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2020年度 秋期 明 治 大 学　教科書リスト 経営学部

※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

ドイツ
語

ドイツ語初級 赤池マリア 1 月1 通年 教科書 5002 Schritte International A1. Hueber 3,320

ドイツ
語

ドイツ語初級 赤池マリア 1 火2 通年 教科書 5003 Schritte International A1. Hueber 3,320

ドイツ
語

ドイツ語初級 赤池マリア 1 火1 通年 教科書 5004 Schritte International A1. Hueber 3,320

英語 英語（中級）B EM　Comprehensive English 荒井貴和 2 EM 月2 秋期 教科書 5007 Breakthrough Plus 4,2nd ed. Macmillan 2,835

英語 英語（中級）B EM　Comprehensive English 荒井貴和 2 EM 金4 秋期 教科書 5008 Breakthrough Plus 4,2nd ed. Macmillan 2,835

英語 英語（初級）B  English１コミュニケーション英語 荒井貴和 1 E1 金3 秋期 教科書 5010 Inspire 1 Cengage Learning 3,070

フランス語 フランス語(中級)Ｂ 荒原由紀子 2 火3 秋期 教科書 5012 Culture & Actualité - Découvrons la France !   /読んで学ぶフランス語 朝日出版社 1,900

フランス語 フランス語(初級)Ⅱ(b) 荒原由紀子 1 7 火4 秋期 教科書 5014 《プティ》シェリーとフランス語 三修社 2,400

英語 英語(中級) 安藤和弘 2 水4 春秋 教科書 5015 The View from the Brits  /生まれ変わるイギリス 金星堂 1,800

英語 英語(中級) 安藤和弘 2 水5 春秋 教科書 5016 The View from the Brits  /生まれ変わるイギリス 金星堂 1,800

英語 英語(初級) 安藤和弘 1 水3 春秋 教科書 5017 Realise Britain  /イギリスふしぎ再発見 金星堂 1,800

英語 英語初級B 岩崎永一 1 月5,金3 秋期 教科書 5024 About a Boy  /映画総合教材「アバウト・ア・ボーイ」 松柏社 2,100

英語 英語（中級）B 岩崎永一 2,3,4 金4,金5 秋期 教科書 5026 Four Wedding and a Funeral  /総合英語教材『フォー・ウェディング』 松柏社 1,850

中国語 中国語コミュニケーション初級Ａ・Ｂ 遠藤絢 水2 その他 教科書 5028 ２年めの伝える中国語     白水社 2,300

中国語 中国語（初級）Ⅰ 遠藤絢 1 10 水1 その他 教科書 5029 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 中国語中級 指定クラス 遠藤絢 2 11 水4 その他 教科書 5030 大学生のための現代中国12話 Ⅳ 白帝社 2,500

中国語 中国語中級 指定クラス 遠藤絢 2 19 水3 その他 教科書 5031 大学生のための現代中国12話 Ⅳ 白帝社 2,500

英語 英語(中級) B 大塚あゆみ 2 火1 秋期 教科書 5035 New Language Leader Upper Intermediate Coursebook Pearson 2,450

英語 英語(中級) B 大塚あゆみ 2 火2 秋期 教科書 5036 New Language Leader Upper Intermediate Coursebook Pearson 2,450

英語 英語(中級) B 大塚あゆみ 2 火3 秋期 教科書 5037 New Language Leader Upper Intermediate Coursebook Pearson 2,450

中国語 中国語中級 大西陽子 月2 その他 教科書 5038 知っておきたい中国事情 改訂版 白水社 2,200 「選択クラス」

中国語 初級中国語Ⅰ・Ⅱ 大西陽子 月3 その他 教科書 5039 中国語入門ルール66 朝日出版社 2,400

英語 英語（中級）Ａ・Ｂ 生越秀子 2 木4 その他 教科書 5044 ACTIVE:Skills for Reading 3,3rd ed. Cengage Learning 2,750

英語 英語（初級）Ａ・Ｂ 生越秀子 1 木3 その他 教科書 5045 CBS News Break4  /CBSニュースブレイク4 成美堂 2,400

英語 英語(中級)B 押上玲奈 2 火3 秋期 教科書 5048 Writing for the Real World 1 Oxford U. P. 2,810

英語 英語(中級)B 押上玲奈 2 金3 秋期 教科書 5049 Writing for the Real World 1 Oxford U. P. 2,810

英語 Strategic Business Communication 金子敦子 2 水2 春秋 教科書 5052 Business Communication,4th ed. McGraw-Hill 6,600 GREAT選択必修

