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2020年度 秋期 明 治 大 学　教科書リスト 政治経済学部

※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 中国語Ⅲ 味岡美玲 2 25 火1 その他 教科書 3003 中国語読解のコツ    金星堂 2,400

中国語 中国語Ⅲ 味岡美玲 2 発ネ 火2 その他 教科書 3004 ４ステップ大学生初級中国語    白帝社 2,300

英語 英語Ⅱ 安藤和弘 2 木3 春秋 教科書 3008 British News Update2  /映像で学ぶイギリス公共放送の最新ニュース2 金星堂 2,600 9月上旬重版出来予定

英語 英語Ⅱ 安藤和弘 2 木5 春秋 教科書 3009 Rock UK Cengage Learning 2,200

中国語 中国語Ⅰ(スポーツ) 石井理 1 水5 その他 教科書 3010 中国語筋トレみっちり基礎編     東方書店 2,000

中国語 中国語Ⅰ(再履修) 石井理 21 火5 秋期 教科書 3012 場面で学ぶ中国語1　ＣＤ付　 改訂版 三修社 2,800

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 石井理 1 7文法 火1 その他 教科書 3013 協同学習で学ぶ中国語ビギニング     三修社 2,300

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 石井理 1 28文法 水4 その他 教科書 3014 協同学習で学ぶ中国語ビギニング     三修社 2,300

中国語 中国語Ⅲ 石井理 2 講読 火4 その他 教科書 3015 漢語世界 三修社 1,700

中国語 中国語Ⅲ(スポーツ) 石井理 2 火2 その他 教科書 3016 三文字エクササイズ中国語１２００    東方書店 1,800

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 石黒ひさ子 1 13文法 月1 その他 教科書 3017 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Ⅰ・Ⅱ(再履) 石黒ひさ子 12 月2 その他 教科書 3018 わくわくスタディ実学実用初級中国語 朝日出版社 2,300 再履・初習

中国語 中国語Ⅲ 石黒ひさ子 2 27 月3 その他 教科書 3019 LOVE!上海 2　初級－中級編 朝日出版社 2,400

英語 英語Ⅱ 石山徳子 月3 春秋 教科書 3024 Thinking About Our Place in the World  /グローバル社会を読み解く新たな視点 成美堂 1,900

英語 英語Ⅱ 伊藤晶子 2 水5 春秋 教科書 3033 New York Streets  /DVDで楽しむ『ニュ－ヨ－ク街物語』 金星堂 2,300

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 江崎隆哉 1 24文法 火1 その他 教科書 3041 中国語ポイント42 白水社 2,100

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 江崎隆哉 1 25文法 火2 その他 教科書 3042 中国語ポイント42 白水社 2,100

中国語 中国語Ⅲ 江崎隆哉 2 6 木1 その他 教科書 3043 2冊めの中国語 講読クラス 白水社 2,300

中国語 中国語Ⅲ 江崎隆哉 2 12 木3 その他 教科書 3044 2冊めの中国語 講読クラス 白水社 2,300

中国語 中国語Ⅰ 王俊文 1 22音声 火4 その他 教科書 3045 中国語の並木道 改訂版   白帝社 2,400

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 王俊文 1 13音声 木2 その他 教科書 3046 中国語の並木道 改訂版   白帝社 2,400

中国語 中国語Ⅲ 王俊文 2 26 火5 その他 教科書 3048 LOVE!上海 2　初級－中級編 朝日出版社 2,400

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 大西陽子 1 5文法 木4 その他 教科書 3049 中国語ポイント55 白水社 2,300

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 大西陽子 1 12文法 木3 その他 教科書 3050 中国語ポイント55   白水社 2,300

中国語 中国語Ⅲ 大西陽子 2 発講 木5 その他 教科書 3051 知ってる？今の中国～衣食住遊～       朝日出版社 2,200

英語 英語Ⅱ 奥井裕 2 選 水3 春秋 教科書 3054 Cosmopolitans  /コスモポリタン   金星堂 880

英語 英語Ⅱ 奥井裕 2 選 金2 春秋 教科書 3056 A Days Wait and other Charming Stories  /英米・傑作短篇集   金星堂 1,200

英語 英語Ⅰ 小倉美加 1 火1 その他 教科書 3057 Reading Explorer 4 2nd.ed. Cengage Learning 2,750

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 郭偉 1 23音声 木1 その他 教科書 3058 日中いぶこみ交差点 朝日出版社 2,500

