
（注）欄中の”Ｐ集”は学習用プリント集が掲載されている科目を示す

［教養教育科目］

（'05）('15)カリキュラム科目名 Ｐ集 区 分 書 名 版 著者名 発行所 本体価格 コード

心理学 ○ 心理学〔新版〕 新版
大山 正、詫摩武俊、中島 
力

有斐閣 1,600 ００１

哲学 ○ 14年度 テキスト　哲学 初版 宇都宮芳明 丸善プラネット 2,600 ００２

物理学の基礎 ○ 13年度 運動と物質－物理学へのアプローチ－ 初版 穴田有一 共立出版 2,200 ００３

基礎生命科学 ○ 22年度 わかる生物学　知っておきたいヒトのからだの基礎知識 第１版 小野廣紀、内藤通孝 化学同人 1,800 ００４

26年度 十角館の殺人〈新装改訂版〉 新装改訂版 綾辻行人 講談社 860 ００５

26年度 姑獲鳥の夏 京極夏彦 講談社 920 ００６

26年度 藪の中　（注１） 芥川龍之介 講談社 390 ００７

26年度 ジークフリートの剣　（注２） 深水黎一郎 講談社 取り扱い無

30年度 生物多様性とは何か 井田徹治 岩波書店 760 ００８

30年度 エネルギーを選びなおす 小沢祥司 岩波書店 800 ００９

モチベーションの科学 ○ 27年度 モチベーションの科学　－知識創造性の高め方－ 初版 金間大介 創成社 2,500 ０１０

情報を食べる ○ 27年度 人間は脳で食べている 伏木亨 筑摩書房 760 ０１１

28年度
10代からの情報キャッチボール入門　使えるメディア・
リテラシー

下村健一 岩波書店 1,600 ０１２

30年度 フェイクニュースの見分け方 烏賀陽弘道 新潮社 800 ０１３

30年度 「ポスト真実」時代のネットニュースの読み方 初版 松林薫 晶文社 1,600 ０１４

ヘルスリテラシー入門 （教材無し）

健康科学 ○ 新版　健康と運動の科学 新版 九州大学健康科学センター 大修館書店 2,000 ０１５

英語Ⅰ（初級英語読解） ○ 24年度
Hang In There! Elementary Conversation in English

初版 Charles McLarty 丸善プラネット 3,200 ０１６

英語Ⅱ（初級英会話） R1年度
Simon Says -Basic English Conversation for Young 
Adults-

初版 Simon Thollar 丸善プラネット 2,900 ０１７

英語Ⅲ（中級英語読解） ○ 27年度 Iconic America 知られざるアメリカの今 初版 Jeffrey Miller 成美堂 1,900 ０１８

英語Ⅳ（中級英会話） 15年度
HOBBYMAN
－Easy English Conversation with an Alien

第２版 Simon Thollar 丸善プラネット 3,800 ０１９

英語Ⅴ（実用英語） ○ 新規
Make It Happen-Intermediate Conversation in 
English（３月刊行予定）

Charles McLarty 丸善プラネット 3,200 ０２０

初級中国語 ○ 21年度 [新版] 会話で学ぶ ／ 初級中国語 田中英夫 丸善プラネット 3,000 ０２１

注１）「藪の中」は『青空文庫』等でも無料で入手可能です。　　注２）「ジークフリートの剣」が入手できない場合は、電子書籍で入手してください。

２０２０年度北海道情報大学通信教育部 教科書一覧

○

サスティナビリティ学 ○

メディア・リテラシー入門 （３冊）

ミステリを読む （４冊）○



［経営学系専門科目］

（'05）('15)カリキュラム科目名 Ｐ集 区 分 書 名 版 著者名 発行所 本体価格 コード

憲法 ○ 18年度 憲法の基礎 初版 小山廣和、他編著 敬文堂 2,500 ０２２

経営の基礎 ○ 25年度 １からの経営学 (第２版) 第２版 加護野忠男，吉村典久、他 中央経済社 2,400 ０２３

経営の応用 ○ 25年度 新　経営戦略論 第１版 寺本義也，岩崎尚人 学文社 2,800 ０２４

マーケティング論 ○

ブランドマネジメント ○

簿記原理基礎編 ○

18年度 独習応用簿記 初版 長井敏行 中央経済社 2,100 ０３６

法学 ○

民法入門 ○

経済学入門 ○

現代経済学 ○

経営史 ○ 26年度 近現代日本の経済と経営 第３版 浜渕久志 札幌ﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ 2,500 ０３０

