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６．テキスト一覧
「初回入手方法」欄の見方（A〜Kについてはpp.77〜78を確認してください）

一斉送付（A）
Web（ブリタニカ）＝（D）Webサイトで閲覧
Web（airUマイページ）＝（E）Webサイトで閲覧
無料請求＝（G）個別請求（「教材・テキスト申込書」提出、またはWeb申込）
有料請求＝（G）個別請求（「教材・テキスト申込書」提出、またはWeb申込）
各自購入＝（H）市販本、（I）BookLooper、（J）Kindle、（K）Amazon/honto［POD］のいずれかで各自購入

（BookLooper/Kindle＝電子テキスト、Amazon/honto＝印刷製本版テキスト）
「本体価格」欄の見方
　有料請求または再請求にかかる代金です。Kindle�PODについては藝術学舎出版分のみ記載しています。

総合教育科目

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

ことばと表現
ことばと表現
－大学での日本語表現の基礎
※BookLooper版は[初版]のみ

― 各自購入
BookLooper：¥792

honto：¥1,430
Amazon：¥1,540

Kindle：¥1,056
藝術学舎出版

論述基礎 アートとしての論述入門 ― 各自購入
BookLooper：¥1,452

honto：¥2,200
Amazon：¥2,750

Kindle：¥1,936
藝術学舎出版

外国語1 On�Your�Way！
（印刷版には解答が付属していません） ― 各自購入 市販本：¥2,000

BookLooper：¥1,600 金星堂

外国語2

［旧版］ことばは変わる
はじめての比較言語学

［新版］ことばはフラフラ変わる
※［旧版］と［新版］のいずれでも可
※BookLooper版は［旧版］のみ

― 各自購入
市販本［旧版］：品切れ
市販本［新版］：¥2,420
BookLooper：¥1,760

白水社

古典日本語 漢文の素養
－誰が日本文化をつくったのか？ ― 各自購入

市販本：¥792
Kindle：¥704

BookLooper：¥634
光文社新書

情報 生命と機械をつなぐ知
－基礎情報学入門 ― 各自購入 市販本：¥1,760

BookLooper：¥880 高陵社書店

数学

数学入門（上） ― 各自購入
市販本：¥902
Kindle：¥902

BookLooper：¥669
岩波新書

数学入門（下） ― 各自購入
市販本：¥902
Kindle：¥902

BookLooper：¥669
岩波新書

音楽 日本の音
－世界のなかの日本音楽 ― 各自購入

市販本：¥1,540
Kindle：¥1,056

BookLooper：¥1,025
平凡社ライブラリー

身体 気功入門
－からだの自然が目を覚ます ― 各自購入 市販本：¥1,650

BookLooper：¥1,320 春秋社

地域環境論 生活環境主義でいこう！
琵琶湖に恋した知事 ― 各自購入

市販本：¥946
Kindle：¥946

BookLooper：¥722
岩波ジュニア新書

生態学

はじめての生態学
森を入り口に ― 各自購入

BookLooper：¥858
honto：¥1,540

Amazon：¥1,540
Kindle：¥1,144

藝術学舎出版

［補助教材］生態学
（印刷版はありません） ― Web（ブリタニカ） Web（ブリタニカ）：無料 ブリタニカ
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科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

