
科目名 担当教員 No テキスト 税込価格

［秋Ⅰ］サービスマネジメント論Ⅱ 服部繁一 140 講義にて指示 -

87 ベンチャー企業 起業の認識と成長のプロセス ¥3,080

88 起業論再考　調査事例からの示唆 ¥4,180

［秋Ⅰ］リーダーシップ論 高原龍二 12 産業・組織心理学TOMORROW ¥2,970

［秋Ⅰ］企業法Ⅱ 池島真策 48 ビジネススタンダード会社法 （第2版） ¥3,850

97 刑法概説 ¥2,860

9 令和5年版ポケット六法　9/21刊行予定 ¥2,200

［秋Ⅰ］経営学特殊講義（国際マーケティング論Ⅱ） 鐘井輝 70 国際マーケティング入門 ¥2,650

［秋Ⅰ］経営管理論Ⅰ 三島重顕 30 初学者のための経営学概論 ¥2,860

55 経済法―独占禁止法と競争政策 （第9版補訂） ¥2,970

9 令和5年版ポケット六法　9/21刊行予定 ¥2,200

［秋Ⅰ］財務諸表特論Ⅰ 大川裕介 76 みんなが欲しかった！税理士 財務諸表論の教科書&問題集(5)理論編 (2023年度版) ¥3,300

［秋Ⅰ］商業簿記Ⅱ 金光明雄 50 検定簿記講義 2級商業簿記 ¥935

［秋Ⅰ］情報実習Ⅱ 笹山哲 109 30時間でマスター Windows8対応 Access2013 ¥1,210

［秋Ⅰ］簿記リテラシーⅢ(２級：工業簿記) 大川裕介 100 よくわかる簿記シリーズ 合格トレーニング 日商簿記2級工業簿記 ¥1,650

［秋Ⅱ］マーケティング論Ⅱ マルチュケ 52 マーケティング原理 ¥5,280

97 刑法概説 ¥2,860

9 令和5年版ポケット六法　9/21刊行予定 ¥2,200

55 経済法―独占禁止法と競争政策 （第9版補訂） ¥2,970

9 令和5年版ポケット六法　9/21刊行予定 ¥2,200

［秋Ⅱ］言語リテラシー（実用英語） 福田圭三 146 Good Reading, Better Grammar ¥2,090

［秋Ⅱ］国際経営論Ⅱ 張又心バーバラ 19 はじめての国際経営 ¥1,980

［秋Ⅱ］財務諸表特論Ⅱ 大川裕介 76 みんなが欲しかった！税理士 財務諸表論の教科書&問題集(5)理論編 (2023年度版) ¥3,300

［秋Ⅱ］情報実習Ⅱ 笹山哲 108 30時間でマスター Windows8対応 Access2013 ¥1,210

［秋Ⅱ］人的資源管理論Ⅱ 矢野良太 119 経験から学ぶ人的資源管理 (新版) ¥3,080

［秋Ⅱ］知的財産法Ⅱ 眞島宏明 39 知的財産法入門 (第3版) ¥2,860

［変則］ファシリテーション実践 水江泰資 72 学生のためのファシリテーション入門 ¥1,430

［変則］ロジカルシンキング 水江泰資 71 コミュニケーションを整えるロジカル思考 ¥1,980

American Society and Culture 大野あずさ 128 A Young People's History of the United States ¥5,159