流通概論 ○ 30年度 流通システムと小売経営 改訂版 初版 佐藤芳彰 千倉書房 2,400 ０３１

人的資源管理論 ○ 28年度 ＬＥＣＴＵＲＥ人事労務管理[増補改訂版] 増補改訂版 岩出 博 泉文堂 4,400 ０３２

職業指導 ○ 新規 新時代のキャリア教育と職業指導 佐藤史人 他 編著 法律文化社 2,200 ０３３

経営者と意思決定 ○ R1年度 日本企業と経済 第４版 浜渕久志 札幌ﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ 2,800 ０３４

定量分析とその応用 ○ 17年度 はじめての統計学 鳥居泰彦 日本経済新聞社 2,233 ０３５

財務会計学基礎編 ○ 16年度 会計学の基礎[新訂版] 新訂版 小川 洌、小澤康人 創成社 3,000 ０３７

情報システム学概論Ⅰ （教材無し）

情報システム学概論Ⅱ （教材無し）

経営科学 ○ 17年度 ＯＲへのステップ 初版 長畑秀和 共立出版 2,200 ０３８

注３）「法の世界へ」は第７版でも対応可。

新規 ポケット六法 令和２年版 令和２年版
江頭憲治郎，小早川光郎，
西田典之，高橋宏志，能見
善久／編集代表

法の世界へ[第８版]　（３月中旬刊行予定：予価）（注
３）

21年度

17年度 2,400長井敏行第１版独習基本簿記

2,800

簿記原理応用編

(同一
教科書を
使用)

(同一
教科書を
使用)

○

商法

(同一
教科書を
使用)
(２冊)

1,900

第８版 池田真朗ほか 有斐閣

有斐閣

1,700

○

新規

中央経済社

初版 千倉書房
ここから始める経営学
―エッセンシャル・アプローチ―

坂本英樹

3,000
(同一

教科書を
使用)

28年度 入門経済学 第４版 第４版 伊藤元重 日本評論社

０２５

０２６

０２７

０２８

０２９



［経営学系専門科目］

（'05）('15)カリキュラム科目名 Ｐ集 区 分 書 名 版 著者名 発行所 本体価格 コード

管理会計論 ○ 27年度 新版ベーシック管理会計 新版 西村明・大下丈平 中央経済社 2,300 ０３９

産業心理学 ○ 新規
経営とワークライフに生かそう！産業・組織心理学
（改訂版）（３月下旬刊行予定：予価）（注４）

改訂版
山口裕幸・高橋潔・芳賀
繁・竹内和久

有斐閣 1,900 ０４０

イノベーション概論 ○ 29年度
食品産業のイノベーションモデル
-高付加価値化と収益化による地方創生－

初版 金間大介　著 創成社 2,000 ０４１

消費者行動論 ○ 26年度 わかりやすい消費者行動論 初版 黒田重雄、金成洙 白桃書房 2,600 ０４２

ホスピタリティマネジメント ○ 30年度
ホスピタリティとホスピタリティマネジメント
これからのホスピタリティ経営

中里 のぞみ、紺野　猷邦 パレーﾄﾞ 1,500 ０４３

健康と社会 ○ 26年度
命の格差は止められるか
ハーバード日本人教授の、世界が注目する授業

初版 イチロー・カワチ 小学館 720 ０４４

イノベーション組織論 ○ 28年度 イノベーションと組織
G. Zaltman, R. Duncan, J. 
Holbek　著

創成社 2,400 ０４５

経営戦略と企業経営 ○ 新規 経営戦略の課題と解明 大月博司　編著 文眞堂 2,800 ０４６

ｅ－ビジネス総論 ○ 23年度
ネットビジネス進化論〈第２版〉
ｅビジネスからクラウド，ソーシャルメディアへ

第２版 中村忠之 中央経済社 2,300 ０４７

サプライチェーンマネジメント R1年度 流通システムとサプライチェーン・マネジメント 初版 遠藤雄一 同文舘出版 2,000 ０４８

ベンチャービジネス論 ○

アントレプレナーシップ論 ○

ＥＲＰシステム （教材無し）

初版 3,800白桃書房坂本英樹経営学とベンチャービジネス

注４）「経営とワークライフに生かそう！産業・組織心理学」は初版でも対応可。

22年度
(同一

教科書を
使用)

