
2021年度後期　教科書販売一覧表　【造形学部　建築学科】
【販売会場】紀伊國屋書店愛知産業大学ブックセンター（コミュニティ・ホール1階）

【販売日時】WEB販売　9/16（木）0：00～10/11（月）23:59　毎週水曜（月曜23：59までのご注文分）発送致します

　　 　　　　　店頭販売  9/16（木）･17(金)･22(水)・29(水)　10：00～14：00

                             10/1(金)～10/15（金） 9:30～16：00　※土日祝除く

【販売について】販売価格は、本体価格を5％割引した価格に消費税10％掛けた金額です。

　　　　　　　　　　店頭購入時、冊数によって合計金額に数円の誤差が生じる場合がございます。ご了承下さい。

　　　 　       　　「予約販売」と表示のある教科書は、ご注文後に出版社より取り寄せとなる為、入荷までに日数がかかります。ご了承ください。

氏名 学生番号 電話番号

学年 分類 科目名 担当者名 注文 教科書No. 教科書名 出版社 税込販売価 備考

【選択】プレゼンテーションツール(前期「情報リテラシー」同テキスト)
加藤　成明／西田　郁子／
金久保　正明／下平　芳久

A004a ３０時間アカデミックＯｆｆｉｃｅ２０１９ 実教出版 1,358

【選択】哲学 吉田　修 A005a 記入式ようこそ哲学の世界へ 第3版 三恵社 1,193

【選択必修】英語コミュニケーションB(工教選必) 各務　行雅 A006b Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ　Ａｂｒｏａｄ センゲ－ジラ－ニング 2,246

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 A007a 新完全マスタ－読解　日本語能力試験Ｎ２ スリ－エ－ネットワ－ク 1,463

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 A008a 新完全マスタ－聴解　日本語能力試験Ｎ２ スリ－エ－ネットワ－ク 1,672

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 A009a 新完全マスタ－読解　日本語能力試験Ｎ１ スリ－エ－ネットワ－ク 1,463

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 A010a 新完全マスタ－聴解　日本語能力試験Ｎ１ スリ－エ－ネットワ－ク 1,672

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 Y001a 日本語総まとめＮ２語彙［英語・中国語：韓国語訳] アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 Y002a 日本語総まとめＮ２語彙［英語・ベトナム語訳］ アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 Y003a 日本語総まとめＮ２文法［英語・中国語：韓国語訳] アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 Y004a 日本語総まとめＮ２文法［英語・ベトナム語訳］ アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 Y005a 日本語総まとめＮ１語彙［英語・中国語：韓国語訳] アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 Y006a 日本語総まとめＮ１語彙［英語・ベトナム語訳］ アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 Y007a 日本語総まとめＮ１文法［英語・中国語：韓国語訳] アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 Y008a 日本語総まとめＮ１文法［英語・ベトナム語訳］ アスク出版 1,254 予約販売

【必修】インテリアエレメント(工教必) 加藤　吉宏 A015 商空間のデザインエレメント 学芸出版社 2,717

【必修】住宅プランニング(工教必) 竹内　孝治 A016 住宅 彰国社 2,299

【必修】基礎製図Ⅱ
秋田　美穂／宮﨑　晋一／
岩月　美穂／朝岡　真実

A017 見てすぐつくれる建築模型の本 彰国社 2,090

【選択】建築ものづくり広場
竹内　孝治／宮﨑　晋一／
岡田　道勝

A018 模型づくりからはじめる建築製図の基礎 彰国社 2,926

【必修】力学入門(工教必) 小椋　紀行 A019 建築構造力学 １ 静定構造力学を学ぶ 学芸出版社 2,926

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 鶴見　正史 A030a 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 今枝　千樹 A030j 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 鶴見　正史 A031a 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 今枝　千樹 A031j 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

