
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 初等教科教育法　社会 岩本廣美 楽しく学ぶ小学生の地図帳 帝国書院 483

月 1・2 家庭電気・機械および情報処理 薮　哲郎 プロが教える　電気のすべてがわかる本 ナツメ社 1458

月 3・4 中等教科教育法Ⅲ数学 舟橋友香 中学校学習指導要領解説　数学編　 教育出版 223

月 3・4 中等教科教育法Ⅲ数学 舟橋友香 高等学校学習指導要領解説　数学編理数編 実教出版 283

月 3・4 栄養生理学 杉山　薫 やさしい生理学　改訂第６版 南江堂　（高） 2332

月 5・6 生活統計学 中川　愛 Ｅｘｄｅｌによるアンケート調査の第一歩 ナカニシヤ出版 1944

月 5・6 教育工学演習 小柳和喜雄 教育工学における教育実践研究 ミネルヴァ書房 2527

月 5・6 法学・政治学研究Ⅰ 佐野　誠 人権をめぐる十五講 岩波書店 2332

月 9・10 基礎数学（代数） 花木　良 線形代数学　初歩からジョルダン標準形へ 培風館 1846

火 1・2 初等教科教育法生活 箕作和彦 小学校学習指導要領解説　生活編　 日本文教出版 92

火 1・2 近代文学の世界 日高佳紀 文学で考える〈仕事〉の百年 双文社出版 1944

火 3・4 書道史　1 谷川雅夫 〔決定版〕　中国書道史 芸術新聞社 2721

火 3・4 書道史　1 谷川雅夫 高等学校学習指導要領解説　芸術編　音楽編 ・美術編 教育出版 281

火 3・4 調理学 佐藤典子 　新ビジュアル食品成分表 大修館書店 972

火 3・4 調理学 佐藤典子 調理学 講談社 2332

火 3・4 音楽　Ⅰ 劉　麟玉 最新初等科音楽教育法　改訂版 音楽之友社 1846

火 5・6 音楽　Ⅰ 劉　麟玉 最新初等科音楽教育法　改訂版 音楽之友社 1846

火 3・4 初等教科教育法　国語 中谷・棚橋 小学校学習指導要領解説　国語編 東洋館出版社 112

火 5・6 初等教科教育法　国語 中谷・棚橋 小学校学習指導要領解説　国語編 東洋館出版社 112

火 5・6 学校経営と学校図書館 渡辺良枝 シリーズ学校図書館学第１巻　学校経営と学校図書館 全国学校図書館協議会 1555

火 5・6 障害児医学演習 根來秀樹 お母さんのための児童精神医学 日本評論社 1555

火 5・6 授業方法と学習形態の工夫 小柳和喜雄 新教師論 ミネルヴァ書房 2332

火 7・8 音楽実技 劉　麟玉 弾きながらコード・ネームが学べる 音楽之友社 1263 4/中旬入荷予定

火 7・8 授業方法と学習形態の工夫 小柳和喜雄 新教師論 ミネルヴァ書房 2332

火 7・8 学校経営と学校図書館 渡辺良枝 シリーズ学校図書館学第１巻　学校経営と学校図書館 全国学校図書館協議会 1555

火 7・8 中等教科教育法Ⅰ美術 竹内晋平 中学校学習指導要領解説　美術編 日本文教出版 88

火 7・8 中等教科教育法Ⅰ美術 竹内晋平 美術資料　最新版 秀学社 739 割引なし

火 7・8 初等教科教育法　社会 岩本廣美 楽しく学ぶ小学生の地図帳 帝国書院 483

火 7・8 地域生活論 立松麻衣子 こうして女性は強くなった。家庭面の１００年 中央公論新社 1360

火 9・10 合唱 大谷圭介 モーツァルト : レクイエム 全音楽譜出版社 1263

火 9・10 学校安全 藤田大輔 教師のための学校安全　改訂版 学習研究社 2052 割引なし

火 11・12 《院》　社会科内容論（法学領域） 佐野　誠 憲法　第六版 岩波書店 3013

水 1・2 化学概論Ⅰ 山崎祥子 一般化学　（三訂版） 裳華房 2235

