
曜日 　限 　　　　講　　　義　　　名 教　官　名 　　　　テ　　キ　　ス　　ト　　名 　出　版　社 税込組合員価格 備考

月 1・2 英語　Ａ アムンルド・トーマス 　Ｂｏｏｋｗｏｒｍｓ　Ｃｌｕｂ　Ｂｒｏｎｚｅ Ｏｘｆｏｒｄ　　 896 割引なし

月 1・2 英語　Ａ アムンルド・トーマス   Ｔｏｐｉｃ　Ｔａｌｋ , Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ ＥＦＬ　Ｐｒｅｓｓ 2700 割引なし

月 1・2 英語  Ｂ 米倉よう子 毎日の英単語 朝日新聞出版 1263

月 1・2 英語  Ｃ 門田　守 改訂四版通訳トレーニングコース 大阪教育図書 1749

月 1・2 英語 藤岡住恵 映画総合教材　プラダを着た悪魔 松柏社 2138

月 1・2 英語  Ｄ 浅井良策 ＳＰＥＡＫＩＮＧ　ＭＥＴＡＰＨＯＲＩＣＡＬＬＹ　メタファーで話そう 研究社 1555

月 3・4 外国語コミュニケーション英語Ａ アムンルド・トーマス Ｌｅｃｔｕｒｅ　Ｒｅａｄｙ　1 (student book pack) Ｏｘｆｏｒｄ　　 2880 割引なし

月 3・4 外国語コミュニケーション英語Ｂ 門田　守 再改訂新版　英語通訳入門 大阪教育図書 1749

月 3・4 外国語コミュニケーション英語Ｃ 米倉よう子 起きてから寝るまで英会話口慣らし練習帳  完全改訂版 アルク 1749

月 3・4 外国語コミュニケーション英語 藤岡住恵 映画総合教材　プラダを着た悪魔 松柏社 2138

月 3・4 外国語コミュニケーション英語Ｅ／ 浅井良策 Career Design on DVD/プロフェッショナルに学ぶキャリアデザイン 成美堂 2332

月 9・10 英作文　Ⅰ アムンルド・トーマス Ｌｏｎｇｍａｎ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　３ (student book) Ｐｅａｒｓｏｎ　Ｌｏｎｇｍａｎ 3477 割引なし

火 5・6 英米文学史Ⅰ 門田　守 A Short History of English Literature(小英文学史） 金星堂 2721

火 7・8 実践英語表現研究 アムンルド・トーマス Ｓｔａｒ　Ｔａｘｉ  (CD付） Ｄｒａｍａｗｏｒｋｓ 3024 割引なし

火 9・10 英文法演習 米倉よう子 英語言語学の第一歩First steps in english linguistics くろしお出版 1555

水 1・2 中等教科教育法Ⅲ 佐藤臨太郎 Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ＆Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ・・・(Ｔhｉｒｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ) ＯＸＦＯＲＤ 3261 割引なし

水 1・2 実践英語研究Ⅰ 佐藤臨太郎   Ａ　Ｇａｔｅ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 松柏社 1652

木 1・2 外国語コミュニケーション英語Ｊ／ 浅井良策 Career Design on DVD/プロフェッショナルに学ぶキャリアデザイン 成美堂 2332

木 1・2 外国語コミュニケーション英語Ｆ アムンルド・トーマス Ｌｅｃｔｕｒｅ　Ｒｅａｄｙ　1 (student book pack) Ｏｘｆｏｒｄ　　 2880 割引なし

木 1・2 外国語コミュニケーション英語 佐藤臨太郎   Ａ　Ｇａｔｅ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 松柏社 1652

木 1・2 外国語コミュニケーション英語 竹澤由記子 Ｙｏｕ，Ｍｅ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ（地球市民のための１２章） 金星堂 2041

木 1・2 外国語コミュニケーション英語Ｇ 吉村公宏 やさしい英語で学ぶＢＢＣドキュメンタリー 成美堂 2235

木 3・4 英語  Ｈ 浅井良策 ＳＰＥＡＫＩＮＧ　ＭＥＴＡＰＨＯＲＩＣＡＬＬＹ　メタファーで話そう 研究社 1555

木 3・4 英語  Ｆ 竹澤由記子 Stimulating Conversation Intercom Press 2592 割引なし

木 3・4 英語　Ｇ アムンルド・トーマス 　Ｂｏｏｋｗｏｒｍｓ　Ｃｌｕｂ　Ｂｒｏｎｚｅ : Ｏｘｆｏｒｄ　　 896 割引なし

木 3・4 英語　Ｇ アムンルド・トーマス 　Ｔｏｐｉｃ　Ｔａｌｋ , Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ ＥＦＬ　Ｐｒｅｓｓ 2700 割引なし

木 3・4 英語  Ｉ 吉村公宏 やさしい英語で学ぶＢＢＣドキュメンタリー 成美堂 2235

木 5・6 英米言語文化論 門田　守 怪談 研究社 1458

木 7・8 《院》　英語科教育学特論 佐藤臨太郎 Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ＆Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ・・・(Ｔhｉｒｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ) ＯＸＦＯＲＤ 3261 割引なし

木 7・8 音声学・音韻論 米倉よう子 改訂版　英語の発音パーフェクト学習事典 アルク 2527

金 3・4 外国語コミュニケーション　仏語 岩村和泉 オン・セーヌⅡ　場面で学ぶフランス語 三修社 2818

金 3・4 外国語コミュニケーション独語 田島昭洋 スタート！コミュニケーション活動で学ぶドイツ語 三修社 2721

金 3・4 《院》 英米文学特論 （英米小説論 門田　守 Of Human Bondage （人間の絆） 金星堂 1360

金 3・4 外国語コミュニケーション中国語 荊　明月 中級中国語　新会話スキット２４ 同学社 2527

金 5・6 中国語 荊　明月 はじめての中国語会話ツール２４ 同学社 2430

金 5・6 仏語　Ⅰ 岩村和泉 オン・セーヌⅠ　場面で学ぶフランス語 三修社 2721

金 5・6 英米文学特講　（旧・英米社会文化論） 門田　守 絵と原文で楽しむ Jane Eyre 大阪教育図書 1749

金 5・6 独語 田島昭洋 やってみよう！ドイツ語 白水社 2235

金 5・6 中国語 山田明広 学ビテ時ニ之ヲ習フ 好文出版 2332

金 7・8 中国語 山田明広 学ビテ時ニ之ヲ習フ 好文出版 2332

金 7・8 中国語 橋本昭典 漢語鍛錬　対話で鍛える中国語 同学社 2430

金 7・8 仏語　　 阪村圭英子 パリのクール・ジャパン 朝日出版社 2430

金 7・8 独語 田島昭洋 やってみよう！ドイツ語 白水社 2235

金 7・8 中国語 朱　鵬　 発音から学ぶ中国語 アルム 2430

金 7・8 韓国語 丹原邦博 アリラン　改訂版 朝日出版社 2332

　　　２０１５年度　前期テキスト一覧　（語学）


