
日程 備考

Webサイト販売期間 4/3(土)～ 4/28(水)17:00 ＊この期間内に必ず購入してください

コンビニお支払い期限 手続き2日後まで
＊販売最終日の4/28（水）に購入手続きをすると、
支払期限は4/30（金）となります
＊支払い期限を過ぎると自動的にキャンセルになります

会場受け取り期間 4/14(水)9:00～ 4/30(金)17:00 ＊受渡準備が完了次第メールでお知らせしますの
で、会場にお越しください

会場 6号館 教科書販売会場 ＊購入完了メールに記載の予約番号を提示して
ください

 注文間違いなど個人的な理由によるキャンセル・返品・交換はできません。ご確認のうえお申込みください。

 なお乱丁や落丁は交換対応いたします。但し、購入後に書き込みをしてしまったり、汚してしまったものは対象外です。

＊iPhoneは標準カメラで読み込めます
＊LINEのQRコードリーダーは

文字化けします

教科書購入サイトQRコード

会場でお受け取り  入金確認後、受渡準備が完了次第メールでお知らせいたします
 お受け取りの際は、購入した教科書で間違いないかご確認ください

https://onl.tw/BEuhv37

皇學館大学
教科書販売のご案内

※教科書販売会場での現金販売はいたしません。
Webサイト販売期間は4月3日から4月28日です。期間内にご購入ください。
お客様都合での返品・返金、お支払い後のキャンセルは一切いたしません。
必ず必要なものをご確認の上ご購入ください。
受取期間は4月14日から4月30日です。期間内にお受取ください。
ポータルサイトに販売リストがございますので、購入時はご参照ください。

スマートフォン/PC/タブレットでログイン
 右上のQRコードまたはURLからonSMaRTへログイン後、購入してください
 サイトに未登録の場合は、利用者登録から手続きをお願いいたします
 ログインに必要な項目は、①メールアドレス ②ご自身で設定したパスワード です

一括払い
ご家族の方の決済可能

クレジット決済

自宅の近所や通学途中で楽々コンビニ支払い

令和3年度春学期分の教科書を下記の通り販売します。
スマートフォン/PC/タブレットから購入手続きをお願いいたします。

①購入手続き

②支払方法

③教科書受取

※期間中教科書販売会場での現金販売は一切いたしません。



丸善雄松堂株式会社 名古屋営業部

【教科書販売のお問い合わせ】

動画URL：https://vimeo.com/351134465

購入方法解説
動画QRコード

onSMaRT担当デスク 営業時間:9:00～17:30（土日祝日を除く）

Web:問い合わせフォーム

E-mail : smarts@maruzen.co.jp
※学校名、氏名の明記をお願いいたします。

サイトTOPページから ログイン後、画面左上メニューから

お受け取りの際に、購入完了
メールに記載の予約番号を
提示してください

メールアドレスを登録

受信メールに記載の
URLにアクセス
↓
プライバシーポリシー同意
↓
パスワード・お名前などを登録

❶利用者登録
＊令和3年度春学期に未登録の方はこちらから

メールアドレスと
ご自身で設定した
パスワードでログイン後、
教科書購入へ

❷ログイン
＊パスワードの再発行が出来ない場合、

利用者登録から手続きをお願いいたします

画面右上の虫眼鏡マークから
検索が可能です
●初期化
検索結果をリセット
●閉じる
検索結果を表示

❸教科書選択

「支払い」
↓
必要事項を
入力

❹決済手続き
＊中断した申込は無効となり支払いは発生しません ＊購入完了メール、または購入履歴で確認できます

❺購入手続き完了

【購入完了メール】
・予約番号
・決済方法
(コンビニ支払い番号)
(コンビニ支払期限)

・受け取り方法
・ご注文内容

【推奨環境】 ●スマートフォン [OS] iOS8- 、Android4.1- [ブラウザ] Safari, GoogleChrome ●PC [ブラウザ] Internet Explorer 11.x, Microsoft Edge, Safari, Google Chrome いずれも最新版

＊支払い方法に関わらずお支払い後のキャンセルは出来ませんので、
購入間違いがないか必ずご確認ください

購入方法 ※PCでも同様に進みます

 手続きが完了すると購入完了メールが届きます
 購入完了メールは教科書を受け取るまで保存して下さい
 サイトでの詳しい購入方法は、解説動画でご確認いただけます（Wi-Fi環境推奨）

教科書選択から支払い手続きまで、一気に!
途中でブラウザを閉じる、あるいは決済手続きを中断すると最初から購入し直しになります。
なお、内容確認画面であれば、誤って選択した教科書の削除や再選択など、やり直しは可能です。

メールが届かないとき
info-smarts@maruzen.co.jpをアドレス帳や連絡先に登録するなど、
メールを受信できるよう設定をお願いいたします。
迷惑メールフォルダに振り分けられている場合もございます。

それでも不明な場合は、設定方法について利用者登録画面のリンクから
各キャリアのHPをご参照ください。

購入間違いにご注意ください
ご購入の際は、必ず購入内容をご確認ください。
同じセットを複数選択することはできません。間違って複数購入することはないの
でご安心ください。購入内容は、確認画面で必ず確認してください。

※お支払い後のキャンセル・返品は出
来ませんので、ご注意ください。

手続き途中でやり直したいとき

支払完了になっていない申込分は受け取れません

●コンビニ店頭での支払い前
購入手続き完了後は、選択したコンビニの変更不可ですのでご注意ください。
支払っていない申込は無効となります。そのまま支払いを行わなければ重複購
入とはなりませんので、新たに教科書を購入し直してください。
●クレジット決済
手続きを中断した場合、やり直しは出来ませんが引き落としも発生しません。
購入手続きが完了した申込分は受け取っていない場合でも引き落とされます。

購入手続きを最後までしていただいて、支払完了が確認出来た申込分のみお
受け取りいただけます。コンビニ支払いの場合は、実際にコンビニで現金による支
払いを済ませないと支払完了となりません。支払期限を過ぎたご注文は自動的
にキャンセルとなります。
購入履歴画面で、購入手続きが支払完了になっているかご確認いただけます。
特にコンビニ支払いは支払い期限がありますのでご注意ください。
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No. 科目名 教員名 書名 出版社 販売価格 備考

001 医療福祉論〈H26-30入学〉〈H31-R2入学〉 畑中　寿美 2021年医療福祉総合ガイドブック 医学書院 ¥3,448

002 英会話Ⅰ〈H26-30入学〉 アウ・ジェフ English Firsthand 1 Student's Book Pearson ¥3,040

003 英会話中級〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 デイビッド・ウッズ 英語で話す力。 141のサンプル・スピーチで鍛える！ 三修社 ¥2,508

004 英語音声学Ⅰ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 クリストファー・メイヨー CD-ROM付 改訂版 英語の発音パーフェクト学習事典 アルク ¥2,717

005 英語科教育法Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉 豊住　誠 Sunshine English Course １ 開隆堂 ¥339

006 英語科教育法Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉 豊住　誠 Sunshine English Course ２ 開隆堂 ¥339

007 英語科教育法Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉 豊住　誠 Sunshine English Course ３ 開隆堂 ¥339

010 英語科教育法{G-1}{G-2}{Y}〈H31-入学〉 豊住　誠 小学校英語科教育法 成美堂 ¥1,358

008 英語科教育法{G-1}{G-2}{Y}〈H31-入学〉 豊住　誠 Junior Sunshine 5 開隆堂 ¥349

009 英語科教育法{G-1}{G-2}{Y}〈H31-入学〉 豊住　誠 Junior Sunshine 6 開隆堂 ¥349

011 英語学概論Ⅰ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 玉田　貴裕 ファンダメンタル英語学［改訂版］ ひつじ書房 ¥1,463

012 英語基礎Ⅰ【再】〈H26-30入学〉 小野　芳孝 English Missions! Starterミッション型　大学英語の総合演習：入門編 金星堂 ¥1,881

013 英語コミュニケーションⅠ【再】〈H26-30入学〉 竹内　春樹 TARGET! intermediate 金星堂 ¥2,090

014 英語表現Ⅰ《初級》【a】【j】〈H31-入学〉 近藤　泰城 Live Escalate Book 1: Base Camp 成美堂 ¥2,612

015 英語表現Ⅰ《初級》【c】【l】〈H31-入学〉 折原　真希子 Let's Read Aloud & Learn  English: On Campus 　音読で学ぶ基礎英語≪キャンパス編≫ 成美堂 ¥2,299

016 英語表現Ⅰ《初級》【d】【m】〈H31-入学〉 伊藤　ひさみ SMART CHOICE 2 Oxford University ¥3,124

013 英語表現Ⅰ《初級》【e】【n】〈H31-入学〉 竹内　春樹 TARGET! intermediate 金星堂 ¥2,090

017 英語表現Ⅰ《初級》【f】【o】〈H31-入学〉 児玉　玲子 English Booster! 金星堂 ¥2,090

018 英語表現Ⅰ《初級》【g】【p】〈H31-入学〉 小野　芳孝 We Love L.A.！ 金星堂 ¥2,612

018 英語表現Ⅰ《初級》【h】【q】〈H31-入学〉 倉田　純子 We Love L.A.！ 金星堂 ¥2,612

019 英語表現Ⅰ《初級》【i】【r】〈H31-入学〉 川村　一代 Companion to TOEIC Bridge L&R Tests 南雲堂 ¥2,299

020 英語表現Ⅲ《中級》【a】【c】〈H31-入学〉 岡本　裕子 Word to Sentence 桐原書店 ¥647

021 英語表現Ⅲ《中級》【b】【d】〈H31-入学〉 メイヨー　幸子 English Sound Box 金星堂 ¥2,037

022 英語表現Ⅴ《上級》【a】〈H31-入学〉 近藤　泰城 Live Escalate Book 2: Trekking 成美堂 ¥2,612

023 英語表現Ⅴ《上級》【b】〈H31-入学〉 クリストファー・メイヨー CBS NewsBreak 4 成美堂 ¥2,508

024 衛生学〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 片山　靖富 社会・環境と健康　公衆衛生学 医歯薬出版 ¥2,717