水 1・2 生徒指導（進路指導を含む）・教育相談Ⅰ中等 山田陽平 生徒指導提要 教育図書 268

水 3・4 健康科学論（双方向遠隔授業） 森　孝宏 新図説　精神分析的面接入門 誠信書房 2721

水 3・4 食品学 佐藤典子 食品学 講談社 2721

水 3・4 食品学 佐藤典子 　新ビジュアル食品成分表 大修館書店 972

水 3・4 漢文学演習 橋本昭典 諸子精選 笠間書院 1458

水 3・4 法学概論 佐野　誠 法学講義―基礎へのアプローチ（第２版） 世界思想社 1263

木 1・2 教育心理学 豊田弘司 教育心理学Ⅰ　発達と学習 サイエンス社 2138

木 3・4 平和のための教育（双方向遠隔授業） 山田　正行 希望への扉－心に刻み伝えるアウシュビッツ 同時代社 2430

木 3・4 平和のための教育（双方向遠隔授業） 山田　正行 平和教育の思想と実践 同時代社 4374

木 3・4 平和のための教育（双方向遠隔授業） 山田　正行 戦中戦後 同時代社 2138

木 5・6 教育経営行政論 井深雄二 教育の法と制度 学文社 1944

木 7・8 スポーツ指導方法論　　【参考図書】 田附俊一 子どものボールゲームバルシューレ 創文企画 1749

木 7・8 学習指導と学校図書館 村田正廣 確かな勉強法 探究社 1749

木 7・8 中等教科教育法　国語 中谷いずみ 中学校学習指導要領解説　国語編 東洋館出版社 132

木 9・10 美術概論 永井隆則 モダン・アート論再考 思文閣出版 2721

木 9・10 美術概論 永井隆則 探求と方法 晃洋書房 2916

木 9・10 美術概論 永井隆則 フランス近代美術史の現在 三元社 3110

木 9・10 美術概論　　　　　　　（推薦図書） 永井隆則  もっと知りたいセザンヌ 東京美術 1749

木 9・10 数理統計学　Ⅰ 高木祥司 統計学講義 裳華房 2041

金 1・2 分析化学 堀田弘樹 化学平衡の基礎 学術図書出版社 1652

金 1・2 日本文学史Ⅰ 有馬義貴 重点整理　新・国文学史ノート 日栄社 330

金 1・2 中等教科教育法音楽Ⅰ 劉　麟玉 最新中等科音楽教育法　改訂版 音楽之友社 2721

金 3・4 日本国憲法 佐野　誠 ポケット六法　平成２６年版 有斐閣 1800

金 5・6 初等教科教育法　算数 舟橋友香 小学校学習指導要領解説　算数編　 東洋館出版社 231

金 5・6 初等教科教育法　算数 舟橋友香 新編　算数科教育研究　改訂版 学芸図書 1749

金 5・6 初等教科教育法　算数 近藤　裕 小学校学習指導要領解説　算数編　 東洋館出版社 231

金 7・8 中等教科教育法Ⅲ美術 宇田秀士 カラー版　20世紀の美術　増補新装 美術出版社 2430

金 7・8 中等教科教育法Ⅲ美術 宇田秀士 中学校学習指導要領解説　美術編 日本文教出版 88

金 7・8 中等教科教育法Ⅲ美術 宇田秀士 美術資料　最新版 秀学社 739 未入荷　割引なし

金 7・8 倫理学 樋口善郎 ちくま学芸文庫　私たちはどう生きるべきか 筑摩書房 1458

金 7・8 育児学 中川　愛 新保育学　改訂５版 南山堂　 1846

金 7・8 知的障害の医学 根來秀樹 お母さんのための児童精神医学 日本評論社 1555

金 7・8 《院》　社会科内容論（法学領域） 佐野　誠 憲法　第六版 岩波書店 3013

金 9・10 漢文学概説 橋本昭典 漢文入門 和泉書院 1166

金 9・10 基礎数学　（解析） 河上　哲 微分積分概論　新訂版 サイエンス社 1701

　　２０１５年度　前期テキスト一覧　〈一般）