都市デザイン論
※�右記2冊のうち

いずれか

メルカテッロの暮らし
－イタリアの小さな町で考える、
日本の都市の可能性

― 各自購入
BookLooper：¥1,650

honto：¥6,270
Amazon：¥9,680

Kindle：¥2,640
藝術学舎出版

イタリアの小さな町　暮らしと風景
－地方が元気になるまちづくり ― 各自購入 市販本：¥2,970 水曜社

色彩と形

形をめぐる165のレッスン　※1 1101005 有料請求
Web（airUマイページ）

有料請求：¥2,100
BookLooper：無料

airUマイページ：無料
本学オリジナル

［旧版］色彩デザイン
配色技術専門マニュアル

［新版］デジタル色彩デザイン
※［旧版］と［新版］のいずれでも可
※BookLooper版は［旧版］のみ

― 各自購入
市販本［旧版］：品切れ
市販本［新版］：¥1,980
BookLooper：¥1,584

グラフィック社

心理学 心理学を学ぼう［第2版］ ― 各自購入 市販本：¥1,980
BookLooper：¥1,584 ナカニシヤ出版

政治学 日本の国会　審議する立法府へ ― 各自購入
市販本：¥924
Kindle：¥924

BookLooper：¥704
岩波新書

経済学

初めての経済学（上） ― 各自購入
市販本：¥913
Kindle：¥838

BookLooper：¥548
日本経済新聞社

初めての経済学（下） ― 各自購入
市販本：¥913
Kindle：¥838

BookLooper：¥548
日本経済新聞社

社会学 問う社会学
日常をめぐるいくつかの視点 ― 各自購入

honto：¥1,100
Amazon：¥1,100

Kindle：¥1,056
藝術学舎出版

宗教学 宗教学への扉　宗教を見る視点 ― 各自購入
honto：¥1,300

Amazon：¥1,400
Kindle：¥960

藝術学舎出版

列島考古学 考古学でつづる日本史 ― 各自購入 市販本：¥1,980
BookLooper：¥1,386 同成社

日本史 古文書はいかに歴史を描くのか
─フィールドワークがつなぐ過去と未来 ― 各自購入 市販本：¥1,650

Kindle：¥1,408 NHKブックス

アジア史 アジア史概説 ― 各自購入 市販本：¥1,430 中央公論新社

西洋史 西洋史学への扉 ― 各自購入
honto：¥1,100

Amazon：¥1,100
Kindle：¥1,056

藝術学舎出版

文化研究1 民俗文化論 1101001
有料請求
各自購入
Web（airUマイページ）

有料請求：¥2,100
BookLooper：¥1,676

airUマイページ：無料
本学オリジナル

文化研究2 戦後大衆文化論 1101002
有料請求
各自購入
Web（airUマイページ）

有料請求：¥2,800
BookLooper：¥1,676

airUマイページ：無料
本学オリジナル

文化研究3 映像と文化
－知覚の問いに向かって 1301001 有料請求

各自購入
有料請求：¥2,475

市販本：¥2,750
BookLooper：¥1,925

藝術学舎出版

京都を学ぶ 物語京都の歴史
－花の都の二千年 ― 各自購入

市販本：¥1,034
Kindle：¥982

BookLooper：¥931
中公新書

地域を探る 地域学［改訂新版］ 1105003
有料請求
各自購入
Web（airUマイページ）

有料請求：¥2,100
BookLooper：¥1,676

airUマイページ：無料
本学オリジナル

※1　学部共通専門教育科目「形態表現基礎」のテキストとしても使用
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科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

詩学への案内
哲学への案内
学際的な知への案内

ここから始めるリベラルアーツ
－知の領域を横断する24冊 ― 各自購入

BookLooper：¥792
honto：¥1,320

Amazon：¥1,320
Kindle：¥1,056

藝術学舎出版

日本の憲法 憲法読本［第4版］
（BookLooperでは［第3版］のデータ） ― 各自購入 市販本：¥1,100

BookLooper：¥810 岩波ジュニア新書

体育理論
健康科学のすすめ－体育理論 1101003 有料請求 有料請求：¥800 本学オリジナル

［補助教材］
家庭でできる気操体健康法 1101004 有料請求 有料請求：¥600 本学オリジナル

日本文化論 地獄の思想 ― 各自購入 市販本：¥858
Kindle：¥815 中公文庫

ヨーロッパ文化論 ヨーロッパ思想入門 ― 各自購入 市販本：¥990 岩波ジュニア新書

地域環境学演習 四季の地球科学
－日本列島の時空を歩く ― 各自購入 市販本：¥836

Kindle：¥836 岩波新書

地域文化学演習
※�右記2冊のうち

いずれか

観音・地蔵・不動 ― 各自購入 市販本：¥2,420 吉川弘文館　※1
日本における諸巡礼の発達

（『聖なるものの形と場』、2003年、
国際日本文化研究センターサイ
トで公開、詳細はシラバス参照）

― Web Web：無料
国際日本文化
研究センター
Webサイト

※1　講談社1996年でも可

学部共通専門教育科目

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

知的財産権研究
著作権テキスト

（�文化庁Webサイトで公開、
詳細はシラバス参照）

― Web Web：無料 文化庁
Webサイト

造形基礎演習1・2 造形の基礎を学ぶ 1101101
美術科：2019年度まで
の入学生は一斉送付
その他：有料請求

有料請求：¥2,500 本学オリジナル

立体造形演習1・2 彫刻 1101102 有料請求 有料請求：¥2,500 本学オリジナル
色彩表現基礎 色をめぐる114のレッスン 1101124 有料請求 有料請求：¥1,500 本学オリジナル
形態表現基礎 形をめぐる165のレッスン　※2 1101005 有料請求 有料請求：¥2,100 本学オリジナル