共通 【選択】人間工学と感性 垣鍔　直／木村　光 A001a 空間デザインの原点  第２版 オ－ム社 3,448

【選択】経済学(前期「経済学概論」同テキスト) 丸山　宏 A011a Ａ／Ｌ／Ｌ　入門経済学 東洋経済新報社 3,344

【選択】フランス語 土志田　佳枝 A012a セ・ボン！ 駿河台出版社 2,299

【選択】環境デザインⅡ前期「環境デザインⅠ」同テキスト 宇野　勇治 A020 図説やさしい建築環境 学芸出版社 2,926

【必修】建築CADⅡ(工教必) 栗原　健太郎 A021a ＡＲＣＨＩＣＡＤ２１ではじめるＢＩＭ設計入門［企画設計編］ エクスナレッジ 3,762

【必修】建築CADⅡ(工教必) 宮坂　英司 A021b ＡＲＣＨＩＣＡＤ２１ではじめるＢＩＭ設計入門［企画設計編］ エクスナレッジ 3,762

【必修】建築施工(工教必) 今西　貴美 A022 図説やさしい建築施工 改訂版 学芸出版社 3,135

【選択】福祉住環境学(建築開放科目　工教選) 高木　清江 A023a 福祉住環境コ－ディネ－タ－検定試験２級公式テキスト 改訂５版 東京商工会議所 4,702

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 鶴見　正史 A030d 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 今枝　千樹 A030m 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 鶴見　正史 A031d 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 今枝　千樹 A031m 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

【選択】戦略と流通(総合経営開放科目) 伊藤　万知子 A035a 最新流通論 創成社 2,612

【選択】現代文化論 三苫　民雄 A013a 間違いの効用 創造的な社会へ向けて ふくろう出版 2,090

【選択】中国語B(前期「中国語Ａ」同テキスト) 王　平 A014a 中国語はじめの一歩 最新２訂版 白水社 2,299

【選択】福祉住環境学(建築開放科目　工教選) 高木　清江 A023d 福祉住環境コ－ディネ－タ－検定試験２級公式テキスト 改訂５版 東京商工会議所 4,702

【選択】居住文化論(建築開放科目) 竹内　孝治 A024a 私たちの住まいと生活 彰国社 2,508

【選択】建築と経済(建築開放科目) 竹内　孝治 A025a 初めての建築積算 改訂版 学芸出版社 2,926

【選択】木造設計演習Ⅱ(工教選) 宇野　勇治 A027 世界で一番くわしい木造住宅 建築知識 エクスナレッジ 3,344

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 鶴見　正史 A030g 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 今枝　千樹 A030p 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 鶴見　正史 A031g 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 今枝　千樹 A031p 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

【選択】戦略と流通(総合経営開放科目) 伊藤　万知子 A035d 最新流通論 創成社 2,612

【必修】キャリアデザインⅡ(再履修4年生対象) 鶴見　正史 A002a プレステップキャリアデザイン 第５版 弘文堂 1,881

【必修】スタディスキルⅡ(再履修4年生対象) 諸江　哲男 A003a 大学生学びのハンドブック 勉強法がよくわかる！ ５訂版 世界思想社 1,254

【教職課程】

学年 分類 科目名 担当者名 注文 教科書No. 教科書名 出版社 税込販売価 備考

1年 教職 【必修】教育原理(教職) 近藤　茂明 A040a 教育思想史 有斐閣 2,299

2年 教職 【必修】特別支援教育(教職) 伊澤　裕司 A041a 特別支援教育 アクティベ－ト教育学７ ミネルヴァ書房 2,090

1年

2年

3年

4年

教養

専門

教養

専門

教養

専門

教養

1/4



2021年度後期　教科書販売一覧表　【経営学部　総合経営学科】
【販売会場】紀伊國屋書店愛知産業大学ブックセンター（コミュニティ・ホール1階）

【販売日時】WEB販売　9/16（木）0：00～10/11（月）23:59　毎週水曜（月曜23：59までのご注文分）発送致します

　　 　　　　　店頭販売  9/16（木）･17(金)･22(水)・29(水)　10：00～14：00

                             10/1(金)～10/15（金） 9:30～16：00　※土日祝除く

【販売について】販売価格は、本体価格を5％割引した価格に消費税10％掛けた金額です。

　　　　　　　　　　店頭購入時、冊数によって合計金額に数円の誤差が生じる場合がございます。ご了承下さい。

　　　 　       　　「予約販売」と表示のある教科書は、ご注文後に出版社より取り寄せとなる為、入荷までに日数がかかります。ご了承ください。

氏名 学生番号 電話番号

学年 分類 科目名 担当者名 注文 教科書No. 教科書名 出版社 税込販売価 備考

【選択】プレゼンテーションツール(前期「情報リテラシー」同テキスト)
加藤　成明／西田　郁子／
金久保　正明／下平　芳久

A004c ３０時間アカデミックＯｆｆｉｃｅ２０１９ 実教出版 1,358

【選択】哲学(公教必) 吉田　修 A005c 記入式ようこそ哲学の世界へ 第3版 三恵社 1,193

【選択必修】英語コミュニケーションB(公教選必,商教選必) 諸江　哲男 A006a Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ　Ａｂｒｏａｄ センゲ－ジラ－ニング 2,246