025 英文学概論Ⅰ〈H31-入学〉 折原　真希子 A History of English and American Literature イギリス・アメリカ文学史 南雲堂 ¥2,821

026 英文学講読Ⅰ〈H31-入学〉 折原　真希子 Seasonal Poems of England 南雲堂 ¥1,826

027 英文法Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 玉田　貴裕 ベーシック生成文法 ひつじ書房 ¥1,672

025 英米文学概論Ⅰ〈H26-30入学〉 折原　真希子 A History of English and American Literature イギリス・アメリカ文学史 南雲堂 ¥2,821

026 英米文学講読Ⅰ〈H26-30入学〉 折原　真希子 Seasonal Poems of England 南雲堂 ¥1,826

028 栄養と運動〈H26-30入学〉 駒田　聡子 女子栄養大のスポーツ栄養教室 女子栄養大学出版部 ¥2,926

029 音楽科教育研究〈H26-30入学〉 高橋　摩衣子 歌はともだち 教育芸術社 未定

030 音楽科教育法{G-1}{S}{T}〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 高橋　摩衣子 最新 初等科音楽教育法 2017年告示「小学校学習指導要領」準拠 音楽之友社 ¥2,090

031 海外事情Ⅰ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 クリストファー・メイヨー グローバル社会の国際関係論 新版 有斐閣 ¥2,090

032 学校心理学特論〈H31-入学〉 宇田　光 学校心理学入門シリーズ3　ー臨床生徒指導 ・理論編 ナカニシヤ出版 ¥2,090

033 学校保健〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 片山　靖富 学校保健ハンドブック ぎょうせい ¥3,448

034 雅楽Ⅰ〈H26-30入学〉 飛騨　大富 雅楽「龍笛譜」 香川雅正会 ¥1,567
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No. 科目名 教員名 書名 出版社 販売価格 備考

034 雅楽入門〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 飛騨　大富 雅楽「龍笛譜」 香川雅正会 ¥1,567

035 漢文学概論Ⅰ《春秋戦国～漢代》〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 松下　道信 社会人のための国語の常識(第二版) 大修館 ¥1,358

036 漢文学研究演習Ⅰ〈H31-入学〉 松下　道信 漢辞海 三省堂 ¥3,135

037 漢文学講読Ⅱ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 松下　道信 基本・漢文マスター 文永堂 ¥517

036 漢文学講読Ⅱ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 松下　道信 漢辞海 三省堂 ¥3,135

038 漢文基礎【a】〈H31-入学〉 堀内　淳一 角川新字源 改訂新版 KADOKAWA ¥3,135

041 基礎史料講読Ⅰ《古代・中世》【a】【b】〈H31-入学〉 佐野　真人 日本史必携 吉川弘文館 ¥6,270

039 基礎史料講読Ⅰ《古代・中世》【a】【b】〈H31-入学〉 佐野　真人 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法 吉川弘文館 ¥1,776

040 基礎史料講読Ⅰ《古代・中世》【a】【b】〈H31-入学〉 佐野　真人 日本史を学ぶための図書館活用術 吉川弘文館 ¥1,881

041 基礎史料講読《古代・中世》【a】【b】〈H26-30入学〉 佐野　真人 日本史必携 吉川弘文館 ¥6,270

039 基礎史料講読《古代・中世》【a】【b】〈H26-30入学〉 佐野　真人 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法 吉川弘文館 ¥1,776

040 基礎史料講読《古代・中世》【a】【b】〈H26-30入学〉 佐野　真人 日本史を学ぶための図書館活用術 吉川弘文館 ¥1,881

043 キャリア形成のための数学基礎Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 藤井　一正 数学活用 新興出版社啓林館 ¥560

044 キャリア形成のための数学基礎Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 藤井　一正 実用数学技能検定　要点整理数学検定準２級 丸善出版 ¥1,254

042 キャリア形成のための数学基礎Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 藤井　一正 実用数学技能検定　記述式演習帳準２級 丸善出版 ¥1,672

045 教育学概論【a】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 野々垣　明子 よくわかる教職エクササイズ1　教育原理 ミネルヴァ書房 ¥2,299

046 教育・学校心理学【c】〈H31-入学〉 渡邉　賢二 実践につながる教育心理学 北樹出版 ¥2,299

047 教育課程論{G}{S}{T}〈H31-入学〉 井上　兼一 よくわかる教育課程（第2版） ミネルヴァ書房 ¥2,717

048 教育課程論（初等）〈H26-30入学〉 井上　兼一 教育課程・教育評価　新しい教職教育講座 教職教育編 6） ミネルヴァ書房 ¥2,090

047 教育課程論（中等）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 井上　兼一 よくわかる教育課程（第2版） ミネルヴァ書房 ¥2,717

049 教育研究演習Ⅰ【d】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 駒田　聡子 大学生のためのリサーチリテラシー入門 ミネルヴァ書房 ¥2,508

050 教育研究演習Ⅰ【e】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 杉野　裕子 論文の書き方 岩波書店 ¥856

052 教育研究演習Ⅰ【n】〈H31-入学〉 梶　美保 保育における子ども文化 わかば社 ¥1,881

051 教育研究演習Ⅰ【n】〈H31-入学〉 梶　美保 新版　大学生のためのレポート・論文術 講談社 ¥836

055 教育研究演習Ⅰ【o】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 片山　靖富 行動科学を活かした身体活動・運動支援-活動的なライフスタイルへの動機付け 大修館書店 ¥2,090

053 教育研究演習Ⅰ【o】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 片山　靖富 スマートエクササイズ 健康・体力づくり事業財団 ¥1,254

054 教育研究演習Ⅰ【o】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 片山　靖富 スマートダイエット 健康・体力づくり事業財団 ¥1,567

056 教育研究演習Ⅰ【q】〈H26-30入学〉 高橋　摩衣子 学生のレポート・論文作成トレーニング　改訂版　スキルを学ぶ21のワーク 実教出版 ¥1,254

049 教育研究演習Ⅰ【r】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 土谷　長子 大学生のためのリサーチリテラシー入門 ミネルヴァ書房 ¥2,508

057 教育研究演習Ⅰ【z】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 豊住　誠 英語教育用語辞典 大修館書店 ¥2,612

058 教育研究演習Ⅱ【d】〈H26-30入学〉 駒田　聡子 よくわかる卒論の書き方 ミネルヴァ書房 ¥2,612

059 教育研究演習Ⅱ【j】〈H26-30入学〉 渡邉　　毅 学術論文の技法 新訂版 日本エディタースクール出版部 ¥1,567

060 教育研究演習Ⅱ【q】〈H26-30入学〉 高橋　摩衣子 校正記号の使い方 日本エディタースクール出版部 ¥522

061 教育実習事前事後指導（初等）【幼稚園】〈H26-30入学〉 土谷　長子 新　保育ライブラリ　幼稚園実習〈新版〉 北大路書房 ¥1,881

061 教育実習事前事後指導（幼稚園）〈H31-入学〉 土谷　長子 新　保育ライブラリ　幼稚園実習〈新版〉 北大路書房 ¥1,881

061 教育実習（幼稚園）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 土谷　長子 新　保育ライブラリ　幼稚園実習〈新版〉 北大路書房 ¥1,881

062 教育実習（幼稚園４年）　※事前事後指導含む〈H26-30入学〉 土谷　長子 幼稚園・保育所・施設　実習ワーク 萌文書林 ¥1,672

046 教育心理学【c】〈H26-30入学〉 渡邉　賢二 実践につながる教育心理学 北樹出版 ¥2,299
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063 教育相談（中等）【a】【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 渡邉　賢二 実践につながる教育相談 北樹出版 ¥2,194

064 教育法規〈H26-30入学〉 市田　敏之 2022年度版必携教職六法 共同出版 ¥2,299

065 教育方法学（中等）【a】【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 勢力　稔 教育の方法と技術 北大路書房 ¥2,090

136 教職論【b】〈H26-30入学〉 川口　雅昭 吉田松陰　真の教え 太陽出版 ¥2,299

067 近代神道史〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 新田　均 「現人神」「国家神道」という幻想 神社新報社 ¥1,881

068 近代神道史〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 新田　均 明治維新と東洋の解放 皇學館大学出版部 ¥1,045

067 近代神道史【専攻科】〈H31-入学〉 新田　均 「現人神」「国家神道」という幻想 神社新報社 ¥1,881

068 近代神道史【専攻科】〈H31-入学〉 新田　均 明治維新と東洋の解放 皇學館大学出版部 ¥1,045

067 近代神道論〈H26-30入学〉 新田　均 「現人神」「国家神道」という幻想 神社新報社 ¥1,881

068 近代神道論〈H26-30入学〉 新田　均 明治維新と東洋の解放 皇學館大学出版部 ¥1,045

069 近代文学講義ⅡＢ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 岡野　裕行 プライヴァシーの誕生：モデル小説のトラブル史 新曜社 ¥3,030

070 経営者倫理論〈H31-入学〉 中野　一茂 ビジネスの倫理学 丸善出版社 ¥1,985

071 現代憲法論〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 富永　健 目で見る憲法（第5版） 有斐閣 ¥1,672

073 現代人権論〈H26-30入学〉 竹田　恒泰 日本の民主主義はなぜ世界一長く続いているのか PHP新書 ¥940

072 現代人権論〈H26-30入学〉 竹田　恒泰 新しいみんなの公民 育鵬社 ¥881

074 現代日本演習Ⅰ【e】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 新田　均 7つの習慣 キングベアー出版 ¥2,299

078 現代日本演習Ⅰ【a】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 笠原　正嗣 地域の社会学 有斐閣 ¥1,985