英語 演習ⅠB 金子敦子 2 水5 秋期 教科書 5053
Business Exposed: The naked truth about what really goes on in the world of business Pearson Longman 3,600

英語 英語(中級)A・B マークー、グレイアムマー 2 水1 春秋 教科書 5054 English for Business Studies,3rd ed. Cambridge U.P. 3,200 対象クラス E1GA,E1GB,E1GC,E1GD,E1GE

英語 英語(初級)A・B 金子敦子 1 E1GD 水1 春秋 教科書 5055 English for Business Studies,3rd ed. Cambridge U.P. 3,200 コミュニケーション英語　GREAT

ドイツ
語

ドイツ語（初級）Ⅰ カーラー,トーマス 1 水1 通年 教科書 5057 Schritte International A1. Hueber 3,320

ドイツ
語

ドイツ語（初級）Ⅰ カーラー,トーマス 1 水2 通年 教科書 5058 Schritte International A1. Hueber 3,320

英語 Global IssuesＡ・Ｂ キアナン、パトリック 1,2,3,4 全 火2 春秋 教科書 5059 Reading Explorer3:Student book text only,3rd ed. Cengage Learning 2,750

英語 英語(中級)B キアナン EM2GB 水3 秋期 教科書 5061
Academic Writing Skills 3 Cambridge U.P. 2,800 GREAT

中国語 中国語（初級）Ⅰ 工藤早恵 1 18 金2 その他 教科書 5064 これならわかる中国語 初級              同学社 2,500

中国語 中国語（中級） 工藤早恵 選択 金3 その他 教科書 5065 メグの中国ホームステイ 同学社 2,500

英語 英語(中級)B 熊倉麻名 2 火2 秋期 教科書 5069 Essentials of Global Business English  /ビジネス英語エッセンシャルズ 南雲堂 2,000

英語 英語(中級)B 熊倉麻名 2 火3 秋期 教科書 5070 Essentials of Global Business English  /ビジネス英語エッセンシャルズ 南雲堂 2,000

英語 英語(中級)B 熊倉麻名 2 火4 秋期 教科書 5071 Essentials of Global Business English  /ビジネス英語エッセンシャルズ 南雲堂 2,000

英語 英語(初級)A・B グレイアムマー 1 E1GB 月5 春秋 教科書 5073 English for Business Studies,3rd ed. Cambridge U.P. 3,200 コミュニケーション英語　GREAT

中国語 中国語（初級）Ⅰ 小林光考 1 16 水1 その他 教科書 5074 中国語１年め          白水社 2,300

中国語 中国語中級 指定クラス 小林光考 2 12 水4 その他 教科書 5075
2冊めの中国語 購読クラス 白水社 2,300

中国語 中国語中級 選択クラス 小林光考 水2 その他 教科書 5076 中国語さらなる一歩 新版  白水社 2,200

中国語 中国語（中級）Ａ 小林光考 水3 その他 教科書 5077 中国語つぎへの一歩   白水社 2,200 特設

中国語 中国語（初級）Ⅰ 蔡娟 1 13 金1 その他 教科書 5080 基礎から学ぶ実践中国語         白帝社 2,500

中国語 中国語（初級）Ⅰ 蔡娟 1 15 木3 その他 教科書 5081 基礎から学ぶ実践中国語           白帝社 2,500

中国語 中国語（初級）Ⅰ 蔡娟 1 18 木1 その他 教科書 5082 基礎から学ぶ実践中国語            白帝社 2,500

中国語 中国語（中級）Ａ 蔡娟 2 10 金2 その他 教科書 5083 ステップアップ実践中国語          白帝社 2,200 木曜2限の授業ではありません。

中国語 中国語（中級）Ａ 蔡娟 木2 その他 教科書 5084 資格を目指す実践中級中国語 光生館 2,200 シラバスに相違がありますが、この書籍で 間違いありません。

中国語 中国語（初級）Ⅰ 笹倉一広 1 12 木4 その他 教科書 5088 ビデオで学ぶ入門中国語 一年生のころ メディア版      朝日出版社 2,600

中国語 中国語（初級）Ⅰ 笹倉一広 1 19 木3 その他 教科書 5089 ビデオで学ぶ入門中国語 一年生のころ メディア版      朝日出版社 2,600

中国語 中国語（中級）Ａ 笹倉一広 木5 その他 教科書 5090 音読で身につく中国語 中級    朝日出版社 2,200

英語 英語(中級)A・B 佐藤文子 2 EM46 月3 春秋 教科書 5091
Develop Four Skills through English News
/ニュース英語で４技能を鍛えるインプットからアウトプットへ

