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２０２３年度 北海道情報大学通信教育部 教科書一覧（2023/3/1時点）

（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

”区分”が「－」のものは過去10年間変更なし

［教養教育科目］

（'23）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
(税抜)

ISBNコード 備考

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 9784641111028

哲学 ○ － テキスト 哲学 初版 宇都宮芳明 丸善プラネット 2,600 9784901689007

物理学の基礎 ○ － 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 9784320033979

基礎生命科学 ○ － わかる生物学 知っておきたいヒトのからだの基礎知識 初版 小野廣紀、内藤通孝 化学同人 1,800 9784759810424

新規 人新世の科学 ニュー・エコロジーがひらく地平
オズワルド・シュミッツ 著 
, 日浦 勉 訳

岩波書店 880 9784004319221

新規 ポスト資本主義 科学・人間・社会の未来 広井 良典 著 岩波書店 900 9784004315506

モチベーションの科学 ○ 27年度 モチベーションの科学 初版 金間大介 創成社 2,500 9784794424525

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

初版 中里 のぞみ、紺野 猷邦 パレーﾄﾞ 1,500 9784434240249
［経営学系専門科目］から［教養教育
科目］へ変更

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

初版 下村健一 岩波書店 1,600 9784000610414

30年度 フェイクニュースの見分け方 初版 烏賀陽弘道 新潮社 800 9784106107214

R4年度 はじめてのニュース・リテラシー 初版 白戸圭一 筑摩書房 840 9784480683984

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 9784469263893

英語Ⅰ（初級英語読解） ○ － Hang In There! Elementary Conversation in English 初版 Charles McLarty 丸善プラネット 3,200 9784863451223

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

第2版 Simon Thollar 丸善プラネット 2,900 9784863454187

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 9784791912858

英語Ⅳ（中級英会話） － － HOBBYMAN 第2版 Simon Thollar 丸善プラネット 3,800 9784901689168

英語Ⅴ（実用英語） ○ R2年度
Make It Happen-Intermediate Conversation in 
English

初版 Charles McLarty 丸善プラネット 3,200 9784863454484

－ [新版] 会話で学ぶ ／ 初級中国語 新版 田中英夫 丸善プラネット 3,000 9784863450066

R3年度 誰でも簡単に話せる中国語日常会話 初版 田中英夫 朝日出版社 2,400 9784255453491

○ （２冊）初級中国語

サスティナビリティ学 ○

メディア・リテラシー入門 ○ （３冊）
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［経営学系専門科目］

（'23）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
(税抜)

ISBNコード 備考

憲法 ○ R4年度 憲法・法学講義 改訂版 小山廣和、他編著 敬文堂 2,600 9784767002484

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 ○ 新規 スッキリわかる日商簿記３級 第14版 滝澤ななみ TAC出版 1,000 9784300104712