076 現代日本演習Ⅰ【a】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 笠原　正嗣 若者のためのまちづくり 岩波書店 ¥877

077 現代日本演習Ⅰ【a】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 笠原　正嗣 進化する里山資本主義 ジャパンタイムス出版 ¥1,881

079 現代日本演習Ⅰ【a】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 笠原　正嗣 地方消滅ー東京一極集中が招く人口急減 中央公論新社 ¥856

075 現代日本演習Ⅰ【a】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 笠原　正嗣 仕事と家族 中央公論新社 ¥815

078 現代日本演習Ⅰ【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 関根　薫 地域の社会学 有斐閣 ¥1,985

076 現代日本演習Ⅰ【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 関根　薫 若者のためのまちづくり 岩波書店 ¥877

077 現代日本演習Ⅰ【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 関根　薫 進化する里山資本主義 ジャパンタイムス出版 ¥1,881

079 現代日本演習Ⅰ【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 関根　薫 地方消滅ー東京一極集中が招く人口急減 中央公論新社 ¥856

075 現代日本演習Ⅰ【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 関根　薫 仕事と家族 中央公論新社 ¥815

078 現代日本演習Ⅰ【c】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 筒井　琢磨 地域の社会学 有斐閣 ¥1,985

076 現代日本演習Ⅰ【c】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 筒井　琢磨 若者のためのまちづくり 岩波書店 ¥877

077 現代日本演習Ⅰ【c】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 筒井　琢磨 進化する里山資本主義 ジャパンタイムス出版 ¥1,881

079 現代日本演習Ⅰ【c】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 筒井　琢磨 地方消滅ー東京一極集中が招く人口急減 中央公論新社 ¥856

075 現代日本演習Ⅰ【c】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 筒井　琢磨 仕事と家族 中央公論新社 ¥815

074 現代日本演習Ⅰ【d】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 富永　健 7つの習慣 キングベアー出版 ¥2,299

080 現代日本演習Ⅰ【f】〈H26-30入学〉 橋本　雅之 神道の多面的価値 皇學館大学出版部 ¥1,040

078 現代日本演習Ⅰ【k】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 藤井　恭子 地域の社会学 有斐閣 ¥1,985

076 現代日本演習Ⅰ【k】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 藤井　恭子 若者のためのまちづくり 岩波書店 ¥877

081 現代日本演習Ⅰ【k】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 藤井　恭子 里山資本主義ー日本経済は「安心の原理」で動く KADOKAWA ¥815 ※変更：進化する里山資本主義　ジャパンタイムズ出版

079 現代日本演習Ⅰ【k】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 藤井　恭子 地方消滅ー東京一極集中が招く人口急減 中央公論新社 ¥856

075 現代日本演習Ⅰ【k】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 藤井　恭子 仕事と家族 中央公論新社 ¥815
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083 現代日本演習Ⅱ【c】〈H26-30入学〉 関根　薫 よくわかる現代家族（第2版） ミネルヴァ書房 ¥2,612

082 現代日本演習Ⅱ【c】〈H26-30入学〉 関根　薫 21世紀家族へ（第4版） 有斐閣 ¥1,985

084 現代日本演習Ⅱ【f】〈H26-30入学〉 富永　健 プレステップ法学（第4版） 弘文堂 ¥1,881

083 現代日本演習Ⅲ【c】〈H31-入学〉 関根　薫 よくわかる現代家族（第2版） ミネルヴァ書房 ¥2,612

082 現代日本演習Ⅲ【c】〈H31-入学〉 関根　薫 21世紀家族へ（第4版） 有斐閣 ¥1,985

084 現代日本演習Ⅲ【f】〈H31-入学〉 富永　健 プレステップ法学（第4版） 弘文堂 ¥1,881

073 現代日本政治論〈H31-入学〉 竹田　恒泰 日本の民主主義はなぜ世界一長く続いているのか PHP新書 ¥940

072 現代日本政治論〈H31-入学〉 竹田　恒泰 新しいみんなの公民 育鵬社 ¥801

085 皇学入門《神道と日本文化》【c】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 遠藤　慶太 皇學館論叢５２巻３号 皇學館大学人文学会 ¥301

086 皇学入門《神道と日本文化》【d】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 クリストファー・メイヨー 神道いろは―神社とまつりの基礎知識 神社新報社 ¥1,567

087 皇学入門《神道と日本文化》【h】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 橋本　雅之 日本人と神様 ポプラ社 ¥815

120 公民科教育法〈H26-30入学〉 宮原　悟 社会科、地歴・公民科教育のミニマムエッセンス―これから社会科、地歴公民科教育を担う学生に伝えたいこと 中部日本教育文化会 ¥475

261 国語科教育法Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 花井　しおり 実践国語科教育法「楽しく、力のつく」授業の創造　第3版 学文社 ¥2,299

262 国語科教育法Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉 花井　しおり 国語の授業の作り方　はじめての授業マニュアル 文学通信 ¥2,821

088 国語科教育法Ⅱ【a】【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 中條　敦仁 中学校学習指導要領解説 国語編 東洋館出版社 ¥301

088 国語科教育法Ⅲ【a】【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 中條　敦仁 中学校学習指導要領解説 国語編 東洋館出版社 ¥301

089 国語学概論Ⅰ《音声・語彙》【a】【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 齋藤　平 新ここからはじまる日本語学 ひつじ書房 ¥1,881

090 国語学講読Ⅱ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 齋藤　平 新編今昔物語集選 武蔵野書院 ¥1,358

091 国語史概説Ⅱ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 齋藤　平 日本語全史 ちくま新書 ¥1,254

092 国史概説Ｂ《中世》〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 岡野　友彦 詳説日本史Ｂ 山川出版社 ¥844

093 国史概説Ｄ《近現代》〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 谷口　裕信 大学の日本史④近代 山川出版社 ¥1,881

094 国史学演習Ⅰ【BⅡ】〈H31-入学〉 岡野　友彦 くずし字解読辞典―普及版 東京堂出版 ¥2,299

095 国史学演習Ⅰ【CⅠ】〈H31-入学〉 谷戸　佑紀 徳川吉宗—日本社会の文明化を進めた将軍— 山川出版社 ¥836

097 国史学演習Ⅰ【CⅡ】〈H31-入学〉 松浦　光修 新訳・留魂録 ＰＨＰ研究所 ¥992

096 国史学演習Ⅰ【CⅡ】〈H31-入学〉 松浦　光修 新訳・南洲翁遺訓 ＰＨＰ研究所 ¥992

098 国史学演習Ⅰ【CⅡ】〈H31-入学〉 松浦　光修 徳川思想小史 中央公論新社 ¥773 ※変更：日本とは和歌　国史のなかの百首(慧文社)

099 国史学演習Ⅰ【DⅡ】〈H31-入学〉 長谷川　怜 歴史学で卒業論文を書くために 創元社 ¥1,358

094 国史学演習【BⅡ】〈H26-30入学〉 岡野　友彦 くずし字解読辞典―普及版 東京堂出版 ¥2,299

095 国史学演習【CⅠ】〈H26-30入学〉 谷戸　佑紀 徳川吉宗—日本社会の文明化を進めた将軍— 山川出版社 ¥836

097 国史学演習【CⅡ】〈H26-30入学〉 松浦　光修 新訳・留魂録 ＰＨＰ研究所 ¥992

096 国史学演習【CⅡ】〈H26-30入学〉 松浦　光修 新訳・南洲翁遺訓 ＰＨＰ研究所 ¥992

098 国史学演習【CⅡ】〈H26-30入学〉 松浦　光修 徳川思想小史 中央公論新社 ¥773 ※変更：日本とは和歌　国史のなかの百首(慧文社)

099 国史学演習【DⅡ】〈H26-30入学〉 長谷川　怜 歴史学で卒業論文を書くために 創元社 ¥1,358

100 国史学特殊演習【CⅡ】〈H26-30入学〉 松浦　光修 新解　講孟余話 ＰＨＰ研究所 ¥1,881 ※変更：日本とは和歌　国史のなかの百首(慧文社)

035 国文学史概説Ⅰ《上代・中古・中世》【a】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 大島　信生 社会人のための国語の常識(第二版) 大修館 ¥1,358

101 国文法概説〈H26-30入学〉 大島　信生 新修古典文法　二訂版 京都書房 ¥595

101 国文法概説Ⅰ〈H31-入学〉 大島　信生 新修古典文法　二訂版 京都書房 ¥595

102 古典講読Ⅰ〈H26-30入学〉 板東　洋介 新版古事記 角川学芸出版 ¥1,212 ※欠品中　第一回目授業にて指示あり
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102 古典講読ⅠＡ（古事記）〈H31-入学〉 板東　洋介 新版古事記 角川学芸出版 ¥1,212 ※欠品中　第一回目授業にて指示あり

103 古典講読Ⅱ〈H26-30入学〉 松本　丘 日本書紀（一） 岩波書店 ¥1,379

103 古典講読ⅡＡ（日本書紀）〈H31-入学〉 松本　丘 日本書紀（一） 岩波書店 ¥1,379

104 古典講読Ⅲ〈H26-30入学〉 秦　昌弘 延喜式祝詞 和泉書院 ¥4,702

105 古典講読Ⅲ〈H26-30入学〉 秦　昌弘 祝詞例文集上巻　祝詞、祓詞及び祭詞 神社新報社 ¥627

104 古典講読ⅢＡ（延喜式祝詞）〈H31-入学〉 秦　昌弘 延喜式祝詞 和泉書院 ¥4,702

105 古典講読ⅢＡ（延喜式祝詞）〈H31-入学〉 秦　昌弘 祝詞例文集上巻　祝詞、祓詞及び祭詞 神社新報社 ¥627

106 古典文学研究演習ⅠＡ〈H31-入学〉 大島　信生 新校注　万葉集 和泉書院 ¥2,299

107 古典文学研究演習ⅠＡ〈H31-入学〉 大島　信生 万葉事始 和泉書院 ¥731

108 古典文学講義ⅡＡ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 大島　信生 年表資料上代文学史 笠間書院 ¥1,567

