
書名講義名 教官名No. 学年

生協の教科書購入案内（2021年度前期）
販売期間　　4月8日（木）～4月23日（金）

購入方法　　1）　講義要目（シラバス）をよく読み、自分の履修する科目を決めてください。
　　　　　　2）　ご自分の必要とされるものを責任をもって購入してください。

乱丁、落丁以外の返品、交換はできませんのでご注意下さい。
販売終了後、売れ残ったものは、すべて返品いたします。
売れ切れたものの取り寄せは可能ですが、2～3週間かかることもございますので、期間内にお早めにお買い求めください。

教科書（参考書）リスト
お願い：「学年」および「選択」・「必修」の区分に
　　　　ついては「講義要目」にてご確認下さい。

ご注文の教科書に○
を付けて下さい

○印

↓

税抜き本体価格

割引について：組合員割引価格は本体価格の ５％引き×1.1(消費税)です。

　　　　　　　生協未加入の方には割引ができません。　必ず教科書ご購入前にご加入ください。

             また、組合員でない方は割引がありません。組合員証をご提示ください。

 ※一部割引のできない教科書もあります。

学部

Writing1 Writing Paragraphs,2nd edition1年001 3,000国際・社会

Reading and Discussion 1 Reading Advantage 3.1年002 2,640国際・社会

Listening and Speaking 1 Communication Spotlight: Intermediate.1年003 2,700国際・社会

Chinese 1 漢語口語速成・入門篇　上（第３版）
漢語口語速成・入門篇　下（第３版）セット

陳 來幸1年004 3,200共通

フランス語１ 新装　カフェ・フランセ
フィリップ エチエンヌ、川上 夏林、
岡部 ベアトリス

1年005 2,400国際・社会

French 1 Basic French PREMIUM Second Edition006 2,000国際GBC

スペイン語１ エスピギーター実りのスペイン語宮本　愛梨1年007 2,300共通

Spanish1 !Muy bien! Curso de espanol 1（英語別冊同
梱希望）

中西　知子2年008 2,600国際GBC

ドイツ語１ CD[MP3]付 新・スツェーネン１　場面で学ぶド
イツ語

井口　真一1年009 2,600共通

韓国・朝鮮語１ (A)（B) 基礎から学ぶ韓国語講座初級改訂版申 文鈺1年010 2,100国際・社会

Korean1 New カナタ Korean for Foreigners 初級1
MP3CD付き

シン・ヒョンオ2年011 4,000国際GBC

Korean1 New カナタ Korean for Foreigners ワーク
ブック　初級1

シン・ヒョンオ012 1,980国際GBC

Japanese (Language and Culture) 2 Understanding Japanese Society（お取り寄
せ）

タマシ カルメン013 5,048国際GBC

TOEIC English 1 (A) (in English) Fast Pass for the TOEICR L&R TEST, Revised
Edition

木津　久美子2年015 2,100

TOEIC English 1 (B)
STEP-UP SKILLS FOR THE TOEIC LISTENING AND
READING TEST LEVEL2- 一歩上を目指すTOEIC
LISTENING AND READING TEST：LEVEL2-

高松 琢麻2年016 1,700共通

TOEFL English 1 (B) Boost Your English ? Practice for TOEFL
ITP 1

河田　康裕2年017 2,500共通

Business English 1 Business EncountersMyles　MacAuley2年018 2,100

Presenting Japan to the World 1 Enjoyable Tourist Brochure for English
Writing

瀬良 晴子2年020 2,000共通

中国語１ 好きです・中国語（会話編）
易 星星、于 雪亭、宋 晴美、沈
揚、陸 海平

1年021 2,300共通

Intermediate Written CommunicationⅠ(E) Winning Presentations―動画で学ぶ英語プレ
ゼンテーション‐覚えておきたい８つのモデル