三修社 1,800

英語 英語(中級)A・B 佐藤文子 2 EM47 月4 春秋 教科書 5092 Develop Four Skills through English News
/ニュース英語で４技能を鍛えるインプットからアウトプットへ

三修社 1,800

英語 英語(初級)A・B 佐藤文子 1 E2Q 月1 春秋 教科書 5093 CNN 10, Vol. 2 -Student News- 朝日出版社 1,800 2019年度版

英語 英語(初級)A・B 佐藤文子 1 E2R 月2 春秋 教科書 5094 CNN 10, Vol. 2 -Student News- 朝日出版社 1,800 2019年度版

英語 英語(初級)A・B 神藤理恵 1 E1GE 月3 春秋 教科書 5095
English for Business Studies,3rd ed. Cambridge U.P. 3,200 コミュニケーション英語　GREAT

英語 英語（中級）Ａ・Ｂ 菅原恵子 2 EM48 月4 春秋 教科書 5096 Pathways 2A: Reading, Writing, and Critical Thinking,2nd ed. Cengage Learning 2,810 ＥＭ「Comprehensive EnglishＡ・Ｂ」  

英語 英語(中級) スティーブンス 1 G 水3,水4 その他 教科書 5101 Inspire 3 Cengage Learning 3,070

英語 英語(中級)B　　EM Coprehensive English スティーブンス 2,3,4 水3,水4 秋期 教科書 5103 Inspire 3 Cengage 3,070

英語 英語(初級)B　EIコミュニケーション英語 スティーブンス 1 水1,水2 秋期 教科書 5105 Inspire 2 Cengage 3,070

英語 英語(中級)B 高梨絵梨沙 2 火3 秋期 教科書 5108 New Language Leader Upper Intermediate:Coursebook Pearson 2,450

英語 英語(中級)B 高梨絵梨沙 2 火4 秋期 教科書 5109 New Language Leader Upper Intermediate:Coursebook Pearson 2,450

中国語 中国語（初級）Ⅰ 高橋美千子 1 14 金2 その他 教科書 5110 日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版        朝日出版社 2,400

中国語 中国語（中級）Ａ 高橋美千子 金1 その他 教科書 5111 仲間で話そう中国語 朝日出版社 2,200

ドイツ語 ドイツ語コミュニケーション中級A・B 瀧井美保子 1,2,3,4 水4 春秋 教科書 5112 Tschus,bis　morgen!  /じゃあ、またあした！ コンパクト版 同学社 2,500

ドイツ語 ドイツ語(初級)Ⅰ・Ⅱ 瀧井美保子 2,3,4 水3 春秋 教科書 5113 Deutsch mit freude!  /楽しく学ぶドイツ語 改訂版 三修社 2,100 「特設」

ドイツ語 ドイツ語（中級）Ａ・B 竹内拓史 2 火2 春秋 教科書 5114 Lesebuch Deutsch Neue  /ドイツ語を読む 改訂版 朝日出版社 2,200

ドイツ語 ドイツ語（初級）Ⅰ・Ⅱ 竹内拓史 1 2 月1 春秋 教科書 5115 ideal  /例文で学ぶドイツ語文法 改訂版 朝日出版社 2,500

ドイツ語 ドイツ語（初級）Ⅰ・Ⅱ 竹内拓史 1 5 月2 春秋 教科書 5116 ideal  /例文で学ぶドイツ語文法 改訂版 朝日出版社 2,500

ドイツ語 ドイツ語（初級）Ⅰ 竹内拓史 2 火1 春秋 教科書 5117 ideal  /例文で学ぶドイツ語文法 改訂版 朝日出版社 2,500

ロシア語 ロシア語（初級）Ⅰ 土岐康子 1 火4 春秋 教科書 5119
Изучаем　русский　язык　с　нуля  /ロシア語をはじめよう 朝日出版社 2,200 毎回使用

英語 英語(中級)B 戸田博之 1,2 水3,水4 秋期 教科書 5121 English for Business Studies,3rd ed. Cambridge U.P. 3,200

※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 英語コミュニケーション初級B 戸田博之 1,2 秋期 教科書 5123 Writing for the Real World 2 Oxford U. P. 2,810