美学概論
美学をめぐる思考のレッスン ― 各自購入

BookLooper：¥858
honto：¥1,430

Amazon：¥1,430
Kindle：¥1,144

藝術学舎出版

［補助教材］美学概論 ― Web（ブリタニカ） Web（ブリタニカ）：無料 ブリタニカ

美術史
（日本）1

［芸術教養シリーズ01］
日本の芸術史�造形篇Ⅰ

（信仰、自然との関わりの中で）
1301101

有料請求
（再請求対象外）
各自購入
Web（airUマイページ）

有料請求：¥2,475
市販本：¥2,750

BookLooper：無料
airUマイページ：無料

　

藝術学舎出版

美術史
（日本）2

［芸術教養シリーズ02］
日本の芸術史�造形篇Ⅱ

（飾りと遊びの豊かなかたち）
1301102

美術史
（アジア）1

［芸術教養シリーズ03］
アジアの芸術史�造形篇Ⅰ

（中国の美術と工芸）
1301103

美術史
（アジア）2

［芸術教養シリーズ04］
アジアの芸術史�造形篇Ⅱ

（朝鮮半島・西アジア・中央アジア・インド）
1301104

美術史
（ヨーロッパ）1

［芸術教養シリーズ05］
西洋の芸術史�造形篇Ⅰ

（古代から初期ルネサンスまで）
1301105

※2　総合教育科目「色彩と形」のテキストとしても使用
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科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

美術史
（ヨーロッパ）2

［芸術教養シリーズ06］
西洋の芸術史�造形篇Ⅱ

（盛期ルネサンスから十九世紀末まで）
1301106

有料請求
（再請求対象外）
各自購入
Web（airUマイページ）

有料請求：¥2,475
市販本：¥2,750

BookLooper：無料
airUマイページ：無料

藝術学舎出版

美術史（近現代）1
［芸術教養シリーズ07］
近現代の芸術史�造形篇Ⅰ

（欧米のモダニズムとその後の運動）
1301107 藝術学舎出版

美術史（近現代）2
［芸術教養シリーズ08］
近現代の芸術史�造形篇Ⅱ

（アジア・アフリカと新しい潮流）
1301108 藝術学舎出版

工芸1 陶芸史 1101114 有料請求 有料請求：¥2,100 本学オリジナル
写真論1 写真概論 1101115 有料請求 有料請求：¥2,100 本学オリジナル
写真論2 写真芸術論 1101116 有料請求 有料請求：¥2,100 本学オリジナル
デザイン論1 現代デザイン論 1101117 有料請求 有料請求：¥2,100 本学オリジナル

デザイン論2 デザイン史を学ぶ
クリティカル・ワーズ 1201101 有料請求

（再請求対象外）
有料請求：¥2,200

市販本：¥2,200 フィルムアート社

都市概論 都市のデザイン 1201102 建築：一斉送付
（再請求対象外）
その他：各自購入

市販本：¥3,080 学芸出版社
住宅概論 改訂版�図説　日本住宅の歴史 1201103 市販本：¥2,420 学芸出版社
建築材料 わかる！建築材料 1201104 市販本：¥2,750 オーム社
建築史1（近代） 建築史－近代の建築 1101118

建築：一斉送付
その他：有料請求

有料請求：¥2,100 本学オリジナル
建築史2（西洋） 建築史－西洋の建築 1101119 有料請求：¥2,100 本学オリジナル
建築史3（日本） 建築史－日本の建築 1101120 有料請求：¥2,100 本学オリジナル