新規 法の世界へ[第９版] 第９版 池田真朗ほか 有斐閣 予価1,700 9784641222120

新規 ポケット六法 令和5年版
佐伯仁志 ，大村敦志，荒木
尚志／編集代表

有斐閣 2,000 9784641009233

新規 法の世界へ[第９版] 第９版 池田真朗ほか 有斐閣 予価1,700 9784641222120

新規 ポケット六法 令和5年版
佐伯仁志 ，大村敦志，荒木
尚志／編集代表

有斐閣 2,000 9784641009233

新規 法の世界へ[第９版] 第９版 池田真朗ほか 有斐閣 予価1,700 9784641222120

新規 ポケット六法 令和5年版
佐伯仁志 ，大村敦志，荒木
尚志／編集代表

有斐閣 2,000 9784641009233

経済学入門 ○ 28年度 入門経済学 第４版 第４版 伊藤元重 日本評論社 3,000 9784535558175

流通概論 ○ 30年度 流通システムと小売経営 改訂版 改訂版 佐藤芳彰 千倉書房 2,400 9784805111345

現代経済学 ○ R4年度 マクロ経済学の基礎 第２版 家森信善 中央経済社 2,000 9784502371318

職業指導 ○ R2年度 新時代のキャリア教育と職業指導 初版 佐藤史人 他 編著 法律文化社 2,200 9784589039538

経営学への招待 ○ R3年度 エッセンシャル講義 経営学教室 初版 坂本 英樹 白桃書房 3,000 9784561257578

流通の仕組み ○ R3年度 エッセンシャル講義 流通論教室 初版 坂本 英樹 白桃書房 2,909 9784561652397

定量分析とその応用 ○ 新規 オープンデータを使って学ぶ！Excel統計分析入門 向原 強 共立出版 2,000 ３月発行予定

財務会計学基礎編 ○ R4年度 １からの会計 第2版
谷武幸、桜井久勝、北川教
央（編著）

碩学舎（発行元：
中央経済社）

2,400 9784502371516

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） 学習用プリントを使用

経営科学 ○ － ＯＲへのステップ 初版 長畑秀和 共立出版 2,200 9784320017061

管理会計論 ○ 新規 エッセンシャル管理会計 第4版 谷武幸 中央経済社 2,800 9784502439018

産業心理学 ○ R2年度
経営とワークライフに生かそう！産業・組織心理学
（改訂版）

改訂版
山口裕幸・高橋潔・芳賀
繁・竹内和久

有斐閣 1,900 9784641221543

消費者行動論 ○ （教材無し） 学習用プリントを使用

健康と社会 ○ 26年度 命の格差は止められるか 初版 イチロー・カワチ 小学館 720 9784098251742

経営戦略と企業経営 ○ R3年度 テキスト 経営戦略論 初版 福沢康弘 中央経済社 2,400 9784502369810

ｅ－ビジネス総論 ○ － ネットビジネス進化論〈第２版〉 第２版 中村忠之 中央経済社 2,300 9784502139512

デジタルマーケティング ○ （教材無し） 新規開講

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 9784495649715

ベンチャービジネス論 ○

アントレプレナーシップ論 ○

ここから始める経営学

－

(２冊)

(２冊)○

○

(２冊)

(同一
教科書を
使用)

－

商法

法学 ○

民法入門

千倉書房

(同一
教科書を
使用)

初版経営学とベンチャービジネス

坂本英樹初版

97845612553693,800

３科目で同一教科書を使用

白桃書房坂本英樹

97848051092292,800
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［情報学系専門科目］

（'23）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
(税抜)

ISBNコード 備考

情報の世界 ○ （教材無し） 新規開講

30年度 これでわかるWord2016 初版 鈴木光勇 SCC 1,200 9784886476326

30年度 これでわかるExcel2016 初版 鈴木光勇 SCC 1,200 9784886476333

情報リテラシー
（ＩＰメディア授業）

－ 新規 今すぐ使えるかんたんWord&Excel 2021 初版 技術評論社編集部，AYURA 技術評論社 1,960 9784297128012 授業形態によって教科書が異なります