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 郭偉 1 24音声 木2 その他 教科書 3059 日中いぶこみ交差点 朝日出版社 2,500

中国語 中国語Ⅲ 郭偉 2 24 水1 その他 教科書 3060 時事中国語の教科書 ２０１９年度版    朝日出版社 1,900

中国語 中国語Ⅲ 郭偉 2 ネ 水2 その他 教科書 3061 大学生のための中級中国語２０回    白帝社 2,400

中国語 中国語Ⅲ 郭偉 2 ネ 水3 その他 教科書 3062 上海を歩こう       金星堂 2,600

フランス語 フランス語Ⅰ（再履・初習） 加藤徳夫 2 月1 秋期 教科書 3064 Atelier Francais   /アトリエ・フランセ 朝日出版社 2,100

フランス語 フランス語Ⅲ 加藤徳夫 2 火1 秋期 教科書 3066 INFOS Vol.4  /アンフォ Vol.4 駿河台出版社 1,600

フランス語 フランス語Ⅲ 加藤徳夫 2 火2 秋期 教科書 3068 ワインの話 駿河台出版社 2,600

ドイツ語 ドイツ語Ⅰ(再履・初修) 兼子安弘 2 水1 春秋 教科書 3072 ステップ バイ ステップ 15 東洋出版 1,900

スペイン語 スペイン語Ⅰ 仮屋浩子 1,2 水1 秋期 教科書 3074
Panorámica del español  /スペイン語のある風景 3版 同学社 2,700

中国語 中国語Ⅱ（再履修） 河田聡美 21 木2 その他 教科書 3077 しゃべっていいとも中国語   中西君と一緒に中国へ行こう！   朝日出版社 2,300

中国語 中国語Ⅲ 河田聡美 2 5 木1 春秋 教科書 3078 ビジュアル中国　初級から中級へ   朝日出版社 2,300

中国語 中国語Ⅲ 河田聡美 2 講読 木3 その他 教科書 3079 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Ⅲ 喬志航 2 ネ 火2 その他 教科書 3081 話してみたい中国語スピ－キング沙龍    朝日出版社 2,200

スペイン語 スペイン語Ⅲ コルメナ 2 木3 春秋 教科書 3093 ¡Muy bien! 2  /いいね！スペイン語 2 朝日出版社  2,600

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 佐藤賢 1 27文法 火4 春秋 教科書 3094 中国語へのパスポ－ト（ＣＤ付）改訂版 朝日出版社 2,200 シラバスとは異なりますが、こちらをご購入ください。

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 佐藤賢 23文法 火3 春秋 教科書 3095 音読中国語入門編 朝日出版社 2,300 シラバスとは異なりますが、こちらをご購入ください。

英語 英語Ⅱ 佐藤信夫　 2 月1 秋期 教科書 3098 Issues That Matter  /人類の未来と向き合うための１５章 金星堂 1,800

英語 英語Ⅱ 佐藤信夫　 2 金1 秋期 教科書 3099 Inbound-Outbound Japan/その先の日本へ 新しい日本の私たち 金星堂 1,900

フランス語 フランス語 瀬倉正克 1 3 木1 その他 教科書 3104 Exercices GRASYS  /新世紀グラシス 基本問題集 駿河台出版社 300

中国語 中国語Ⅲ 高橋美千子 2 29 金3 その他 教科書 3106 仲間で話そう中国語     朝日出版社 2,200

ドイツ語 ドイツ語Ⅲ 高橋泰雄 2 選択 金3 春秋 教科書 3111 Deutsche Sprichworter 60 Ⅱ  /続・ドイツのことわざ60選 郁文堂 900

フランス語 フランス語Ⅱ 瀧川広子 1 22 水2 秋期 教科書 3113 La France au patrimoine mondial  /世界遺産で学ぶフランス語 朝日出版社 2,400

フランス語 フランス語Ⅲ 田桐正彦 2 20 水1 春秋 教科書 3115 INFOS Vol.5  /アンフォ Vol.5 駿河台出版社 1,600

スペイ
ン語

スペイン語Ⅰ・Ⅱ　初級
(再履修)

武田和久 水 通年 教科書 3117
INTENSO/世界につながるスペイン語 改訂版 朝日出版社 2,200

スペイン語 スペイン語Ⅲ 田中恵 2 水2 その他 教科書 3118 ¡Muy bien! 1  /いいね！スペイン語 1 朝日出版社 2,600

スペイン語 スペイン語Ⅲ 田中恵 2 指定 水3 その他 教科書 3119
¡Ya entiendo!:Curso inicial de español  /これでわかる！スペイン語の初級 朝日出版社 2,000

