コース1年生) 教科書 理工系基礎力学 2,200 共立出版

213004 機械工学基礎Ⅰ シラバス参照 工学部(昼間コース1年生) 教科書 理工系基礎力学 2,200 共立出版

213005 化学・バイオ工学基礎Ⅱ 伊藤　和明　 工学部(昼間コース1年生) 教科書 マクマリー有機化学　上　第９版 5,060 東京化学同人

213006 化学・バイオ工学基礎Ⅰ 松嶋　雄太　 工学部(昼間コース1年生) 教科書 理工系基礎レクチャー　無機化学 3,080 化学同人

213007 建築学概論 永井　康雄 工学部(昼間コース1年生) 教科書 建築を知る　改訂新版　はじめての建築学 2,090 鹿島出版会

213008 物理化学基礎 川口　正剛 工学部(昼間コース1年生) 教科書 アトキンス物理化学要論　第7版 6,490 東京化学同人

213008 物理化学基礎 サティシュ 工学部(昼間コース1年生) 教科書 アトキンス物理化学要論　第7版 6,490 東京化学同人

213009 化学C 松下　浩一 工学部(昼間コース1年生) 教科書 基礎化学12講 2,420 化学同人

213010 基礎物理1 松下　浩一 工学部(昼間コース1年生) 教科書 高等学校　改訂新物理基礎 928 第一学習社

●医学部
215001 人体構造学 石田　陽子 医学部(1年生) 参考書 解剖学　新訂版 2,860 サイオ出版

215002 人体構造学 石田　陽子 医学部(1年生) 教科書 入門人体解剖学　改訂第5版 5,500 南江堂

215003 看護栄養学 藤井　順逸 医学部(1年生) 教科書 生化学　第14版　人体の構造と機能２ 2,420 医学書院

215004 看護学概論 布施　淳子 医学部(1年生) 教科書 看護学概論　第17版 2,640 医学書院

215005 基礎生命科学 鵜浦　啓 医学部(1年生) 教科書 化学　改訂 2,640 化学同人

215006 基礎生命科学 鵜浦　啓 医学部(1年生) 教科書 第5版　基礎物理学 2,420 学術図書出版社

215007 基礎生命科学 鵜浦　啓 医学部(1年生) 参考書 生物学と医学のための物理学 4,400 共立出版

●農学部
216001 食料生命環境学入門 林田光祐 農学部(1年生) 参考書 農学入門―食料・生命・環境科学の魅力－ 4,180 養賢堂

●情報処理テキスト
217999 情報処理 渡辺　典子 全学部 教科書 2022年度情報処理 2,200 山形大学

●外国語
218001 フランス語Ⅰ 柿並　良佑 人文社会科学部 教科書 鳥に乗って一直線 2,750 朝日出版社

218002 フランス語Ⅰ 大久保　清朗 人文社会科学部と理学部 教科書 オン・デマール！ 2,640 駿河台出版社

218003 フランス語Ⅰ マチュー・シュレック 人文社会科学部と農学部(1年生) 教科書 マエストロ実践フランス語初級１ 2,970 朝日出版社

218004 フランス語Ⅰ マチュー・シュレック 医学部(1年生) 教科書 アミカルマン〈プリュス〉 2,530 駿河台出版社

218005 フランス語Ⅰ 柿並　良佑 地域教育文化学部 教科書 ぜんぶ話して！ 2,860 白水社

218006 フランス語Ⅰ マチュー・シュレック 工学部(昼間コース1年生) 教科書 新・東京－パリ、初飛行　新装改訂3版 2,420 駿河台出版社

218101 中国語Ⅰ 赤倉　泉 全学部 教科書 さあ、中国語を学ぼう！　改訂版 2,640 白水社