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）

コンピュータシステムⅠ ○ 新規 ITワールド （第23版）
インフォテック・サーブ教
育研究会

インフォテック・
サーブ

2,800 9784909963512

コンピュータシステムⅡ ○ 新規 ITワールド （第23版）
インフォテック・サーブ教
育研究会

インフォテック・
サーブ

2,800 9784909963512

Web技術基礎 ○ 新規 できるポケット Web制作必携HTML&CSS全事典 改定３版
加藤善規&できるシリーズ編
集部

インプレス 1,880 9784295014959 新規開講

オペレーティングシステム基礎論 ○

オペレーティングシステム ○

三角関数・指数関数・対数関数 ○ － 三角関数・指数関数・対数関数 初版 松井伸也 ムイスリ出版 1,400 9784896411379

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 9784502091704

医学医療 － （教材無し）

複素数 ○ 複素数とその関数 初版 酒井孝一 共立出版 1,500 9784320012530

一変数の微分法 ○ （教材無し） 学習用プリントを使用

一変数の積分法 ○ （教材無し） 学習用プリントを使用

データ解析入門 ○ R2年度 わかりやすいデータ解析入門 第２版 内山俊郎 ムイスリ出版 2,450 9784896412840

情報倫理 ○ 新規 情報倫理 ネット時代のソーシャル・リテラシー 改訂3版
高橋慈子・原田隆史・佐藤
翔・岡部晋典

技術評論社 1,380 9784297134150 3/14刊行予定

集合と位相 ○ 新規 手を動かしてまなぶ 集合と位相 藤岡 敦 裳華房 2,800 9784785315870 新規開講

プログラム設計 ○ － 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 9784627845817

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 9784797392586

アルゴリズム ○ 新規 基礎から学ぶデータ構造とアルゴリズム 改訂版 穴田有一 共立出版 2,500 9784320124912

Webアプリケーション基礎 ○ （教材無し） 新規開講

情報システムの設計 ○ 新規 わかりやすい情報システムの設計 第３版 内山俊郎 ムイスリ出版 2,450 9784896413199 新規開講

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 第１版 前田 亮・西原 陽子 森北出版 2,400 9784627880412

システム開発基礎Ⅱ （教材無し） 新規開講

ディジタル画像概論 ○

コンピュータグラフィックス ○

知識マネジメントとその応用 ○ － 知の協創支援 第１版 井越昌紀、大澤幸生 オーム社 3,800 9784274502606

代数学 ○ （教材無し） 学習用プリントを使用

新規開講
この教科書は指定書店にお申込みくだ
さい。

(同一
教科書を
使用)

(同一
教科書を
使用)

4,000

CG編集委員会

－

改訂新版28年度 コンピュータグラフィックス[改訂新版]

オペレーティングシステム

(同一
教科書を
使用)

(同一
教科書を
使用)

初版

線形代数入門［第２版］

情報リテラシー
（インターネットメディア授業）

第２版

－ (２冊)

森山洋一26年度 97848964122462,200

岩波書店前川 守 9784000103466

公益財団法人画像
情報教育振興協会

3,600 9784903474496

授業形態によって教科書が異なります
（2023年度のみ）

ムイスリ出版
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多変数関数の解析 ○ － 理工系 微分積分学 第３版 荒井正治 学術図書出版社 2,000 9784780602319

確率論 ○ R3年度 スッキリわかる確率統計 皆本 晃弥 近代科学社 2,700 9784764904835 担当教員変更

統計概論 ○ R3年度 スッキリわかる確率統計 皆本 晃弥 近代科学社 2,700 9784764904835

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 － R4年度 データサイエンス演習 第２版 甫喜本 司 学術図書出版社 2,500 9784780609370

25年度 パーソナルネットワーク 初版 安田 雪 新曜社 2,400 9784788512467

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 9784771024458

ネットワークセキュリティ ○ 新規 情報セキュリティ読本 六訂版
独立行政法人情報処理推進
機構

実教出版 600 9784407361179

知的所有権論 ○ 新規 18歳からはじめる知的財産法 大石玄、佐藤豊編 法律文化社 2,300 9784589041647

情報職業論 ○ 30年度 情報と職業 第２版 第２版 廣石良雄 SCC 2,200 9784886476449

システム開発基礎Ⅰ ○ 新規 スッキリわかるSQL入門 第3版 ドリル256問付き！ 中山 清喬、飯田 理恵子 インプレス 2,800 9784295013396 新規開講

データベース技術 ○ － 〈最新〉図解でわかるデータベースのすべて 最新版 小泉 修 日本実業出版社 2,500 9784534042477

音声情報処理 ○ － 音声工学 第１版 板橋秀一、他 森北出版 3,400 9784627828117

Ｊａｖａプログラミング ○ 新規 新わかりやすいJava オブジェクト指向 徹底解説 第２版 川場隆 秀和システム 3,000 9784798065007 新規開講