建築環境工学 図説　建築環境 1201105
建築：2019年度以降
の入学生：一斉送付
ランド：有料請求
空間：有料請求

（再請求対象外）
その他：各自購入

有料請求：¥3,080
市販本：¥3,080 学芸出版社

建築設備 図説　建築設備 1201106 有料請求：¥3,080
市販本：¥3,080 学芸出版社

建築生産 建築生産 1201107 建築：一斉送付
ランド：有料請求
空間：有料請求

（再請求対象外）
その他：各自購入

有料請求：¥3,520
市販本：¥3,520 理工図書

建築法規 絵ときでわかる建築法規 1201108 有料請求：¥2,200
市販本：¥2,200 オーム社

構造力学1・2 図説　やさしい構造力学 1201109 有料請求：¥2,860
市販本：¥2,860 学芸出版社

造園史1（日本）
造園史2（西洋） 造園史 1101121

ランド：一斉送付
その他：有料請求

有料請求：¥2,100 本学オリジナル

環境の保全と計画1･2 ランドスケープデザインと環境保全 1101122 有料請求：¥5,700� 本学オリジナル
ランドスケープ
デザイン原論1・2 ランドスケープデザイン原論 1101123 有料請求：¥2,100 本学オリジナル

マーケティング概論 絵でみるマーケティングのしくみ 1201110

空間：一斉送付
（再請求対象外）
その他：各自購入

市販本：¥1,650 日本能率協会マネジメントセンター
ブランディングデザイン論 ブランドをデザインする！ 1201111 市販本：¥2,750 パイインターナショナル
インテリア計画論1・2 インテリア計画の知識 1201112 市販本：¥2,750 彰国社
空間構成材料 改訂版　図説　やさしい建築材料 1201115 市販本：¥3,080 学芸出版社

生活空間デザイン史 近代日本の作家たち
－建築をめぐる空間表現 1201114 市販本：¥2,640 学芸出版社

芸術理論1
［芸術教養シリーズ�27］
芸術理論�古典文献アンソロジー

（東洋篇）
1308011 有料請求

（再請求対象外）
各自購入
Web（airUマイページ）

有料請求：¥2,772
市販本：¥3,080

BookLooper：無料
airUマイページ：無料

藝術学舎出版芸術理論2
［芸術教養シリーズ�28］
芸術理論�古典文献アンソロジー

（西洋篇）
1308012

芸術史講義
（日本）1

［芸術教養シリーズ�01］
日本の芸術史�造形篇Ⅰ

（信仰、自然との関わりの中で）
1301101

有料請求
（再請求対象外）
各自購入
Web（airUマイページ）

有料請求：¥2,475
市販本：¥2,750

BookLooper：無料
airUマイページ：無料
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科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