フランス語 フランス語（初級）Ⅰ 永倉千夏子 1 金2 その他 教科書 5124 《プティ》シェリーとフランス語 三修社 2,400

英語 英語(初級）A・B 西川千春 1
E1E,F,

G
月3,月4,月

5
通年 教科書 5125 International Express: Pre-Intermediate,3rd ed. Oxford U.P. 3,100

英語 英語(初級）A・B 西川千春 1 E1H 金2 通年 教科書 5126 International Express: Pre-Intermediate,3rd ed. Oxford U.P. 3,100

中国語 中国語（初級）Ⅰ 根岸政子 1 10 木2 その他 教科書 5127 初級中国語この１冊   金星堂 2,200

中国語 中国語（初級）Ⅰ 根岸政子 1 13 木1 その他 教科書 5128 さあ、中国語を学ぼう！        白水社 2,500

中国語 中国語（中級）Ａ 根岸政子 選択 木3 その他 教科書 5129 カレント中国 初級から中級へ 朝日出版社 2,300

中国語 中国語（初級）Ⅰ 野本敬 1 11 木3 その他 教科書 5134 初級中国語きっかけ２４    朝日出版社 2,400

中国語 中国語（中級）Ａ 野本敬 木4 その他 教科書 5135 ２年めの伝える中国語  白水社 2,300

英語 英語B(EM　Comprehensive English) 花角聡美 2,3,4 秋期 教科書 5139 Issues of Our Age  /同時代を考えるヒント 金星堂 1,800

中国語 中国語（中級）Ａ・B 平井徹 2 13 金3 その他 教科書 5140 上海を歩こう 金星堂 2,600

中国語 中国語（中級）Ａ・B 平井徹 2 18 金4 その他 教科書 5141 上海を歩こう 金星堂 2,600

英語 英語(初級)　A・B 廣田美玲 1 金1 春秋 教科書 5143 CNN 10 Vol. 8 -Student News- 朝日出版社 1,800

英語 英語(初級)　B 廣田美玲 1 金2,金3 秋期 教科書 5144 Jane Eyre(Oxford Bookworms Library) Oxford　U.P. 810

中国語 中国語（初級）Ⅰ 福満正博 1 17 水3 その他 教科書 5145 中文在線 基礎編 スリム版              白帝社 2,400

中国語 中国語（中級）Ａ 福満正博 2 16 木2 その他 教科書 5146 ステップアップ実践中国語   白帝社 2,200

中国語 中国語（中級）Ａ 福満正博 水2 その他 教科書 5147 大学生のための現代中国12話 Ⅲ 白帝社 2,500

中国語 中国語（初級）Ⅰ 福満正博 特設 木1 その他 教科書 5148 大学生のための初級中国語２４回 改訂版 白帝社 2,400

フランス語 フランス語コミュニケーション初級 ベルテ 1 月5 その他 教科書 5153 Spirale,nouvelle edition Hachette 2,650

フランス語 フランス語（中級）B ベルテ 2 月1 その他 教科書 5154 Interactions 3:Niveau A2 CLE 3,860

英語 英語(中級)B 真継左和子 EM2GD 月3 秋期 教科書 5156 Academic Writing Skills 3 Cambridge U.P. 2,800 GREAT

英語 英語(中級)B 真継左和子 EM2GE 火3 秋期 教科書 5157 Academic Writing Skills 3 Cambridge U.P. 2,800 GREAT

英語 英語(初級)B 真継左和子 1 火2 秋期 教科書 5160 Speaking of Speech Level 2 Macmillan 2,730

英語 英語(初級)B 真継左和子 火4 秋期 教科書 5161 Longman Academic Writing Series 4,5th ed. Pearson 3,400 GREAT

ドイツ語 ドイツ語(中級)A・B 松島渉 2,3,4 金4 春秋 教科書 5162 Schreiben wir Deutsch!ver2.0  /ドイツ語を書いてみよう！ 改訂版 白水社 1,700

ドイツ語 ドイツ語(初級)Ⅰ・Ⅱ 松島渉 1 4 金3 春秋 教科書 5163 ドイツ語文法の基礎 改訂版   同学社 2,400

ドイツ語 ドイツ語（中級）（スポーツ） 松島渉 2 金2 春秋 教科書 5164 PROMENADE Deutsch 2.Auflage  /プロムナード やさしいドイツ語文法 改訂版 白水社 2,400

ドイツ語 ドイツ語（初級）Ⅰ（スポーツ） 松島渉 1 金1 春秋 教科書 5165 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