コンピュータネットワーク ○ R3年度 情報通信概論 初版
諏訪敬祐・渥美幸雄・山田
豊通

丸善出版 2,600 9784621081099

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 9784274219498

ソフトウェアエンジニアリング ○ R4年度 IT Text 情報システムの分析と設計 初版
伊藤潔・川端亮・熊谷敏・
冨士隆・藤井拓・明神知 共 オーム社 3,000 9784274228179

離散数学（グラフ理論） 新規 グラフ理論入門 基本とアルゴリズム 宮崎修一 森北出版 1,600 9784627852815 新規開講

データマイニング ○ （教材無し） 新規開講

応用数学 ○ －
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 2,500 9784563011154

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 第２版 中山 健夫 丸善出版 2,000 9784621087329

複素解析 ○ 新規 テキスト複素解析 小寺 平治 共立出版 1,900 9784320019379 新規開講

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 9784254115611

(同一
教科書を
使用)

(２冊)○情報社会論
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［教職科目］

（'23）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
(税抜)

ISBNコード 備考

情報科教育法Ⅰ・Ⅱ ○ R2年度 高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 情報編 初版 文部科学省 開隆堂出版 465 9784304021633

商業科教育法Ⅰ・Ⅱ ○ R4年度 商業科教育論 初版 日本商業教育学会 実教出版 2,400 9784407344578 Ⅰ・Ⅱ両科目で使用

商業科教育法Ⅰ・Ⅱ ○ R2年度 高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 商業編 初版 文部科学省 実教出版 744 9784407348637 Ⅰ・Ⅱ両科目で使用

R4年度 算数・数学 授業研究ハンドブック 日本数学教育学会編 東洋館出版社 2,700 9784491046068

R4年度
高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 数学編 理
数編

「数学科教育法Ⅱ」でも使用
講義概要のURLからダウンロード

R4年度 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 数学編
「数学科教育法Ⅲ」でも使用
講義概要のURLからダウンロード

R4年度
「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子
供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的
な学びの実現～（答申）（中教審第228号）

資料として使用
講義概要のURLからダウンロード

R4年度 NEXT 数学Ⅰ 岡部恒治 他 数研出版 予価 737 1418004159 検定教科書、価格確定後の販売

新規 NEXT 数学Ⅱ 岡部恒治 他 数研出版 予価 792 1418004160 検定教科書、価格確定後の販売

R4年度 NEXT 数学Ａ 岡部恒治 他 数研出版 予価 599 1418004161 検定教科書、価格確定後の販売

新規 NEXT 数学Ｂ 岡部恒治 他 数研出版 予価 767 1418004162 検定教科書、価格確定後の販売

新規
令和４年度全国学力・学習状況調査解説資料（中学校
数学）

講義概要のURLからダウンロード

新規
令和４年度全国学力・学習状況調査の調査問題（中学校
数学）

講義概要のURLからダウンロード

新規
令和４年度全国学力・学習状況調査の調査問題正答例
（中学校 数学）

講義概要のURLからダウンロード

新規 令和４年度全国学力・学習状況調査の生徒質問紙 講義概要のURLからダウンロード

新規 令和４年度全国学力・学習状況調査の学校質問紙 講義概要のURLからダウンロード

新規 令和４年度 全国学力・学習状況調査 報告書 講義概要のURLからダウンロード

R4年度
高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 数学編 理
数編

「数学科教育法Ⅰ」でも使用
講義概要のURLからダウンロード

R4年度
「指導と評価の一体化」のための学習指導に関する参考
資料【高等学校 数学】

「数学科教育法Ⅲ」でも使用
講義概要のURLからダウンロード

R4年度
『問題解決の授業』を日常化する！中学校数学科の授業
改善

相馬一彦・谷地元直樹 明治図書 1,860 9784183184252

新規 中学数学１ 坂井 裕、小谷元子他 教育出版 予価 633 1418004163 検定教科書、価格確定後の販売

新規 中学数学２ 坂井 裕、小谷元子他 教育出版 予価 633 1418004164 検定教科書、価格確定後の販売

新規 中学数学３ 坂井 裕、小谷元子他 教育出版 予価 633 1418004165 検定教科書、価格確定後の販売

R4年度 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 数学編
「数学科教育法Ⅰ」でも使用
講義概要のURLからダウンロード

