
【人 文 社 会 科 学 部】
★同じ講義名でも教員によって教科書が異なります。教員名もご確認ください。
★購入時のレシートは捨てずに保管してください。大学の都合で受講できなくなった場合のみ、返品のご相談を承ります。※未使用品であることと、購入時のレシートが必要です。

【１年】

曜 時限 講義名 担当教員
教科書/

参考書

テキスト

コード
書名 出版社 税込価格

教科書 TH020 民法（全） （第２版） 有斐閣 ¥5,060

教科書 eTH020 【電子版】民法（全） （第２版） 有斐閣 ¥5,060

社会学 羽渕一代 教科書 TH006 社会学史 講談社 ¥1,540

簿記システムI 加藤惠吉 教科書 TH029 検定簿記講義／３級商業簿記〈２０２１年度版〉 中央経済社 ¥880

簿記システムI 加藤惠吉 教科書 TH030 検定 簿記ワークブック ３級／商業簿記 （第７版） 中央経済社 ¥880

水 5･6 公法学 伊藤健 教科書 TH026 憲法〈２〉人権 （第２版） 日本評論社 ¥2,090

水 5･6 公法学 伊藤健 教科書 TH027 憲法判例 （第８版） 有斐閣 ¥3,630

【２年】

曜 時限 講義名 担当教員
教科書/

参考書

テキスト

コード
書名 出版社 税込価格

経済法律基礎演習II(2) 山本康裕 教科書 TH017 マクロ経済学 第２版 日本評論社 ¥3,080

経済法律基礎演習II〈３〉 桑波田浩之 教科書 TH008 ミクロ経済学 第3版 岩波書店 ¥3,080

英語コミュニケーションＣ〈１〉(20H) 小野寺進 教科書 TH010
21st Century Communication Level 2 : Student with

Online Workbook

センゲージ ラーニ

ング株式会社
¥3,509

英語コミュニケーションＣ〈２〉(20H) 高内悠貴 教科書 TH011
American English File: Level 3: Student Book With Online

Practice 3rd ed.

オックスフォード大

学出版局株式会社
¥3,520

経済学演習Ｂ (20H) 小谷田文彦 教科書 TH025 経済学ベーシックゼミナール 実務教育出版 ¥3,080

月 7･8 公共政策論 伊藤健 教科書 TH028 憲法〈１〉総論・統治 （第２版） 日本評論社 ¥2,090

火 3･4 量的社会調査演習 古村健太郎 教科書 TH019 入門・社会調査法―２ステップで基礎から学ぶ （第４版） 法律文化社 ¥2,750

企業経営史II 林彦櫻 教科書 TH022 日本経営史 有斐閣 ¥3,740

社会保障制度論 渋田美羽 教科書 TH023 はじめての社会保障―福祉を学ぶ人へ （第１８版） 有斐閣 ¥1,980

多言語コミュニケーションＣ（中国語）(20H) 楊天曦 教科書 TH001 もっと話そう！異文化おもしろ体験中級中国語 朝日出版社 ¥2,420

 英米文学Ｂ 堀智弘 教科書 TH018 An Outline of American Literature. その他 ¥3,256

市場法制度論 ⾧谷河亜希子 教科書 TH021 経済法への誘い 八千代出版 ¥3,300

3･4 法学演習Ｂ (20H) 渋田美羽 教科書 TH024 労働判例百選 （第９版） 有斐閣 ¥2,640

英語コミュニケーションＤ〈１〉(20H) 畑中杏美 教科書 TH012
Pathways: Reading, Writing, and Critical Thinking Book 2 :

Split 2B with Online Workbook Access Code 2nd ed.

センゲージ ラーニ

ング株式会社
¥3,091

英語コミュニケーションＤ〈２〉(20H) 澤田真一 教科書 TH013
Pathways: Reading, Writing, and Critical Thinking Book 2 :

Split 2B with Online Workbook Access Code 2nd ed.

センゲージ ラーニ

ング株式会社
¥3,091

財務会計II 内藤周子 教科書 TH004 エッセンシャル連結会計（第２版） 中央経済社 ¥2,750

多言語コミュニケーションＤ（中国語）(20H) 楊天曦 教科書 TH002 ひとめぼれ中国語 朝日出版社 ¥2,310

7･8 産業立地論 桑波田浩之 教科書 TH007 国際経済学 第３版 岩波書店 ¥3,190

管理会計 小杉雅俊 教科書 TH005 管理会計入門ゼミナール （改訂版） 創成社 ¥2,420

【３年】

曜 時限 講義名 担当教員
教科書/

参考書

テキスト

コード
書名 出版社 税込価格

言語コミュニケーション実習IIＢ（多言語）中

国語
楊天曦 教科書 TH003 日中いぶこみ１２景 朝日出版社 ¥2,530

言語コミュニケーション実習IIＢ（多言語）ド

イツ語
永本哲也 教科書 TH009 時事ドイツ語 ２０２１年度版 朝日出版社 ¥2,090

言語コミュニケーション実習IIＢ（英語）

〈１〉（19H以前）

アラステアバト

ラー
教科書 TH014

Grammar and Beyond Level 3 : Student's Book B with

Writing Skills Interactive Pack
株式会社Cambridge

University Press Japan
¥2,640

言語コミュニケーション実習IIＢ（英語）

〈２〉（19H以前）
堀智弘 教科書 TH015

Pathways: Reading, Writing, and Critical Thinking Book 2 :

Student Book with Online Workbook Access Code 2nd ed.

センゲージ ラーニ

ング株式会社
¥3,597

【４年】

曜 時限 講義名 担当教員
教科書/

参考書

テキスト

コード
書名 出版社 税込価格

月・

木
7･8 言語コミュニケーション実習IIIＢ（英語） 内海淳 教科書 TH016

A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and

Dissertations:Chicago Style for Students and

Researchers, 9th ed. '18

その他 ¥2,552

7･8

金
3･4

集中講義

吉村顕真私法学7･8月

月・

木

7･8

3･4

火 7･8

月

7･8

3･4

水

3･4

5･6

木


