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2020年度 秋期 明 治 大 学　教科書リスト 商学部

※学年・組・曜日時限につきましては学校発表の時間割表でご確認ください。 ▼

語学 科目名
先生
カナ

先生 学年 組 曜日時限
春秋
通年

教科書
参考書

チェック
欄

教科書番
号 書名 出版社 本体価格 備考

中国語 中級中国語 綾部武彦 2 18 木2 春秋 教科書 2004 Chinese Adventure  /チャイニ－ズアドベンチャ－ ＤＶＤで学ぶ中国文化 金星堂 2,700

ドイツ語 特設初級ドイツ語(再履修) 荒川宗晴 2,3,4 木1 春秋 教科書 2006 Ich München!  /ミュンヒェンに夢中 　     同学社 2,500

中国語 中級中国語Ⅲ・Ⅳ 井口博文 2 15　17 木2,木3 春秋 教科書 2007 中国語解体新書 駿河台出版社 2,300

スペイン語 初級スペイン語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ(再履修) 井関睦美 2,3,4 木5 秋期 教科書 2015 !Hala vamos e estudiar espanol  /さあ、始めよう！スペイン語    同学社 2,500

スペイン語 初級スペイン語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ(再履修) 井関睦美 2,3,4 木5 秋期 教科書 2017 文法から学べるスペイン語       ナツメ社 1,800

英語 口語英語Ⅰ・Ⅱ 伊藤左千夫 1 18 金1 春秋 教科書 2020 English with Pop Hits  /ヒットソングで学ぶ総合英語 成美堂 2,200

英語 英語講読Ⅰ・Ⅱ 伊藤左千夫 1 10 金2 春秋 教科書 2021 Understanding Our New Challenges  /新しい世界の読み方 成美堂 1,900

英語 英語講読Ⅰ・Ⅱ 伊藤左千夫 2 28 金3 春秋 教科書 2022 World of Wonders Inspiring the Future  /知の挑戦 成美堂 1,900

フランス語 初級フランス語Ⅲ 江島宏隆 特設 月1 通年 教科書 2029 Larc-en-ciel/ラルカンスィエル 三訂版 第三書房 2,400 9月中旬入荷予定

英語 英語講読Ⅰ・Ⅱ 小笠原清香 2 11 金3 通年 教科書 2048 The English Language: A Very Short Introduction Oxford　U.P. 1,480

ドイツ語 特設初級ドイツ語(再履修) 小川泰生 2,3,4 月5 春秋 教科書 2053 クヴェレ・ドイツ文法 新訂版    同学社 2,200

英語 口語英語Ⅰ・Ⅱ 小倉美加 1 9 水1 その他 教科書 2054 Can't Stop Writing　Revised.  /英語で書いてみよう 改訂版 三修社 1,800

英語 口語英語Ⅰ・Ⅱ 小倉美加 2 23 水2 その他 教科書 2055 Can't Stop Writing　Revised.  /英語で書いてみよう 改訂版 三修社 1,800

英語 英語講読Ⅰ・Ⅱ 小倉美加 2 15 水3 その他 教科書 2056 Reading Explorer3,2nd ed. Cengage Learning 2,750

英語 口語英語Ⅰ・Ⅱ 狩野郁子 2 27 水2 春秋 教科書 2071 Winning Formula for the TOEIC L＆R Test,Revised ed. Cengage Learning 2,400

英語 英語講読Ⅰ・Ⅱ 狩野郁子 2 12 水3 春秋 教科書 2072 21st Century Reading 3:Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 2,900

英語 口語英語Ⅰ・Ⅱ 北原賢一 2 15 金3 その他 教科書 2077 Grammar in Use Intermediate:Student's book without Answers,4th ed. Cambridge U.P. 3,190

英語 英語(再履修) 小宮彩加 2 金1 通年 教科書 2087 Boost your skills for the TOEIC® Test with The Wizard of Oz 英宝社 2,400

中国語 中級中国語Ⅲ 清水享 2 22 月3 その他 教科書 2094 大学生のための現代中国12話 Ⅲ 白帝社 2,500

英語 口語英語 鈴木美穂 2 3 火1 その他 教科書 2103 Impact Issues2:Student Book with Online Code,3rd ed. Pearson 3,070

英語 英語講読 鈴木美穂 1 28 火2 その他 教科書 2104 NorthStar Reading and Writing3,5th ed. Pearson 3,300

中国語 中国語(再履修） 関山度 月5 通年 教科書 2106 中国語カレッジ 郁文堂 2,500

フラン
ス語

特設フランス語(再履
修)