０４９



［情報学系専門科目］

（'05）('15)カリキュラム科目名 Ｐ集 区 分 書 名 版 著者名 発行所 本体価格 コード

30年度 これでわかるWord2016 初版 鈴木光勇 SCC 1,200 ０５０

30年度 これでわかるExcel2016 初版 鈴木光勇 SCC 1,200 ０５１

行列と連立１次方程式 ○

ベクトル空間と線形写像 ○

基礎数学 （教材無し）

IPメディ
ア以外

26年度 コンピュータシステムの基礎　第６版 ＳＣＣ出版局
電子開発学園出版
局

2,600 ０５３

新規 情報基礎シリーズ１ 情報基礎理論 ＳＣＣ出版局
電子開発学園出版
局

900 ０５４

新規 情報基礎シリーズ２ ハードウェア ＳＣＣ出版局
電子開発学園出版
局

900 ０５５

新規 情報基礎シリーズ３ ソフトウェア ＳＣＣ出版局
電子開発学園出版
局

900 ０５６

プログラムの仕組み ○ 17年度 図解CASLⅡによるプログラムの作り方 －第２版－ 第２版 澤田　晃 共立出版 2,400 ０５７

コンピュータの構成 ○

コンピュータの利用 ○

ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ基礎論 ○

ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ○

コミュニケーション概論 ○ 13年度 コミュニケーション学入門 初版
植村勝彦、松本青也、藤井
正志

ナカニシヤ出版 2,400 ０６０

三角関数・指数関数・対数関数 ○ 19年度
三角関数・指数関数・対数関数
－知っておいてほしい関数達－

初版 松井伸也 ムイスリ出版 1,400 ０６１

電子工学概論 ○ 25年度 情報系のための電子工学概論 第１版 三枝武男、渡部重十 森北出版 2,300 ０６２

ネットワークシステム概論 ○ （教材無し）

経営情報システム ○ 26年度 経営情報システム〈第４版〉 第４版 宮川公男、上田泰 中央経済社 2,800 ０６３

医学医療 （教材無し）

複素数 ○ 23年度 複素数とその関数 初版 酒井孝一 共立出版 1,500 ０６４

一変数の微分法 ○

一変数の積分法 ○

データ解析入門 ○ 新規 わかりやすいデータ解析入門－C++による演習－ 第２版 内山俊郎 ムイスリ出版 2,450 ０６６

情報倫理 ○ 新規
【改訂新版】情報倫理　ネット時代のソーシャル・リテ
ラシー（注５）

改訂新版
高橋慈子・原田隆史・佐藤
翔・岡部晋典

技術評論社 1,380 ０６７

プログラム設計 ○ 19年度 はじめて学ぶプログラム設計 第１版 林 雄二 森北出版 2,600 ０６８

プログラミング基礎 30年度 やさしいＣ　第５版 第５版 高橋麻奈
ソフトバンククリ
エイティブ

2,500 ０６９

注５）初版でも対応可能です。

情報リテラシー

０６５

(２冊)

(同一
教科書を
使用)

微分と積分 初版 三宅敏恒

29年度

26年度

1,600培風館

ムイスリ出版

3,800前川 守 岩波書店

増永良文　著

2,200

サイエンス社

23年度

第２版

(同一
教科書を
使用)

線形代数入門［第２版］

オペレーティングシステム

コンピュータサイエンス入門
－コンピュータ・ウェブ・社会－

森山洋一

初版
(同一

教科書を
使用)

(同一
教科書を
使用)

０５２

０５８

０５９

1,950

コンピュータサイエンス入門 ○
IPメディ
ア(３冊)