芸術史講義
（日本）2

［芸術教養シリーズ�02］
日本の芸術史�造形篇Ⅱ

（飾りと遊びの豊かなかたち）
1301102

有料請求
（再請求対象外）
各自購入
Web（airUマイページ）

有料請求：¥2,475
市販本：¥2,750

BookLooper：無料
airUマイページ：無料

藝術学舎出版

芸術史講義
（日本）3

［芸術教養シリーズ�09］
日本の芸術史�文学上演篇Ⅰ

（歌、舞、物語の豊かな世界）
1301109

芸術史講義
（日本）4

［芸術教養シリーズ�10］
日本の芸術史�文学上演篇Ⅱ

（近世から開化期の芸能と文学）
1301110

芸術史講義
（アジア）1

［芸術教養シリーズ�03］
アジアの芸術史�造形篇Ⅰ

（中国の美術と工芸）
1301103

芸術史講義
（アジア）2

［芸術教養シリーズ�04］
アジアの芸術史�造形篇Ⅱ

（朝鮮半島・西アジア・中央アジア・インド）
1301104

芸術史講義
（アジア）3

［芸術教養シリーズ�11］
アジアの芸術史�文学上演篇Ⅰ

（中国の伝統文芸・演劇・音楽）
1301111

芸術史講義
（アジア）4

［芸術教養シリーズ�12］
アジアの芸術史�文学上演篇Ⅱ

（朝鮮半島、インド、東南アジアの詩と芸能）
1301112

芸術史講義
（ヨーロッパ）1

［芸術教養シリーズ�05］
西洋の芸術史�造形篇Ⅰ

（古代から初期ルネサンスまで）
1301105

芸術史講義
（ヨーロッパ）2

［芸術教養シリーズ�06］
西洋の芸術史�造形篇Ⅱ

（盛期ルネサンスから十九世紀末まで）
1301106

芸術史講義
（ヨーロッパ）3

［芸術教養シリーズ�13］
西洋の芸術史�文学上演篇Ⅰ

（神々の世界から市民社会の幕開けまで）
1301113

芸術史講義
（ヨーロッパ）4

［芸術教養シリーズ�14］
西洋の芸術史�文学上演篇Ⅱ

（ロマン主義の胎動から世紀末まで）
1301114

芸術史講義
（近現代）1

［芸術教養シリーズ�07］
近現代の芸術史�造形篇Ⅰ

（欧米のモダニズムとその後の運動）
1301107

芸術史講義
（近現代）2

［芸術教養シリーズ�08］
近現代の芸術史�造形篇Ⅱ

（アジア・アフリカと新しい潮流）
1301108

芸術史講義
（近現代）3

［芸術教養シリーズ�15］
近現代の芸術史�文学上演篇Ⅰ

（20世紀の文学・舞台芸術）
1301115

芸術史講義
（近現代）4

［芸術教養シリーズ�16］
近現代の芸術史�文学上演篇Ⅱ

（メディア社会における「芸術」の行方）
1301116

芸術学科専門教育科目

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

芸術学基礎
芸術学基礎 1105001 芸術学：一斉送付

その他：無料請求
有料請求：¥2,100 本学オリジナル

芸術学特講 1105002 有料請求：¥2,100 本学オリジナル

美術史学基礎
美術史学基礎　課題論文集 2007004 有料請求

Web（airUマイページ）
有料請求：¥300

airUマイページ：無料 本学オリジナル

論文の読み方・書き方 1105007 無料請求 有料請求：¥2,100 本学オリジナル
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科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

地域芸術理論 地域学［改訂新版］ 1105003
芸術学：2018年度まで
の入学生は一斉送付
その他：無料請求
Web（airUマイページ）

有料請求：¥2,100
airUマイページ：無料 本学オリジナル

京都学入門 京都学　※1 1105004
歴史遺産：一斉送付
その他：無料請求

有料請求：¥4,000 本学オリジナル
史料学基礎 史料演習 1105005 有料請求：¥4,000 本学オリジナル

史料講読基礎
京都学　※1 1105004 有料請求：¥4,000 本学オリジナル
京都学史料　※2 1105006 有料請求：¥2,100 本学オリジナル

日本文化の源流
［芸術教養シリーズ22］
伝統を読みなおす1

（日本文化の源流を探る）
1305001

有料請求
各自購入
Web（airUマイページ）

有料請求：¥2,178
市販本：¥2,420

BookLooper：無料
airUマイページ：無料

藝術学舎出版

日本文化と東アジア 唐物と東アジア 1205001 無料請求
（再請求対象外） 市販本：¥2,000 勉誠出版

日本の生活文化 日本の食はどう変わってきたか 1205002 各自購入 Kindle：¥1,346 角川学芸出版
論文研究基礎

論文の読み方・書き方　※3 1105007
芸術学・歴史遺産・
和の伝統文化：一斉送付
文芸：無料請求

有料請求：¥2,100

本学オリジナル
論文研究Ⅰ-1・Ⅰ-2（芸歴和）
論文研究Ⅱ-1・Ⅱ-2（芸歴和） 本学オリジナル

論文研究Ⅲ 本学オリジナル

論文研究基礎演習

本学オリジナル
論文研究基礎演習　
課題論文集2017① 2007002 有料請求

Web（airUマイページ）
有料請求：¥300

airUマイページ：無料 本学オリジナル

論文研究基礎演習　
課題論文集2017② 2007003 有料請求

Web（airUマイページ）
有料請求：¥300

airUマイページ：無料 本学オリジナル

※1　歴史遺産コース専門教育科目「歴史遺産学基礎講義」「史料講読応用」のテキストとしても使用
※2　歴史遺産コース専門教育科目「史料講読応用」のテキストとしても使用
※3　文芸コース専門教育科目のテキストとしても使用

