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2020年度 秋期 明 治 大 学　教科書リスト 文学部

※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
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チェック
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教科書番
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英語
English Communication
Skills A(Basic) (再履修)

池田史彦
1,2,3,

4
土3 通年 教科書 6006 AFP World News REport 4 成美堂 2,500

英語 英語学概論A・B 石井透 1 木3 春秋 教科書 6009 First Step in English Linguistics  /英語言語学の第一歩 くろしお出版 1,600

英語 英語演習A・B 石井透 2 木4 春秋 教科書 6010 CNN 10, Vol. 2 -Student News- 朝日出版社 1,800

中国語 中国語ⅡA・B 石野智大 1 d 金4 春秋 教科書 6012 会話で学ぼう基礎中国語 白帝社 2,400

英語 English Paragraph Writing A・B(Adv.) 伊藤左千夫 1 月5 春秋 教科書 6014 First Moves:An Introduction to Academic Writing in English 東京大学出版会 2,400

英語 上級英語ⅠＡ・Ｂ 伊藤左千夫 1,2 月4 春秋 教科書 6015 TOEIC TEST Trainer Target 650, Revised ed. Cengage Learning 2,000

フランス語 中級フランス語作文A・B 井上美穂 月2 春秋 教科書 6017 Exercices de Francais par L'ecrit 2  /新フランス語作文実習2 駿河台出版社 1,200

中国語 中国語1年 江崎隆哉 1 b 木4 春秋 教科書 6025 中国語ポイント42 白水社 2,100

中国語 中国語2年 江崎隆哉 2 b 木5 春秋 教科書 6026 2冊めの中国語 講読クラス 白水社 2,300

中国語 中国語1年 蝦名良亮 1 c 木4 春秋 教科書 6027 初級中国語きっかけ２４ 朝日出版社 2,400

中国語 中国語２年 蝦名良亮 2 c 木5 春秋 教科書 6028 現代漢語基礎　改訂版 白帝社 2,600

中国語 中国語ⅠA・B 大場一央 1 g 火1 春秋 教科書 6030 ともだち・朋友 トータル版 朝日出版社 2,500

中国語 中国語ⅢA・B 大場一央 2 g 火2 春秋 教科書 6031 中国語のかたちづくり 現代漢語基礎スリム版 白帝社 2,400

英語 英米文学演習2 大山るみこ 2 2 水2 春秋 教科書 6034 The Penguin Book of Modern British Short Stories Penguin Book 2,420

英語 English Academic ReadingA(Adv.) 岡留聡子 2 水4 春秋 教科書 6037 Reading Explorer 5:Student book Text only,2nd ed. Cengage Learning 2,750

英語 English Academic ReadingB(Basic) 岡留聡子 2 水5 春秋 教科書 6038 Reading Explorer3:Student book text only,3rd ed. Cengage Learning 2,750

英語 基礎演習(英米)A・B オボグネ 1 火1 春秋 教科書 6049 21st Century Reading 4: Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 2,900

英語 基礎演習(英米)A・B オボグネ、マリリン 1 火2 春秋 教科書 6050 21st Century Reading 4: Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 2,900

英語 上級英文解釈 金澤淳子 月3 教科書 6055 The Catcher in the Rye Little　Brown 1,350

中国語 中国語ⅠA・B 喬志航 1 b 月1 春秋 教科書 6064 シンプルチャイニーズ 北京文法篇 朝日出版社 2,300

中国語 中国語ⅢA・B 喬志航 2 b 月2 春秋 教科書 6065 話してみたい中国語スピ－キング沙龍    朝日出版社 2,200

英語 English Academic WritingB 香西史子 2 月4 秋期 教科書 6075 Q:Skills for Success：Reading & Writing Level 4,2nd ed. Oxford U.P. 3,300

英語 English Paragraph WritingB 香西史子 1 月5 秋期 教科書 6077 Get Your Message Across  /効果的なパラグラフの書き方 南雲堂 2,000