218101 中国語Ⅰ 耿　玉芹 全学部 教科書 さあ、中国語を学ぼう！　改訂版 2,640 白水社

218101 中国語Ⅰ 陳　竺慧 全学部 教科書 さあ、中国語を学ぼう！　改訂版 2,640 白水社

218101 中国語Ⅰ 許　時嘉 全学部 教科書 さあ、中国語を学ぼう！　改訂版 2,640 白水社

218101 中国語Ⅰ 福山　泰男 全学部 教科書 さあ、中国語を学ぼう！　改訂版 2,640 白水社

218201 ドイツ語Ⅰ 松本　大理 全学部 教科書 赤シート付ドイツ語基礎単語帳 1,430 朝日出版社

218201 ドイツ語Ⅰ 摂津　隆信 医学部(1年生) 教科書 赤シート付ドイツ語基礎単語帳 1,430 朝日出版社

218201 ドイツ語ⅠA 摂津　隆信 全学部 教科書 赤シート付ドイツ語基礎単語帳 1,430 朝日出版社

218201 ドイツ語Ⅰ 押領司　史生 医学部(1年生) 教科書 赤シート付ドイツ語基礎単語帳 1,430 朝日出版社

218201 ドイツ語Ⅰ 押領司　史生 工学部(昼間コース1年生) 教科書 赤シート付ドイツ語基礎単語帳 1,430 朝日出版社

218201 ドイツ語Ⅰ 加藤　健司 全学部 教科書 赤シート付ドイツ語基礎単語帳 1,430 朝日出版社

218201 ドイツ語ⅠB 渡辺　将尚 人文社会科学部 教科書 赤シート付ドイツ語基礎単語帳 1,430 朝日出版社

218201 ドイツ語Ⅰ 渡辺　将尚 医学部(1年生) 教科書 赤シート付ドイツ語基礎単語帳 1,430 朝日出版社
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218201 ドイツ語ⅠC ダンカン　イスケ 全学部 教科書 赤シート付ドイツ語基礎単語帳 1,430 朝日出版社

218201 ドイツ語Ⅰ ダンカン　イスケ 全学部 教科書 赤シート付ドイツ語基礎単語帳 1,430 朝日出版社

218201 ドイツ語Ⅰ 摂津　隆信 全学部 教科書 赤シート付ドイツ語基礎単語帳 1,430 朝日出版社

218202 ドイツ語Ⅰ 摂津　隆信 医学部(1年生) 教科書 携帯＆スマホでドイツ語 2,750 郁文堂

218203 ドイツ語ⅠA 摂津　隆信 全学部 教科書  ドイツ語の時間＜恋するベルリン＞エピロ－グ付　Ｗｅｂ改訂版 2,860 朝日出版社

218203 ドイツ語Ⅰ 摂津　隆信 全学部 教科書 ドイツ語の時間＜恋するベルリン＞エピロ－グ付　Web改訂版 2,860 朝日出版社

218204 ドイツ語Ⅰ 押領司　史生 医学部(1年生) 教科書 パノラマ　三訂版 2,530 白水社

218204 ドイツ語Ⅰ 押領司　史生 工学部(昼間コース1年生) 教科書 パノラマ　三訂版 2,530 白水社

218205 ドイツ語Ⅰ 加藤　健司 全学部 教科書 ドイツ語＋α　コミュニケーション 3,080 郁文堂

218206 ドイツ語Ⅰ 松本　大理 全学部 教科書 シュリット・フュア・シュリット　三訂版 2,750 三修社

218207 ドイツ語ⅠB 渡辺　将尚 人文社会科学部 教科書 ドイツ語の時間 話すための文法 2,420 朝日出版社

218208 ドイツ語Ⅰ 渡辺　将尚 医学部(1年生) 教科書 リヒトホーフ 2,530 朝日出版社

218209 ドイツ語Ⅲ 加藤　健司 人文社会科学部と理学部と地域教育文化学部 教科書 ファウストとメフィストと学ぶドイツ文化8章プラス・エクストラ 2,420 三修社