高橋明美 木1 通年 教科書 2111 Salut,tout facile! /やさしいサリュ 改訂版 駿河台出版社 1,800

ドイツ語 特設初級ドイツ語(再履修) 高橋泰雄 2,3,4 特設 金1 春秋 教科書 2114 Mein Deutsch Mein Wunsch  /ハンサムドイツ 朝日出版社 2,400

英語 口語英語Ⅱ 堤龍一郎 2 18 金3 その他 教科書 2125 Newspaper English,Revised ed.  /５分間英字新聞 改訂版 南雲堂 700

フラン
ス語

初級フランス語Ⅰ・Ⅲ/
Ⅱ・Ⅳ(再履修)

富塚真理子 月5 通年 教科書 2136 Les Bavards Hachette 2,500

中国語 初級中国語（再履修） 中村達雄 特設 水1 秋期 教科書 2146 大学生のための初級中国語２４回 改訂版 白帝社 2,400

中国語 初級中国語（再履修） 中村達雄 特設 水5 秋期 教科書 2148 たのしくできる中国語 白水社 2,200

英語 口語英語 長谷川秀子 1 5 水1 春秋 教科書 2154 NHK NEWS LINE　1  /映像で学ぶNHK 英語ニュースが伝える日本　 金星堂 2,300

英語 口語英語 長谷川秀子 2 25 水2 春秋 教科書 2155 NHK NEWS LINE　１  /映像で学ぶNHK 英語ニュースが伝える日本　 金星堂 2,300

英語 英語講読 長谷川秀子 2 13 水3 春秋 教科書 2156 Both Sides Now  /オピニオンの相違から学ぶ英語  成美堂 1,900

スペイン語 初級スペイン語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ(再履修) バリエントス 2,3,4 木1 秋期 教科書 2163
¡Ánimo con el español!  /アニモ・コン・エル・エスパニョ－ル スペイン語をはじめよう！ 三修社 2,500

英語 口語英語Ⅰ・Ⅱ 廣瀬絵美 2 9 金2 その他 教科書 2171 Fast Pass for the TOEIC® L&R TEST Cengage Learning 2,100

英語 英語講読Ⅰ・Ⅱ 廣瀬絵美 2 10 金3 その他 教科書 2172 Global Leadership  /ビジネスケースで学ぶグローバル人材の条件   金星堂 1,900

中国語 中級中国語 葉紅 2 月2 春秋 教科書 2195 ステップアップ 対話で楽しむ中国語 駿河台出版社 2,200

中国語 中級中国語プラスワン 葉紅 2 月1 春秋 教科書 2196 ことばと文化“一挙両得”中級中国語 朝日出版社 2,200

中国語 初級中国語プラスワン 葉紅 1 月3 秋期 教科書 2197 本気でトライ！中国語 駿河台出版社 2,200

英語 英語講読 横田保恵 1 22 水2 通年 教科書 2199 Reading Power 2,4th ed. Pearson 3,220

英語 口語英語Ⅰ・Ⅱ 鷲尾郁 1 28 金1 春秋 教科書 2219 CBS News Break4  /CBSニュースブレイク4 成美堂 2,400

英語 英語講読Ⅰ・Ⅱ 鷲尾郁 1 1 金2 春秋 教科書 2220 AFP World News REport 4  /ＡＦＰニュースで見る世界 4 成美堂 2,500

英語 英語講読Ⅰ・Ⅱ 鷲尾郁 2 8 金3 春秋 教科書 2221 AFP World News REport 4  /ＡＦＰニュースで見る世界 4 成美堂 2,500

英語 英語講読Ⅰ・Ⅱ 鷲尾郁 2 21 水3 春秋 教科書 2222 AFP World News Report5  /AFPニュースで見る世界5 成美堂 2,500

文章表現 商学部共通　複数教師 1 全 春秋 教科書 2229 実践 文章表現 明治書院 2,000

理論経済学 相沢幸悦
1,2,3,

4
月3,月4 通年 教科書 2230 定常型社会の経済学 ミネルヴァ書

房
3,500

生命科学A・B 浅賀宏昭 1,2 全 月1 春秋 教科書 2232 ＺＥＲＯからの生命科学 改訂4版 南山堂 2,400 ほぼ毎回使用

生命科学A・B 浅賀宏昭 1,2 全 月2 春秋 教科書 2233
ＺＥＲＯからの生命科学 改訂4版 南山堂 2,400 ほぼ毎回使用

生命科学A・B 浅賀宏昭 1,2 全 月1 春秋 参考書 2234 新しい高校生物の教科書(講談社ブルーバックス) 講談社 1,200 高校で生物未履修者の学生向け  自習用  購入は任意です。