中国語 中国語ⅡA・B 斉金英 1 g 金4 春秋 教科書 6081 初級中国語きっかけ２４ 朝日出版社 2,400

中国語 中国語ⅣA・B 斉金英 2 g 金5 春秋 教科書 6082 温故知新！中国語 朝日出版社 2,200

英語 English Academic WritingB(Basic) 佐久間桃 2 文(英米除く) 金2 秋期 教科書 6085 Step-by-Step Writing Book 2 Cengage Learning 3,030

英語 English Paragraph WritingB(Basic) 佐久間桃 1 文(英米除く) 月4 秋期 教科書 6088 Ready to Write 2,5th ed. Pearson 2,790

英語 English Paragraph WritingB(Inter.) 佐久間桃 1 史学地理 月5 秋期 教科書 6089 Ready to Write 2,5th ed. Pearson 2,790

中国語 中国語1年 志野好伸 1 h 火1 春秋 教科書 6095 極める中国語 改訂版 同学社 2,500

中国語 中国語2年 志野好伸 2 h 火2 春秋 教科書 6096 中国語リスニング道場    朝日出版社 2,100

ロシア語 ロシア語ⅡB 杉山春子 1 金4 秋期 教科書 6103 Вводный курс русского языка   /はじめてのロシア語 新版 白水社 1,700

フランス語 フランス語Ⅲ 杉山利恵子 2 仏文 火5 その他 教科書 6104 FRANCE OUTRE-MER Lire et communiquer  /海外領土から知るフランス 三修社 2,000

中国語 中国語ⅡA・B 関山度 1 a 木4 春秋 教科書 6107 中国語カレッジ 郁文堂 2,500

中国語 中国語ⅡA・B 関山度 1 h 金4 春秋 教科書 6108 中国語カレッジ 郁文堂 2,500

中国語 中国語ⅣA・B 関山度 2 a 木5 春秋 教科書 6109 新事新説 好文出版 2,000

中国語 中国語ⅣA・B 関山度 2 h 金5 春秋 教科書 6110 新事新説 好文出版 2,000

英語 English Paragraph Writing 相馬美明 1 月3,月4 春秋 教科書 6111 Get Your Message Across   /効果的なパラグラフの書き方 南雲堂 2,000

フランス語 フランス語ⅡA・B 高尾歩 1 木4 春秋 教科書 6113 Pierre et Hugo  /ピエールとユゴー コンパクト版    白水社 2,400

フランス語 フランス語ⅣA・B 高尾歩 2 木3 春秋 教科書 6114 La couleur des mots  /ことばの色 朝日出版社 2,100

ギリ
シャ語

古典ギリシア語ⅠA・B 高田良太 月4 通年 教科書 6117 ギリシア語入門 新装版 岩波書店 2,200

中国語 中国語1年 高橋美千子 1 a 月1 春秋 教科書 6119 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1年 高橋美千子 1 e 金4 春秋 教科書 6120 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2年 高橋美千子 2 a 月2 春秋 教科書 6121 仲間で話そう中国語 朝日出版社 2,200

中国語 中国語ⅠA 張士陽 1 d 火1 春秋 教科書 6125 シンプルチャイニーズ 北京文法篇 朝日出版社 2,300

中国語 中国語ⅢA 張士陽 2 d 火2 春秋 教科書 6126 時事中国語の教科書  2020年度版  朝日出版社 1,900

ロシア語 ロシア語 土岐康子 1 火1 春秋 教科書 6129 Мы читаем и говорим поーрусски  /1年生のロシア語 白水社 1,400 毎回使用

ドイツ
語

ドイツ語ⅠA・B(再履修) 冨重与志生 火4 通年 教科書 6130 Ich liebe Berlin! 同学社 2,500

スペイン語 スペイン語Ⅲ・ⅣA・B(史・心社) 豊丸敦子 2 金5 春秋 教科書 6132 Bienvenidos al español   /新・スペイン語へようこそ!新訂版 同学社 2,500

スペイン語 スペイン語Ⅲ・ⅣA・B(史・心社) 豊丸敦子 2 金5 秋期 教科書 6133 El camino a Espana   /スペインへのパスポート 再版 同学社 2,500

フランス語 中級フランス語作文Ｂ ドナティ 水3 秋期 教科書 6136 ENTRE LES LIGNES 2 Hachette 1,700

ドイツ
語

ドイツ語ⅠA・B(再履修) 中島万紀子 木3 通年 教科書 6137
Deutsch mit freude!