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 張士陽 1 26文法 火3 その他 教科書 3121 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Ⅲ 張士陽 2 7 火4 その他 教科書 3122 時事中国語の教科書  2020年度版 朝日出版社 1,900

英語 ACEⅡ（Advanced) デヴェラ 金2 秋期 教科書 3127 Pathways3B:Reading Writing,and Critical Thinking,2nd ed. Cengage Learning 2,810

英語 ACEⅢ（Advanced) デヴェラ,ローナヴェリア 火1 春秋 教科書 3129 Northstar Building Skills TOEFL iBT,Intermediate  Student Book with CDs Cengage Learning 3,670

英語 ACEⅢ（Upper Adv.) デヴェラ 火2 秋期 教科書 3130 Northstar Building Skills TOEFL iBT,Advanced  Student Book with CDs Peason 3,670

英語 英語Ⅱ 中村美奈子 2 木1 春秋 教科書 3139
Step-Up Skills for the TOEIC Listening and Reading Test: Level 3 –Advanced–
/一歩上を目指すTOEIC Listening and Reading Test: Level 3

朝日出版社 1,700

英語 英語Ⅱ 中村美奈子 2 木2 春秋 教科書 3140
SCORE BOOSTER FOR THE TOEIC® L&R TEST:INTERMEDIATE
/レベル別TOEIC® L&Rテスト実力養成コース：中級編

金星堂 2,000

英語 英語Ⅱ 中村美奈子 2 木1 春秋 参考書 3141 TOEICテスト英単語ターゲット3000 新装版 旺文社 1,200 購入は任意です。

英語 英語Ⅱ 中村美奈子 2 木2 春秋 参考書 3142 TOEIC L&R TEST 英単語スピードマスター 第3版 Ｊリサーチ出版 1,400 購入は任意です。

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 中本梅衣 1 6音声 金2 その他 教科書 3143 初級中国語 花ばな 改訂版 朝日出版社 2,200

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 中本梅衣 1 25音声 金1 その他 教科書 3144 初級中国語 花ばな 改訂版 朝日出版社 2,200

ドイツ語 ドイツ語Ⅲ 橋本由紀子 2 月4 秋期 教科書 3153 Weiter auf Deutsch!  /ドイツ語、次のステップへ！ 同学社 2,000

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 花井みわ 1 29音声 金4 春秋 教科書 3155 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Ⅰ・Ⅱ 羽根次郎 1 29文法 木2 その他 教科書 3158 中国語の文法書  新訂版     同学社 2,500

中国語 中国語Ⅲ 羽根次郎 2 講読 月4 その他 教科書 3159 中国語の文法書  新訂版     同学社 2,500

スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ バリエントス　ロドス 1 火5 春秋 教科書 3162 IDEL　  /イデアル 改訂新版 同学社  2,500

ドイツ語 ドイツ語Ⅱ（再履・初習） 阪東知子 2 火5 春秋 教科書 3163 PRÄMIE Deutsch  /プレーミエ ドイツ語総合読本 白水社 2,400

※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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ドイツ語 ドイツ語Ⅲ 阪東知子 2 火3 春秋 教科書 3167 Meine Deutschstunde  /ドイツ語の時間読解編     朝日出版社 2,300

ドイツ語 ドイツ語Ⅲ 阪東知子 2 火4 春秋 教科書 3168
Deutsch-Echo 2 Lernen durch Wiederholung -Mittelstufe-  /ドイツ語エコー2 中級編    朝日出版社 2,400

ドイツ語 ドイツ語Ⅰ 平山茂樹 1,2 金3 秋期 教科書 3173 魔法使いの旅 同学社 2,500

ドイツ語 ドイツ語Ⅲ 平山茂樹 2 水2 秋期 教科書 3177 Süße Verführung aus Deutschland   /お菓子で学ぶドイツ語 朝日出版社 2,200

