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リスト番号 開講学部 曜日時限

科目名 先生
教科書参考書 書名 出版社 本体価格 備考

1331 法 EnglishAⅡ 上村威 教科書 Q:Skills for Success：Listening and
Speaking 2,2nd ed.

Oxford
U.P.

3,300 入荷済

1332 法
水
3

中級ドイツ語ＡⅡ 須永恒雄 教科書 Wozzeck/ヴォツェック 同学社 1,600 入荷済

1333 法
火
3

EnglishAⅡ 上村威 教科書 Q:Skills for Success：Listening and
Speaking 2,2nd ed.

Oxford
U.P.

3,300 入荷済

2369 商 水 経済学 	楠本眞司 参考書 コロナ時代の経済復興 創成社 1,800 推薦図書　　入荷済

2370 商 水 経済学 楠本眞司 参考書 異世界縄文タイムトラベル 幻冬舎 1,200 推薦図書　　入荷済

2371 商
木2,
木3 地理学B 中川秀一 教科書 現代日本の資源問題 古今書院 2,600 入荷済

2372 商 月2 中級中国語Ⅳ 中村達雄 教科書 ことばのふしぎ-中国語学読本- 朝日出版社 1,800 入荷済

2373 商 月3 中級中国語Ⅳ 中村達雄 教科書 ことばのふしぎ-中国語学読本- 朝日出版社 1,800 入荷済

3125 政経 水3 スペイン語Ⅲ 寺沢セシリア恵子 教科書 ラテンアメリカ紀行 弘学社 1,600 入荷済

3209 政経
金
1

英語Ⅱ 望月千栄子 教科書
Roman Holiday/DVDで学ぶ『ローマの休日』 南雲堂 2,500 入荷済

3350 政経
水
1, ミクロ経済学 井上朋紀 教科書 ミクロ経済学 東京大学出

版会
3,500 入荷済

3351 政経
水
1, ミクロ経済学 井上朋紀 教科書 ミクロ経済学演習 第２版 東京大学出

版会
2,800 入荷済

3352 政経 木2 スペイン語Ⅲ 佐藤麻里乃 教科書
HISTORIA DE UNA GAVIOTA Y DEL GATO QUE LE ENSENO A VOLAR
/カモメに飛ぶ手ほどきをした猫の物語

同学社 2,200 入荷済

3353 政経 水1 教養基礎講座(ジェンダー論) 高峰修 教科書 よくわかるジェンダー・スタディーズ ミネルヴァ
書房

2,600 入荷済

3354 政経 日本文学 田中絵美利 教科書 それから 改版(新潮文庫) 新潮社 460 入荷済

4035 情コ
木
3,

English SkillsAⅠ・Ⅱ(中
級) 近山和広 教科書 FIFTY-FIFTY Book 2 Pearson 2,810 入荷済

4103 情コ
木
1,

English SkillsAⅠ・Ⅱ(中
級) 近山和広 教科書 FIFTY-FIFTY Book 2 Pearson 2,810 入荷済

5333 経営 月2 英語初級Ｂ 石塚あおい 教科書 The Go-Between Pearson 810 入荷済

5334 経営 月2 英語初級Ｂ 石塚あおい 教科書 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde Pearson 810 入荷済

5335 経営 月3 英語中級Ｂ 石塚あおい 教科書 The Go-Between Pearson 810 入荷済

5336 経営 月3 英語中級Ｂ 石塚あおい 教科書 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde Pearson 810 入荷済

新規追加リスト



5337 経営 月4 英語中級Ｂ 石塚あおい 教科書 The Go-Between Pearson 810 入荷済

5338 経営 月4 英語中級Ｂ 石塚あおい 教科書 The Phantom of the Opera Pearson 810 入荷済

5340 経営 水1 簿記論Ⅱ 石津寿惠 教科書
みんなが欲しかった！簿記の教科書日商２級商業簿記 第９版 ＴＡＣ 1,400 入荷済

5341 経営 金2 	Basic Accounting B 中島真澄 教科書
Accounting Principles, 13ed.(オンライン学習シス
テムNew Wiley Plus)

Wiley 4,600 入荷済  e-book(固有コードの販売)
購入後、コードのついたpdfをお送りします。

5342 経営 水3・4 英語（初級）Ｂ 河内山晶子 教科書 Learning English with TITANIC
/映画『タイタニック』で学ぶ総合英語

成美堂 2,300 入荷済

6356 文
水
5

基礎演習(日本文
学)B

竹内栄美子 参考書 芥川龍之介ハンドブック 鼎書房 1,800 入荷済

6357 文 金3 文献講読B 酒井晃 教科書 建国神話の社会史 中央公論新
社

1,400 入荷済

7100 共通 金4 明治大学の歴史 李英美 教科書 明治大学の歴史 DTP出版 2,530 入荷済

7101 共通 火 	日本史概論 伊勢弘志 参考書 はじめての日本現代史 芙蓉書房出
版

2,200 入荷済

7102 共通 火 	日本史概論 伊勢弘志 教科書 明日のための近代史 芙蓉書房出
版

2,200 入荷済