/楽しく学ぶドイツ語 改訂版

三修社 2,100

中国語 中国語 永井弥人 1 月1 その他 参考書 6138 ６０日完成中国語の基礎文法       朝日出版社 2,500 購入は任意です。

中国語 中国語ⅠA・B 永井弥人 1 ｃ 月1 春秋 教科書 6139 ぐんぐんのびる中国語 1 朝日出版社 2,200

中国語 中国語ⅢA・B 永井弥人 2 ｃ 月2 春秋 教科書 6140 楊逸エッセイを中国語で読む！    光生館 2,400

英語 英米文学演習 西尾洋子 2 月3 春秋 教科書 6143 The Tempest,3rd ed.(Cambridge School Shakespeare) Cambridge U.P. 1,660

フランス語 中級フランス語講読(既習) 根本美作子 2 金3 秋期 教科書 6145 Le Silence des livres ARLEA 1,400

ドイツ
語

ドイツ語ⅠA・B(再履修) 野口健 水2 通年 教科書 6148 Deutsche Satzubungen fur anfanger 朝日出版社 1,800

英語 English Paragraph WritingA(Adv.) 萩野博子 1 月3 春秋 教科書 6150 Get Your Message Across　  /効果的なパラグラフの書き方　 南雲堂 2,000

英語 English Paragraph WritingA(Basic) 萩野博子 1 月4 春秋 教科書 6151 Get Your Message Across　  /効果的なパラグラフの書き方　 南雲堂 2,000

英語 English Paragraph WritingA(Inter.) 萩野博子 1 月5 春秋 教科書 6152 Get Your Message Across　  /効果的なパラグラフの書き方　 南雲堂 2,000

英語 上級英文解釈 原田道子 1 木5 通年 教科書 6159 Trend Watching 2 成美堂 1,900

中国語 中級中国語ⅠA・B 堀井裕之 2 木3 春秋 教科書 6169 中国語さらなる一歩 新版 白水社 2,200

中国語 中国語1年 三澤三知夫 1 f 火1 春秋 教科書 6172 総合現代中国語 東方書店 1,800

中国語 中国語2年 三澤三知夫 2 f 火2 春秋 教科書 6173 総合現代中国語 東方書店 1,800

フランス語 フランス語ⅡA・Ba 宮川慎也 1 木4 春秋 教科書 6181 Paris-Bordeaux  /パリ－ボルドー   朝日出版社 2,500

フランス語 フランス語Ⅲ　A・Bd 宮川慎也 2 金5 春秋 教科書 6182 Trols contes du Moyen Age  /中世の物語   朝日出版社 1,068

フランス語 フランス語Ⅳ　A・Ba 宮川慎也 2 木5 春秋 教科書 6183 CLOVIS −ou la naissance de la France−/クロヴィス  フランスの誕生 朝日出版社 1,100

中国語 中国語1年 薬進太郎 1 e 火1 春秋 教科書 6188 大学生のための初級中国語24回 初版 白帝社 2,400 改版ではなく初版を使用

中国語 中国語1年 薬進太郎 1 f 金4 春秋 教科書 6189 大学生のための初級中国語24回 初版 白帝社 2,400 改版ではなく初版を使用

中国語 中国語2年 薬進太郎 2 e 火2 春秋 教科書 6190 大学生のための中級中国語２０回    白帝社 2,400

英語 English Academic Reading A・B 鷲尾郁 2 水5 春秋 教科書 6199 Reading Explorer4,3rd ed. Cengage Learning 2,750

英語 English Academic Reading A・B 鷲尾郁 2 水4 春秋 教科書 6200 Reading Explorer3:Student book text only,3rd ed. Cengage Learning 2,750