ドイツ語 ドイツ語Ⅲ 平山茂樹 2 金2 秋期 教科書 3178 はじめての独作文 Version2 同学社 1,500

フランス語 フランス語Ⅱ 藤井宏尚 1 18 火3 秋期 教科書 3183 Ça marche !   /キーフレーズで学ぶフランス語 三修社 2,400

フランス語 フランス語Ⅱ 藤井宏尚 1 3 木1 秋期 教科書 3184 Ça marche !   /キーフレーズで学ぶフランス語 三修社 2,400

フランス語 フランス語Ⅱ 藤井宏尚 1 11 木2 秋期 教科書 3185 Ça marche !   /キーフレーズで学ぶフランス語 三修社 2,400

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 本田親史 1 6文法 木3 その他 教科書 3187 日中いぶこみ交差点 朝日出版社 2,500

中国語 中国語Ⅲ 本田親史 2 23 木5 その他 教科書 3188 ビジュアル中国   朝日出版社 2,300

中国語 中国語Ⅲ 本田親史 2 講読 木4 その他 教科書 3189 巨大中国の今    朝日出版社 2,100

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 本間次彦 1 22文法 金1 その他 教科書 3190 音読で学ぶ中国語 金星堂 2,500

中国語 中国語Ⅲ 本間次彦 2 発講 火1 その他 教科書 3191 学ぶ中国語初中級編 朝日出版社 2,200

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 将邑劍平 1 12音声 金3 その他 教科書 3193 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Ⅰ・Ⅱ 将邑劍平 1 26音声 金1 その他 教科書 3194 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Ⅲ 将邑劍平 2 発ネ 金2 その他 教科書 3195 日中ふれあい“漢語”教室 中級中国語 朝日出版社 2,200

スペイン語 スペイン語Ⅲ 松井賢治 2 火4 春秋 教科書 3196 Cielito lindo －Curso intermedio de españ－  /シェリト リンド  同学社 2,400

スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ（再履・初習） 松浦芳枝 1,2,3,4 水5,水6 春秋 教科書 3197 El español: Gramática y ejercicios  /スペイン語文法と練習 白水社 2,200

英語 英語Ⅰ 松沼真由子 1 21,31,17 火3,火4,火5 その他 教科書 3200 21st Century Reading 4: Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 2,900

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 丸川哲史 1 4文法 木3 その他 教科書 3201 中国語はじめの一歩 最新2訂版 白水社 2,200

中国語 中国語Ⅲ 丸川哲史 2 28 水5 その他 教科書 3202 音読で身につく中国語　中級   朝日出版社 2,200

フランス語 フランス語Ⅲ 宮川慎也 2 月4 春秋 教科書 3203 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

スペイン語 スペイン語Ⅰ メンドサ 1 木4 その他 教科書 3204 Nuevo Espanol En Marcha 1:Libro Del Alumno w/CD Japon New Edition SGEL(Interspain) 3,400

英語 英語Ⅱ 望月千栄子 2 水1 秋期 教科書 3208 Communicate in English　with glee  /グリーで学ぶコミュニケーション英語   松柏社 2,200

スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ モラレス 1 水2,水3 その他 教科書 3210 iImagínatelo!  /イラストで楽しもう、スペイン語！ 朝日出版社 2,500

スペイン語 スペイン語Ⅲ モラレス、ムニョス 2 月4 その他 教科書 3211 Diverso1: Libro del alumno + Cuaderno de ejercicios SGEL 4,100

英語 英語Ⅱ 矢向寛子 2 金1 春秋 教科書 3216
SCORE BOOSTER FOR THE TOEIC® L&R TEST:INTERMEDIATE  /レベル別TOEIC® L&Rテスト実力養成コース：中級編 金星堂 2,000

英語 英語Ⅱ 矢向寛子 2 金3 春秋 教科書 3217 English for the Global Age with CNN Vol.20  /CNN:ビデオで見る世界のニュース 20 朝日出版社 1,900

フランス語 フランス語Ⅲ 山出裕子 2 19 火2 秋期 教科書 3223 La France,maintenant!  /フランスの今 駿河台出版社 1,900

フランス語 フランス語Ⅲ 山出裕子 2 月2 秋期 教科書 3225 Societes et clutures francophones  /フランス語圏の社会と文化 駿河台出版社 1,800

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 楊立明 1 4音声 月1 その他 教科書 3226 例文中心・初級中国語 新訂 同学社 2,300