218210 ドイツ語ⅠC ダンカン　イスケ 全学部 教科書 クラッセ！ノイ 2,640 白水社

218210 ドイツ語Ⅰ ダンカン　イスケ 全学部 教科書 クラッセ！ノイ 2,640 白水社

218301 ロシア語Ⅰ 相澤　直樹 全学部 教科書 ロシア語へのパスポート　改訂版 2,530 白水社

218301 ロシア語Ⅰ 天野　尚樹 全学部 教科書 ロシア語へのパスポート　改訂版 2,530 白水社

218401 韓国語Ⅰ 崔　絢喆 全学部 教科書 みんなで学ぶ韓国語　文法編 2,420 朝日出版社

218401 韓国語Ⅰ 權　純縣 全学部 教科書 みんなで学ぶ韓国語　文法編 2,420 朝日出版社

218401 韓国語Ⅰ 權　純縣 全学部 教科書 みんなで学ぶ韓国語　文法編 2,420 朝日出版社

218801 総合英語 ラザロ　エチュニケ 工学部(昼間コース1年生) 教科書 Introduction to Academic Reading 会場参照 センゲージ ラーニング株式会社

218801 総合英語 ラザロ　エチュニケ 人文社会科学部 教科書 Introduction to Academic Reading 会場参照 センゲージ ラーニング株式会社

218801 総合英語 ラザロ　エチュニケ 医学部(1年生) 教科書 Introduction to Academic Reading 会場参照 センゲージ ラーニング株式会社

218801 総合英語 ラザロ　エチュニケ 地域教育文化学部 教科書 Introduction to Academic Reading 会場参照 センゲージ ラーニング株式会社

218801 総合英語 ラザロ　エチュニケ 人文社会科学部 教科書 Introduction to Academic Reading 会場参照 センゲージ ラーニング株式会社

218802 総合英語 高橋　真彦 工学部(昼間コース1年生) 教科書 メディアで学ぶ日本と世界2021 2,200 成美堂

218802 再履修 高橋　真彦 全学部 教科書 メディアで学ぶ日本と世界2021 2,200 成美堂

218803 総合英語 佐藤　俊一 工学部(昼間コース1年生) 教科書 英語で考え、英語で発信する 2,090 成美堂

218804 総合英語 亀山　博之 地域教育文化学部 教科書 NHK NEWSLINE　5 2,640 金星堂

218804 総合英語 亀山　博之 理学部 教科書 NHK NEWSLINE　5 2,640 金星堂

218805 総合英語 鈴木　亨 工学部(昼間コース1年生) 教科書 ケイヘザリのTea Time Talk 1,320 アルク

218805 再履修 鈴木　亨 全学部 教科書 ケイヘザリのTea Time Talk 1,320 アルク

218806 総合英語 池田　光則 農学部(1年生) 教科書 Science Stream　覗いてみよう、科学の世界 2,090 成美堂

218807 再履修 池田　光則 全学部 教科書 English In Tune 2,365 センゲージ ラーニング株式会社

218808 コミュニカティブ英語（リスニング） 宇津　まり子 農学部(1年生) 教科書 AMBITIONS:Elementary　４技能統合型で学ぶ英語コース：初級編 2,090 金星堂

218809 コミュニカティブ英語（リスニング） 宇津　まり子 人文社会科学部 教科書 CBSニュ－スブレイク　2 2,640 成美堂

218809 実践英語c 宇津　まり子 人文社会科学部 教科書 CBSニュ－スブレイク　2 2,640 成美堂

218810 総合英語 小泉　有紀子 農学部(1年生) 教科書 Discovering Cool Japan　発掘！かっこいいニッポン－異文化理解から日本文化発信へ－ 2,750 成美堂

218811 総合英語 山口　良枝 工学部(昼間コース1年生) 教科書 Living as Global Citizens:A　地球市民として生きる：英語で学ぶSDGs実践入門 2,530 南雲堂

218811 総合英語 山口　良枝 人文社会科学部 教科書 Living as Global Citizens:A　地球市民として生きる：英語で学ぶSDGs実践入門 2,530 南雲堂

218811 総合英語 山口　良枝 農学部(1年生) 教科書 Living as Global Citizens:A　地球市民として生きる：英語で学ぶSDGs実践入門 2,530 南雲堂

218811 総合英語 山口　良枝 地域教育文化学部 教科書 Living as Global Citizens:A　地球市民として生きる：英語で学ぶSDGs実践入門 2,530 南雲堂

218811 総合英語 山口　良枝 理学部 教科書 Living as Global Citizens:A　地球市民として生きる：英語で学ぶSDGs実践入門 2,530 南雲堂