※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 English Academic Writing（Adv.） ワトソン 1 木3 秋期 教科書 6203 Longman Academic Writing Series 5 Pearson 3,220

英語 英米文学基礎研究Ｂ ワトソン 1 木5 秋期 教科書 6208 V For Vendetta,New ed. Vertigo 3,240

英語 英米文学基礎研究Ｂ ワトソン 1 木5 秋期 教科書 6209 Lord of the Flies(ペーパーバック版） Penguin Books 1,600

英語 英米文学基礎研究Ｂ ワトソン 1 木5 秋期 教科書 6210 New Selected Poems 1966-1987 Faber & Fabe 3,130

英語 英米文学基礎研究Ｂ ワトソン 1 木5 秋期 教科書 6211 Much Ado About Nothing(ペーパーバック版） Bloomsbury Arden 1,880

音声学A・B 新城真里奈 2,3,4 木2 通年 教科書 6213 初級英語音声学 改訂新版 大修館書店 2,400

哲学プラクティスⅠA・B 池田喬 2 水3 春秋 教科書 6215 じぶんで考えじぶんで話せるこどもを育てる哲学レッスン 河出書房新社 1,600

臨床哲学 池田喬 1,2 水2 秋期 教科書 6217 「聴く」ことの力（ちくま学芸文庫） 筑摩書房 1,000

ドイツ文学史A・B 井戸田総一郎 1 3 木3 通年 教科書 6218 ドイツ文学案内 増補（岩波文庫別冊） 岩波書店 970

意味論B 岩崎永一 2 月4 秋期 教科書 6220 認知言語学への誘い 開拓社 1,600

イスラム史Ｂ 江川ひかり 1,2,3,4 水3 秋期 教科書 6223 イスラーム（ワードマップ） 新曜社 2,400

人文地理学概論B 大城直樹 1 10 木5 秋期 教科書 6225 人文地理学への招待    ミネルヴァ書房 3,000

戯曲作品研究B 大橋裕美 1,2,3,4 金4 秋期 教科書 6227 ヴェニスの商人   シェイクスピア全集10（ちくま文庫） 筑摩書房 800

戯曲作品研究Ｂ 大橋裕美 1,2,3,4 金4 秋期 教科書 6228 鹿鳴館 (新潮文庫) 新潮社 630

日本文学演習Ｂ 尾山真麻 2 火5 秋期 教科書 6230 きりぎりす 改版(新潮文庫) 新潮社 590

日本文学演習Ｂ 尾山真麻 2 火5 秋期 教科書 6231 ろまん燈篭 改版(新潮文庫) 新潮社 490

日本文学演習Ｂ 尾山真麻 2 火5 秋期 教科書 6232 パンドラの匣 改版(新潮文庫) 新潮社 520

日本文学演習(2年) 木村淳也 2 木3 通年 教科書 6235 古事記 改版（岩波文庫） 岩波書店 960

日本文学講読ⅠB 木村愛美 火5 秋期 教科書 6239 刺青／秘密 改版（新潮文庫） 集英社 520

日本文学講読ⅠB 木村愛美 火5 秋期 教科書 6240 金色の死 (講談社文芸文庫)   講談社 1,300

日本文学講読ⅠB 木村愛美 火5 秋期 教科書 6241 人魚の嘆き・魔術師 (中公文庫)     中央公論新社 580

日本文学講読ⅠB 木村愛美 火5 秋期 教科書 6242 美食倶楽部 谷崎潤一郎大正作品集(ちくま文庫)     筑摩書房 1,000

日本文学講読ⅠB 木村愛美 火5 秋期 教科書 6243 痴人の愛  改版(新潮文庫)        新潮社 670

人間と情報Ⅱ 小久保秀之 1,2,3,4 金2 秋期 参考書 6249 心と認知の情報学(シリーズ認知と文化) 勁草書房 2,100

人間と情報Ⅱ 小久保秀之 1,2,3,4 金2 秋期 参考書 6250 史上最大の発明アルゴリズム(ハヤカワ文庫) 早川書房 1,100

基礎演習（文芸メディア） 佐伯和香子 1 12 水１ 通年 教科書 6252 御伽草子 上(岩波文庫) 岩波書店 780