芸術学コース

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

芸術学資料論Ⅰ-1 芸術学資料論　資料集① 1105101 有料請求
Web（airUマイページ）

有料請求：¥300
airUマイページ：無料 本学オリジナル

芸術学資料論Ⅰ-2 芸術学資料論　資料集② 1105102 有料請求
Web（airUマイページ）

有料請求：¥300
airUマイページ：無料 本学オリジナル

歴史遺産コース

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

歴史遺産学基礎講義 京都学　※4 1105004 一斉送付 有料請求：¥4,000 本学オリジナル

歴史遺産学Ⅰ-1 日本宗教史 1205201
2018年度までの入学生：
無料請求（再請求対象外）
2019年度以降の入学生：
一斉送付（再請求対象外）

市販本：¥924
Kindle：¥924 岩波新書

歴史遺産学Ⅰ-3 考古学でつづる日本史 1205202 無料請求
（再請求対象外） 市販本：¥1,980 同成社

歴史遺産学Ⅱ-1 保存科学概論 1105201 一斉送付 有料請求：¥2,100 本学オリジナル

歴史遺産学Ⅱ-3 世界遺産
－理想と現実のはざまで 1205204 無料請求

（再請求対象外）
市販本：¥924
Kindle：¥924 岩波新書

史料講読応用
京都学　※4 1105004 一斉送付 有料請求：¥4,000 本学オリジナル
京都学史料　※5 1105006 一斉送付 有料請求：¥2,100 本学オリジナル

※4　芸術学科専門教育科目「京都学入門」「史料講読基礎」のテキストとしても使用
※5　芸術学科専門教育科目「史料講読基礎」のテキストとしても使用
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文芸コース

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

文芸論Ⅱ-3 高校生のための批評入門 1205301 無料請求
（再請求対象外） 市販本：¥1,760 ちくま学芸文庫

文芸論Ⅱ-5 論文の読み方・書き方　※1 1105007 無料請求 有料請求：¥2,100 本学オリジナル

文芸演習Ⅰ-1 文章のみがき方 1205302
2014年度までの入学生：
無料請求（再請求対象外）
2015年度以降の入学生：
一斉送付（再請求対象外）

市販本：¥924 岩波新書

※1　芸術学科専門教育科目のテキストとしても使用

和の伝統文化コース

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

伝統文化基礎講義 東洋と西洋
－世界観・茶道観・芸術観 1205401 2014年度までの入学生：

無料請求（再請求対象外）
2015年度以降の入学生：
一斉送付（再請求対象外）

市販本：¥2,200 東方出版

伝統文化論Ⅰ-1 和歌のルール 1205402 市販本：¥1,320 笠間書院

伝統文化論Ⅰ-2 梁塵秘抄 1205403
2016年度までの入学生：
無料請求（再請求対象外）
2017年度以降の入学生：
一斉送付（再請求対象外）

市販本：¥1,430 ちくま学芸文庫

伝統文化論Ⅰ-3 日本芸能の環境 1105403 一斉送付 有料請求：¥1,000 本学オリジナル
伝統文化論Ⅱ-2
伝統文化実践Ⅱ-4 茶の湯を学ぶ 1105401 2018年度までの入学生：

無料請求
2019年度以降の入学生：
一斉送付

有料請求：¥4,000 本学オリジナル

伝統文化論Ⅱ-3
伝統文化Ⅱ-2 煎茶を学ぶ 1105402 有料請求：¥4,000 本学オリジナル

伝統文化論Ⅱ-4 花道の思想 1205404
2018年度までの入学生：
無料請求（再請求対象外）
2019年度以降の入学生：
一斉送付（再請求対象外）

市販本：¥1,980 思文閣

日本画コース　

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

コース専門演習
全科目

旧
基礎から学ぶ日本画 1106101 2021年度までの入

学生：一斉送付
（再請求対象外。紛
失の場合は新テキ
ストを各自購入）

― 本学オリジナル

日本画の制作を学ぶ 1106102 ― 本学オリジナル

新

日本画　基礎から学ぶ日本画 ―

各自購入

POD[Amazon]：￥3,850
honto：￥4,620

Kindle：￥2,860
藝術学舎出版

日本画　日本画の制作を学ぶ ―
POD[Amazon]：￥3,520

honto：￥4,620
Kindle：￥2,750

藝術学舎出版

日本画1　白い紙の上に
日本画制作への向かい方とヒント ―

POD[Amazon]：￥2,200
honto：￥4,400

Kindle：￥1,936
藝術学舎出版

日本画2　描くことの源泉へ
発想の源を遡る ―

POD[Amazon]：￥2,200
honto：￥4,400

Kindle：￥1,936
藝術学舎出版

※旧テキストをすでにお持ちの場合は旧テキストを使用可能ですが、新テキストの購入を推奨します。
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洋画コース　