［情報学系専門科目］

（'05）('15)カリキュラム科目名 Ｐ集 区 分 書 名 版 著者名 発行所 本体価格 コード

プログラミング言語の仕組み ○ 26年度 プログラミング言語の仕組み 齋藤康彦 青山社 2,300 ０７０

アルゴリズム ○ 22年度 基礎から学ぶ　データ構造とアルゴリズム 初版 穴田有一、林　雄二 共立出版 2,400 ０７１

システム設計演習 30年度
［第２版］わかりやすい情報システムの設計
－ＵＭＬ／Ｊａｖａを用いた演習－

第２版 内山俊郎 ムイスリ出版 2,450 ０７２

インターネットアプリケーション ○ 30年度
情報アクセス技術入門　
情報検索・多言語情報処理・テキストマイニング・情報
可視化

第１版 前田 亮・ 西原 陽子 森北出版 2,400 ０７３

ディジタル画像概論 ○

コンピュータグラフィックス ○

プログラム言語Ⅰ （教材無し）

知識マネジメントとその応用 ○ 23年度
知の協創支援
－脳と計算機でアイデアを紡ぎ出す－

第１版 井越昌紀、大澤幸生 オーム社 3,800 ０７５

代数学 ○ 新規 群論序説 初版 星　明考 日本評論社 2,800 ０７６

多変数関数の解析 ○ 24年度 理工系　微分積分学 －第３版－ 第３版 荒井正治 学術図書出版社 2,000 ０７７

確率論 ○

統計概論 ○

医療制度と医療情報システム （教材無し）

宇宙への挑戦 （教材無し）

統計科学と現象の分析
IPメディ
アのみ

新規 別途案内（後期開講前に公開） ０７９

ソフトウェア開発技術論 ○ 25年度 IT Text ソフトウェア開発 (改訂２版) 改訂２版
小泉寿男、辻秀一、吉田幸
二、中島毅

オーム社 2,800 ０８０

25年度
パーソナルネットワーク
人のつながりがもたらすもの

初版 安田 雪 新曜社 2,400 ０８１

25年度
ボランティアへのまなざし
－病院ボランティア組織の展開可能性－

初版 竹中 健 晃洋書房 1,800 ０８２

ＩＴマネジメント ○ 25年度
ＩＴ監査とＩＴ統制
－基礎から事業継続・ネットワーク・クラウドまで－

初版 社団法人日本内部監査協会 同文舘出版 2,900 ０８３

ネットワークセキュリティ ○ 21年度 情報セキュリティ標準テキスト 第１版
情報セキュリティ標準テキ
スト編集委員会編

オーム社 2,300 ０８４

知的所有権論 ○ 新規
入門 知的財産法
（３月下旬刊行予定：予価）

第２版
平嶋竜太、宮脇正晴、蘆立
順美

有斐閣 2,700 ０８５

情報職業論 ○ 30年度 情報と職業　第２版 廣石良雄 SCC 2,200 ０８６

データベースシステム ○

データベース技術 ○

音声情報処理 ○ 18年度 音声工学 第１版 板橋秀一、他 森北出版 3,400 ０８８

０８７
(同一

教科書を
使用)

20年度 〈最新〉図解でわかるデータベースのすべて

28年度 コンピュータグラフィックス[改訂新版]
(同一

教科書を
使用)

小泉 修

CG編集委員会
公益財団法人画像
情報教育振興協会

スッキリわかる確率統計: ―定理のくわしい証明つき－新規

○

2,500

情報社会論

近代科学社 2,700 ０７８

０７４

皆本　晃弥

3,600

日本実業出版社

(同一
教科書を
使用)

(２冊)



［情報学系専門科目］

（'05）('15)カリキュラム科目名 Ｐ集 区 分 書 名 版 著者名 発行所 本体価格 コード

オブジェクト指向言語Ⅰ ○ （教材無し）

オブジェクト指向言語Ⅱ ○ （教材無し）

コンピュータネットワーク ○ 19年度 インターネット技術入門 初版 中岡快二郎 丸善プラネット 3,000 ０８９

サーバ構築演習 （教材無し）

人工知能の基礎 ○ 29年度 IT Text　人工知能 (改訂２版) 改訂２版 本位田 真一　他 オーム社 2,800 ０９０

ソフトウェアエンジニアリング 21年度 IT Text ソフトウェア工学演習 第１版 冨士　隆、伊藤　潔 他 オーム社 2,800 ０９１

応用数学 ○ 24年度
技術者のための高等数学＝１　常微分方程式
(原書第８版)

第８版
E.ｸﾗｲﾂｨｸﾞ著
北原和夫・堀素夫　共訳

培風館 2,100 ０９２

食と健康情報 （教材無し）

健康情報学 ○ 27年度
健康・医療の情報を読み解く　第２版　
健康情報学への招待

第２版 中山　健夫 丸善出版 2,000 ０９３

暗号とインターネットセキュリティ 29年度 ゼロからわかる数学－数論とその応用 初版 戸川　美郎 朝倉書店 2,500 ０９４



［教職科目］

科目名 Ｐ集 区 分 書 名 版 著者名 発行所 本体価格 コード

情報科教育法Ⅰ・Ⅱ ○ 23年度 高等学校学習指導要領解説 情報編（平成22年5月） 再版 文部科学省 開隆堂出版 210 ０９５

商業科教育法Ⅰ・Ⅱ 新規 高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 商業編 文部科学省 実教出版 744 ０９６