生命科学A・B 浅賀宏昭 1,2 全 月2 春秋 参考書 2235 新しい高校生物の教科書(講談社ブルーバックス) 講談社 1,200 高校で生物未履修者の学生向け  自習用 購入は任意です。

生命科学A・B 浅賀宏昭 1,2 全 月1 春秋 参考書 2236 現代生命科学 第３版 羊土社 2,800
教養として「生命科学」をさらに深く自習したい学生向け　購入は任意です。

生命科学A・B 浅賀宏昭 1,2 全 月2 春秋 参考書 2237 現代生命科学 第３版 羊土社 2,800
教養として「生命科学」をさらに深く自習したい学生向け 購入は任意です。

総合学際演習（2年） 泉順子 2 水1 その他 教科書 2239 短編工場(集英社文庫)  集英社 720

経営学総論B 風間信隆 1,2 秋期 教科書 2244 よくわかるコーポレート・ガバナンス ミネルヴァ書房 2,600

簿記学 神田良介
1,2,3,

4
金5 通年 教科書 2247 現代基本簿記 改訂版 多賀出版 2,600

総合学際演習 北田葉子 2 木5 秋期 教科書 2249 大学で学ぶ西洋史「近現代」 ミネルヴァ書房 2,800

経済学A・B 黒木龍三 1 火3,火4 参考書 2252 エレメンタル現代経済学 晃洋書房 2,200 購入は任意です。

簿記学A・B 権大煥 1 水1 春秋 教科書 2253 会計研究入門 森山書店 1,600

法学B 設楽浩吉 1,2 全 金4 秋期 教科書 2257 テキスト法学 第４版 大学教育出版 1,800

日本文化史A・B 清水克行 1,2 月5,木3 教科書 2258 現代を生きる日本史 岩波書店  2,300

哲学B 清水真木 1,2,3,4 全 金1,金2 秋期 教科書 2260
方法序説（岩波文庫） 岩波書店 520

商業総論A・B 庄司真人 1,2 月4,月5 春秋 教科書 2261 ベーシック流通論 同文舘出版 2,500

法学B 平松直登 1,2 火3 秋期 教科書 2269 グラフィック憲法入門　補訂版 新世社(サイエンス社) 2,230

特別テーマ研究科目A「日本企業のクォリティとSDGs」 山下洋史 1,2 金3 秋期 参考書 2277
バランシングの経営管理・経営戦略と生産システム   文眞堂 2,500

言語学B 吉田浩美 1,2 全 月5 秋期 教科書 2280 言語学入門 研究社 1,800

簿記学A・B 渡邉智 1,2,3,4 火1,水3,水4,水5 春秋 教科書 2283 検定簿記ワークブック３級商業簿記 第６版 中央経済社  800

簿記学A・B 渡邉智 1,2,3,4 火1,水3,水4,水5 春秋 教科書 2284 検定簿記講義３級商業簿記 2020年度版 中央経済社  800

基礎演習 渡辺徳美 1 2 木3 春秋 教科書 2285 ドイツがわかる 三修社 1,800

英語 口語英語 池田しおり 2 8 金2 その他 教科書 2287 Touring Britain  /英国探訪 朝日出版社 1,900

英語 英語講読 池田しおり 2 27 金3 その他 教科書 2288 The Heart of Britain  /進化するイギリス 成美堂 1,900

英語 口語英語 倉光紀子 1 3 水1 春秋 教科書 2290 Seeing the World through the News 5  /映像で学ぶイギリス公共放送の英語   金星堂 2,500

英語 口語英語 倉光紀子 1 3 水1 春秋 教科書 2291 TOEIC TEST必修単熟語チェック 650点レベル 音羽書房鶴見書店 1,000

英語 口語英語 倉光紀子 2 26 水2 春秋 教科書 2292 Seeing the World through the News 5  /映像で学ぶイギリス公共放送の英語   金星堂 2,500

英語 口語英語 倉光紀子 2 26 水2 春秋 教科書 2293 TOEIC TEST必修単熟語チェック 650点レベル 音羽書房鶴見書店 1,000

※書籍・辞書は10％値引します。
※本体価格は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
※参考書は講義に必須ではありません。返品出来ないので本当に必要かどうか考えてからご購入ください。
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英語 英語講読 倉光紀子 2 23 水3 春秋 教科書 2294 TOEIC TEST必修単熟語チェック 650点レベル 音羽書房鶴見書店 1,000

中国語 中級中国語Ⅰ・Ⅱ 孫国震 2 16 月2 その他 教科書 2297 チャレンジ！二年生の中国語 朝日出版社 2,200

英語 口語英語Ⅰ 田尻歩 2 20 水2 その他 教科書 2298 Ready to Present:Student Book Cengage Learning 2,700