Pythonによるファイナンス 加藤千雄 155 scikit-learn、Keras、TensorFlowによる実践機械学習 （第２版） ¥5,280

Ｗｅｂデザイン応用 中尾伊公子 16 30時間でマスター Webデザイン改訂版 HTML5&CSS3 ¥1,430

29 近代中国史 ¥968

82 東アジア経済史 ¥3,960

アジア経済特論 山本明日香 - 講義にて指示 -

30 初学者のための経営学概論 ¥2,860

51 MOT[技術経営]入門 ¥3,300

56 21世紀型中小企業論（第3版） ¥2,420

126 イノベーション・マネジメント ¥3,278

インタラクションデザイン論 赤澤佳子 38 ＵＩデザインの基礎知識 -プログラム設計からアプリケーションデザインまで- ¥2,618

藤田里実 1 MY CAREER NOTEⅠ ADVANCE (割引なし) ¥2,640

畑一成 1 MY CAREER NOTEⅠ ADVANCE (割引なし) ¥2,640

藤田里実 1 MY CAREER NOTEⅠ ADVANCE (割引なし) ¥2,640

畑一成 1 MY CAREER NOTEⅠ ADVANCE (割引なし) ¥2,640

ゲーム理論 野津隆臣 120 ゲーム理論・入門 (新版) ¥2,090

鴨谷香 5 大阪経済大学生のためのコミュニケーションスキル ¥1,320

小川貴之 5 大阪経済大学生のためのコミュニケーションスキル ¥1,320

森岡陽介 5 大阪経済大学生のためのコミュニケーションスキル ¥1,320

草薙信照 5 大阪経済大学生のためのコミュニケーションスキル ¥1,320

明石光史 5 大阪経済大学生のためのコミュニケーションスキル ¥1,320

135 最強の社会調査入門 ¥2,530

136 楽しみの技法：趣味実践の社会学 ¥2,970

ジェンダー論 服部良子 - 講義にて指示 -

ジャーナリズム研究演習Ⅱ 城達也 - 講義にて指示 -

スポーツの理論 永松昌樹 46 スポーツルールの論理 ¥1,870

スポーツ医学 城内泰造 - 講義にて指示 -

若吉浩二 - 講義にて指示 -

楠本秀忠 - 講義にて指示 -

八尾武憲 139 スポーツ医学検定 公式テキスト 2級・3級 (改訂版) ¥2,090

髙井逸史 - 講義にて指示 -

90 スポーツ産業論 ¥1,760

91 スポーツ文化論 ¥1,980

92 スポーツマーケティング入門 ¥1,980

121 多角化視点で学ぶオリンピック・パラリンピック ¥2,750

スポーツ政策論 永松昌樹 41 スポーツの政治学 ¥2,750

スポーツ統計情報処理 西脇雅人 - 講義にて指示 -

スポーツ方法学（バスケットボール） 禿慧二 - 講義にて指示 -

出口弘 43 スッキリわかるJava入門 (第3版) ¥2,860

小川正史 43 スッキリわかるJava入門 (第3版) ¥2,860

ソーシャルメディアの社会学 團康晃 84 メディア社会論 ¥1,980

野山知子 27 はじめてのAIリテラシー ¥1,848
データサイエンス概論

イノベーション論Ⅱ

キャリアデザイン

キャリア設計

コミュニケーションスキル

蕭文嫻

相原正道

吉野忠男

四條北斗

栗城利明

四條北斗

栗城利明

團康晃

遠原智文

スポーツ産業論

スマートフォンアプリ開発基礎

コミュニケーション企画演習Ⅱ

スポーツ健康実践演習Ⅱ

アジア経済史

［秋Ⅰ］ベンチャービジネス論Ⅱ

［秋Ⅰ］刑事法

［秋Ⅰ］経済法Ⅰ

［秋Ⅱ］経済刑法

［秋Ⅱ］経済法Ⅱ



橋本和彦 103 初めの第一歩　基礎からはじめるデータサイエンス (割引なし) ¥2,200

データベース論 坂口好広 93 これだけはおさえたい データベース基礎の基礎 ¥2,728

デザインとエスノグラフィー・ワークショップⅡ 平本毅 138 まんがでわかるデザイン思考 ¥1,320

越智幹仁 9 令和5年版ポケット六法　9/21刊行予定 ¥2,200

古賀敬作 9 令和5年版ポケット六法　9/21刊行予定 ¥2,200

池島真策 9 令和5年版ポケット六法　9/21刊行予定 ¥2,200

フランスの文化と社会 山口威 143 ライシテから読む現代のフランスー政治と宗教のいまー ¥924

フランス語演習（初学者用総合） 鈴木隆芳 - 講義にて指示 -

プログラミングⅡ 森本敦志 124 Pyｔhon[完全]入門 ¥3,190