106 古典文学講読ⅡＡ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 大島　信生 新校注　万葉集 和泉書院 ¥2,299

107 古典文学講読ⅡＡ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 大島　信生 万葉事始 和泉書院 ¥731

109 古典文学講読ⅡＢ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 吉井　祥 新版　古今和歌集　現代語訳付き 角川学芸出版 ¥1,212 ※変更：古今和歌集　ちくま学芸文庫

106 古典文学特殊研究ⅠＡ〈H22-30入学〉 大島　信生 新校注　万葉集 和泉書院 ¥2,299

107 古典文学特殊研究ⅠＡ〈H22-30入学〉 大島　信生 万葉事始 和泉書院 ¥731

110 言葉（指導法）{Y-1}{Y-2}〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 土谷　長子 保育者のための言語表現の技術 萌文書林 ¥2,090

111 子ども家庭福祉〈H31-入学〉 吉田　明弘 子ども家庭福祉論 - 子どもの平和的生存権を礎に 八千代出版 ¥2,299

112 子どもの食と栄養{Y-1}{Y-2}〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 駒田　聡子 子どもの食と栄養演習ブック ミネルヴァ書房 ¥2,612

029 子どもの表現技術〈H31-入学〉 高橋　摩衣子 歌はともだち 教育芸術社 未定

113 子どもの保健Ⅰ〈H26-30入学〉 梶　美保 保育を学ぶ人のための子どもの保健 建帛社 ¥1,985

113 子どもの保健{G}{S}{T}{Y}〈H31-入学〉 梶　美保 保育を学ぶ人のための子どもの保健 建帛社 ¥1,985

116 コミュニケーション専門演習Ⅰ【a】〈H26-30入学〉 クリストファー・メイヨー NHK「100分de名著」ブックス 清少納言 枕草子 NHK出版 ¥1,045

114 コミュニケーション専門演習Ⅰ【a】〈H26-30入学〉 クリストファー・メイヨー NHK「100分de名著」ブックス 鴨長明 方丈記 NHK出版 ¥1,045

115 コミュニケーション専門演習Ⅰ【a】〈H26-30入学〉 クリストファー・メイヨー NHK「100分de名著」ブックス 兼好法師 徒然草 NHK出版 ¥1,045

057 コミュニケーション専門演習Ⅰ【c】〈H26-30入学〉 豊住　誠 英語教育用語辞典 大修館書店 ¥2,612

117 コミュニケーション専門演習Ⅰ【e】〈H26-30入学〉 川村　一代 TOEICテストにでる順英単語 KADOKAWA ¥1,672

118 コミュニケーション専門演習Ⅱ【i】〈H26-30入学〉 玉田　貴裕 はじめての論文-語用論的な視点で調査・研究する 春風社 ¥1,881

119 コミュニケーション専門演習Ⅱ【j】〈H26-30入学〉 中山　真 Excelで今すぐはじめる心理統計 簡単ツールHADで基本を身につける 講談社 ¥2,926

121 古文書学〈H26-30入学〉 岡野　友彦 演習古文書選　様式編 吉川弘文館 ¥1,358

121 古文書学Ⅰ〈H31-入学〉 岡野　友彦 演習古文書選　様式編 吉川弘文館 ¥1,358

125 祭式及び同行事作法Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉 岩城　隆宏 神社祭祀関係規定附解説 神社新報社 ¥1,881

123 祭式及び同行事作法Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉 岩城　隆宏 神社祭式同行事作法解説 神社新報社 ¥1,881

122 祭式及び同行事作法Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉 岩城　隆宏 神社祭式行事作法指導要綱 神社新報社 ¥1,045

105 祭式及び同行事作法Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉 岩城　隆宏 祝詞例文集上巻　祝詞、祓詞及び祭詞 神社新報社 ¥627

124 祭式及び同行事作法Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉 岩城　隆宏 神社祭式同行事作法教本 神社新報社 ¥2,508

126 祭式及び同行事作法Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉 岩城　隆宏 装束と衣紋 神社本庁 ¥815

125 祭式及び同行事作法ⅠＡ【a】【b】〈H31-入学〉 岩城　隆宏 神社祭祀関係規定附解説 神社新報社 ¥1,881

123 祭式及び同行事作法ⅠＡ【a】【b】〈H31-入学〉 岩城　隆宏 神社祭式同行事作法解説 神社新報社 ¥1,881



6

No. 科目名 教員名 書名 出版社 販売価格 備考

122 祭式及び同行事作法ⅠＡ【a】【b】〈H31-入学〉 岩城　隆宏 神社祭式行事作法指導要綱 神社新報社 ¥1,045

105 祭式及び同行事作法ⅠＡ【a】【b】〈H31-入学〉 岩城　隆宏 祝詞例文集上巻　祝詞、祓詞及び祭詞 神社新報社 ¥627

124 祭式及び同行事作法ⅠＡ【a】【b】〈H31-入学〉 岩城　隆宏 神社祭式同行事作法教本 神社新報社 ¥2,508

126 祭式及び同行事作法ⅠＡ【a】【b】〈H31-入学〉 岩城　隆宏 装束と衣紋 神社本庁 ¥815

127 祭式及び同行事作法Ⅲ【a】【b】〈H26-30入学〉 岩城　隆宏 衣冠単・狩衣の著け方 国書刊行会 ¥1,881

125 祭式及び同行事作法Ａ〈H31-入学〉 多賀　顕 神社祭祀関係規定附解説 神社新報社 ¥1,881

123 祭式及び同行事作法Ａ〈H31-入学〉 多賀　顕 神社祭式同行事作法解説 神社新報社 ¥1,881

128 祭式及び同行事作法Ａ〈H31-入学〉 多賀　顕 諸祭式要綱　正 神社新報社 ¥1,567

129 祭式及び同行事作法Ａ〈H31-入学〉 多賀　顕 諸祭式要綱　続 神社新報社 ¥1,567

105 祭式及び同行事作法Ａ〈H31-入学〉 多賀　顕 祝詞例文集上巻　祝詞、祓詞及び祭詞 神社新報社 ¥627

122 祭式及び同行事作法Ａ〈H31-入学〉 多賀　顕 神社祭式行事作法指導要綱 神社新報社 ¥1,045

260 祭式及び同行事作法Ａ〈H31-入学〉 多賀　顕 神社有職故実 神社本庁 ¥1,212

126 祭式及び同行事作法Ａ〈H31-入学〉 多賀　顕 装束と衣紋 神社本庁 ¥815

127 祭式及び同行事作法Ａ〈H31-入学〉 多賀　顕 衣冠単・狩衣の著け方 国書刊行会 ¥1,881

130 茶道Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 淺沼　博 裏千家茶道 裏千家今日庵 ¥940

130 茶道（裏千家）【a】〈H26-30入学〉 淺沼　博 裏千家茶道 裏千家今日庵 ¥940

131 サブカルチャー論〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 橋本　雅之 日本マンガ全史 平凡社 ¥1,149

132 産業社会学〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 笠原　正嗣 キャリアのみかた -- 図でみる１１０のポイント.（改訂版） 有斐閣 ¥1,985

133 GIS実習Ⅰ〈H31-入学〉 桐村　喬 地理情報科学 GISスタンダード 古今書院 ¥3,135

134 児童家庭{G-3}{S-1}{S-2}{T}{Y-1}〈H26-30入学〉〈H31-R2入学〉 駒田　聡子 あたらしい家庭　5・６ 東京書籍 ¥288

135 児童家庭{G-3}{S-1}{S-2}{T}{Y-1}〈H26-30入学〉〈H31-R2入学〉 駒田　聡子 小学校学習指導要領解説　家庭編 東洋館出版 ¥99

066 児童・家庭福祉論〈H26-30入学〉〈H31-R2入学〉 中野　一茂 輝く子どもたち　子ども家庭福祉論 みらい ¥1,463

137 児童国語{G-1}{G-2}{G-3}{Y-1}{Y-2}{S}{T}〈H26-30入学〉〈H31-R2入学〉 中條　敦仁 国語科教材研究の起点ー素材と向き合うことの意義と視点 ナカニシヤ出版 ¥2,299

138 児童算数{G-1}{G-3}{G-2}{T}〈H26-30入学〉〈H31-R2入学〉 杉野　裕子 小学校学習指導要領解説　算数編 日本文教出版社 ¥233

138 児童算数{S}{Y}〈H26-30入学〉〈H31-R2入学〉 上野　祐一 小学校学習指導要領解説　算数編 日本文教出版社 ¥233

139 児童生活{G}{T}{S}{Y}〈H26-30入学〉〈H31-R2入学〉 萩原　浩司 小学校学習指導要領解説　生活編 東洋館出版社 ¥139

140 児童体育{G-2}〈H26-30入学〉〈H31-R2入学〉 中村　哲夫 小学校学習指導要領解説　体育編 東洋館出版社 ¥168

141 司法福祉論〈H26-30入学〉 富永　健 よくわかる更生保護 ミネルヴァ書房 ¥2,612

143 社会科教育法Ⅰ〈H26-30入学〉 多田　實道 新編 新しい社会 地理 東京書籍 ¥801

144 社会科教育法Ⅰ〈H26-30入学〉 多田　實道 新編 新しい社会 歴史 東京書籍 ¥801

142 社会科教育法Ⅰ〈H26-30入学〉 多田　實道 新編 新しい社会 公民 東京書籍 ¥801

145 社会科教育法{G-1}{S}{T}{G-2}{G-3}{Y}〈H31-入学〉 萩原　浩司 テキスト初等社会科 学文社 ¥1,985

146 社会科教育法{G-1}{S}{T}{G-2}{G-3}{Y}〈H31-入学〉 萩原　浩司 小学校学習指導要領解説　社会編 日本文教出版 ¥147

147 社会学概論〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 笠原　正嗣 社会学と社会システム 中央法規 ¥2,612