英語 英語講読Ⅰ 田尻歩 2 22 水3 その他 教科書 2299
Comprehensive Reading for culture Introduction To Cultural Studies
/カルチュラル・スタディーズ

英宝社 1,800

中国語 中級中国語Ⅰ・Ⅱ 藤井喜一郎 2 21 木3 その他 教科書 2301 やさしいビジネス中国語 朝日出版社 2,200

中国語 中級中国語Ⅰ・Ⅱ 藤井喜一郎 2 22 木2 その他 教科書 2302 やさしいビジネス中国語 朝日出版社 2,200

中国語 中国語(スポーツ) 本田親史 1 月1 その他 教科書 2303 ぼくのせんせい　問答有用　対話で学ぶ中国語（おさらいＣＤ－ＲＯＭ版） 朝日出版社 2,600

中国語 中国語(スポーツ) 本田親史 2 月3 その他 教科書 2304 楽しく読める中国語   白帝社 2,400

中国語 中級中国語Ⅲ・Ⅳ 本田親史 2 21 月2 その他 教科書 2305 カレント中国 初級から中級へ 朝日出版社 2,300

英語 口語英語Ⅰ・Ⅱ 本間裕子 1 水1 その他 教科書 2306 Open Mind level3,2nd ed. Macmillan 2,940

英語 口語英語Ⅰ・Ⅱ 本間裕子 1 水1 その他 教科書 2307 Listening Explorer for the TOEIC Test  /TOEICテストリスニングスキルアップ演習     成美堂  1,300

英語 口語英語Ⅰ・Ⅱ 本間裕子 2 22 水2 その他 教科書 2308 World Class2 Cengage Learning 3,180

英語 英語講読Ⅰ・Ⅱ 本間裕子 2 水3 その他 教科書 2309 Reading Explorer 5:Student book Text only,3rd ed. Cengage Learning 2,750

フランス語 中級フランス語Ⅲ・Ⅳ 松原陽子 2 木3 その他 教科書 2310 フランス語２００１ 白水社 2,500

フランス語 初級フランス語Ⅰ・Ⅱ 松原陽子 1 木2 その他 教科書 2311 grammaire systematique du francais  /システマティックフランス語文法 5訂版 早美出版社 2,300

中国語 中級中国語Ⅲ・Ⅳ 薬進太朗 2 25 火3 その他 教科書 2312 大学生のための中級中国語２０回   白帝社 2,400

中国語 中級中国語（スポーツ） 羅奇祥 2 金4 春秋 教科書 2313 初めての中国語 実用編 駿河台出版社 2,300

中国語 初級中国語（再履修） 羅奇祥 金5 春秋 教科書 2314 初めての中国語 第一歩 駿河台出版社 2,300

中国語 中国語(スポーツ） 李旭 木1 その他 教科書 2315 中国語はじめの一歩 最新2訂版 白水社 2,200

中国語 中級中国語Ⅰ・Ⅱ 李旭 2 火3 その他 教科書 2316 大学生のための現代中国12話 Ⅲ 白帝社 2,500

論理学 金子裕介 水2 春秋 教科書 2317 論理と分析‐文系のための記号論理入門 晃洋書房 2,900

商学専門演習 藤井秀登 2 金4 その他 教科書 2319 現代交通論の系譜と構造    税務経理協会 2,300

商学専門演習 藤井秀登 2 金4 その他 教科書 2320 弁証法はどういう科学か(講談社現代新書) 講談社 1,000

商学専門演習 藤井秀登 2 金4 その他 教科書 2321 現代の観光事業論 税務経理協会 2,100

商学専門演習 藤井秀登 2 金4 その他 教科書 2322 きほんを学ぶ世界遺産100　第2版(世界遺産検定３級公式テキスト) 世界遺産アカデミ－ 1,450

商学専門演習 藤井秀登 2 金4 その他 教科書 2323 くわしく学ぶ世界遺産３００ 第３版(世界遺産検定２級公式テキスト) 世界遺産アカデミ－ 2,000

総合学際演習 中村成里 木1 その他 教科書 2325 伊勢物語（慶長十三年刊嵯峨本第一種） 和泉書院 1,800

総合学際演習 中村成里 木1 その他 教科書 2326 仮名変体集 増補改訂 新典社 350

英語 英語講読 内田夕津 火2 その他 教科書 2327 The Best of Philippa Pearce  /フィリッパピアス珠玉選 英宝社 1,900

英語 英語講読 内田夕津 金2 その他 教科書 2328 The Best of Philippa Pearce  /フィリッパピアス珠玉選 英宝社 1,900

英語 英語講読 倉光紀子 2 23 水3 春秋 教科書 2329 Knowledge in the Making  /変容する世界を読み解く      成美堂 1,800

