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ちくさ正文館名城大学内店

チェック欄 学部 先生 販売価格

990
1,490

経済 秋月・池側 1,790
経済 野口 1,980
経済 李 1,890
経済 勝浦 3,170
経済 折原 2,780
経済 鈴木（知） 1,980
経済 小柳津 1,900
経済 山田 400

経営 深谷 3,000
経営 宮崎 2,680
経営 田代 1,000
経営 澤田（慎） 1,030
経営 中川 1,590
経営 鳥居 1,760
経営 山本（い） 2,970
経営 焼田 1,980
経営 山田 1,490

3,170
1,490
1,490

経済・経営 澤田（彰） 2,180
経済・経営 村上 1,490

経済 川森 970
経済 岸野 900
経済 斎藤 1,890
経済 蓑輪 1,980
経済 澤田（彰） 1,690
経済 山本（雄） 2,280
経営 田澤 1,700
経営 田代 1,700
経営 橋場 1,700
経営 村上 1,190
経営 堀川 1,790
経営 桑島 990
経営 西垣 990

基礎ゼミナール

ALFA3 COMMERCIAL BOOKKEEPING　（テキスト）

新版　経営から視る現代社会

ALFA3 COMMERCIAL BOOKKEEPING　（問題集）

経営数学 経営ビジネスのための数学入門
世界経済論

テキスト上級簿記　

現代経済入門
マクロ経済学の基礎

基礎ゼミナール アカデミックスキルズ

令和元年版　経済財政白書　B５版基礎ゼミナール

現象と論理

マクロ経済学（経営）

大学基礎講座

文学と人間（経営） 超入門古事記

基礎ゼミナール

PROJECT SUPPORT NOTE BOOK
PROJECT SUPPORT NOTE BOOK
PROJECT SUPPORT NOTE BOOK

基礎ゼミナール
基礎ゼミナール

新検定簿記ワークブック１級　商業簿記　会計学㊦

思考ツールとしての数学

新検定簿記ワークブック１級　商業簿記　会計学㊤

大学１年生からの社会を見る眼のつくり方

法と社会

　令和２年度経済・経営教科書販売表　　　　　　　　　　　　　　
経済・経営学部１年生

講座名 教科書名
簿記の教科書日商３級商業簿記
合格トレーニング日商簿記３級商業簿記

流通入門 ケースでわかる流通業の知識

情報リテラシーアプリ編　改訂版

統計学
世界経済の歴史

MY CAREER NOTE 1 (ADVANCE)

マーケティング入門

経済史総論

環境経済学入門講義

教養演習１　日本語表現

会計学入門　

ALFA3 COMMERCIAL BOOKKEEPING　（解答集）

マクロ経済学入門
環境経済論

《プログレッシブ経済学シリーズ》　統計学

経済数学 基礎数学ポプリー

基礎ゼミナール 論理が伝わる世界標準の書く技術

基礎ゼミナール 大学での学びをアクティブにするアカデミック・スキル入門

基礎ゼミナール アカデミックスキルズ

3冊セット
2,300

日本語入門資料集

基礎ゼミナール 日本経済３０年史

簿記論テキスト問題集1セット（6冊）

基礎ゼミナール
基礎ゼミナール

大学生の学習テクニック

基礎ゼミナール

最低限必要なマクロ経済学

法学入門

学生のレポート・論文作成トレーニング

経営 上級簿記 田代

経済 基本簿記（経済１年） 松田

コンピュータリテラシー

基本簿記経営 田辺・山下

実践簿記論

キャリア形成論

会計学入門
マーケティング入門

経営学入門



ちくさ正文館名城大学内店
チェック欄 学部 先生 販売価格

経済 澤田（彰） 1,930
経済 谷村 2,780
経済 蓑輪 2,680
経済 折原 2,780
経済 斎藤 3,470
経済 勝浦 3,170
経済 西山（賢） 1,790
経済 焼田 1,980
経済 岸野 860

経済 名和 2,880

経済 伊藤 1,890
経営 伊藤（秀） 3,470
経営 鳥居 2,580
経営 相川 1,490
経営 鳥居 2,780
経営 田澤 2,180
経営 相川 850
経営 澤田（貴） 1,790
経営 山本（い） 1,980
経営 田代 3,470
経営 2,180
経営 1,290
経営 杉浦 2,080
経営 掘畑 1,890
経営 Gardaix 2,630
経営 村松他 2,480
経営 董 2,330
経営 董 2,480