プログラミング応用 出口弘 112 確かな力が身につくC#「超」入門 （第2版） ¥2,860

ポピュラーカルチャー 大瀧友織 - 講義にて指示 -

マーケティング論Ⅱ マルチュケ 52 マーケティング原理 ¥5,280

言美伊知朗 18 入門マクロ経済学 (第6版) ¥3,080

工藤健太 14 マクロ経済学 ー入門の「一歩前」から応用まで (新版) ¥2,530

黒坂真 - 講義にて指示 -

西山博幸 73 国際化時代のマクロ経済 ¥1,980

福本智之 49 マクロ経済学の基礎 ¥2,200

マクロ経済学特論 黒坂真 - 講義にて指示 -

ミクロ経済学Ⅱ［情社］ 野村友和 144 クルーグマン ミクロ経済学 （第2版） ¥5,500

二替大輔 85 ミクロ経済学って大体こんな感じです ¥2,640

萩原誠 63 マンキュー経済学I ミクロ編 ¥4,400

野崎華世 54 ミクロ経済学の第一歩 ¥2,310

林明信 31 ミクロ経済学の基礎 ¥2,200

リーダーシップ論 高原龍二 12 産業・組織心理学TOMORROW ¥2,970

レクリエーション方法学（フィットネス）若吉浩二 - 講義にて指示 -

ロシア経済論 藤原克美 - 講義にて指示 -

宇宙の科学 青木成一郎 42 東日本大震災と災害周辺科学 （災害を科学する2) ¥3,080

衛生・公衆衛生学 三宅眞理 125 わかりやすい公衆衛生学 ¥2,420

会計と歴史 杉田武志 8 新 会計基礎論 (第2版) ¥2,640

会計概論Ⅰ 玉置賢司 8 新 会計基礎論 (第2版) ¥2,640

会計概論Ⅱ 玉置賢司 8 新 会計基礎論 (第2版) ¥2,640

岡田華奈 8 新 会計基礎論 (第2版) ¥2,640

沖野光二 8 新 会計基礎論 (第2版) ¥2,640

岩﨑勇 8 新 会計基礎論 (第2版) ¥2,640

兵頭和花子 8 新 会計基礎論 (第2版) ¥2,640

本田良巳 8 新 会計基礎論 (第2版) ¥2,640

65 みんなが欲しかった！簿記の問題集 日商簿記1級 商業簿記・会計学３ (最新版) ¥1,540

66 みんなが欲しかった！簿記の教科書 日商簿記1級 商業簿記・会計学３ （最新版） ¥1,760

会計学（中級）Ⅱ 船橋充 75 みんなが欲しかった! 簿記の教科書 日商2級 商業簿記 (第11版) ¥1,540

家族社会学 大瀧友織 - 講義にて指示 -

管理会計論Ⅱ 岡田華奈 77 エッセンシャル管理会計Ⅱ (第4版) ¥3,080

関係行政論 尾崎一浩 - 講義にて指示 -

企業ファイナンス論 小塚匡文 114 基本から本格的に学ぶ人のためのファイナンス入門 ¥2,640

企業情報システム論 中村健二 113 ビジネス情報学概論 ¥2,750

基礎経済学 野村友和 47 マンキュー 入門経済学 (第3版) ¥3,520

87 ベンチャー企業 起業の認識と成長のプロセス ¥3,080

88 起業論再考　調査事例からの示唆 ¥4,180

教育行政学 高津芳則 86 教育の法と制度 ¥2,200

教育心理学概論 久保りつ子 94 実践につながる教育心理学 (改訂版) ¥2,420

行政法各論 ソヌリ 129 行政法 ¥2,860

金融政策特論 福本智之 78 金融政策 （第2版） ¥2,530

123 刑法各論（第５版） ¥3,520

9 令和5年版ポケット六法　9/21刊行予定 ¥2,200

契約法 三木千穂 9 令和5年版ポケット六法　9/21刊行予定 ¥2,200

経営学Ⅱ 井形浩治 24 三越のイノベーションとガバナンス ¥2,750

経営学基礎 清水一 - 講義にて指示 -

経営学特殊講義（日本語表現） 辻晶子 6 「型」で身につける学びの土台 クリティカルシンキング・ロジカルシンキング ¥2,365

経営学入門 張又心バーバラ 79 1からの経営学 (第3版) ¥2,640

経営管理論Ⅰ 三島重顕 30 初学者のための経営学概論 ¥2,860

戸田信聡 32 経営組織 ¥2,640

三島重顕 30 初学者のための経営学概論 ¥2,860

経営組織論Ⅱ 本間利通 28 キャリアで語る経営組織 ¥2,310

経済学Ⅱ 村本顕理 127 入門経済学 (第4版) ¥3,300

経済学部特殊講義（American Society and Culture）大野あずさ 128 A Young People's History of the United States ¥5,159