英語 英語（初級）Ａ マークー,ジェイソン　 月3,水4,水5 その他 教科書 5168 Lifestyleｓ:Pre-Intermediate Pearson 3,850 「3クラス分(月1コマ、水曜2コマ)」  

英語 英語(初級)A・B  マークー，ジェイソン 1 E1GA 月1 春秋 教科書 5169 English for Business Studies,3rd ed. Cambridge U.P. 3,200 コミュニケーション英語　GREAT

フランス語 フランス語(中級) 南玲子 2 金2 その他 教科書 5170
INFOS Vol.5  /アンフォ Vol.5  駿河台出版社 1,600

フランス語 フランス語(初級) 南玲子 1 6 火2 その他 教科書 5171 フランス語2020 白水社 2,300

フランス語 フランス語(初級) 南玲子 1 9 金3 その他 教科書 5172 《プティ》シェリ－とフランス語    三修社 2,400

英語 英語初級Ｂ 宮下いづみ 1 火1 秋期 教科書 5174 Communicating in Business English Compass Publishing 3,100

英語 英語(初級)B モロー 木1 秋期 教科書 5183 Longman Academic Writing Series 4,5th ed. Pearson 3,400 GREAT

英語 英語(初級)B モロー 木2 秋期 教科書 5184 Longman Academic Writing Series 4,5th ed. Pearson 3,400 GREAT

英語 英語(初級)B モロー 金1 秋期 教科書 5185 Longman Academic Writing Series 4,5th ed. Pearson 3,400 GREAT

英語 英語(中級)B 山下佳江 EM2GC 木4 秋期 教科書 5187 Academic Writing Skills 3 Cambridge U.P. 2,800 GREAT

英語 英語(中級)B 山下佳江 EM2GD 木3 秋期 教科書 5188 Academic Writing Skills 3 Cambridge U.P. 2,800 GREAT

英語 英語(初級)B 山下佳江 水5 秋期 教科書 5190 Longman Academic Writing Series 4,5th ed. Pearson 3,400 GREAT

英語 TOEFL Speaking 山高美和 1,2,3,4 金1 秋期 教科書 5192 The Official Guide to the TOEFL Test ,5th ed. McGraw-Hill 4,500

英語 英語（中級）Ａ・Ｂ 山高美和 2,3,4 金2 春秋 教科書 5193 English Firsthand 2:Student Book,5th ed. Pearson 2,850

英語 英語（初級）Ａ・Ｂ 山高美和 1 金3 春秋 教科書 5194 English Firsthand 1:Student Book,5th ed. Pearson 2,850

英語 英語（初級）Ａ・Ｂ 山高美和 1 金4 春秋 教科書 5195 English Firsthand 1:Student Book,5th ed. Pearson 2,850

英語 英語中級B 吉田えりか 2 木1,木2,木3,金4 秋期 教科書 5197 Reading Fusion　2  /ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｭｰｼﾞｮﾝ 2   南雲堂  2,200

英語 英語（初級）Ａ・Ｂ 吉田えりか 1 金5 春秋 教科書 5198 CNN 10 Vol. 8 -Student News- 朝日出版社 1,800

中国語 中国語（初級）Ⅰ 李軼倫 1 12 水1 その他 教科書 5199 四コマ漫画で学ぶ中国語         朝日出版社 2,300

中国語 中国語（初級）Ⅰ 李軼倫 1 14 水2 その他 教科書 5200 四コマ漫画で学ぶ中国語        朝日出版社 2,300

中国語 中国語（中級）Ａ 李軼倫 2 20 水3 その他 教科書 5201 日中いぶこみ12景 朝日出版社 2,300

中国語 中国語（初級）Ⅰ 李旭 1 11 火1 その他 教科書 5202
老師好！ 王先生との出会い    郁文堂 2,600

中国語 中国語（中級）Ａ 李旭 火2 その他 教科書 5203 大学生のための現代中国12話 Ⅲ 白帝社 2,500

中国語 中国語（初級）Ⅰ 劉素英 1 16 月2 その他 教科書 5204 学ぶ中国語             朝日出版社 2,200

中国語 中国語（初級）Ⅰ 劉素英 1 20 月1 その他 教科書 5205 学ぶ中国語         朝日出版社 2,200

中国語 中国語（中級）Ａ 劉素英 2 15 月3 その他 教科書 5206 学ぶ中国語初中級編 朝日出版社 2,200

中国語 中国語（初級）Ⅰ 劉淼 1 15 火5 その他 教科書 5207 初級中国語教室 CD付き            三修社 2,600

中国語 中国語（初級）Ⅰ 劉淼 1 17 金4 その他 教科書 5208 初級中国語教室 CD付き                 三修社 2,600

中国語 中国語（中級）Ａ 劉淼 水5 その他 教科書 5209 応用中国語教室 CD付 三修社 2,600

英語 Strategic Business Communication リンズクーグ、アレン　 2 木5 その他 教科書 5210 Business Communication,4th ed. McGraw-Hill 6,600