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 A007c 新完全マスタ－読解　日本語能力試験Ｎ２ スリ－エ－ネットワ－ク 1,463

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 A008c 新完全マスタ－聴解　日本語能力試験Ｎ２ スリ－エ－ネットワ－ク 1,672

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 A009c 新完全マスタ－読解　日本語能力試験Ｎ１ スリ－エ－ネットワ－ク 1,463

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 A010c 新完全マスタ－聴解　日本語能力試験Ｎ１ スリ－エ－ネットワ－ク 1,672

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 Y001c 日本語総まとめＮ２語彙［英語・中国語：韓国語訳] アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 Y002c 日本語総まとめＮ２語彙［英語・ベトナム語訳］ アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 Y003c 日本語総まとめＮ２文法［英語・中国語：韓国語訳] アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 Y004c 日本語総まとめＮ２文法［英語・ベトナム語訳］ アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 Y005c 日本語総まとめＮ１語彙［英語・中国語：韓国語訳] アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 Y006c 日本語総まとめＮ１語彙［英語・ベトナム語訳］ アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 Y007c 日本語総まとめＮ１文法［英語・中国語：韓国語訳] アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 Y008c 日本語総まとめＮ１文法［英語・ベトナム語訳］ アスク出版 1,254 予約販売

【選択】企業とCSR(商教必) 小野　琢 A028 現代の経営学 税務経理協会 2,821

【選択】日本の経営文化 今枝　千樹 A029 ケ－スに学ぶ経営学 第３版 有斐閣 2,821

【必修】簿記Ⅰ(総合経営開放科目　商教必　前期「現代生活と会計」同
テキスト)

鶴見　正史 A030c 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【必修】簿記Ⅰ(総合経営開放科目　商教必　前期「現代生活と会計」同
テキスト)

今枝　千樹 A030l 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【必修】簿記Ⅰ(総合経営開放科目　商教必　前期「現代生活と会計」同
テキスト)

鶴見　正史 A031c 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

【必修】簿記Ⅰ(総合経営開放科目　商教必　前期「現代生活と会計」同
テキスト)

今枝　千樹 A031l 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

共通 【選択】人間工学と感性 垣鍔　直／木村　光 A001c 空間デザインの原点  第２版 オ－ム社 3,448

【選択】経済学(前期「経済学概論」同テキスト) 丸山　宏 A011c Ａ／Ｌ／Ｌ　入門経済学 東洋経済新報社 3,344

【選択】フランス語 土志田　佳枝 A012c セ・ボン！ 駿河台出版社 2,299

【選択】福祉住環境学(建築開放科目) 高木　清江 A023c 福祉住環境コ－ディネ－タ－検定試験２級公式テキスト 改訂５版 東京商工会議所 4,702

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目　商教必　2020年前期「現代生活と会計」同テキスト)鶴見　正史 A030f 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目　商教必) 今枝　千樹 A030o 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目　商教必) 鶴見　正史 A031f 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目　商教必) 今枝　千樹 A031o 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

【選択】コンピュータ会計(商教選) 鶴見　正史 A032 コンピュ－タ会計応用テキスト 弥生会計　令和３年度版 実教出版 2,090

【必修】経営組織論(商教選) 草田　清章 A034a 経営組織 日本経済新聞出版 898

【必修】経営組織論(商教選) 草田　清章 A034b 経営組織 日本経済新聞出版 898

【選択】戦略と流通(総合経営開放科目　商教選) 伊藤　万知子 A035c 最新流通論 創成社 2,612

【選択】労働法 三田村　浩 A036 労働法 第３版 有斐閣 1,985

【選択】現代文化論 三苫　民雄 A013c 間違いの効用 創造的な社会へ向けて ふくろう出版 2,090

【選択】中国語B(前期「中国語Ａ」同テキスト) 王　平 A014c 中国語はじめの一歩 最新２訂版 白水社 2,299

【選択】福祉住環境学(建築開放科目) 高木　清江 A023f 福祉住環境コ－ディネ－タ－検定試験２級公式テキスト 改訂５版 東京商工会議所 4,702

【選択】居住文化論(建築開放科目) 竹内　孝治 A024c 私たちの住まいと生活 彰国社 2,508

【選択】建築と経済(建築開放科目) 竹内　孝治 A025c 初めての建築積算 改訂版 学芸出版社 2,926

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目　商教必) 鶴見　正史 A030i 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目　商教必) 今枝　千樹 A030r 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目　商教必) 鶴見　正史 A031i 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目　商教必) 今枝　千樹 A031r 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

