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2020年度 秋期 明 治 大 学　教科書リスト 学部共通

※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

英語 English Communication ⅠＡ・Ｂ ウェブスター、ダニエ 水2,水3 春秋 教科書 7001 Identity Oxford U.P 2,720

英語 English CommunicationⅡA・B ウェブスター 水4 秋期 教科書 7003 Global:Intermediate Macmillan 3,300

イタリア語 イタリア語ⅠB 大崎さやの 木3 秋期 教科書 7005 Un piatto ditaliano  /イタリア語ひとさら 改訂版 白水社 2,400 毎授業

英語 英語ⅠA・B オカート 1 火3 秋期 教科書 7008 English for Everyday Communication vol.2 PMP K.K. 2,400

英語 英語ⅠA・B オカート 1 火4 秋期 教科書 7009 English for Everyday Communication vol.2 PMP K.K. 2,400

英語 英語ⅡB オカート 2 火5 秋期 教科書 7011 English for Business Communication vol.2 PMP K.K. 2,400

ラテン語 ラテン語ⅠA・B 小島久和 火4 春秋 教科書 7012 Classica grammatica latina  /標準ラテン文法 白水社 1,900

ロシア
語

ロシア語ⅡA・B 杉山春子
1,2,3,

4
金3 通年 教科書 7014 ロシア語教程 ナウカ出版 1,900

英語 English CommunicationⅠA ストラック、アンドリ 1,2 金2 その他 教科書 7016 Impact Conversation 1 Pearson 2,960

英語 English CommunicationⅠA ストラック、アンドリ 1,2 金3 その他 教科書 7017 Impact Conversation 1 Pearson 2,960

英語 English CommunicationⅠA ストラック、アンドリ 1,2 金4 その他 教科書 7018 Impact Conversation 1 Pearson 2,960

ロシア語 ロシア語ⅠA・B 土岐康子 1,2,3,4 水4 春秋 教科書 7020 初級ロシア語20課   白水社 1,900 毎回使用

英語 English CommunicationⅠA・B トロル 水1 秋期 教科書 7023 Global:Pre‐Intermediate Macmillan 3,300

英語 English CommunicationⅠA・B トロル 水2 秋期 教科書 7024 Global:Pre‐Intermediate Macmillan 3,300

ドイツ語 ドイツ語会話ⅠA・B トロル 1,2 水3 春秋 教科書 7025 Sprich mit uns!  /さあ、ドイツ語で！ 第三書房 2,400 毎週使用

ドイツ語 ドイツ語会話ⅠⅡA・B トロル 1,2 水3,水4 その他 参考書 7026 文法から学べるドイツ語 ナツメ社 1,800 ときどき使用

ドイツ語 ドイツ語会話ⅡA・B トロル 1,2 水4 春秋 教科書 7027 Bald sprichst du auch Deutsch!  /話してみよう・ドイツ語 改訂版 同学社 2,500 毎週使用

フランス語 フランス語会話 ドナティ、ジャン　アレ 月2 通年 教科書 7028 Maestro 1 méthode de français/マエストロ1　実践フランス語 初
級

朝日出版社 2,700

フランス語 フランス語会話 ドナティ、ジャン　アレ 金2 通年 教科書 7029 Maestro 1 méthode de français/マエストロ1　実践フランス語 初
級

朝日出版社 2,700

中国語 中級中国語AⅠ・Ⅱ（スポーツ） 西川和孝 2 月5 その他 教科書 7030 中国語つぎへの一歩    白水社  2,200

中国語 中級中国語AⅠ・Ⅱ（スポーツ） 西川和孝 2 水5 その他 教科書 7031 中国語つぎへの一歩        白水社 2,200

英語 English CommunicationⅠA・B フーパー 金5 秋期 教科書 7033 Global:Pre‐Intermediate Macmillan 3,300

英語 資格英語 フーパー,ドナバン　 月1 春秋 教科書 7034 TOEICテスト公式問題集　新形式問題対応編
国際ビジネスコミュニケ－ション協会 

2,800

英語 資格英語 フーパー,ドナバン　 月2 春秋 教科書 7035 TOEICテスト公式問題集　新形式問題対応編
国際ビジネスコミュニケ－ション協会 

2,800

英語 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Communication ⅠA・B ペイゲル、ジェイムス 金1 春秋 教科書 7037 Pathways 1:Listening,Speaking,and Critical Thinking,1st ed. Cengage Learning 3,270

英語 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Communication ⅡA・B ペイゲル 水2 春秋 教科書 7038 Pathways 2:Listening, Speaking and Critical Thinking,1st ed. Cengage Learning 3,270

中国語 中国語会話ⅠA・B 将邑劍平 火3 春秋 教科書 7039 ニーハオ！ニッポン－ふりむけば、中国語。 朝日出版社 2,400

中国語 中国語会話ⅡA・B 将邑劍平 火4 春秋 教科書 7040 日中ふれあい“漢語”教室 中級中国語 朝日出版社 2,200

英語 English CommunicationⅠA・B ラッセル 水6 秋期 教科書 7043 Global:Pre‐Intermediate Macmillan 3,300