社会学A 藤田結子 木1,木2 その他 教科書 2330 ファッションで社会学する 有斐閣 2,300

 統計学Ａ 城田慎一郎 その他 参考書 2331 社会科学のためのデータ分析入門　上 岩波書店 2,600 購入は任意です。

 統計学Ａ 城田慎一郎 その他 参考書 2332 社会科学のためのデータ分析入門　下 岩波書店 2,700 購入は任意です。

簿記学B 渡邉雅雄 金2 秋期 教科書 2334
大原合格作戦シリーズ 「日商簿記1級 商業簿記・会計学Ⅱ(テキスト・問題集・解答集)」 大原出版 2,000 3冊セット

ドイツ語 初級ドイツ語プラスワン 渡辺徳美 1 参考書 2337 しっかり身につくドイツ語トレ－ニングブック ベレ出版 2,600 商学部1～6組　　購入は任意です。

会計学総論A 梅原秀継 1, 2 火2 春秋 教科書 2340 サクッとうかる日商２級商業簿記テキスト ネットスク－ル 1,400

会計学総論A 梅原秀継 1, 2 火2 春秋 参考書 2341 サクッとうかる日商3級商業簿記テキスト ネットスク－ル 1,200 購入は任意です。

会計学総論A 梅原秀継 1, 2 火2 春秋 参考書 2342 サクッとうかる日商２級商業簿記トレーニング ネットスク－ル 1,400 購入は任意です

ドイツ語 中級ドイツ語Ⅲ 	コヴァリク、ユタ 2 月3 その他 教科書 2350 スツェ－ネン  2　第３版　場面で学ぶドイツ語　ＣＤ・ワークブック付き　 三修社 3,100

商学専門演習（２年） 西剛広 2 教科書 2351 グロービスＭＢＡ経営戦略　新版 ダイヤモンド社 2,800

総合学際演習（２年） 	海田皓介 2 金1 通年 教科書 2352 英語の歴史 英宝社 1,900

商学専門演習（２年） 水野誠 2 水4 教科書 2353 社会科学のためのデータ分析入門 上 岩波書店 2,600

商学専門演習（２年） 浅井義裕 2 水4 教科書 2354 リスクファイナンス入門 中央経済社 3,000

ドイツ語 初級ドイツ語プラスワン 渡辺徳美 秋期 教科書 2355
Begegnungen Deutsch als Fremdsprache A1+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch+2CD's Schubert Leipzig 4,550

総合学際演習 渡辺徳美 2 秋期 教科書 2356 レポート・論文の書き方入門　第4版 慶応義塾大学出版会 1,000

商学専門演習 山本雄一郎 2 火2 秋期 教科書 2357 ビジネスと異文化のアクティブ・コミュニケ－ション 同文舘出版 2,800

貿易総論B 所康弘 1,2 火1 秋期 教科書 2358 貿易入門 大月書店 2,300

日本古典文学Ｂ 中村成里 月3 秋期 教科書 2359 源氏物語2(岩波文庫) 岩波書店 1,320

経済学B 水野勝之 秋期 教科書 2360
コロナ時代の経済復興 創成社 1,800

商学専門演習 水野勝之 秋期 教科書 2361 コロナ時代の経済復興 創成社 1,800

経済学B 水野勝之 秋期 参考書 2362 異世界縄文タイムトラベル 幻冬舎 1,200 秋学期課題図書

総合学際演習(2年) 広沢絵里子 2 水1 秋期 参考書 2363 戦争の記憶(講談社現代新書) 講談社 840

スペイン語 初級スペイン語プラスワン 井関睦美 1 金3 秋期 教科書 2364 スペイン語初歩の初歩 高橋書店 1,200

心理学Ｂ 熊谷智博 1 月2 秋期 教科書 2365 紛争と平和構築の社会心理学 北大路書房 4,000

心理学Ｂ 熊谷智博 1 月3 秋期 教科書 2366 紛争と平和構築の社会心理学 北大路書房 4,000

スペイン語 中級スペイン語 箕輪茂 2 29 月2 秋期 教科書 2367
Leyendo las noticias en español En diarios de México y Argentina
/スペイン語でニュースを読む

朝日出版社 1,400 10月中旬より使用予定

商学専門演習（２年） 松原有里 2 水5 秋期 教科書 2368 図説日本の税制 令和元年度版 財経詳報社 2,100