英語 英語（初級）Ａ リンズクーグ、アレン　 1 Ｅ1Ｑ 木4 その他 教科書 5211 World English 2 Student Book with Online Workbook,3rd ed. Cengage Learning 3,270

英語 英語(初級)A・B リンズクーグ 1 E1GC 木3 春秋 教科書 5212 English for Business Studies,3rd ed. Cambridge U.P. 3,200 コミュニケーション英語　GREAT

フランス語 フランス語（中級）A・B レウルス 2,3,4 水2 春秋 教科書 5213 Spirale,nouvelle edition Hachette 2,650

フランス語 フランス語 レウルス、B.P. 1,2,3,4 水1 春秋 教科書 5214 EN SCENE 1 Troisième édition   /場面で学ぶフランス語 1 3訂版 三修社 2,500 開講学部:法,商,政経,経営,文

英語 英語(初級) 若月麻美 1 Ｅ2Ｍ 月1 その他 教科書 5215 Exploring Speech Sounds  /リスニングから学ぶ大学英語演習 南雲堂 2,000

英語 英語(初級) 若月麻美 1 Ｅ2Ｎ 月2 その他 教科書 5216 Exploring Speech Sounds  /リスニングから学ぶ大学英語演習 南雲堂 2,000

経営学 経営学　共通 その他 教科書 5217 経営学への扉 第5版 白桃書房 2,800

簿記論Ⅱ(CAP未修者) 浅野千鶴 1 火1 秋期 教科書 5222 検定簿記講義２級商業簿記 2020年度版 中央経済社 850

簿記論Ⅱ(CAP未修者) 浅野千鶴 1 火1 秋期 教科書 5223
検定簿記ワークブック２級商業簿記 2020年度版 中央経済社 850

経済史A・B 新川徳彦 金1 春秋 参考書 5224 なぜ豊かな国と貧しい国が生まれたのか ＮＴＴ出版 1,900 購入は任意です。

外国文学(フランス) 荒原由紀子 木2 秋期 教科書 5225 レ・ミゼラブル 上(岩波少年文庫) 岩波書店 780

外国文学(フランス) 荒原由紀子 木2 秋期 教科書 5226 レ・ミゼラブル 下(岩波少年文庫) 岩波書店 800

心理学A・B 宇根優子 1 月5 春秋 教科書 5229 はじめて出会う心理学　改訂版(有斐閣アルマ)　 有斐閣 2,000

簿記論Ⅰ・Ⅱ 大塚浩記 1 火1 春秋 教科書 5230 ニューステップアップ簿記 最新版 創成社 2,500



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 / 3
2020年度 秋期 明 治 大 学　教科書リスト 経営学部

※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

※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。

簿記論Ⅰ・Ⅱ 大野智弘 1 木3 通年 教科書 5231 ニューステップアップ簿記 最新版 創成社 2,500

簿記論Ⅰ・Ⅱ 川村文子 1 月2 通年 教科書 5232 合格テキスト 日商簿記3級 Ver.11.0 ＴＡＣ 2,000

簿記論Ⅰ・Ⅱ 川村文子 1 月2 通年 参考書 5233 合格トレーニング　日商簿記３級　Ver.11.0 ＴＡＣ 1,500 購入は任意です。

地域活性化論B 志波早苗 金1 秋期 教科書 5235 大地と共に心を耕せ    農山漁村文化協会 1,600

経営心理学B 杉原大輔 1,2,3,4 水5 秋期 教科書 5238 マネジメント基礎力 ＮＴＴ出版 1,900

日本文学B 永野宏志 1 火3 秋期 教科書 5243 虐殺器官 新版（ハヤカワ文庫） 早川書房 720

日本文学B 永野宏志 1 火3 秋期 教科書 5244 ハーモニー 新版（ハヤカワ文庫） 早川書房 720

日本文学B 永野宏志 1 火3 秋期 教科書 5245 屍者の帝国（河出文庫） 河出書房新社 780

生物学B 丹生谷博 1,2,3,4 火5 秋期 参考書 5247 EURO版バイオテクノロジーの教科書 上（講談社ブルーバックス）  講談社 1,700 購入は任意