R4年度
「指導と評価の一体化」のための学習指導に関する参考
資料【中学校 数学】

「数学科教育法Ⅱ」でも使用
講義概要のURLからダウンロード

○

数学科教育法Ⅲ ○

(１冊)
＋資料を
ダウン
ロード

(２冊)

数学科教育法Ⅰ

数学科教育法Ⅱ ○

(４冊）
＋資料を
ダウン
ロード

(２冊)
＋資料を
ダウン
ロード
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R4年度
令和３年度全国学力・学習状況調査解説資料（中学校
数学）

講義概要のURLからダウンロード

R4年度
令和３年度全国学力・学習状況調査の調査問題（中学校
数学）

講義概要のURLからダウンロード

R4年度
令和３年度全国学力・学習状況調査の調査問題正答例
（中学校 数学）

講義概要のURLからダウンロード

R4年度 令和３年度全国学力・学習状況調査の生徒質問紙 講義概要のURLからダウンロード

R4年度 令和３年度全国学力・学習状況調査の学校質問紙 講義概要のURLからダウンロード

R4年度 令和3年度 全国学力・学習状況調査 報告書 講義概要のURLからダウンロード

R4年度 全国学力・学習状況調査 授業アイディア例（中学校） 講義概要のURLからダウンロード

数学科教育法Ⅳ ○ 新規 2023年受験用 全国高校入試問題正解 数学 旺文社編 旺文社 2,450 9784010219720

教育原理 ○ R3年度 アクティベート教育学０１ 教育原理 初版
汐見稔幸・奈須正裕［監
修］

ミネルヴァ書房 2,000 9784623088133

教職概論 ○ 新規 教職入門―教師への道 改訂2版
藤本典裕・榎本淳子・斉藤
里美・篠﨑信之・須田将司

図書文化社 1,800 9784810097207 教員変更

教育制度論 ○ 新規 新・教育の制度と経営 三訂版 本図愛実・末冨 芳 学事出版 2,100 9784761926311 教員変更

教育社会学 ○ 29年度 入門・子ども社会学 初版 南本長穂、山田浩之 編著 ミネルヴァ書房 2,400 9784623071500

教育心理学 ○ 25年度 学びと教育の世界 初版 佐藤公治 あいり出版 2,300 9784901903752

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 9784893473271

教育課程論 ○ R3年度 教職をめざす人のための教育課程論 改訂新版 古川治ほか編 北大路書房 2,300 9784762830624

道徳教育の理論と実践 ○ 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 9784316300849

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 9784623081912

ICT活用の理論と実践 ○ 新規 ICT活用の理論と実践 稲垣忠・佐藤和紀（編著） 北大路書房 2,000 9784762831805 新規開講

特別活動論 ○ 新規 特別活動 上岡学 ミネルヴァ書房 2,500 9784623089116 教員変更

生徒指導 ○ 新規 入門生徒指導［四訂版］ 四訂版 片山紀子 著 学事出版 1,800 9784761927646

学校教育相談 ○ R2年度 教育相談の理論と方法 初版 会沢信彦 北樹出版 1,800 9784779305986

29年度 高等学校キャリア教育の手引き
講義概要のURLからダウンロード

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 9784480688996

R2年度 教育実習の手引 (第７版) 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 9784780607772

新規 教育実習日誌 第４版（第３刷）
第4版(第3
刷)

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 9784780607789

教職実践演習（中・高） ○ （教材無し）

数学科教育法Ⅳ
資料をダ
ウンロー

ド
○

新規 4改訂版 教育の方法と技術 4改訂版 9784810037784平沢 茂 図書文化社 2,000

○

(２冊)

(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

進路指導

○

教育実習Ⅰ／教育実習Ⅱ／教育実習Ⅲ ○