文芸メディア演習 佐伯和香子 2 12 水2 通年 教科書 6253 御伽草子 上(岩波文庫) 岩波書店 780

文献講読 酒井晃 2 金3 秋期 教科書 6257 差別の日本近現代史（岩波現代全書）    岩波書店  2,400

考古学概論ⅠＢ 佐々木憲一 秋期 教科書 6262 はじめて学ぶ考古学（有斐閣アルマ） 有斐閣 2,200

教職入門 佐藤千津 木2 春秋 教科書 6263 新・教職入門 改訂版  学文社  2,100 教職課程科目(教職必修)

アジア史概論B 高田幸男 1,2 木2 秋期 教科書 6264 現代中国の歴史 第2版 東京大学出版会 2,800

日本文学演習（2年）B 田口麻奈 2 秋期 教科書 6265 日本名詩選  ２（昭和戦前篇）   笠間書院  1,600

基礎演習(日本文学)A・B 竹内栄美子 1 水5 春秋 教科書 6267 地獄変／邪宗門／好色／藪の中 改版（岩波文庫） 岩波書店 640

米文学史A・B 竹内理矢 水4 通年 教科書 6270 講義 アメリカ文学史入門 研究社 2,800

演劇概論B 武田清 1 火3 秋期 教科書 6275 俳優と超人形 而立書房 1,500

演劇概論B 武田清 1 火3 秋期 教科書 6276 桜の園/三人姉妹 改版(新潮文庫) 新潮社 520

演劇概論B 武田清 1 火3 秋期 教科書 6277 かわいい女/犬を連れた奥さん 改版(新潮文庫) 新潮社 520

演劇概論B 武田清 1 火3 秋期 参考書 6278 チェーホフをいかに上演するか 而立書房 2,000

フランス文学史A・B 田母神顯次郎 木4 春秋 教科書 6279 フランス文学小事典 増補版 朝日出版社 2,500

文化人類学 斗鬼正一 1 全 金2 その他 参考書 6280 頭が良くなる文化人類学(光文社新書) 光文社 760 購入は任意です。

文化人類学 斗鬼正一 1 全 金2 その他 参考書 6281 開幕！世界あたりまえ会議   ワニブックス 1,100 購入は任意です。

文化人類学Ｂ 斗鬼正一 1 全 金2 秋期 教科書 6283 目からウロコの文化人類学入門 ミネルヴァ書房 2,200

心理社会研究基礎演習ⅠＢ 内藤朝雄 1 秋期 教科書 6287 文明と戦争 上 中央公論新社 3,600

心理社会研究基礎演習ⅠＢ 内藤朝雄 1 秋期 教科書 6288 文明と戦争 下 中央公論新社 3,600

心理社会研究基礎演習ⅠＢ 内藤朝雄 1 秋期 教科書 6289 いじめの社会理論 柏書房 2,300

基礎演習(文芸メディア)B 能地克宜 1 金2 秋期 教科書 6291 コンビニ人間（文春文庫） 文藝春秋 580

文芸メディア演習(2年)B 能地克宜 2 金1 秋期 教科書 6292 東京百年物語 2(岩波文庫) 岩波書店 740

東洋思想史B 林文孝 1,2 木5 秋期 教科書 6294 中国思想基本用語集 ミネルヴァ書房 2,500

社会学概論 パッハー、アリス 1 火2 春秋 教科書 6295 社会学 新版(New Liberal Arts Selection) 有斐閣 3,500 秋学期は駿河台校舎開講

国語学ⅠB 許哲 1,2 金3 秋期 教科書 6299 図解日本語 三省堂 2,000

日本文化史A・B 松山恵 1,2 水4 春秋 教科書 6303 都市空間の明治維新(ちくま新書） 筑摩書房 880

日本文学演習(2年)Ｂ 山﨑健司 2 火4 秋期 教科書 6306 万葉事始 和泉書院 700

日本文学演習(２年) 湯淺幸代 2 木3 秋期 教科書 6311 字典かな 改訂版 笠間書院 380

日本文学演習(２年) 湯淺幸代 2 木3 秋期 教科書 6312 紫式部日記　現代語訳付き（角川ソフィア文庫） 角川学芸出版 1,000

ラテン語 ラテン語ⅠA・B 小島久和 火4 春秋 教科書 6316 Classica grammatica latina  /標準ラテン文法 白水社 1,900 文学部・学部間共通