120 社会科・公民科教育法Ⅰ〈H31-入学〉 宮原　悟 社会科、地歴・公民科教育のミニマムエッセンス―これから社会科、地歴公民科教育を担う学生に伝えたいこと 中部日本教育文化会 ¥475

143 社会科・地理歴史科教育法Ⅰ〈H31-入学〉 多田　實道 新編 新しい社会 地理 東京書籍 ¥801

144 社会科・地理歴史科教育法Ⅰ〈H31-入学〉 多田　實道 新編 新しい社会 歴史 東京書籍 ¥801

092 社会科・地理歴史科教育法Ⅰ〈H31-入学〉 多田　實道 詳説日本史Ｂ 山川出版社 ¥844
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148 社会・集団・家族心理学〈H31-入学〉 中山　真 英語で学ぶ社会心理学 有斐閣 ¥2,508

148 社会心理学〈H26-30入学〉 中山　真 英語で学ぶ社会心理学 有斐閣 ¥2,508

149 社会調査実習Ⅰ【a】〈H31-入学〉 関根　薫 社会調査の基礎と実践 皇學館大学出版部 ¥1,150

149 社会調査実習Ⅰ【b】〈H31-入学〉 藤井　恭子 社会調査の基礎と実践 皇學館大学出版部 ¥1,150

149 社会調査実習【a】〈H26-30入学〉 関根　薫 社会調査の基礎と実践 皇學館大学出版部 ¥1,150

149 社会調査実習【b】〈H26-30入学〉 藤井　恭子 社会調査の基礎と実践 皇學館大学出版部 ¥1,150

150 社会福祉経営論〈H26-30入学〉〈H31-R2入学〉 山路　克文 福祉サービスの組織と経営(第5版） 中央法規 ¥2,299

151 社会保障論〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 川上　哲 はじめての社会保障　第16版 有斐閣 ¥1,881

152 Japanese Culture and History〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 クリストファー・メイヨー CD付 英語で伝えたい いつもの日本 ディーエイチシー ¥1,881

154 宗教科教育法Ⅰ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 川又　俊則 教科書の中の宗教 岩波書店 ¥836

153 宗教科教育法Ⅰ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 川又　俊則 伊勢神宮 講談社 ¥877

155 宗教学概論Ⅰ【a】〈H31-入学〉 中山　郁 プレステップ宗教学 弘文堂 ¥1,881

155 宗教学概論Ⅰ【b】〈H31-入学〉 板井　正斉 プレステップ宗教学 弘文堂 ¥1,881

155 宗教学概論【a】〈H26-30入学〉 中山　郁 プレステップ宗教学 弘文堂 ¥1,881

155 宗教学概論【b】〈H26-30入学〉 板井　正斉 プレステップ宗教学 弘文堂 ¥1,881

156 宗教学概論【b】〈H26-30入学〉 板井　正斉 基礎ゼミ　宗教学 世界思想社 ¥1,985

155 宗教学研究Ⅰ【a】〈H31-入学〉 中山　郁 プレステップ宗教学 弘文堂 ¥1,881

155 宗教学研究Ⅰ【b】〈H31-入学〉 板井　正斉 プレステップ宗教学 弘文堂 ¥1,881

157 宗教学講義Ⅰ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 板井　正斉 聖地巡礼ツーリズム 弘文堂 ¥2,194

158 書Ⅰ（漢字書法）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 上小倉　一志 書法の美 二玄社 ¥2,090

158 書Ⅱ（金石書法）〈H26-30入学〉 岡野　央 書法の美 二玄社 ¥2,090

159 書Ⅲ（仮名書法）〈H26-30入学〉 山本　のり子 かなの教室１ 二玄社 ¥1,024

158 書Ⅲ（仮名書法）〈H26-30入学〉 山本　のり子 書法の美 二玄社 ¥2,090

158 書Ⅲ（金石書法）〈H31-入学〉 岡野　央 書法の美 二玄社 ¥2,090

158 書Ⅳ（作品制作）〈H26-30入学〉 上小倉　一志 書法の美 二玄社 ¥2,090

161 障害児保育〈H26-30入学〉 山本　智子 障がい児保育 中山書店 ¥2,299

160 障害者スポーツ論〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 叶　俊文 障害のある人のスポーツ指導教本（初級・中級） ぎょうせい ¥2,508

162 障害児療育論〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 山本　智子 肢体不自由教育の変遷－昭和・平成の対象観ー 皇學館大学出版部 ¥1,250

10 小学校英語教育【a】【b】〈H26-30入学〉 豊住　誠 小学校英語科教育法 成美堂 ¥1,358

163 情報処理Ⅰ（基礎）【a】【b】【c】【k】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 王　秀崙 大学生のための情報リテラシー 共立出版 ¥2,299

163 情報処理Ⅰ（基礎）【専攻科】〈H31-入学〉 王　秀崙 大学生のための情報リテラシー 共立出版 ¥2,299

163 情報処理Ⅰ（基礎）【d】【e】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 張　磊 大学生のための情報リテラシー 共立出版 ¥2,299

163 情報処理Ⅰ（基礎）【f】【g】【h】【l】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 石田　修二 大学生のための情報リテラシー 共立出版 ¥2,299

163 情報処理Ⅰ（基礎）【i】【j】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 桐村　喬 大学生のための情報リテラシー 共立出版 ¥2,299

163 情報処理Ⅰ（基礎）【m】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 内藤　啓貴 大学生のための情報リテラシー 共立出版 ¥2,299

158 書道Ⅰ【a】【b】【f】【g】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 上小倉　一志 書法の美 二玄社 ¥2,090

158 書道Ⅰ【c】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 岡野　央 書法の美 二玄社 ¥2,090

164 書道Ⅰ【神職課程a】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 上小倉　一志 教育のための筆順・字形の基本 （有）青木印刷 ¥1,567
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164 書道Ⅰ【神職課程b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 庄田　昭人 教育のための筆順・字形の基本 （有）青木印刷 ¥1,567

164 書道Ⅰ【専攻科】〈H31-入学〉 上小倉　一志 教育のための筆順・字形の基本 （有）青木印刷 ¥1,567

165 書道科教育法〈H26-30入学〉 上小倉　一志 書Ⅰ 光村図書出版 ¥498

166 書道科教育法〈H26-30入学〉 上小倉　一志 書Ⅱ 光村図書出版 ¥417

167 書道科教育法〈H26-30入学〉 上小倉　一志 書Ⅲ 光村図書出版 ¥402

165 書道科教育法Ⅰ〈H31-入学〉 上小倉　一志 書Ⅰ 光村図書出版 ¥498

166 書道科教育法Ⅰ〈H31-入学〉 上小倉　一志 書Ⅱ 光村図書出版 ¥417

167 書道科教育法Ⅰ〈H31-入学〉 上小倉　一志 書Ⅲ 光村図書出版 ¥402

168 初年次ゼミ(現日)〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 新田　均 プレステップキャリアデザイン（第4版） 弘文堂 ¥1,881

168 初年次ゼミ(現日)〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 富永　健 プレステップキャリアデザイン（第4版） 弘文堂 ¥1,881

168 初年次ゼミ(現日)〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 笠原　正嗣 プレステップキャリアデザイン（第4版） 弘文堂 ¥1,881

168 初年次ゼミ(現日)〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 筒井　琢磨 プレステップキャリアデザイン（第4版） 弘文堂 ¥1,881

168 初年次ゼミ(現日)〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 鵜沼　憲晴 プレステップキャリアデザイン（第4版） 弘文堂 ¥1,881

168 初年次ゼミ(現日)〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 関根　薫 プレステップキャリアデザイン（第4版） 弘文堂 ¥1,881

168 初年次ゼミ(現日)〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 橋本　雅之 プレステップキャリアデザイン（第4版） 弘文堂 ¥1,881

168 初年次ゼミ(現日)〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 榎本　悠孝 プレステップキャリアデザイン（第4版） 弘文堂 ¥1,881

168 初年次ゼミ(現日)〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 藤井　恭子 プレステップキャリアデザイン（第4版） 弘文堂 ¥1,881

168 初年次ゼミ(現日)〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 千田　良仁 プレステップキャリアデザイン（第4版） 弘文堂 ¥1,881

168 初年次ゼミ(現日)〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 大井　智香子 プレステップキャリアデザイン（第4版） 弘文堂 ¥1,881

168 初年次ゼミ(現日)〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 中野　一茂 プレステップキャリアデザイン（第4版） 弘文堂 ¥1,881

168 初年次ゼミ(現日)〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 瓜田　理子 プレステップキャリアデザイン（第4版） 弘文堂 ¥1,881

168 初年次ゼミ(現日)〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 尾﨑　剛志 プレステップキャリアデザイン（第4版） 弘文堂 ¥1,881

168 初年次ゼミ(現日)〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 村上　政俊 プレステップキャリアデザイン（第4版） 弘文堂 ¥1,881

169 初年次ゼミ(神道)〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 板井　正斉 "神職"の立場 皇學館大学出版部 ¥397

170 書物と図書館の文化史〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 岡野　裕行 図書・図書館史 日本図書館協会 ¥1,358

039 史料講読Ａ〈H26-30入学〉 佐野　真人 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法 吉川弘文館 ¥1,776

041 史料講読Ａ〈H26-30入学〉 佐野　真人 日本史必携 吉川弘文館 ¥6,270

040 史料講読Ａ〈H26-30入学〉 佐野　真人 日本史を学ぶための図書館活用術 吉川弘文館 ¥1,881

041 史料講読ＡⅠ《古代》〈H31-入学〉 佐野　真人 日本史必携 吉川弘文館 ¥6,270

039 史料講読ＡⅠ《古代》〈H31-入学〉 佐野　真人 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法 吉川弘文館 ¥1,776

