
オナマエ（カタカナ）をご記入下さい

申込冊数（合計）
冊

※科目・曜日講時は大学発表の時間割表でご確認下さい。 ▼ ※履修授業の教科書が以下に記載のない場合には授業時担当教員様へご確認ください。

開設学科 開講曜日 講時 授業コード 授業科目名称 氏名 注文No チェック 教科書名 出版社 本体定価 備考

日文 月 2 1211110 日本文学Ⅱ(古典B2)　　伊勢物語○ 丹下　暖子 J01 伊勢物語:付現代語訳 KADOKAWA 720 ★K

日文 月 2 1210260 演習Ⅱ　　L 近現代文学 笛木　美佳 J02 三四郎 新潮社 340

日文 月 2 1210260 演習Ⅱ　　L 近現代文学 笛木　美佳 J03 やさしい文章術:レポ－ト・論文の書き方 中央公論新社 720 ★K

日文他学科 月 3 1210000 日本民俗学　　○ 後藤　麻衣子 J04 日本の歳時伝承 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,080 ★K

日文 月 3 1210210 日本文学Ⅱ(近代B)　　梶井基次郎 猪熊　雄治 J05 梶井基次郎全集 筑摩書房 880 ★K

日文他学科 月 3 1209870 日本文学Ⅰ(古典A1)　　古事記◎ 烏谷　知子 J21 岩波文庫　古事記 岩波書店 960 ★K

日文 月 4 1210220 日本文学Ⅰ(近代A)　　子どもの風景 笛木　美佳 J06 夕べの雲 講談社 1,300 ★K

日文 月 4 1210220 日本文学Ⅰ(近代A)　　子どもの風景 笛木　美佳 J07 補陀落渡海記:井上靖短篇名作集 講談社 1,500 ★K

日文 月 4 1210220 日本文学Ⅰ(近代A)　　子どもの風景 笛木　美佳 J08 螢川／泥の河 新潮社 400 ★K

歴文日文他学科 月 4 1213260 日本思想史　　◎ 荒木　夏乃 L01 精神保健福祉士養成セミナ－ ５ (第６版 ) 筑摩書房 1,100 ★K

日文他学科 火 1 1210450 日本語教育Ⅱ(音声と音声指導)(教養)　　◎ 大場　美和子 J09 日本語教育をめざす人のための基礎から学ぶ音声学 スリ－エ－ネットワ－ク 1,900

日文 火 1 1209890 演習Ⅱ　　C 上代文学 烏谷　知子 J19 対照神代記紀 笠間書院 1,400 ★K

日文 火 1 1209890 演習Ⅱ　　C 上代文学 烏谷　知子 J21 岩波文庫　古事記 岩波書店 960 ★K

日文 火 1 1210720 日本の演劇　　◎ 山本　晶子 J23 風姿花伝 岩波書店 520

日文 火 1 1210720 日本の演劇　　◎ 山本　晶子 J24 世阿弥芸術論集 新潮社 2,200

日文 火 2 1209750 日本語学Ⅱ(世界の中の日本語)　　○ 冨士池　優美 J20 はじめて読む日本語の歴史―うつりゆく音韻・文字・語彙・文法 ベレ出版 2,000 ★K

日文 火 4 1210950 日本文学Ⅱ(近代A)　　中･短編小説を読む○ 山田　夏樹 J10 博士の愛した数式 新潮社 590 ★K

日文 火 4 1209630 中国文学Ⅱ(中国A)　　愛と哀しみの世界 市川　清史 J11 中国志怪・伝奇選 武蔵野書院 700

日文 火 4 1210820 書道実習Ⅱ　　 板橋　聡美 J12 書 Ⅰ（３０６） 教育図書株式会社 498

日文 水 2 1210550 日本語教育入門(専門)　　 横山　紀子 J14 ベ－シック日本語教育 ひつじ書房 1,900

日文他学科 水 2 1210560 日本語教育入門(教養)　　◎ 横山　紀子 J14 ベ－シック日本語教育 ひつじ書房 1,900

日文他学科 水 2 1210750 日本文学Ⅰ(古典D1)　　江戸の旅 ◎ 纓片　真王 J15 おくのほそ道 三弥井書店 1,600

日文 木 1 1210570 演習Ⅱ　　O 日本語教育 大場　美和子 Z11 はじめての論文:語用論的な視点で調査・研究する 春風社 1,800

日文他学科 木 3 1210870 書道実習Ⅴ　　◎ 雨宮　多津夫 J22 字典かな 出典明記 (改訂版 ) 笠間書院 380

日文 木 4 1210200 日本文学Ⅱ(近代C)　　遠藤周作○ 笛木　美佳 J16 わたしが・棄てた・女 講談社 700 ★K

日文歴文 木 4 1210080 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎A　　 高野　卓美 J17 情報リテラシ－　アプリ編:Ｗｉｎｄｏｗｓ　１０　Ｏｆｆｉｃｅ　２０１６対応 富士通エフ・オ－・エム 1,800

日文歴文 木 5 1210090 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎B　　 高野　卓美 J17 情報リテラシ－　アプリ編:Ｗｉｎｄｏｗｓ　１０　Ｏｆｆｉｃｅ　２０１６対応 富士通エフ・オ－・エム 1,800

日文 金 2 1210990 中国文学入門　　 市川　清史 J18 中国古典文学二十講:概説と作品選読 白帝社 2,000

日文 金 3 1210830 書道実習Ⅱ　　 星野　新次郎 J12 書 Ⅰ（３０６） 教育図書株式会社 498 非課税・値引なし

日文他学科 金 3 1210110 言語学　　◎ 浅田　裕子 Z14 はじめて学ぶ言語学:ことばの世界をさぐる１７章 ミネルヴァ書房 2,800

2020年度前期販売教科書　＜日本語日本文学科＞
㈱紀伊國屋書店 第三営業部
TEL03-6910-0523 担当:早田※教科書販売ページ（https://univ.swu.ac.jp/student/session/text/）をよくご確認ください。

※備考に「★K」とある書籍は、電子書籍「Kinoppy」でも購入が可能です。

---------------------------------------------------------
■購入キャンセル・返品・交換について
注文確定後のキャンセルは受付ておりません。※但し、以下の場合に限り、返品・交換の手続きを受付ます。
・授業の閉講・受講調整により履修ができなかった場合の商品の返品 ・商品に欠陥がある場合の交換

手続きの方法、日程については、学内への立ち入りが通常通り可能となりましたら、改めてご案内いたします。
手続きの際は、同梱されている納品書と現品を必ず持参してください。

対面販売の際は、下表の購入する教科書の注文NO（例:D01）の右にチェック後、必ずオナマエをご記入の上、スタッフにお渡し下さい。
※下記税抜価格から10％お値引します（10円未満切捨、一部除く）
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