中国語 中国語Ⅲ 楊立明 2 発ネ 月2 その他 教科書 3227 時事中国語の教科書  ２０１８年度版  朝日出版社 1,900

英語 英語Ⅲ ライト、ティモシー 火1 春秋 教科書 3231 ハイディの魔法の英会話 講談社 1,800

英語 英語Ⅲ ライト、ティモシー 木4 春秋 教科書 3232 ハイディの魔法の英会話 講談社 1,800

英語 英語Ⅲ ライト、ティモシー 火3 春秋 教科書 3233 ハイディの魔法の英会話 講談社 1,800

英語 英語Ⅲ ライト、ティモシー 火5 春秋 教科書 3234 ハイディの魔法の英会話 講談社 1,800

英語 英語Ⅳ ライト、ティモシー 火2 春秋 教科書 3235 ハイディの魔法の英会話 講談社 1,800

英語 英語Ⅳ ライト、ティモシー 火4 春秋 教科書 3236 ハイディの魔法の英会話 講談社 1,800

英語 英語Ⅰ 若月麻美 1 金1 春秋 教科書 3240 Experience America! 金星堂 2,380

英語 英語Ⅰ 若月麻美 1 金3 その他 教科書 3241 Experience America! 金星堂 2,380

英語 英語Ⅰ 若月麻美 1 金4 その他 教科書 3242 Experience America! 金星堂 2,380

英語 英語Ⅰ(スポーツ) 若月麻美 1 金2 その他 教科書 3243 WELCOME TO NIPPON!  /ようこそ！ニッポンへ 朝日出版社 2,400

東洋史概論 石野智大 1,2,3,4 火2 秋期 参考書 3244 教養の中国史 ミネルヴァ書房  2,800 購入は任意

社会の中の科学 稲場肇 1,2 水5,木5 秋期 教科書 3247 科学の社会史 （ちくま学芸文庫) 筑摩書房 1,300

線形代数学Ⅱ 内田俊郎 1,2,3,4 月3 秋期 教科書 3249 線形代数入門 第2版 ムイスリ出版 2,200

解析学Ⅱ 内田俊郎 1,2,3,4 月4 秋期 教科書 3251 微分積分学の基礎 改訂版 培風館 1,680

憲法 柏崎敏義 1,2 金3,金4 春秋 教科書 3252 憲法・法学講義 敬文堂 2,500

憲法 柏崎敏義 1,2 金3,金4 春秋 参考書 3253 新憲法判例特選 第2版 敬文堂 2,800 購入は任意です。

教養演習Ⅰ・ⅡB 兼子歩 1,2 水2 秋期 教科書 3255 歴史のなかの人びと-出会い・喚起・共感 彩流社 2,200

生命とバイオテクノロジー 更科功 1,2,3,4 木1,金4,金5 秋期 教科書 3261 若い読者に贈る美しい生物学講義     ダイヤモンド社 1,600

線形代数学Ⅰ・Ⅱ 四反田義美 1,2 水1 春秋 教科書 3263 線形代数学の基礎　３訂版 培風館 2,800

解析学Ⅰ・Ⅱ 四反田義美 1,2 水2 春秋 教科書 3264 微分積分学の基礎　改訂版 培風館 1,680

社会学 鍾家新 1,2 水1,水2 秋期 教科書 3267 社会凝集力の日中比較社会学 ミネルヴァ書房 3,500

経済史 須藤功 1,2 水4,水5 春秋 教科書 3268 エレメンタル欧米経済史 晃洋書房 2,800

経済史 須藤功 1,2 水4,水5 春秋 参考書 3269 経済史 有斐閣 4,000 購入は任意です。

経済原論 高橋聡 1,2 木4,木5 秋期 教科書 3271 現代資本主義の経済理論 日本経済評論社 3,400

ミクロ経済学 武田巧 1 水4,水5 秋期 教科書 3275 入門ミクロ経済学（専門基礎ライブラリー） 実教出版 1,800 経済学科は必修  

憲法 松井直之 1 火3,火4 秋期 教科書 3279 大学生のための憲法 法律文化社 2,500

法学 森本陽美 1,2,3,4 全 火5 春秋 教科書 3280 法学入門(法律学講座双書) 弘文堂 2,240

法学 森本陽美 1,2,3,4 全 水3 その他 教科書 3281 法学入門(法律学講座双書) 弘文堂 2,240

英語 英語Ⅰ 倉光紀子 1 6 火1 春秋 教科書 3282 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 英語Ⅰ 倉光紀子 1 6 火1 春秋 教科書 3283 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 英語Ⅰ 倉光紀子 1 13 火2 春秋 教科書 3284 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 英語Ⅰ 倉光紀子 1 13 火2 春秋 教科書 3285 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 英語Ⅰ 倉光紀子 1 29 火3 春秋 教科書 3286 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 英語Ⅰ 倉光紀子 1 29 火3 春秋 教科書 3287 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