生物学B 丹生谷博 1,2,3,4 火5 秋期 参考書 5248 EURO版バイオテクノロジーの教科書 下（講談社ブルーバックス） 講談社 1,800 購入は任意

日本文学B 畑中基紀 1,2,3,4 木3 秋期 教科書 5249 坊っちゃん 改版（新潮文庫） 新潮社 310

日本文学B 畑中基紀 1,2,3,4 木3 秋期 教科書 5250 門 改版（新潮文庫） 新潮社 400

演習Ⅰ 畑中基紀 2 水5 秋期 教科書 5251 映画とは何か 文遊社 3,000

演習Ⅰ 畑中基紀 2 水5 秋期 教科書 5252 文学テクスト入門 増補（ちくま学芸文庫） 筑摩書房 760

演習Ⅰ 畑中基紀 2 水5 秋期 教科書 5253 記号論への招待（岩波新書） 岩波書店 840

数学B 藤本佳久 1,2 木2 秋期 教科書 5255 例題と演習で学ぶ文系のための数学入門 第４版 学術図書出版社  2,400 毎回使用

経営基礎数学A・B 藤本佳久 1,2 木3 通年 参考書 5257 例題と演習で学ぶ文系のための統計学 学術図書出版
社

3,000 購入は任意です。

経営基礎数学B 藤本佳久 1,2 木3 秋期 教科書 5258 例題と演習で学ぶ経営数学入門  第３版  待ち行列理論と在庫管理 学術図書出版社  1,800 毎回使用

数学B 船越正太 1,2,3,4 全 月1,月2 秋期 教科書 5260 例題と演習で学ぶ文系のための数学入門 第4版 学術図書出版社 2,400 期末試験持込可

教養演習B 真継左和子 1,2,3,4 木3 秋期 教科書 5261 Contemporary Topics2,4th ed. Pearson 2,930

特設近代経済学A 三上真寛 1,2,3,4 水4 秋期 教科書 5263 ミクロ経済学：基礎へのアプローチ 学文社 2,000

近代経済学B 三上真寛 1 8~13 水2,水3 秋期 教科書 5265 マクロ経済学：基礎へのアプローチ 学文社 2,000

演習Ⅰ 宮田憲一 2 火5 秋期 教科書 5266 イノベーションのジレンマ 増補改訂版 翔泳社 2,000

演習Ⅰ 宮田憲一 2 火5 秋期 教科書 5267 アカデミックスキルズ　第３版 慶応義塾大学出版会 1,000

演習Ⅰ 宮田憲一 2 火5 秋期 教科書 5268 思考を鍛える大学の学び入門    慶応義塾大学出版会 1,200

経営史A・B 宮田憲一 1,2,3,4 水4 春秋 教科書 5269
ケースブックアメリカ経営史(有斐閣ブックス) 有斐閣 2,800 11月 改版発売予定

経営史A・B 宮田憲一 1,2,3,4 水4 春秋 教科書 5270 経営史学の方法 ミネルヴァ書房 3,500 春秋　課題レポート(30/100％)向けテキスト