040 史料講読ＡⅠ《古代》〈H31-入学〉 佐野　真人 日本史を学ぶための図書館活用術 吉川弘文館 ¥1,881

041 史料講読Ｂ〈H26-30入学〉 多田　實道 日本史必携 吉川弘文館 ¥6,270

041 史料講読ＢⅠ《中世》〈H31-入学〉 多田　實道 日本史必携 吉川弘文館 ¥6,270

171 史料講読ＤⅠ《近代》〈H31-入学〉 長谷川　怜 近現代日本を史料で読む 中央公論新社 ¥919

172 神宮史Ⅰ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 岡田　登 神宮史概説 神社本庁 ¥1,254

172 神宮史Ⅰ【専攻科】〈H31-入学〉 岡田　登 神宮史概説 神社本庁 ¥1,254

173 神社関係法規〈H26-30入学〉 富永　健 新編神社実務提要 神社本庁 ¥2,612

174 神社関係法規〈H26-30入学〉 富永　健 神社本庁規程類集 神社本庁 ¥2,926
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173 神社関係法規Ⅰ〈H31-入学〉 富永　健 新編神社実務提要 神社本庁 ¥2,612

174 神社関係法規Ⅰ〈H31-入学〉 富永　健 神社本庁規程類集 神社本庁 ¥2,926

173 神社関係法規Ⅰ【専攻科】〈H31-入学〉 富永　健 新編神社実務提要 神社本庁 ¥2,612

174 神社関係法規Ⅰ【専攻科】〈H31-入学〉 富永　健 神社本庁規程類集 神社本庁 ¥2,926

169 神社管理運営特殊講義Ⅰ〈H31-入学〉 牟禮  仁 "神職"の立場 皇學館大学出版部 ¥397

175 神社管理運営特殊講義Ⅰ〈H31-入学〉 牟禮  仁 神道を学びなおす 神社新報社 ¥1,045 ※別途販売

173 神社管理運営論〈H31-入学〉 櫻井　良生 新編神社実務提要 神社本庁 ¥2,612

174 神社管理運営論〈H31-入学〉 櫻井　良生 神社本庁規程類集 神社本庁 ¥2,926

176 身体運動教育特論〈H31-入学〉 小木曽　一之 脳百話 市村出版 ¥3,135

177 人体の構造と機能及び疾病〈H31-入学〉 山本　哲朗 東洋医学に活かす臨床疾患学 中外医学社 ¥5,016

179 神道教化概論〈H26-30入学〉 板井　正斉 改訂・神道教化概説 神社新報社 ¥1,463

178 神道教化概論〈H26-30入学〉 板井　正斉 アイデアは地球を救う。希望をつくる仕事 ソーシャルデザイン 宣伝会議 ¥1,567

179 神道教化概論Ⅰ〈H31-入学〉 板井　正斉 改訂・神道教化概説 神社新報社 ¥1,463

179 神道教化研究Ⅰ〈H31-入学〉 板井　正斉 改訂・神道教化概説 神社新報社 ¥1,463

102 神道古典研究ⅠＡ〈H31-入学〉 板東　洋介 新版古事記 角川学芸出版 ¥1,212 ※欠品中　第一回目授業にて指示あり

067 神道史特殊研究ⅣＡ〈H31-入学〉 新田　均 「現人神」「国家神道」という幻想 神社新報社 ¥1,881

180 神道文献〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 髙野　裕基 改訂　神道文献 神社新報社 ¥2,508

181 人文地理学Ⅰ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 外山　秀一 ジオとグラフィーの旅３　人の旅（第３刷） 古今書院 ¥2,821

182 心理学概論Ⅰ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 芳賀　康朗 エッセンシャルズ心理学 心理学的素養の学び 福村出版 ¥2,717

119 心理学研究法Ⅱ〈H26-30入学〉 中山　真 Excelで今すぐはじめる心理統計 簡単ツールHADで基本を身につける 講談社 ¥2,926

119 心理学統計法〈H31-入学〉 中山　真 Excelで今すぐはじめる心理統計 簡単ツールHADで基本を身につける 講談社 ¥2,926

183 政治学特講〈H26-30入学〉 谷口　裕信 日本政治史─外交と権力─（増補版） 有斐閣 ¥2,090

184 精神医学〈H26-30入学〉 山嵜　一正 新・精神保健福祉士養成講座　精神疾患とその治療　第２版 中央法規 ¥2,821

184 精神医学Ⅰ〈H31-R2入学〉 山嵜　一正 新・精神保健福祉士養成講座　精神疾患とその治療　第２版 中央法規 ¥2,821

185 精神疾患とその治療〈H31-入学〉 西田　寿美 精神疾患とその治療 医歯薬出版 ¥3,344

186 精神保健学〈H26-30入学〉 山路　克文 新・精神保健福祉士養成講座２　精神保健の課題と支援 中央法規 ¥2,821

186 精神保健学Ⅰ〈H31-R2入学〉 山路　克文 新・精神保健福祉士養成講座２　精神保健の課題と支援 中央法規 ¥2,821

187 精神保健福祉相談援助の基盤（専門）〈H26-30入学〉〈H31-R2入学〉 尾﨑　剛志 新・精神保健福祉士養成講座３　精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）第2版 中央法規 ¥2,821

188 生徒指導・進路指導特論〈H31-入学〉 勢力　稔 生徒指導提要 教育図書 ¥352

106 専門演習ⅠＡ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 大島　信生 新校注　万葉集 和泉書院 ¥2,299

107 専門演習ⅠＡ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 大島　信生 万葉事始 和泉書院 ¥731

189 専門演習ⅠＦ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 岡野　裕行 『キング』の時代 岩波書店 ¥1,839

190 専門演習ⅠＧ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 齋藤　平 遠野物語 KADOKAWA ¥543

191 専門演習ⅠＧ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 齋藤　平 潮騒 新潮社 ¥543

036 専門演習ⅠＨ〈H26-30入学〉 松下　道信 漢辞海 三省堂 ¥3,135

192 専門演習ⅠＨ〈H26-30入学〉 松下　道信 老子 岩波書店 ¥1,180

116 専門演習Ⅰ（英語）【a】〈H31-入学〉 クリストファー・メイヨー NHK「100分de名著」ブックス 清少納言 枕草子 NHK出版 ¥1,045

114 専門演習Ⅰ（英語）【a】〈H31-入学〉 クリストファー・メイヨー NHK「100分de名著」ブックス 鴨長明 方丈記 NHK出版 ¥1,045
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115 専門演習Ⅰ（英語）【a】〈H31-入学〉 クリストファー・メイヨー NHK「100分de名著」ブックス 兼好法師 徒然草 NHK出版 ¥1,045

057 専門演習Ⅰ（英語）【b】〈H31-入学〉 豊住　誠 英語教育用語辞典 大修館書店 ¥2,612

106 専門演習Ⅱａ〈H26-30入学〉 大島　信生 新校注　万葉集 和泉書院 ¥2,299

107 専門演習Ⅱａ〈H26-30入学〉 大島　信生 万葉事始 和泉書院 ¥731

193 相談援助の理論と方法Ⅰ〈H26-30入学〉〈H31-R2入学〉 中野　一茂 相談援助の理論と方法Ⅰ(第3版) 中央法規 ¥2,717

194 体力の測定と評価〈H26-30入学〉 片山　靖富 新体力テスト ぎょうせい ¥1,985

195 地域情報論【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 外山　秀一 ジオとグラフィーの旅６　地域情報の旅 古今書院 ¥2,926

196 地域福祉論〈H26-30入学〉〈H31-R2入学〉 大井　智香子 地域福祉の理論と方法 ミネルヴァ書房 ¥2,926

198 知的障害教育Ⅰ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 大杉　成喜 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 海文堂出版 ¥459

197 知的障害教育Ⅰ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 大杉　成喜 特別支援学校高等部学習指導要領 海文堂出版 ¥1,254

199 地方自治論〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 富永　健 はじめて学ぶ地方自治法（第2次改訂版） 学陽書房 ¥2,194

201 中国語初級Ⅰ【a】【b】【c】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 高　潤生 大学生活 金星堂 ¥2,403

202 中国語初級Ⅰ【d】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 松下　道信 中国語　はじめの一歩 白水社 ¥2,299

203 中国語初級Ⅰ【d】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 松下　道信 中日辞典(第三版) 小学館 ¥7,837

202 中国語初級Ⅰ【e】【f】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 西　信康 中国語　はじめの一歩 白水社 ¥2,299

204 中国語中級Ⅰ【a】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 松下　道信 中国語　さらなる一歩 白水社 ¥2,299

203 中国語中級Ⅰ【a】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 松下　道信 中日辞典(第三版) 小学館 ¥7,837

205 中国語中級Ⅰ【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 高　潤生 陶玲日記 金星堂 ¥1,985

200 中国語中級Ⅰ【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 高　潤生 精選日中・中日辞典　　 東方書店 ¥2,612

143 地歴科教育法〈H26-30入学〉 多田　實道 新編 新しい社会 地理 東京書籍 ¥801

144 地歴科教育法〈H26-30入学〉 多田　實道 新編 新しい社会 歴史 東京書籍 ¥801

092 地歴科教育法〈H26-30入学〉 多田　實道 詳説日本史Ｂ 山川出版社 ¥844

206 統計学基礎【b】《統計検定対策》〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 草川　新一 改訂版　データの分析 東京図書 ¥2,299