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

コース専門演習
全科目

旧
デッサンと基礎 1106201

2021年度までの入
学生：一斉送付

（再請求対象外。紛
失の場合は新テキ
ストを各自購入）

― 本学オリジナル

技法と表現 1106202 ― 本学オリジナル

新

洋画　基礎と展開 ―

各自購入

POD[Amazon]：￥3,850
honto：￥6,600

Kindle：￥2,860
藝術学舎出版

洋画　絵画の生成、メチエの獲得 ―
POD[Amazon]：￥4,015

honto：￥5,342
Kindle：￥2,860

藝術学舎出版

洋画1　素描と絵画 ―
POD[Amazon]：￥4,180

honto：￥5,060
Kindle：￥1,936

藝術学舎出版

洋画2　表現の可能性 ―
POD[Amazon]：￥3,960

honto：￥4,840
Kindle：￥1,936

藝術学舎出版

※旧テキストをすでにお持ちの場合は旧テキストを使用可能ですが、新テキストの購入を推奨します。

陶芸コース

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

コース専門演習
全科目

旧
素材と手のトレーニング 1106401 2021年度までの入

学生：一斉送付
（再請求対象外。紛
失の場合は新テキ
ストを各自購入）

― 本学オリジナル

土のメッセージ 1106402 ― 本学オリジナル

新

陶芸　陶／素材と技法 ―

各自購入

POD[Amazon]：￥4,180
honto：￥7,370

Kindle：￥3,080
藝術学舎出版

陶芸　陶／イメージと表現 ―
POD[Amazon]：￥3,810

honto：￥5,074
Kindle：￥2,800

藝術学舎出版

陶芸1　伝統の技と表現 ―
POD[Amazon]：￥3,960

honto：￥4,840
Kindle：￥1,936

藝術学舎出版

陶芸2　土のメッセージ ―
POD[Amazon]：￥2,860

honto：￥3,740
Kindle：￥1,760

藝術学舎出版

※旧テキストをすでにお持ちの場合は旧テキストを使用可能です。

染織コース

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

コース専門演習
全科目

旧
染織演習［染］ 1106501 2021年度までの入

学生：一斉送付
（再請求対象外。紛
失の場合は新テキ
ストを各自購入）

― 本学オリジナル

染織演習［織］ 1106502 ― 本学オリジナル

新

染織　染を学ぶ ―

各自購入

POD[Amazon]：￥3,300
honto：￥5,940

Kindle：￥2,640
藝術学舎出版

染織　織を学ぶ� ―
POD[Amazon]：￥4,180

honto：￥7,370
Kindle：￥3,080

藝術学舎出版
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科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

コース専門演習
全科目 新

染織1　染を知る ―

各自購入

POD[Amazon]：￥3,700
honto：￥3,400

Kindle：￥2,000
藝術学舎出版

染織2　織を知る ―
POD[Amazon]：￥3,100

honto：￥2,900
Kindle：￥1,900

藝術学舎出版

染織演習Ⅱ-2
染織Ⅲ-1

カラーコーディネーター入門・色彩
[改訂増補版] 1206501

2021年度までの入学生：
一斉送付（再請求対象外）
2022年度以降の入学生：
有料請求（再請求対象外）

有料請求：￥1,650 日本色研事業

※�旧テキストをすでにお持ちの場合は旧テキストを使用可能です。詳細は染織コースガイドでご確認くださ
い。

写真コース

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

コース専門演習
全科目

旧

写真の変容と拡張 1107103 一斉送付 有料請求：￥5,700 本学オリジナル

写真・技法と表現 1106601

2021年度までの入
学生：一斉送付

（再請求対象外。紛
失の場合は新テキ
ストを各自購入）

― 本学オリジナル

新

写真　新編写真・技法と研究 ―

各自購入

POD[Amazon]：￥3,960
honto：￥6,820

Kindle：￥2,860
藝術学舎出版

写真1　写真概論 ―
POD[Amazon]：￥2,860

honto：￥6,600
Kindle：￥2,200

藝術学舎出版

写真2　現代写真・
行為・イメージ・態度 ―

POD[Amazon]：￥2,420
honto：￥5,940

Kindle：￥2,090
藝術学舎出版

※�旧テキストをすでにお持ちの場合は旧テキストを使用可能ですが、新テキストの購入を推奨します。詳細
は写真コースガイドでご確認ください。

情報デザインコース／グラフィックデザインコース

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

デザイン基礎1・2（情報） デザイン基礎［情報］ 1107101

一斉送付

有料請求：¥2,500 本学オリジナル

情報デザイン演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
イラストレーションの展開と
タイポグラフィの領域