【選択】戦略と流通(総合経営開放科目　商教選) 伊藤　万知子 A035f 最新流通論 創成社 2,612

【選択】企業データ分析と活用(商教選) 鶴見　正史 A037 ビジネス会計検定試験公式テキスト３級 第４版 中央経済社 1,672

【選択】国際関係法(公教必) 土志田　佳枝 A038 ビジュアルテキスト国際法 第２版 有斐閣 2,508

【選択】国際経営と戦略(商教選) 西田　郁子 A039 国際経営 第5版 有斐閣 2,090

【必修】キャリアデザインⅡ(再履修4年生対象) 鶴見　正史 A002c プレステップキャリアデザイン 第５版 弘文堂 1,881

【必修】スタディスキルⅡ(再履修4年生対象) 諸江　哲男 A003c 大学生学びのハンドブック 勉強法がよくわかる！ ５訂版 世界思想社 1,254

【教職課程】

学年 分類 科目名 担当者名 注文 教科書No. 教科書名 出版社 税込販売価 備考

1年 教職 【必修】教育原理(教職) 近藤　茂明 A040c 教育思想史 有斐閣 2,299

2年 教職 【必修】特別支援教育(教職) 伊澤　裕司 A041c 特別支援教育 アクティベ－ト教育学７ ミネルヴァ書房 2,090

3年 教職 【必修】商業科教育法Ⅰ(教職) 伊藤　浩 Y010 高等学校学習指導要領解説　商業編 平成３０年告示 実教出版 776 予約販売

4年

3年

2年

1年

教養

専門

教養

専門

教養

専門

教養
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2021年度後期　教科書販売一覧表　【造形学部　ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｽﾏｰﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ学科】
【販売会場】紀伊國屋書店愛知産業大学ブックセンター（コミュニティ・ホール1階）

【販売日時】WEB販売　9/16（木）0：00～10/11（月）23:59　毎週水曜（月曜23：59までのご注文分）発送致します

　　 　　　　　店頭販売  9/16（木）･17(金)･22(水)・29(水)　10：00～14：00

                             10/1(金)～10/15（金） 9:30～16：00　※土日祝除く

【販売について】販売価格は、本体価格を5％割引した価格に消費税10％掛けた金額です。

　　　　　　　　　　店頭購入時、冊数によって合計金額に数円の誤差が生じる場合がございます。ご了承下さい。

　　　 　       　　「予約販売」と表示のある教科書は、ご注文後に出版社より取り寄せとなる為、入荷までに日数がかかります。ご了承ください。

氏名 学生番号 電話番号

学年 分類 科目名 担当者名 注文 教科書No. 教科書名 出版社 税込販売価 備考

【選択】プレゼンテーションツール(前期「情報リテラシー」同テキスト)
加藤　成明／西田　郁子／
金久保　正明／下平　芳久

A004b ３０時間アカデミックＯｆｆｉｃｅ２０１９ 実教出版 1,358

【選択】哲学 吉田　修 A005b 記入式ようこそ哲学の世界へ 第3版 三恵社 1,193

【選択必修】英語コミュニケーションB(工教選必) 各務　行雅 A006c Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ　Ａｂｒｏａｄ センゲ－ジラ－ニング 2,246

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 A007b 新完全マスタ－読解　日本語能力試験Ｎ２ スリ－エ－ネットワ－ク 1,463

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 A008b 新完全マスタ－聴解　日本語能力試験Ｎ２ スリ－エ－ネットワ－ク 1,672

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 A009b 新完全マスタ－読解　日本語能力試験Ｎ１ スリ－エ－ネットワ－ク 1,463

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 A010b 新完全マスタ－聴解　日本語能力試験Ｎ１ スリ－エ－ネットワ－ク 1,672

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 Y001b 日本語総まとめＮ２語彙［英語・中国語：韓国語訳] アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 Y002b 日本語総まとめＮ２語彙［英語・ベトナム語訳］ アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 Y003b 日本語総まとめＮ２文法［英語・中国語：韓国語訳] アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語中級(留学生対象　前期「日本語中級」同テキスト) 王　平 Y004b 日本語総まとめＮ２文法［英語・ベトナム語訳］ アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 Y005b 日本語総まとめＮ１語彙［英語・中国語：韓国語訳] アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 Y006b 日本語総まとめＮ１語彙［英語・ベトナム語訳］ アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 Y007b 日本語総まとめＮ１文法［英語・中国語：韓国語訳] アスク出版 1,254 予約販売

【選択必修】日本語上級(留学生対象　前期「日本語上級」同テキスト) 下平　芳久 Y008b 日本語総まとめＮ１文法［英語・ベトナム語訳］ アスク出版 1,254 予約販売