207 道徳教育の研究(初等)〈H26-30入学〉 渡邉　　毅 みんなで考え、話し合う　小学生の道徳6 廣済堂あかつき ¥300

208 道徳教育の研究(中等)【a】〈H26-30入学〉 渡邉　　毅 生き方を見つめる 日本教科書 ¥449

208 道徳の理論及び指導法【a】【b】〈H31-入学〉 渡邉　　毅 生き方を見つめる 日本教科書 ¥449

209 東洋史概説〈H26-30入学〉 堀内　淳一 詳説世界史研究 山川出版社 ¥2,612

209 東洋史概説Ⅰ〈H31-入学〉 堀内　淳一 詳説世界史研究 山川出版社 ¥2,612

212 TOEIC演習Ⅰ《初級》【a】〈H31-入学〉 野澤　美恵子 世界一わかりやすいTOEIC L&R テスト　総合模試1 [600点突破レベル] KADOKAWA ¥1,985

210 TOEIC演習Ⅰ《初級》【a】〈H31-入学〉 野澤　美恵子 TOEIC L&R テスト英文法　ゼロからスコアが稼げるドリル アルク ¥1,254

211 TOEIC演習Ⅰ《初級》【a】〈H31-入学〉 野澤　美恵子 TOEIC TEST 英単語出るとこだけ！ アルク ¥1,881

212 TOEIC演習Ⅰ《初級》【b】【c】〈H31-入学〉 河合　信江 世界一わかりやすいTOEIC L&R テスト　総合模試1 [600点突破レベル] KADOKAWA ¥1,985

210 TOEIC演習Ⅰ《初級》【b】【c】〈H31-入学〉 河合　信江 TOEIC L&R テスト英文法　ゼロからスコアが稼げるドリル アルク ¥1,254

211 TOEIC演習Ⅰ《初級》【b】【c】〈H31-入学〉 河合　信江 TOEIC TEST 英単語出るとこだけ！ アルク ¥1,881

212 TOEIC演習Ⅲ《中級》〈H31-入学〉 河合　信江 世界一わかりやすいTOEIC L&R テスト　総合模試1 [600点突破レベル] KADOKAWA ¥1,985

214 TOEIC演習Ⅲ《中級》〈H31-入学〉 河合　信江 TOEICテスト中学英文法で600点！ アルク ¥1,254

211 TOEIC演習Ⅲ《中級》〈H31-入学〉 河合　信江 TOEIC TEST 英単語出るとこだけ！ アルク ¥1,881

212 TOEIC演習Ⅴ《上級》〈H31-入学〉 野澤　美恵子 世界一わかりやすいTOEIC L&R テスト　総合模試1 [600点突破レベル] KADOKAWA ¥1,985
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213 TOEIC演習Ⅴ《上級》〈H31-入学〉 野澤　美恵子 TOEICテスト英文法出るとこだけ! アルク ¥1,672

211 TOEIC演習Ⅴ《上級》〈H31-入学〉 野澤　美恵子 TOEIC TEST 英単語出るとこだけ！ アルク ¥1,881

215 特別活動の研究(中等)〈H26-30入学〉 近田　芳久 中学校学習指導要領解説　総則編 東山書房 ¥291

216 特別活動の研究(中等)〈H26-30入学〉 近田　芳久 中学校学習指導要領解説　特別活動編 東山書房 ¥287

216 特別活動の指導法（中等）〈H31-入学〉 勢力　稔 中学校学習指導要領解説　特別活動編 東山書房 ¥287

217 特別支援教育実習事前事後指導〈H26-30入学〉 山本　智子 実践をふまえた現場に役立つ特別支援教育の授業づくり 黎明書房 ¥2,299

218 特別支援教育総論〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 大杉　成喜 特別支援教育概論 建帛社 ¥3,030

219 図書館概論〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 岡野　裕行 改訂 図書館概論 樹村房 ¥2,090

220 図書館概論〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 岡野　裕行 図書館情報学基礎資料 第3版 樹村房 ¥1,045

221 図書館サービス概論〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 岡野　裕行 改訂 図書館サービス概論 樹村房 ¥2,090

222 図書館情報資源概論〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 岡野　裕行 改訂 図書館情報資源概論 樹村房 ¥2,090

220 図書館情報資源概論〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 岡野　裕行 図書館情報学基礎資料 第3版 樹村房 ¥1,045

224 日本語教授法〈H31-入学〉 濵畑　靜香 日本語教育　よくわかる教授法 アルク ¥2,090

225 日本思想史〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 松浦　光修 夜の神々 慧文社 ¥2,090

070 日本人物論〈H26-30入学〉 中野　一茂 ビジネスの倫理学 丸善出版 ¥1,985

227 日本文学論〈H26-30入学〉 橋本　雅之 童話集　風の又三郎 岩波書店 ¥773

226 日本文学論〈H26-30入学〉 橋本　雅之 泣いた赤鬼 ポプラ社 ¥595

228 日本文化史Ⅰ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 クリストファー・メイヨー 日本文化をよむ 5つのキーワード 岩波書店 ¥815

229 乳児保育〈H26-30入学〉 梶　美保 健やかな育ちを支える乳児保育Ⅰ・Ⅱ 建帛社 ¥2,508

229 乳児保育Ⅰ〈H31-入学〉 梶　美保 健やかな育ちを支える乳児保育Ⅰ・Ⅱ 建帛社 ¥2,508

104 祝詞研究ⅠＡ〈H31-入学〉 秦　昌弘 延喜式祝詞 神社新報社 ¥4,702

105 祝詞研究ⅠＡ〈H31-入学〉 秦　昌弘 祝詞例文集上巻　祝詞、祓詞及び祭詞 神社新報社 ¥627

230 祝詞研究ⅡＡ〈H31-入学〉 髙橋　正樹 祝詞作文 神社新報社 ¥731

105 祝詞研究ⅡＡ〈H31-入学〉 髙橋　正樹 祝詞例文集上巻　祝詞、祓詞及び祭詞 神社新報社 ¥627

231 祝詞研究ⅡＡ〈H31-入学〉 髙橋　正樹 祝詞例文集下巻 神社新報社 ¥731

232 祝詞研究ⅡＡ〈H31-入学〉 髙橋　正樹 神葬祭の栞 神社新報社 ¥1,212

230 祝詞作文〈H26-30入学〉 髙橋　正樹 祝詞作文 神社新報社 ¥731

105 祝詞作文〈H26-30入学〉 髙橋　正樹 祝詞例文集上巻　祝詞、祓詞及び祭詞 神社新報社 ¥627

231 祝詞作文〈H26-30入学〉 髙橋　正樹 祝詞例文集下巻 神社新報社 ¥731

232 祝詞作文〈H26-30入学〉 髙橋　正樹 神葬祭の栞 神社新報社 ¥1,212

230 祝詞作文Ⅰ〈H31-入学〉 髙橋　正樹 祝詞作文 神社新報社 ¥731

105 祝詞作文Ⅰ〈H31-入学〉 髙橋　正樹 祝詞例文集上巻　祝詞、祓詞及び祭詞 神社新報社 ¥627

231 祝詞作文Ⅰ〈H31-入学〉 髙橋　正樹 祝詞例文集下巻 神社新報社 ¥731

232 祝詞作文Ⅰ〈H31-入学〉 髙橋　正樹 神葬祭の栞 神社新報社 ¥1,212

233 博物館概論〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 浦野　綾子 新時代の博物館学 芙蓉書房出版 ¥1,985

233 博物館教育論〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 長谷川　怜 新時代の博物館学 芙蓉書房出版 ¥1,985

234 博物館実習Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 浦野　綾子 博物館実習マニュアル 芙蓉書房出版 ¥2,821

234 博物館実習Ⅱ〈H26-30入学〉 小林　郁 博物館実習マニュアル 芙蓉書房出版 ¥2,821
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235 博物館資料保存論〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 岡野　友彦 人文系博物館資料保存論 雄山閣 ¥2,508

236 Business English Ⅰ〈H31-入学〉 メイヨー　幸子 Hospitality on the Scene 金星堂 ¥2,299

236 ビジネス英語Ⅰ〈H26-30入学〉 メイヨー　幸子 Hospitality on the Scene 金星堂 ¥2,299

237 ビジネス法律学（応用編）Ⅰ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 高木　友恵 ビジネス実務法務検定２級公式テキスト 中央経済社 ¥4,389

238 表現演習Ⅰ《文章》【a】【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 千種　清美 日本語表現法改訂版 三省堂 ¥2,090

239 プラクティカル・イングリッシュⅠ【a】【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 アウ・ジェフ Communicate Abroad Student's Book Cengage Learning ¥2,246

240 プログラミング実習〈H31-入学〉 張　磊 15時間でわかる Python集中講座 技術評論社 ¥2,800

057 プロジェクト研究Ⅰ（教育）〈H26-30入学〉 豊住　誠 英語教育用語辞典 大修館書店 ¥2,612

050 プロジェクト研究Ⅰ（教育）〈H26-30入学〉 杉野　裕子 論文の書き方 岩波書店 ¥856

056 プロジェクト研究Ⅰ（教育）〈H26-30入学〉 高橋　摩衣子 学生のレポート・論文作成トレーニング　改訂版　スキルを学ぶ21のワーク 実教出版 ¥1,254