英語 English CommunicationⅠA・B ラッセル 木6 秋期 教科書 7044 Global:Pre‐Intermediate Macmillan 3,300

日本国憲法 市川直子 1,2,3,4, 月5 春秋 教科書 7049 新 現代社会と法 和広出版 2,300

教育相談の理論と方法 伊藤直樹 2,3,4 木1 秋期 教科書 7050 教育臨床論 (増補新版)   批評社 1,800 ほぼ毎回使用。

試験時の持ち込みは不可。ICTベーシック 岡田昭夫 1,2,3,4 月4 春秋 教科書 7052 シナモンロ－ルにハチミツをかけて    銀の鈴社 2,200

ICTベーシック 岡田昭夫 1,2,3,4 月3 春秋 教科書 7053 シナモンロ－ルにハチミツをかけて    銀の鈴社 2,200

ICTベーシック 岡田昭夫 1,2,3,4 水3 春秋 教科書 7054 シナモンロ－ルにハチミツをかけて    銀の鈴社 2,200

ICTベーシック 岡田昭夫 1,2,3,4 水4 春秋 教科書 7055 シナモンロ－ルにハチミツをかけて    銀の鈴社 2,200

ICTベーシック 岡田昭夫 1,2,3,4 水5 春秋 教科書 7056 シナモンロ－ルにハチミツをかけて    銀の鈴社 2,200

思想史領域研究演習Ⅰ・Ⅱ 田中ひかる 大学院 火4 春秋 参考書 7062 ひとびとの精神史 第３巻      岩波書店  2,300 教養デザイン研究科　購入は任意です。

特別支援教育論/障害児教育論（15年以前） 平井威 1,2,3,4 月3 秋期 教科書 7064 みんなで考える特別支援教育 北樹出版 2,600 ほぼ毎回使用

特別支援教育論/障害児教育論（15年以前） 平井威 1,2,3,4 月4 秋期 教科書 7065 みんなで考える特別支援教育 北樹出版 2,600 ほぼ毎回使用

特別支援教育論/障害児教育論（15年以前） 平井威 1,2,3,4 月3,月4 秋期 参考書 7066
ブーケを手わたす 学術研究出版 1,800

日本語読解(速読) 八木惠子 水1,水2 その他 教科書 7076 徳川がつくった先進国日本(文春文庫) 文藝春秋 520

アラビア語ⅠB 木下宗篤 水2 秋期 教科書 7080 アラビア語表現とことんトレ－ニング 白水社  2,400 必須教科書

日本語読解(速読) 八木惠子 木3 その他 教科書 7083 一杯の紅茶の世界史(文春新書) 文藝春秋 680

英語 English CommunicationⅠ ザンギ、ジョセフ 月4 その他 教科書 7084 English 101 Activities for English Communication PMP Edicational 2,000

英語 English CommunicationⅠ ザンギ、ジョセフ 月5 その他 教科書 7085 English 101 Activities for English Communication PMP Edicational 2,000

英語 English CommunicationⅠ ザンギ、ジョセフ 月6 その他 教科書 7086 English 101 Activities for English Communication PMP Edicational 2,000

英語 English CommunicationⅡ ザンギ、ジョセフ 火3 その他 教科書 7087 Global Topics for Discussion PMP Edicational 2,000

英語 English CommunicationⅡ ザンギ、ジョセフ 火5 その他 教科書 7088 Global Topics for Discussion PMP Edicational 2,000

英語 English CommunicationⅡ ザンギ、ジョセフ 火6 その他 教科書 7089 Global Topics for Discussion PMP Edicational 2,000

ドイツ語 ドイツ語会話ⅠA クロル 金3 その他 教科書 7090 Genau!Neu  /ゲナウ!コミュニケーションのドイツ語 ノイ 第三書房 2,500

生徒・進路指導論 藤田祐介 1, 2, 3, 4 火4 秋期 教科書 7091 生徒指導の教科書 改訂版 文化書房博文社 1,800

学校の制度と経営 藤田祐介 1, 2, 3, 4 火5 秋期 教科書 7092 学校の制度を学ぶ 文化書房博文社 2,200

語学 複数講師 参考書 7093 電子辞書 スペイン語セット(AZ-SX9800) CASIO 41,283

語学 複数講師 参考書 7094 電子辞書 ドイツ語セット(AZ-SX9800) CASIO 41,283

語学 複数講師 参考書 7095 電子辞書 フランス語セット(AZ-SX9800) CASIO 41,283

語学 複数講師 参考書 7096 電子辞書 中国語セット(AZ-SX9800) CASIO 41,283

語学 複数講師 参考書 7097 電子辞書 韓国語セット(AZ-SX9800) CASIO 41,283

語学 複数講師 参考書 7098 電子辞書 ロシア語セット(AZ-SX9800) CASIO 41,283

語学 複数講師 参考書 7099 電子辞書 (AZ-SX9800)本体のみ CASIO 37,375

※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。