218812 コミュニカティブ英語（スピーキング） ジェリー　ミラー 工学部(昼間コース1年生) 教科書 Tell me more！ 1,980 株式会社マクミラン ランゲージハウス

218813 再履修 富澤　直人 全学部 教科書 リーディング・インサイト 1,870 三修社

218813 総合英語 富澤　直人 理学部 教科書 リーディング・インサイト 1,870 三修社

218814 コミュニカティブ英語（リスニング） 豊嶋　美由紀 工学部(昼間コース1年生) 教科書 Taking Action　ディクトグロスで学ぶコミュニカティブ英文法 1,980 金星堂

218814 コミュニカティブ英語（リスニング） 豊嶋　美由紀 工学部(昼間コース1年生) 教科書 Taking Action　ディクトグロスで学ぶコミュニカティブ英文法 1,980 金星堂

218815 コミュニカティブ英語（スピーキング） 豊嶋　美由紀 人文社会科学部 教科書 Project English　アクティブに学ぶ英語コミュニケーション 2,530 南雲堂

218816 コミュニカティブ英語（リスニング） 太田　裕子 医学部(1年生) 教科書 ポップスでスタート！基礎英語 2,530 成美堂

218816 コミュニカティブ英語（リスニング） 太田　裕子 理学部 教科書 ポップスでスタート！基礎英語 2,530 成美堂

218816 コミュニカティブ英語（リスニング） 太田　裕子 工学部(昼間コース1年生) 教科書 ポップスでスタート！基礎英語 2,530 成美堂

218817 総合英語 太田　裕子 医学部(1年生) 教科書 Future Times 2,365 センゲージ ラーニング株式会社

218818 総合英語 畑　あゆみ 工学部(昼間コース1年生) 教科書 英文読解への多面的アプローチ〈初級〉基礎英文法 2,090 成美堂

218819 総合英語 畑　あゆみ 人文社会科学部 教科書 グロ－バル・トピックスで学ぶ大学基本英文法 1,980 南雲堂

218820 コミュニカティブ英語（リスニング） 太田　裕子 医学部(1年生) 参考書 音読MAX 1,540 南雲堂

218820 コミュニカティブ英語（リスニング） 太田　裕子 理学部 参考書 音読MAX 1,540 南雲堂

218820 コミュニカティブ英語（リスニング） 太田　裕子 工学部(昼間コース1年生) 参考書 音読MAX 1,540 南雲堂

218820 総合英語 太田　裕子 医学部(1年生) 参考書 音読MAX 1,540 南雲堂

218821 コミュニカティブ英語（リスニング） 太田　裕子 医学部(1年生) 参考書 効果的な英語コミュニケーション技法 1,980 南雲堂

218821 コミュニカティブ英語（リスニング） 太田　裕子 理学部 参考書 効果的な英語コミュニケーション技法 1,980 南雲堂

218821 コミュニカティブ英語（リスニング） 太田　裕子 工学部(昼間コース1年生) 参考書 効果的な英語コミュニケーション技法 1,980 南雲堂

218821 総合英語 太田　裕子 医学部(1年生) 参考書 効果的な英語コミュニケーション技法 1,980 南雲堂

●指導要領
219001 指導要領 教員なし 全学部 教科書 幼稚園教育要領　平成29年3月 276 東山書房

219002 指導要領 教員なし 全学部 教科書 幼稚園教育要領解説　平成30年3月 264 フレーベル館

219003 指導要領 教員なし 全学部 教科書 小学校学習指導要領(平成29年告示)　平成29年3月 221 東洋館出版社

219004 指導要領 教員なし 全学部 教科書 小学校学習指導要領解説　総則編　平成29年7月 324 東洋館出版社

219005 指導要領 教員なし 全学部 教科書 小学校学習指導要領解説　国語編　平成29年7月 178 東洋館出版社

219006 指導要領 教員なし 全学部 教科書 小学校学習指導要領解説　社会編　平成29年7月 156 日本文教出版（大阪）

219007 指導要領 教員なし 全学部 教科書 小学校学習指導要領解説　算数編　平成29年7月 246 日本文教出版（大阪）

219008 指導要領 教員なし 全学部 教科書 小学校学習指導要領解説　理科編　平成29年7月 122 東洋館出版社

219009 指導要領 教員なし 全学部 教科書 小学校学習指導要領解説　生活編　平成29年7月 147 東洋館出版社

219010 指導要領 教員なし 全学部 教科書 小学校学習指導要領解説　音楽編　平成29年7月 144 東洋館出版社