経済学部特殊講義（外国書講読Ⅱ） 藤原克美 133 15 Topics for Tomorrow's World ¥2,090

80 金融商品取引法入門 (第8版) ¥1,430

116 スタンダード商法 商法入門 ¥2,420

経済理論基礎 隅田聡一郎 104 カール・マルクス ¥946

148 箱庭療法入門 （予約） ¥2,200

149 風景構成法－その基礎と実践－ (予約) ¥4,235

健康増進の理論 三宅眞理 132 健康・スポーツ科学講義 (第2版) ¥2,750

データサイエンス概論

ビジネス法実務

マクロ経済学基礎

ミクロ経済学基礎

会計学（初級）Ⅱ

会計学（上級）Ⅱ

起業論

刑法Ⅱ（各論）

吉野忠男

四條北斗

久保りつ子

山野加代枝

中安富紀子

経営管理論Ⅱ

経済学部特殊講義（企業取引法）

芸術療法



健康とスポーツの理論と実際(柔道) 河鰭一彦 - 講義にて指示 -

原価計算論［情社］ 浅田拓史 115 入門 原価計算 (第2版) ¥3,080

原価計算論Ⅱ 岡田華奈 - 講義にて指示 -

現代と統計 中野統英 40 コア・テキスト統計学 (第3版) ¥2,365

松田幸弘 22 心理学概論ヒューマン・サイエンスへの招待 ¥2,750

中谷桂子 22 心理学概論ヒューマン・サイエンスへの招待 ¥2,750

田中健吾 36 対人プロセスと心理的諸問題：臨床社会心理学の視座 ¥3,300

現代の数学 梶原康史 98 大学生のための基礎シリーズI 数学入門 ¥2,420

122 刑事政策（第２版） ¥3,850

9 令和5年版ポケット六法　9/21刊行予定 ¥2,200

現代経営入門Ⅱ 本間利通 79 1からの経営学 (第3版) ¥2,640

現代社会と人工知能 草薙信照 60 ビジュアルAI(人工知能) ¥1,100

交通経済論 安達晃史 130 交通経済学入門 （新版） ¥2,640

公益企業論 吉田忠彦 117 非営利組織論 ¥1,980

59 国際政治経済 ¥2,750

64 国際政治学をつかむ (新版) ¥2,420

国際経営論Ⅱ 張又心バーバラ 19 はじめての国際経営 ¥1,980

国際貿易論 西山博幸 15 国際経済学をつかむ（第2版） ¥2,420

沖野光二 20 財務会計講義 (第23版) ¥4,180

山下直紀 20 財務会計講義 (第23版) ¥4,180

産業と企業コース特殊講義（ビジネスエコノミクス） 小塚匡文 81 ビジネス・エコノミクス （第2版） ¥2,750

実践フランス語 鈴木隆芳 - 講義にて指示 -

社会科・公民科教育法Ⅱ 我妻秀範 153 公共 ¥690

68 中学校学習指導要領解説社会編平成29年告示 ¥208

69 高等学校学習指導要領解説地理歴史編平成30年告示 ¥836

社会人基礎学力Ⅰ（ＳＰＩ対策基礎） 鴨谷香 2 就職試験筆記対策講座ワークブック《基礎》 ¥1,000

社会人基礎学力Ⅱ（ＳＰＩ対策応用） 鴨谷香 3 就職試験 筆記対策講座ワークブック《応用》 ¥1,000

社会調査の読み方Ⅰ 角野隆則 11 数学嫌いのための社会統計学 (第2版) ¥2,970

社会調査演習（アンケート）Ⅱ 中西啓喜 137 ウルトラ・ビギナーのためのSPSSによる統計解析入門 ¥2,420

商業科教育法Ⅱ 南谷雄司 99 商業科教育法-理論と実践- ¥2,640

消費者心理学 松田幸弘 96 経営・ビジネス心理学 ¥2,750

情報システム応用 小川正史 107 令和04年　イメージ&クレバー方式でよくわかる柏木先生の基本情報技術者教室 ¥1,848

情報リテラシー 河俣英美 102 情報リテラシー総合編 - Office 2019対応 ¥2,750

枝富喜夫 102 情報リテラシー総合編 - Office 2019対応 ¥2,750

冨島磨由美 102 情報リテラシー総合編 - Office 2019対応 ¥2,750

情報リテラシー実習 松永順子 13 情報リテラシー入門編 - Office 2019対応 ¥1,100

情報科教育法Ⅱ 河俣英美 151 高等学校学習指導要領解説 情報編（文部科学省） (予約) ¥512

情報社会特殊講義（コミュニケーション英語Ｂ）宮田敦子 111 Perfect Practice For The TOEIC L&R Test ¥2,420

心理学研究法 富髙智成 62 公認心理師スタンダードテキストシリーズ4 心理学研究法 ¥2,640