R1年度
新訂・数学教育の理論と実際
〈中学校・高等学校(必修)〉

初版 数学教育研究会 聖文新社 2,500 ０９７

R1年度 数学入門（上） 遠山 啓 岩波書店 820 ０９８

R1年度 数学入門（下） 遠山 啓 岩波書店 820 ０９９

23年度 いかにして問題をとくか 第１１版 G.Polya 著　柿内賢信　訳 丸善出版 1,500 １００

R1年度 詳説数学Ⅰ　改訂版　（予価） 改訂版 高橋陽一郎　他 啓林館 669 １０１

新規 詳説数学Ⅱ　改訂版　（予価） 改訂版 高橋陽一郎　他 啓林館 720 １０２

新規 詳説数学Ⅲ　改訂版　（予価） 改訂版 高橋陽一郎　他 啓林館 738 １０３

R1年度 詳説数学Ａ　改訂版　（予価） 改訂版 高橋陽一郎　他 啓林館 544 １０４

新規 詳説数学Ｂ　改訂版　（予価） 改訂版 高橋陽一郎　他 啓林館 697 １０５

27年度 中学数学１　（予価） 教育出版 560 １０６

27年度 中学数学２　（予価） 教育出版 560 １０７

27年度 中学数学３　（予価） 教育出版 560 １０８

数学科教育法Ⅴ ○ 27年度
GRAPES USER’S MANUAL
（ソフトウェアダウンロードで入手可能）

友田勝久

教育原理 ○ R1年度 教育原理事始め 初版 中田正浩（編著） 大学教育出版 2,200 １０９

教職概論 ○ 28年度 新しい時代の教職入門〔改訂版〕 改訂版
秋田 喜代美・佐藤 学　編
著

有斐閣 1,900 １１０

教育制度論 ○ R1年度
新・教育制度論
－教育制度を考える15の論点－

初版 髙妻紳二郎　編著 ミネルヴァ書房 2,200 １１１

教育社会学 ○ 29年度
入門・子ども社会学
－子どもと社会・子どもと文化－

初版 南本長穂、山田浩之　編著 ミネルヴァ書房 2,400 １１２

教育心理学 ○ 25年度
学びと教育の世界
－教育心理学の新しい展開－

初版 佐藤公治 あいり出版 2,300 １１３

特別支援教育論 ○ R1年度
インクルーシブ教育時代の教員をめざすための特別支援
教育入門

第２版 大塚　玲　編著 萌文書林 2,200 １１４

教育課程論 ○ 30年度 教職をめざす人のための教育課程論 初版 古川治ほか編 北大路書房 2,300 １１５

R1年度
中学校学習指導要領（平成２９年度告示）
解説　特別の教科　道徳編

初版 文部科学省 教育出版 156 １１６

28年度 私たちの道徳　中学校 文部科学省 廣済堂あかつき 815 １１７

○

道徳教育の理論と実践 ○ （２冊）

(同一
教科書を
使用)

（３冊）

(５冊)

数学科教育法Ⅰ ○

○

(４冊)

数学科教育法Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ

数学科教育法Ⅱ



［教職科目］

科目名 Ｐ集 区 分 書 名 版 著者名 発行所 本体価格 コード

教育の方法と技術 ○

R1年度 総合的な学習の時間 初版 森田真樹　篠原正典　編著 ミネルヴァ書房 2,000 １１９

特別活動論 ○ 29年度 特別活動のフロンティア 初版
中谷 彪　臼井英治　
大津尚志　編

晃洋書房 1,500 １２０

生徒指導 ○ R1年度 ［三訂版］入門　生徒指導 初版 片山紀子　著 学事出版 1,800 １２１

新規 教育相談の理論と方法 会沢信彦 北樹出版 1,800 １２２

25年度 教育カウンセリングとイノベーション 初版
大友秀人、瀬尾尚隆、中村
正巳

三恵社 1,300 １２３

29年度 高等学校キャリア教育の手引き 初版 文部科学省 教育出版 940 １２４

29年度 キャリア教育のウソ 初版 児美川孝一郎 筑摩書房 780 １２５

新規 教育実習の手引 (第７版)（注６） 第７版
北海道私立大学・短期大学
教職課程研究連絡協議会編

学術図書出版社 400 １２６

新規 教育実習日誌　第４版 （注６） 第４版
北海道私立大学・短期大学
教職課程研究連絡協議会編

学術図書出版社 800 １２７

教職実践演習（中・高） （教材無し）

注６）２０１９年度に購入済みであれば再購入は不要です。

○

(同一
教科書を
使用)

教育方法論と総合的な学習の時間の指導法

○

○ （２冊）

○

(２冊)

(２冊)

進路指導

学校教育相談

教育実習Ⅰ／教育実習Ⅱ／教育実習Ⅲ

24年度 三訂版　教育の方法と技術 初版 １１８平沢 茂 図書文化社 2,000