052 プロジェクト研究Ⅰ（教育）〈H26-30入学〉 梶　美保 保育における子ども文化 わかば社 ¥1,881

051 プロジェクト研究Ⅰ（教育）〈H26-30入学〉 梶　美保 新版　大学生のためのレポート・論文術 講談社 ¥836

058 プロジェクト研究Ⅰ（教育）〈H26-30入学〉 駒田　聡子 よくわかる卒論の書き方 ミネルヴァ書房 ¥2,612

049 プロジェクト研究Ⅰ（教育）〈H26-30入学〉 土谷　長子 大学生のためのリサーチリテラシー入門 ミネルヴァ書房 ¥2,508

058 プロジェクト研究Ⅰ（教育）【d】〈H31-入学〉 駒田　聡子 よくわかる卒論の書き方 ミネルヴァ書房 ¥2,612

050 プロジェクト研究Ⅰ（教育）【e】〈H31-入学〉 杉野　裕子 論文の書き方 岩波書店 ¥856

052 プロジェクト研究Ⅰ（教育）【n】〈H31-入学〉 梶　美保 保育における子ども文化 わかば社 ¥1,881

051 プロジェクト研究Ⅰ（教育）【n】〈H31-入学〉 梶　美保 新版　大学生のためのレポート・論文術 講談社 ¥836

049 プロジェクト研究Ⅰ（教育）【r】〈H31-入学〉 土谷　長子 大学生のためのリサーチリテラシー入門 ミネルヴァ書房 ¥2,508

057 プロジェクト研究Ⅰ（教育）【z】〈H31-入学〉 豊住　誠 英語教育用語辞典 大修館書店 ¥2,612

084 プロジェクト研究Ⅰ（現代日本社会）〈H26-30入学〉 富永　健 プレステップ法学（第4版） 弘文堂 ¥1,881

083 プロジェクト研究Ⅰ（現代日本社会）〈H26-30入学〉 関根　薫 よくわかる現代家族（第2版） ミネルヴァ書房 ¥2,612

082 プロジェクト研究Ⅰ（現代日本社会）〈H26-30入学〉 関根　薫 21世紀家族へ（第4版） 有斐閣 ¥1,985

083 プロジェクト研究Ⅰ（現日）【c】〈H31-入学〉 関根　薫 よくわかる現代家族（第2版） ミネルヴァ書房 ¥2,612

082 プロジェクト研究Ⅰ（現日）【c】〈H31-入学〉 関根　薫 21世紀家族へ（第4版） 有斐閣 ¥1,985

097 プロジェクト研究Ⅰ（国史）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 松浦　光修 新訳・留魂録 ＰＨＰ研究所 ¥992

096 プロジェクト研究Ⅰ（国史）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 松浦　光修 新訳・南洲翁遺訓 ＰＨＰ研究所 ¥992

098 プロジェクト研究Ⅰ（国史）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 松浦　光修 徳川思想小史 中央公論新社 ¥773 ※変更：日本とは和歌　国史のなかの百首(慧文社)

094 プロジェクト研究Ⅰ（国史）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 岡野　友彦 くずし字解読辞典―普及版 東京堂出版 ¥2,299

095 プロジェクト研究Ⅰ（国史）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 谷戸　佑紀 徳川吉宗—日本社会の文明化を進めた将軍— 山川出版社 ¥836

096 プロジェクト研究Ⅱ（国史）〈H26-30入学〉 松浦　光修 新訳・南洲翁遺訓 ＰＨＰ研究所 ¥992

099 プロジェクト研究Ⅰ（国史）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 長谷川　怜 歴史学で卒業論文を書くために 創元社 ¥1,358

106 プロジェクト研究Ⅰ（国文）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 大島　信生 新校注　万葉集 和泉書院 ¥2,299

107 プロジェクト研究Ⅰ（国文）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 大島　信生 万葉事始 和泉書院 ¥731

036 プロジェクト研究Ⅰ（国文）〈H26-30入学〉 松下　道信 漢辞海 三省堂 ¥3,135

192 プロジェクト研究Ⅰ（国文）〈H26-30入学〉 松下　道信 老子 岩波書店 ¥1,180

189 プロジェクト研究Ⅰ（国文）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 岡野　裕行 『キング』の時代 岩波書店 ¥1,839

190 プロジェクト研究Ⅰ（国文）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 齋藤　平 遠野物語 KADOKAWA ¥543
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191 プロジェクト研究Ⅰ（国文）〈H26-30入学〉 齋藤　平 潮騒 新潮社 ¥543

057 プロジェクト研究Ⅰ（コミ）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 豊住　誠 英語教育用語辞典 大修館書店 ¥2,612

117 プロジェクト研究Ⅰ（コミ）〈H26-30入学〉 川村　一代 TOEICテストにでる順英単語 KADOKAWA ¥1,672

116 プロジェクト研究Ⅰ（コミ）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 クリストファー・メイヨー NHK「100分de名著」ブックス 清少納言 枕草子 NHK出版 ¥1,045

114 プロジェクト研究Ⅰ（コミ）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 クリストファー・メイヨー NHK「100分de名著」ブックス 鴨長明 方丈記 NHK出版 ¥1,045

115 プロジェクト研究Ⅰ（コミ）〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 クリストファー・メイヨー NHK「100分de名著」ブックス 兼好法師 徒然草 NHK出版 ¥1,045

059 プロジェクト研究Ⅱ（教育）〈H26-30入学〉 渡邉　　毅 学術論文の技法 新訂版 日本エディタースクール出版部 ¥1,567

060 プロジェクト研究Ⅱ（教育）〈H26-30入学〉 高橋　摩衣子 校正記号の使い方 日本エディタースクール出版部 ¥522

058 プロジェクト研究Ⅱ（教育）〈H26-30入学〉 駒田　聡子 よくわかる卒論の書き方 ミネルヴァ書房 ¥2,612

097 プロジェクト研究Ⅱ（国史）〈H26-30入学〉 松浦　光修 新訳・留魂録 ＰＨＰ研究所 ¥992

098 プロジェクト研究Ⅱ（国史）〈H26-30入学〉 松浦　光修 徳川思想小史 中央公論新社 ¥773 ※変更：日本とは和歌　国史のなかの百首(慧文社)

106 プロジェクト研究Ⅱ（国文）〈H26-30入学〉 大島　信生 新校注　万葉集 和泉書院 ¥2,299

107 プロジェクト研究Ⅱ（国文）〈H26-30入学〉 大島　信生 万葉事始 和泉書院 ¥731

118 プロジェクト研究Ⅱ（コミ）〈H26-30入学〉 玉田　貴裕 はじめての論文-語用論的な視点で調査・研究する 春風社 ¥1,881

250 保育原理〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 梶　美保 実践を創造する保育原理第2版 みらい ¥2,194

243 保育原理〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 梶　美保 幼保連携型認定こども園教育・保育要領　幼稚園教育要領　保育所保育指針 チャイルド本社 ¥522

242 保育原理〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 梶　美保 幼稚園教育要領解説 フレーベル館 ¥250

241 保育原理〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 梶　美保 保育所保育指針解説 フレーベル館 ¥334

244 保育原理〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 梶　美保 幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 フレーベル館 ¥365

245 保育実習指導Ⅱ〈H26-30入学〉 吉田　明弘 保育所実習＜新版＞ 北大路書房 ¥1,881

246 保育指導の方法〈H31-入学〉 土谷　長子 新しい保育講座6 保育方法・指導法 ミネルヴァ書房 ¥2,299

247 法学（日本国憲法）【a】【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 富永　健 教養憲法　11章 嵯峨野書院 ¥2,403

248 保健体育科教育法Ⅰ〈H31-入学〉 加藤　純一 中学校学習指導要領解説　保健体育編 東山書房 ¥470

249 保健体育科教育法Ⅱ〈H26-30入学〉 加藤　純一 最新中学校保健体育 大修館書店 ¥435

249 保健体育科教育法Ⅲ〈H31-入学〉 加藤　純一 最新中学校保健体育 大修館書店 ¥435

133 メディア表現演習〈H26-30入学〉 桐村　喬 地理情報科学 GISスタンダード 古今書院 ¥3,135

126 有職故実〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 秦　昌弘 装束と衣紋 神社本庁 ¥815

260 有職故実〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 秦　昌弘 神社有職故実 神社新報社 ¥1,212

127 有職故実〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 秦　昌弘 衣冠単・狩衣の著け方 国書刊行会 ¥1,881

260 有職故実【専攻科】〈H31-入学〉 秦　昌弘 神社有職故実 神社新報社 ¥1,212

126 有職故実【専攻科】〈H31-入学〉 秦　昌弘 装束と衣紋 神社本庁 ¥815

127 有職故実【専攻科】〈H31-入学〉 秦　昌弘 衣冠単・狩衣の著け方 国書刊行会 ¥1,881

250 幼児教育特論〈H31-入学〉 田口　鉄久 実践を創造する保育原理第2版 みらい ¥2,194

251 幼児教育特論〈H31-入学〉 田口　鉄久 保育所保育指針 フレーベル館 ¥155

252 幼児教育特論〈H31-入学〉 田口　鉄久 幼稚園教育要領 フレーベル館 ¥155

253 幼児教育特論〈H31-入学〉 田口　鉄久 幼保連携型認定こども園教育・保育要領 フレーベル館 ¥155

254 リーディング・ライティング基礎Ⅰ【a】【b】〈H31-入学〉 メイヨー　幸子 Have Fun Writing! 金星堂 ¥1,881

255 リーディング・ライティングスキルⅠ【a】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 玉田　貴裕 Read Well, Write Betterーリーディングで鍛える英作文 成美堂 ¥2,090
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256 リーディング・ライティングスキルⅠ【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 児玉　玲子 Jigsaw Cengage Learning ¥2,246

257 リーディング・ライティングスキルⅠ【c】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 メイヨー　幸子 5 Steps for Paragraph Writing 音羽書房鶴見書店 ¥2,090

258 礼法Ⅰ【a】【b】〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 小笠原　清忠 入門小笠原流礼法 一般財団法人礼法弓術弓馬術小笠原流 ¥1,934

258 礼法Ⅲ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 小笠原　清忠 入門小笠原流礼法 一般財団法人礼法弓術弓馬術小笠原流 ¥1,934

258 礼法Ⅴ〈H26-30入学〉 小笠原　清忠 入門小笠原流礼法 一般財団法人礼法弓術弓馬術小笠原流 ¥1,934

259 歴史地理学Ⅰ〈H26-30入学〉〈H31-入学〉 外山　秀一 自然と人間との関係史 古今書院 ¥3,657
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