教養演習A・B 森久 1,2 全 水4 通年 教科書 5271 財務会計講義 第21版 中央経済社 3,800

簿記論Ⅰ・Ⅱ 山浦裕幸 1 月3,月4 通年 教科書 5272 合格テキスト 日商簿記3級 Ver.11.0 ＴＡＣ 2,000

簿記論Ⅰ・Ⅱ 山浦裕幸 1 月3,月4 通年 教科書 5273 合格トレーニング日商簿記3級 Ver.11.0 ＴＡＣ 1,500

地理学B 中澤高志 水3 秋期 教科書 5281 ベーシック都市社会地理学 ナカニシヤ出版 2,400

演習Ⅰ 大槻晴海 2 金2 秋期 教科書 5284 レレバンス・ロスト     白桃書房 3,500

簿記論Ⅱ 大槻晴海 1 水5 秋期 教科書 5291 検定簿記講義2級商業簿記 2020年度版 中央経済社  850

簿記論Ⅱ 大槻晴海 1 水5 秋期 参考書 5292 検定簿記ワークブック２級商業簿記　検定版第６版 中央経済社  850 購入は必須

統計学B 藤江昌嗣 1,2,3,4 火3 秋期 教科書 5296 ビッグデータ時代の統計学入門 学文社 １１月刊行予定

近代経済学Ａ 藤江昌嗣 1 1~4 月2 その他 教科書 5297 新ビジネス・エコノミクス 学文社 2,200

近代経済学Ａ 藤江昌嗣 1 5~7 月3 その他 教科書 5298 新ビジネス・エコノミクス 学文社 2,200

英語 英語（中級） 小池知之 1, 2 金1 春秋 教科書 5299 Amazing Japan /ジャパンタイムズで日本を読む 朝日出版社 1,600

英語 英語（中級） 小池知之 1, 2 金2 春秋 教科書 5300 Amazing Japan /ジャパンタイムズで日本を読む 朝日出版社 1,600

ハングル語 韓国語（初級）Ⅰ 安垠姫 1 火2, 火5 その他 教科書 5301 グル－プで楽しく学ぼう！韓国語 朝日出版社 2,500

ハングル語 韓国語（中級）Ⅰ 安垠姫 2 火4, 木2 その他 教科書 5302 おはよう韓国語 2 朝日出版社 2,400

フランス語 フランス語（初級）Ⅰ・Ⅱ 中村美緒 2 特設 木4 春秋 教科書 5304 Mon Premier vol Tokyo-Paris  /新・東京-パリ，初飛行 新装改訂2版 駿河台出版社 2,200

フランス語 フランス語（初級）Ⅰ 中村美緒 1 8 火4 春秋 教科書 5305 フランス語2020 白水社 2,300

フランス語 フランス語（初級）Ⅰ（スポーツ） 中村美緒 1 火3 春秋 教科書 5306 Mon Premier vol Tokyo-Paris  /新・東京-パリ，初飛行 新装改訂2版 駿河台出版社 2,200

フランス語 フランス語（中級）Ａ・B 中村美緒 2 木3 春秋 教科書 5307 VAS-Y!  /ヴァズィ！ 改訂版 駿河台出版社 2,500

英語 英語（中級）Ａ 宇野毅　 木2, 木3, 木4 春秋 教科書 5308 The View from the Brits  /生まれ変わるイギリス 金星堂 1,800

英語 英語（初級）Ａ・B ルボー，チャールズ 火1, 火2, 火3, 水1 春秋 教科書 5316 Interchange Level2 Student's Book with Online Self-Study,5th ed. Cambridge U.P. 2,950

英語 英語（初級）Ａ・B ルボー，チャールズ 水2 春秋 教科書 5317 Interchange Level1 Student's Book with Online Self-Study,5th ed. Cambridge U.P. 2,950

英語 English　Exams A グレイアムマー、ヒュー 月3 その他 教科書 5318 Focus on IELTS,2nd ed. Pearson 4,270

英語 英語（初級）Ａ・B ニシリアス，マシュー 月1, 月2, 月3 春秋 教科書 5319 Academic Listening & Speaking 1 ABX 2,550

	企業論Ａ・B 牛丸元 火1 教科書 5320 スタンダ－ド企業論　改訂版 同文館出版 2,800

英語 英語（初級）Ａ 石塚あおい 月2 教科書 5321 The Picture of Dorian Gray Pearson 810

英語 英語（初級）Ａ 石塚あおい 月2 教科書 5322 Sherlock Holmes Short Stories Pearson 810

英語 英語（中級）Ａ 石塚あおい 月3 教科書 5323 The Picture of Dorian Gray Pearson 810

英語 英語（中級）Ａ 石塚あおい 月3 教科書 5324 Sherlock Holmes Short Stories Pearson 810

英語 英語（中級）Ａ 石塚あおい 月4 教科書 5325 The Picture of Dorian Gray Pearson 810

英語 英語（中級）Ａ 石塚あおい 月4 教科書 5326 Sherlock Holmes Short Stories Pearson 810

近代経済学 栗田健一 1 金1 秋期 教科書 5327 マクロ経済学：基礎へのアプローチ 学文社 2,000

近代経済学B 藤江昌嗣 秋期 教科書 5328 アジアからみた新地政学的マクロ経済学 学文社 2,700

公共経営学Ｂ 塚本一郎 2 水1 秋期 教科書 5329 インパクト評価と社会イノベーション 第一法規出版 2,900

演習Ⅰ 加藤志津子 木4 秋期 教科書 5330 社会人のための現代ロシア講義 東京大学出版会 3,000

演習Ⅰ 中澤高志 水4 秋期 教科書 5331 ポスト資本主義 科学・人間・社会の未来(岩波新書) 岩波書店 860

演習Ⅰ 中澤高志 水4 秋期 教科書 5332 里山資本主義(角川新書) 角川書店 781