58 面白いほどよくわかる心理学 オールカラー ¥1,100

101 今日から使える 心理学 ¥1,430

心理実習Ⅱ 坪田祐季 - 講義にて指示 -

神経・生理心理学 富髙智成 105 公認心理師の基礎と実践10 神経・生理心理学 ¥3,080

人的資源管理論Ⅱ 矢野良太 119 経験から学ぶ人的資源管理 (新版) ¥3,080

生産管理論 外山明 10 わかりやすい生産管理 ¥2,200

租税法 古賀敬作 - 講義にて指示 -

対人社会心理学 松田幸弘 89 人間関係の社会心理学 ¥3,080

知的財産法Ⅱ 眞島宏明 39 知的財産法入門 (第3版) ¥2,860

地域スポーツ論 田島良輝 37 地域スポーツ論 ¥2,200

地域金融論 山下紗矢佳 141 中小企業金融と地域経済―兵庫県150年の地域金融― ¥3,080

地域・社会調査 酒井大策 - 講義にて指示 -

地方財政論 塚谷文武 21 新版 福祉国家と地方財政 ¥2,420

地方自治法 松塚晋輔 83 地方自治法の基本 ¥3,300

中小企業政策 桑原武志 118 中小企業・ベンチャー企業論 （新版) ¥2,640

投資戦略論（派生商品編） 伊藤正之 - 講義にて指示 -

統計学［経済］ 渡邊真治 61 やさしい統計入門 ¥1,210

統計学のための数学 岡島成治 - 講義にて指示 -

統計学入門 中野統英 40 コア・テキスト統計学 (第3版) ¥2,365

道徳教育の理論と実践 吉川俊二 - 講義にて指示 -

特別活動および総合的な学習の時間の指導法 森本和寿 53 特別活動 ¥2,420

特別支援教育概論 石原幸一 44 教員になりたい学生のためのテキスト特別支援教育 ¥1,980

131 憲法判例50！ (第2版) ¥1,980

9 令和5年版ポケット六法　9/21刊行予定 ¥2,200

水川布美子 4 詳説日本文学史 (三訂版) ¥524

近藤直美 - 講義にて指示 -

日本語表現 中村美子 25 日本語表現 演習と発展 ¥1,540

日本語表現 中村美子 26 学生のための言語表現法 ¥1,980

日本語表現演習（書き方） 辻晶子 23 グループワークで日本語表現力アップ ¥1,540

35 不動産の法律知識 (第2版) ¥1,100

9 令和5年版ポケット六法　9/21刊行予定 ¥2,200

法学特殊講義(債権) 黒田尚樹 9 令和5年版ポケット六法　9/21刊行予定 ¥2,200

日本の憲法 藤澤宏樹

財務会計論Ⅱ

社会科・地理歴史科教育法Ⅱ

情報リテラシー応用

心理学入門

日本の文学

不動産法Ⅱ（展開）

現代の法

国際関係論

現代の心理学

鵜山洋子

井門晃

四條北斗

籠谷公司

石原幸一



法学入門 山野加代枝 - 講義にて指示 -

150 高等学校学習指導要領解説 保健体育科編 （最新版）(予約) ¥552

152 中学校学習指導要領解説 保健体育科編 （最新版）(予約) ¥496

保健体育科教育法Ⅳ 大道乃里江 150 高等学校学習指導要領解説 保健体育科編 （最新版）(予約) ¥552

保険論［経済］ 松澤登 67 はじめて学ぶ生命保険 ¥2,640

簿記アドバンスⅡ 松村秀之 106 会社の会計処理と決算 ¥2,900

簿記リテラシーⅢ(２級：工業簿記) 大川裕介 100 よくわかる簿記シリーズ 合格トレーニング 日商簿記2級工業簿記 ¥1,650

33 検定簿記ワークブック3級 (2022年度版) ¥880

34 検定簿記講義 3級商業簿記 ¥880

45 スッキリうかる日商簿記3級本試験予想問題集 ¥1,100

74 民法（全） ¥5,060

95 民法Ⅱ 債権各論Ⅰ (第4版) ¥3,355

17 ビジネスツール手形法・小切手法 ¥1,870

9 令和5年版ポケット六法　9/21刊行予定 ¥2,200

遊戯療法 鵜飼奈津子 110 子どもの精神分析的心理療法の基本 (改訂版) ¥2,970

倫理学入門 鈴木竜雄 7 ふだんづかいの倫理学 ¥1,980

労働経済学 野村友和 134 労働経済学 ¥3,520

鴨谷香 154 大学生のための論理思考入門 ¥1,320

小川貴之 154 大学生のための論理思考入門 ¥1,320
論理的思考入門

保健体育科教育法Ⅱ 松田雅彦

簿記論（初級）Ⅱ 小谷融

池島真策

中川龍也民法Ⅱ

有価証券法