非常勤講師1年022 2,500国際商経

中国語コミュニケーション Ⅲ （経済学部・専
門関連科目） アップグレード中国語沈 揚2年023 2,700国際商経

情報処理基礎 30時間アカデミック 情報リテラシー
Office2016

秋吉　一郎、井倉 法久、永野　真
理子、木庭 淳、西出 哲人

1年030 1,300国際・社会

情報リテラシー 30時間アカデミック 情報リテラシー
Office2016

秋吉　一郎1年031 1,300国際・社会

情報科学概論 事例でわかる情報モラル 〈２０２１〉 - ３０
テーマ

古隅 弘樹1年032 500社会情報

法学 （全学共通科目） はじめての法律学―ＨとＪの物語 （第６版）濱田　洋1年033 1,700共通

統計学 (A)（全学共通科目） 新版 確率統計山本　岳洋1年034 1,600共通

兵庫県立大学生活協同組合　神戸商科キャンパス店



書名講義名 教官名No. 学年○印 税抜き本体価格学部

統計学 統計学 改訂版貝瀬 徹1年035 3,200共通

微分積分 （経済学部・専門関連科目） 入門微分積分西中　恒和2年036 1,900国際商経

経済史 （経済学部・専門教育科目） 経済史：いまを知り、未来を生きるために齋藤　翔太朗
2年3年

4年037 4,000

政治経済学a これからの経済原論松山　直樹1年038 2,000国際商経

計量経済学 （経済学部・専門教育科目） 入門　計量経済学車井 浩子039 2,500国際商経

環境法 （経済学部・専門教育科目） エネルギー政策の新展開：電力・ガス自由化に
伴う課題の解明

草薙 真一1年040 2,600国際商経

グローバル市民社会論 （全学共通科目） ひょうごとアジアの市民活動;NPO･NGO･ボラン
ティアを学ぶ

野津 隆志1年041 1,800共通

法律学概説 （経済学部・専門教育科目） 判例法学 第5版草薙 真一1年042 2,600国際商経

会社法 （国際商経・専門科目） 現代商法入門 第11版下中 和人043 2,000

国際経済法 国際経済法　第3版岩瀬 真央美044 3,900

国際経済法 新版　国際関係法入門岩瀬 真央美045 2,500

管理会計論 （経営学部・専門科目） 管理会計・入門　第４版頼 誠2年046 2,300

簿記論Ⅰ （国際商経・専門科目） 検定簿記講義／３級商業簿記〈２０２１年度
版〉

兵頭 和花子047 800国際商経

簿記論Ⅰ （国際商経・専門科目） 検定　簿記ワークブック　３級／商業簿記
（第７版）

兵頭 和花子048 800国際商経

簿記論Ⅰ （社会情報・専門科目） いちばんわかる日商簿記3級の教科書土田 俊也1年049 1,100社会情報

社会保障政策論 （国際商経・専門科目） はじめての社会保障―福祉を学ぶ人へ （第１
７版）

菅 万理2年050 1,800国際商経

組織行動論 (国際商経/専門科目） 組織行動論（ベーシック+）高階 利徳2年051 2,400国際商経

ミクロ経済学Ⅰ （社会情報・専門科目） マンキュー経済学（第4版）ミクロ編三宅 敦史2年052 4,000社会情報

ミクロ経済学　 マンキュー経済学（第4版）ミクロ編清水　隆則1年2年053 4,000社会情報

財務会計(Ａ) 財務会計講義(第22版)土田 俊也054 3,800会計研究科

監査概論 監査実務ハンドブック 2021年版渡邉　泰宏055 6,500会計研究科

企業法概論 手にとるようにわかる会社法入門西口 竜司056 1,600会計研究科

原価計算Ⅰ 入門原価計算 （第２版）北山 久恵057 2,800会計研究科

心理学 （全学共通科目） スーパーエッセンス心理学石田　潤1年058 2,500共通

芸術学 （全学共通科目） ベートーヴェン　ピアノ・ソナタ全作品解説横原　千史1年059 2,200共通

Japanese (Language and Culture) 2 Understanding Japanese Society（お取り寄
せ）

タマシ カルメン060 5,048国際GBC

現代の経営問題 （全学共通科目） 働き方とイノベーション山口 隆英1年061 2,300

地球の営みと災害 （全学共通科目） 災害多発の今だからこそ　地球の恵みに感謝!森永 速男1年062 1,750共通

民商法 （経済学部・専門教育科目） 民事法入門　第8版岩瀬 真央美064 1,800

企業法概論 （国際商経・専門科目） 商法総則・商行為法のポイント解説下中 和人065 1,000国際商経

プログラミングⅡ （社会情報・専門科目） 実践力を身につけるPythonの教科書湯本 高行2年066 2,580社会情報

データ構造とアルゴリズム (社会情報・専門
科目）

データ構造とアルゴリズム（データサイエンス
大系）

大島　裕明2年067 2,000社会情報

線形代数Ⅱ （社会情報・専門科目） 線形代数学　初歩からジョルダン標準形へ藤江 哲也2年068 1,900社会情報

データ分析演習 （社会情報・専門科目） 東京大学のデータサイエンティスト育成講座
～Pythonで手を動かして学ぶデ―タ分析～

川嶋　 宏彰2年069 2,980社会情報

社会調査法 （社会情報・専門科目） 社会調査法入門川向 肇3年4年070 2,500
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書名講義名 教官名No. 学年○印 税抜き本体価格学部

マクロ経済学Ⅰ （社会情報・専門科目） アセモグル＝レイブゾン＝リスト『マクロ経済
学』

野間 敏克2年071 3,800社会情報

簿記論Ⅰ ALFA2級課程　商業簿記 3冊セット沼 智博2年072 3,410国際商経

Reading and Discussion 1 GBC英語教科書073 3,750国際GBC

監査論 はじめてまなぶ監査論渡邉　泰宏074 2,300国際商経

流通論 1からの流通論上瀬　昭司075 2,400

原価計算論 （経営学部・専門科目） エッセンシャル原価計算福田　直樹076 2,600

機械学習 フリーソフトではじめる機械学習入門 第２版川嶋　 宏彰3年077 3,600社会情報

Living as Global Citizens田中キャサリンマリー078 2,300

Practical Japanese I 　他 テーマ別中級から学ぶ日本語首藤　美香079 2,300国際商経

教育原論 （教職課程科目） 新版　よくわかる教育学原論水田 聖一080 2,800

教職論 （教職課程科目） 教職入門 - 未来の教師に向けて （新訂）中村　恵081 1,900

社会情報科学概論 Pythonによるビジネスデータサイエンス　1
データサイエンス入門

082 2,500

兵庫県立大学生活協同組合　神戸商科キャンパス店