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219011 指導要領 教員なし 全学部 教科書 小学校学習指導要領解説　図画工作編　平成29年7月 110 日本文教出版（大阪）

219012 指導要領 教員なし 全学部 教科書 小学校学習指導要領解説　家庭編　平成29年7月 104 東洋館出版社

219013 指導要領 教員なし 全学部 教科書 小学校学習指導要領解説　体育編　平成29年7月 343 東洋館出版社

219014 指導要領 教員なし 全学部 教科書 小学校学習指導要領解説　特別の教科道徳編　平成29年7月 148 廣済堂あかつき

219015 指導要領 教員なし 全学部 教科書 小学校学習指導要領解説　外国語活動・外国語編　平成29年7月 140 開隆館出版販売

219016 指導要領 教員なし 全学部 教科書 小学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間編　平成29年7月 138 東洋館出版社

219017 指導要領 教員なし 全学部 教科書 小学校学習指導要領解説　特別活動編　平成29年7月 155 東洋館出版社

219018 指導要領 教員なし 全学部 教科書 中学校学習指導要領　平成29年3月 397 東山書房

219019 指導要領 教員なし 全学部 教科書 中学校学習指導要領解説　総則編　平成29年7月 306 東山書房

219020 指導要領 教員なし 全学部 教科書 中学校学習指導要領解説　国語編　平成29年7月 317 東洋館出版社

219021 指導要領 教員なし 全学部 教科書 中学校学習指導要領解説　社会編　平成29年7月 207 東洋館出版社

219022 指導要領 教員なし 全学部 教科書 中学校学習指導要領解説　数学編　平成29年7月 228 日本文教出版（大阪）

219023 指導要領 教員なし 全学部 教科書 中学校学習指導要領解説　理科編　平成29年7月 118 学校図書

219024 指導要領 教員なし 全学部 教科書 中学校学習指導要領解説　音楽編　平成29年7月 249 教育芸術社

219025 指導要領 教員なし 全学部 教科書 中学校学習指導要領解説　美術編　平成29年7月 126 日本文教出版（大阪）

219026 指導要領 教員なし 全学部 教科書 中学校学習指導要領解説　技術・家庭編　平成29年7月 157 開隆館出版販売

219027 指導要領 教員なし 全学部 教科書 中学校学習指導要領解説　保健体育編　平成29年7月 496 東山書房

219028 指導要領 教員なし 全学部 教科書 中学校学習指導要領解説　特別の教科道徳編　平成29年7月 171 教育出版

219029 指導要領 教員なし 全学部 教科書 中学校学習指導要領解説　外国語編　平成29年7月 130 開隆館出版販売

219030 指導要領 教員なし 全学部 教科書 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7月 250 東山書房

219031 指導要領 教員なし 全学部 教科書 中学校学習指導要領解説　特別活動編　平成29年7月 302 東山書房

219032 指導要領 教員なし 全学部 教科書 高等学校学習指導要領　平成30年告示 833 東山書房

219033 指導要領 教員なし 全学部 教科書 高等学校学習指導要領解説　総則編　平成30年7月 418 東洋館出版社

219034 指導要領 教員なし 全学部 教科書 高等学校学習指導要領解説　国語編　平成30年7月 638 東洋館出版社

219035 指導要領 教員なし 全学部 教科書 高等学校学習指導要領解説　地理歴史編　平成30年7月 836 東洋館出版社

219036 指導要領 教員なし 全学部 教科書 高等学校指導要領解説　公民編　平成30年7月 1,100 東京書籍

219037 指導要領 教員なし 全学部 教科書 高等学校学習指導要領解説　数学編理数編　平成30年7月 396 学校図書

219038 指導要領 教員なし 全学部 教科書 高等学校学習指導要領解説　理科編理数編　平成30年7月 581 実教出版

219039 指導要領 教員なし 全学部 教科書 高等学校学習指導要領解説 理数編　平成30年7月 1,045 東京書籍

219040 指導要領 教員なし 全学部 教科書 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　平成30年7月 544 教育図書