（情報デザインシリーズ�Vol.1）
1107102 有料請求：¥5,700 本学オリジナル

情報デザイン演習Ⅲ 写真の変容と拡張
（情報デザインシリーズ�Vol.2）1107103 有料請求：¥5,700 本学オリジナル

情報デザイン演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ グラフィックデザインの視点と発想
（情報デザインシリーズ�Vol.3）1107104 有料請求：¥5,700 本学オリジナル

情報デザイン演習Ⅲ 映像表現の創造特性と可能性
（情報デザインシリーズ�Vol.4）1107105 有料請求：¥5,700 本学オリジナル

情報デザイン基礎1・2
情報デザイン演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

情報社会とコミュニケーション
（情報デザインシリーズ�Vol.5）1107106 有料請求：¥5,700 本学オリジナル

情報デザイン演習Ⅲ 情報の宇宙と変容する表現
（情報デザインシリーズ�Vol.6）1107107 有料請求：¥5,700 本学オリジナル
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建築デザインコース

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

デザイン基礎1・2（建築）
環境デザイン演習［建築］Ⅰ
環境デザイン基礎1・2（建築）

建築・設計・製図 1207202

2015年度までの入学生・
2016年度編入学生：
無料請求

（再請求対象外）
2016年度1年次入学生・
2017年度以降の入学生：
一斉送付

（再請求対象外）

市販本：¥3,080 学芸出版社

環境デザイン基礎2（建築） 初めての建築一般構造 1207205
一斉送付

（再請求対象外）

市販本：¥3,080 学芸出版社
コース専門演習全科目 コンパクト建築設計資料集成［第3版］ 1207201 市販本：¥5,280 丸善出版

デザイン基礎1（建築）
図形ドリル 1207203 市販本：¥1,980 学芸出版社
建築ドリル 1207204 市販本：¥1,980 学芸出版社

ランドスケープデザインコース

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

デザイン基礎1（ランド）
環境デザイン演習［ランド］Ⅰ
環境デザイン基礎2（ランド）

デザイン基礎［ランド］ 1107301

一斉送付

有料請求：¥2,500 本学オリジナル

環境デザイン基礎1（ランド）
環境デザイン演習［ランド］Ⅰ・Ⅱ 庭づくりの心と実践 1107302 有料請求：¥5,700 本学オリジナル

デザイン基礎2（ランド）
環境デザイン演習［ランド］Ⅱ 木と森の生態そして花の意匠 1107303 有料請求：¥5,700 本学オリジナル

環境デザイン演習［ランド］Ⅱ・Ⅲ ランドスケープ空間の諸相 1107304 有料請求：¥5,700 本学オリジナル

空間演出デザインコース　

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

デザイン基礎1（空間演出） 失われた身体を求めて 1107401 一斉送付 有料請求：¥4,000 本学オリジナル
デザイン基礎1（空間演出）
空間演出デザイン演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
空間演出デザイン基礎1

新しい建築の製図 1207401 一斉送付
（再請求対象外） 市販本：¥2,640 学芸出版社

空間演出デザイン演習Ⅱ 空間プロデュースの視点 1107402
一斉送付

有料請求：¥2,100 本学オリジナル
空間演出デザイン演習Ⅲ ものづくりの原点 1107403 有料請求：¥2,100 本学オリジナル

※1 コンパクト建築設計資料集成
［第3版］ 1207201 有料請求

（再請求対象外）
有料請求：¥5,280

市販本：¥5,280 丸善出版

デザイン基礎1（空間演出）
空間演出デザイン演習Ⅰ 図形ドリル 1207203 一斉送付

（再請求対象外） 市販本：¥1,980 学芸出版社

※1　�課題として、「製図」に取り組むテキスト科目・スクーリング科目の「参考文献」となる書籍です。該
当科目は、airU上のシラバスで確認してください。

大学院

科目名 テキスト名 物品
コード 初回入手方法 本体価格（税込） 出版社

論文研究基礎 論文の読み方・書き方 1105007 有料請求 有料請求：¥2,100 本学オリジナル