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 鶴見　正史 A030b 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 今枝　千樹 A030k 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 鶴見　正史 A031b 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 今枝　千樹 A031k 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

【選択】工業概論(工教必)
宇井　朗浩／木村　光／廣
瀬　伸行

Y009 高等学校学習指導要領解説　工業編 平成３０年告示 実教出版 1,399 予約販売

共通 【選択】人間工学と感性 垣鍔　直／木村　光 A001b 空間デザインの原点  第２版 オ－ム社 3,448

【選択】経済学(前期「経済学概論」同テキスト) 丸山　宏 A011b Ａ／Ｌ／Ｌ　入門経済学 東洋経済新報社 3,344

【選択】フランス語 土志田　佳枝 A012b セ・ボン！ 駿河台出版社 2,299

【選択】福祉住環境学(建築開放科目　工教選) 高木　清江 A023b 福祉住環境コ－ディネ－タ－検定試験２級公式テキスト 改訂５版 東京商工会議所 4,702

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 鶴見　正史 A030e 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 今枝　千樹 A030n 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 鶴見　正史 A031e 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 今枝　千樹 A031n 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

【選択】戦略と流通(総合経営開放科目) 伊藤　万知子 A035b 最新流通論 創成社 2,612

【選択】現代文化論 三苫　民雄 A013b 間違いの効用 創造的な社会へ向けて ふくろう出版 2,090

【選択】中国語B(前期「中国語Ａ」同テキスト) 王　平 A014b 中国語はじめの一歩 最新２訂版 白水社 2,299

【選択】福祉住環境学(建築開放科目　工教選) 高木　清江 A023e 福祉住環境コ－ディネ－タ－検定試験２級公式テキスト 改訂５版 東京商工会議所 4,702

【選択】居住文化論(建築開放科目) 竹内　孝治 A024b 私たちの住まいと生活 彰国社 2,508

【選択】建築と経済(建築開放科目) 竹内　孝治 A025b 初めての建築積算 改訂版 学芸出版社 2,926

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 鶴見　正史 A030h 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 今枝　千樹 A030q 複式簿記概説 財務報告の方法と論理 五絃舎 2,717

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 鶴見　正史 A031h 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

【選択】簿記Ⅰ(総合経営開放科目) 今枝　千樹 A031q 演習財務諸表作成の基礎 第２版 五絃舎 1,567

【選択】戦略と流通(総合経営開放科目) 伊藤　万知子 A035e 最新流通論 創成社 2,612

【必修】キャリアデザインⅡ(再履修4年生対象) 鶴見　正史 A002b プレステップキャリアデザイン 第５版 弘文堂 1,881

【必修】スタディスキルⅡ(再履修4年生対象) 諸江　哲男 A003b 大学生学びのハンドブック 勉強法がよくわかる！ ５訂版 世界思想社 1,254

【教職課程】

学年 分類 科目名 担当者名 注文 教科書No. 教科書名 出版社 税込販売価 備考

1年 教職 【必修】教育原理(教職) 近藤　茂明 A040b 教育思想史 有斐閣 2,299

2年 教職 【必修】特別支援教育(教職) 伊澤　裕司 A041b 特別支援教育 アクティベ－ト教育学７ ミネルヴァ書房 2,090

1年

2年

3年

4年

教養

専門

教養

専門

教養

専門

教養
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2021年度後期　教科書販売一覧表　【大学院】
【販売会場】紀伊國屋書店愛知産業大学ブックセンター（コミュニティ・ホール1階）

【販売日時】WEB販売　9/16（木）0：00～10/11（月）23:59　毎週水曜（月曜23：59までのご注文分）発送致します

　　 　　　　　店頭販売  9/16（木）･17(金)･22(水)・29(水)　10：00～14：00

                             10/1(金)～10/15（金） 9:30～16：00　※土日祝除く

【販売について】販売価格は、本体価格を5％割引した価格に消費税10％掛けた金額です。

　　　　　　　　　　店頭購入時、冊数によって合計金額に数円の誤差が生じる場合がございます。ご了承下さい。

　　　 　       　　「予約販売」と表示のある教科書は、ご注文後に出版社より取り寄せとなる為、入荷までに日数がかかります。ご了承ください。

氏名 学生番号 電話番号

学年 分類 科目名 担当者名 注文 教科書No. 教科書名 出版社 税込販売価 備考

1年 共通 【選択】技術・産業論 奥田　真之 A042a 経営戦略入門 日本経済新聞出版 3,553
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