英語 英語演習A・B 石井透 2 木4 春秋 教科書 6318
New Steps to Success in the TOEIC Test Listening WorkBook3/新TOEIC Testリスニング対策上級挑戦問題集 松柏社 1,100

心理的アセスメント 高瀬由嗣 2 13 木1 秋期 教科書 6325 心理アセスメントの理論と実践 岩崎学術出版社 3,600

英語 English Academic Writing A・B(Inter) 小池知之 2 月4 春秋 教科書 6327 Longman Academic Writing Series 3,4th ed. Pearson 3,400

英語 English Academic Writing A・B(Inter) 小池知之 2 木3 春秋 教科書 6328 Longman Academic Writing Series 3,4th ed. Pearson 3,400

英語 英語演習 A・B 小池知之 2 木4 春秋 教科書 6329 Kaleidoscope U.S.A. /最新アメリカ文化を映す 成美堂 2,100

フランス語  フランス語ⅠA ・B 中村美緒 1 火1 春秋 教科書 6330 Café Français:nouveau /カフェ・フランセ  新装 朝日出版社 2,400

フランス語  フランス語ⅡA ・B（再履修） 中村美緒 木6 春秋 教科書 6331 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

西洋思想史Ａ ・Ｂ 坂本邦暢 水1 春秋 教科書 6332 省察  （ちくま学芸文庫） 筑摩書房 1,000

哲学概論Ａ ・Ｂ 坂本邦暢 水4 春秋 教科書 6333 考える力をつける哲学問題集（ちくま学芸文庫） 筑摩書房 1,500

英米文学演習 大須賀寿子 2 月5 その他 教科書 6334 Modern American Short Stories/現代アメリカ短編集 成美堂 1,300

英語 	English Paragraph Writing A(Adv.) 越川芳明 1 火3 その他 教科書 6335 Two Sides to Every Discussion2  /英語で考え、英語で発信する 成美堂 1,900

基礎演習（英米文学） フジシマ，　セシリア 火1, 火2 その他 教科書 6344 Pathways1:Reading ,Writing, and Critical Thinking 2ed Cengage Learning 3,270

ウェルネスライフ論 濁川孝志 金1 教科書 6345 星野道夫　永遠の祈り でくのぼう出版 1,400

臨床心理学概論Ⅱ 	濱田祥子 1, 2 水1 秋期 教科書 6348 心とかかわる臨床心理 　第３版 ナカニシヤ出版 2,200

フランス語 フランス語ⅠA・B 齊藤弘崇 1 月1 春秋 教科書 6349
Apprenons le français par les belles expressions! /名句で学ぼう!初級フランス語 朝日出版社 2,000

フランス語 フランス語ⅠA・B 齊藤弘崇 1 火1 春秋 教科書 6350
Apprenons le français par les belles expressions! /名句で学ぼう!初級フランス語 朝日出版社 2,000

フランス語 フランスⅢA・B 齊藤弘崇 2 火2 春秋 教科書 6351 A La Page: Actualites Francaises 2020  /時事フランス語 2020年度版 朝日出版社 1,900

心理社会研究基礎演習ⅠB 	濱田祥子 1 水2 秋期 教科書 6353 臨床児童心理学 ミネルヴァ書房 2,800 『少年の「問題」/「問題」の少年』と2冊使用
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※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。

心理社会研究基礎演習ⅠB 	濱田祥子 1 水2 秋期 教科書 6354 少年の「問題」/「問題」の少年 新曜社 2,300 『臨床児童心理学』と2冊使用

米文学講読B 秋山義典 火1 秋期 教科書 6355 柴田元幸ハイブ・リット 新装版 アルク 2,200