219041 指導要領 教員なし 全学部 教科書 高等学校学習指導要領解説　家庭編　平成30年7月 508 教育図書

219042 指導要領 教員なし 全学部 教科書 高等学校学習指導要領解説　保健体育編体育編　平成30年7月 552 東山書房

219043 指導要領 教員なし 全学部 教科書 高等学校学習指導要領解説　外国語編・英語編　平成30年7月 572 開隆館出版販売

219044 指導要領 教員なし 全学部 教科書 高等学校学習指導要領解説　総合的な探究の時間編　平成30年7月 297 学校図書

219045 指導要領 教員なし 全学部 教科書 高等学校学習指導要領解説　特別活動編　平成30年7月 990 東京書籍

219046 指導要領 教員なし 全学部 教科書 高等学校学習指導要領解説　工業編　平成30年7月 1,472 実教出版

219047 指導要領 教員なし 全学部 教科書 特別支援学校幼稚部教育要領　小学部・中学部学習指導要領　平成29年4月 484 海文堂出版

219048 指導要領 教員なし 全学部 教科書 特別支援学校高等部学習指導要領　平成31年2月 1,320 海文堂出版

219049 指導要領 教員なし 全学部 教科書 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説　総則編（幼稚部・小学部・中学部）平成30年3月 377 開隆館出版販売

219050 指導要領 教員なし 全学部 教科書 特別支援学校学習指導要領解説　総則等編（高等部）平成31年2月 1,650 ジアース教育新社

219051 指導要領 教員なし 全学部 教科書 特別支援学校指導要領解説　各教科等編（小学部・中学部）平成30年3月 551 開隆館出版販売

219052 指導要領 教員なし 全学部 教科書 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）平成30年3月 174 開隆堂

●辞書
219101 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 ポケット六法 令和4年版 2,090 有斐閣

219102 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 デイリー六法 令和4年版 2,090 三省堂

219103 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 ひと目でわかる六法入門 第2版 880 三省堂

219104 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 デイリー法学用語辞典 第2版 1,870 三省堂

219105 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 リーダーズ英和辞典 第3版 11,000 研究社

219106 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 リーダーズ英和中辞典(並装) 第2版 5,500 研究社

219107 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 ディコ仏和辞典 新装版 4,070 白水社

219108 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 ベーシッククラウン仏和・和仏辞典 2,970 三省堂

219109 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 ベーシッククラウン仏和・和仏辞典　小型版 2,530 三省堂

219110 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 プログレッシブ仏和辞典 第2版 3,960 小学館

219111 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 ポケットプログレッシブ仏和・和仏辞典 第3版 2,640 小学館

219112 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 プログレッシブ中国語辞典 第2版 4,180 小学館

219113 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 ベーシッククラウン独和・和独辞典 2,970 三省堂

219114 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 ベーシッククラウン独和・和独辞典小型版 2,530 三省堂

219115 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 クラウン独和辞典 第5版 4,620 三省堂

219116 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 アポロン独和辞典 第3版 4,620 同学社

219117 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 郁文堂独和辞典 第2版 4,620 郁文堂

219118 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 ロシア語ミニ辞典 3,740 白水社

219119 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 ポケットプログレッシブ韓日・日韓辞典 第2版 3,520 小学館

219120 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 現代スペイン語辞典 改訂版 4,400 白水社

219121 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 プログレッシブスペイン語辞典 第2版 3,630 小学館

219122 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 ベーシッククラウン中日・日中辞典 2,970 三省堂

219123 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 ベーシッククラウン中日・日中辞典小型版 2,530 三省堂

219124 生協おすすめ辞書 教員なし 全学部 推薦書 プログレッシブロシア語辞典 4,950 小学館
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