論理学概論 金子裕介 金2 秋期 教科書 3290 論理と分析‐文系のための記号論理入門 晃洋書房 2,900

フランス語 フランス語Ⅲ 久保みゆき 2 火4 春秋 教科書 3292
Culture & Actualité - Découvrons la France !   /読んで学ぶフランス語 朝日出版社 1,900

英語 英語Ⅰ 虎岩直子 1 水1 春秋 教科書 3304 British News Update 2  /映像で学ぶイギリス公共放送の最新ニュース 2 金星堂 2,600

英語 	ＡＣＥⅡ（Advanced） 小林テレサ　Ｊ． 水4 春秋 教科書 3312 Reading Fusion 3/リーディングフュージョン3 南雲堂 2,200

英語 	ＡＣＥⅡ（Advanced） 小林テレサ　Ｊ． 水5 春秋 教科書 3313 Reading Fusion 3/リーディングフュージョン3 南雲堂 2,200

簿記論 梅原秀継 2 火4, 火5 秋期 教科書 3321 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
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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 梅原秀継 2 火4, 火5 秋期 教科書 3322 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

簿記論 梅原秀継 2 火4, 火5 秋期 参考書 3323 サクッとうかる日商３級商業簿記トレーニング ネットスク－ル 1,200

簿記論 梅原秀継 2 火4, 火5 秋期 参考書 3324 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

英語 英語Ⅱ 依田里香 金1 その他 教科書 3327 Complete guide to the TOEIC tesｔ,4ｔｈ ed. Cengage 3,150

英語 英語Ⅱ 依田里香 金1 教科書 3328 公式TOEIC Listening&Reading問題集5
国際ビジネスコミュニケーション協会

3,000

英語 英語Ⅰ 永江敦 水1 その他 教科書 3329 Casablanca /カサブランカ マクミラン・ランゲージハウス 2,500

英語 	英語Ⅰ 	山内正太郎 水1 春秋 教科書 3334 Challenges of Global Enteprises  /海外メディアで読むグローバル企業の挑戦 金星堂 2,100

英語 	英語Ⅰ 	山内正太郎 水2 春秋 教科書 3335 Challenges of Global Enteprises  /海外メディアで読むグローバル企業の挑戦 金星堂 2,100

哲学史 柴崎文一 1 水1 秋期 教科書 3336 哲学・倫理学資料集 第3版 デザインエッグ社 1,090

論理学概論 柴崎文一 1 木1 秋期 教科書 3337 サモン論理学準拠　帰納法と科学の論理ノート デザインエッグ社 1,314

英語 英語Ⅱ(選択) 西浦徹 2 木3 秋期 教科書 3338
Reach your target for the TOEIC test Workbook 3 /新TOEIC test文法・リーディング対策上級問題集3 松柏社 1,000

英語 英語Ⅱ(選択) 西浦徹 2 木4 秋期 教科書 3339
Reach your target for the TOEIC test Workbook 2/新TOEIC test文法・リーディング対策中級問題集2 松柏社 1,000

英語 英語Ⅱ(選択) 西浦徹 2 木5 秋期 教科書 3341
New Steps to Success in the TOEIC® Test Grammar& Reading 350,Updated ed. 松柏社 1,100

マクロ経済学 平口良司 金1, 金2 秋期 教科書 3342 マクロ経済学 新版 有斐閣 2,300

英語 教養演習 石山徳子 月5 秋期 教科書 3343 「ヘイト」の時代のアメリカ史 彩流社 2,500

フランス語 フランス語Ⅲ 前田更子 2 火2 教科書 3344 Cles pour la France 1  /フランスを読み解く鍵 1 改訂版 Hachette 1,800

地理学 谷川尚哉 月4, 月5 秋期 教科書 3345 クジラ・イルカの疑問50(みんなが知りたいシリーズ9) 成山堂書店 1,600

英語 英語Ⅱ 伊藤晶子 2 火5 秋期 教科書 3346 Insights2020  /世界を読むメディア英語入門2020 金星堂 1,900

国際地域研究基礎論 羽根次郎 月2 秋期 参考書 3347 物的中国論  歴史と物質から見る「大国」 青土社 2,600 副教材

英語 英語Ⅱ 依田里香 金1 秋期 教科書 3348 Complete guide to the TOEIC tesｔ,4ｔｈ ed. Cengage 3,150