経済 西山徹 800
経済 岸野 900
経済 斎藤 2,780
経済 蓑輪 820
経済 李 2,580
経済 伊藤（志） 2,780
経済 山本（雄） 1,980
経済 川森 1,890
経営 相川 1,890
経営 田澤 990
経営 伊藤（秀） 1,790
経営 2,680
経営 1,690
経営 大西 1,890
経営 東田 2,180
経営 堀川 1,790
経営 桑島 2,380

チェック欄 1,890
2,780
2,580
3,960
3,670
4,060
4,160
4,160
2,970
2,780

専門ゼミナール 責任ある競争力
専門ゼミナール 大学生の学習テクニック

文化人類学入門

ビジネス英語 国際ビジネス英語

英語実践演習Ⅰ 廣瀬

専門ゼミナール 中川
心理統計の使い方を学ぶ

専門ゼミナール プラクティカル産業組織論

経済データ分析１ 統計学
経営ゲータ分析 専門家以外の人のための決算書＆ファイナンスの教科書

マクロ経済学１ マクロ経済学の基礎
証券市場論 現代の金融入門（遠隔授業期間中の暫定テキスト）

経済政策論 現代の経済政策（参考書）

計量経済学 計量経済学１５講
中国経済論 中国都市への変貌
経済理論 現代の経済学入門

西洋経済史 エレメンタル欧米経済史
国際経済論 国際経済学　国際貿易編

専門ゼミナール

専門ゼミナール

現代ヨーロッパ経済

専門ゼミナール
専門ゼミナール

基礎から学ぶ経営科学

基本統計学
現代の財務管理

経済・経営学部２年生

経営科学Ⅰ
財務会計論

統計学１
企業財務論

工業簿記 工業簿記の基礎問題集

新財務会計学　

エクセル独和辞典

アポロン独和辞典
新キャンパス独和辞典

ディコ仏和辞典　新装版
アクセス独和辞典
クラウン独和辞典

EU経済入門
財務諸表分析

中国の窓
Spirale 日本人初心者のフランス語教材フランス語オーラルコミュニケーション

専門ゼミナール

消費者心理学

中国語オーラルコミュニケーション

交通経済のエッセンス

新版　入門経営分析

専門ゼミナール
専門ゼミナール

企業会計の基礎理論
戦略的コーポレートファイナンス

ゲーム理論ワークブック

アジア新興国のビジネス

PARFECTPRACTICE FOR THE TOEIC L＆R TEST

EU経済論

専門ゼミナール
専門ゼミナール

専門ゼミナール

日本経済史３０年史

プログレッシブ中国語辞典（コンパクト版）

ポケット六法　令和２年版
クラウン中日辞典（小型版）

経済政策入門

経営分析論

検定簿記ワークブック２級商業簿記中級簿記
アジア経済論

時事フランス語　2020年度版

eco検定公式テキスト
専門ゼミナール 反貧困

英語実践演習Ⅰ
QUICK EXERCISES FOR THE TOEIC L＆R 600
TOEIC L&R Test On Target (Book1) 改訂版

クラウン仏和辞典 

専門ゼミナール

中国語オーラルコミュニケーション

ヴェニスの商人

中国語応用
中国語の世界標準テキスト２
中国語の世界標準テキスト３

フランス語応用

講座名 教科書名



ちくさ正文館名城大学内店
チェック欄 学部 先生 販売価格

経済 松尾 4,160
経済 箕輪 1,490
経済 石田 2,380
経営 相川 1,890
経営 中澤 2,380
経営 柳田 3,170
経営 藤井 1,890
経営 中川 1,590
経営 柳田 1,690
経営 杉浦 2,180

各先生専門ゼミナール 同種の場合２年定価表に記載済み　各自確認してください

システム設計 情報システム設計論
小売企業経営論 ケースでわかる流通業の知識

キャッシュフロー会計論 キャッシュフロー会計論
英語実践演習３ Best Practice for the TOEIC Listening and Reading Test Revised Editon

現代資本主義論 図説　経済の論点
国際金融論 深く学べる国際金融
原価管理論 企業会計の基礎理論
管理会計論 １からの管理会計
税務会計論 会計制度と法人税制

経済・経営学部３･４年生
講座名 教科書名

応用経済理論 市場と共同体


