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2020年度 秋期 明 治 大 学　教科書リスト 法学部

※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

英語 EnglishCⅠ 石井千春 2 火3 その他 教科書 1005 American Cultre  /アメリカン・カルチャー（ビデオで辿る歴史と文化） 朝日出版社 1,800

中国語 中級中国語A 石田友美 2 月1 その他 教科書 1006 2冊めの中国語 講読クラス 白水社 2,300

中国語 中級中国語A 石田友美 2 月2 その他 教科書 1007 2冊めの中国語 講読クラス 白水社 2,300

中国語 中級中国語B 石田友美 2 月3 その他 教科書 1008 2冊めの中国語 講読クラス 白水社 2,300

フランス語 中級フランス語BⅠ・Ⅱ 一丸禎子 2 水2 春秋 参考書 1010 フランス語ホ－ムステイライブ 三修社 2,200 購入は任意です

フランス語 時事フランス語AⅠ・Ⅱ 一丸禎子 2 水3 春秋 参考書 1011 フランス語ホ－ムステイライブ 三修社 2,200 購入は任意です。

ドイツ語 初級ドイツ語A・B(再履修) 伊藤真弓 2 月5 春秋 教科書 1014 Ich München!  /ミュンヒェンに夢中 　     同学社 2,500

ドイツ語 資格ドイツ語AⅠ・Ⅱ 伊藤真弓 2 金5 通年 教科書 1015 独検対策４級・３級問題集 ４訂版 白水社 2,300

フランス語 初級フランス語A 岩野卓司 1 8 火4 春秋 教科書 1016 Amicalement plus  /アミカルマン〈プリュス〉 駿河台出版社 2,300

フランス語 初級フランス語A・B(再履修) 岩野卓司 2 火5 春秋 教科書 1017 Pilote Cours de français pour débutants   /ピロット すいすい初級フランス語 朝日出版社 2,500

英語 EnglishAⅡ 上村威 1 水1 秋期 教科書 1023 Q:Skills for Success：Listening and Speaking 2,2nd ed. Oxford U.P. 3,300

英語 EnglishCⅡ 上村威 2 水4 秋期 教科書 1025 Q：Skills for Success: Reading and Writing 2,2nd　ed. Oxford U.P. 3,300

英語 EnglishAⅠ・Ⅱ 岡留聡子 1 金1 春秋 教科書 1029 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 EnglishBⅠ・Ⅱ 岡留聡子 1 金2 春秋 教科書 1030 Knowledge in the Making  /変容する世界を読み解く 成美堂 1,800

英語 EnglishCⅠ・Ⅱ 岡留聡子 2 金3 春秋 教科書 1031
English through the News Media 2020ed.  /ニュースメディアの英語演習と解説 2020年度版 朝日出版社 1,700

英語 EnglishＡⅠ・Ⅱ(再履修) 尾関裕子 水5 通年 教科書 1032 Strategic Reading Level 1,2nd ed. Cambridge U.P. 2,750

中国語 中国語(再履修) 角屋明彦 土2 通年 教科書 1036 漢語街 白帝社 2,400

英語 EnglishAⅠ・Ⅱ 狩野郁子 1 木3 春秋 教科書 1044 Winning Formula for the TOEIC L＆R Test,Revised ed. Cengage Learning 2,400

フランス語 中級フランス語AⅠ・Ⅱ 河村清文 2 8 月1 その他 教科書 1046 Variétés françaises 朝日出版社 1,800

フランス語 中級フランス語BⅠ・Ⅱ 河村清文 9 金4 通年 教科書 1047 Variétés françaises 朝日出版社 1,800

フランス語 初級フランス語AⅠ(再履修) 河村清文 1 金5 秋期 教科書 1048 Grammaire Francaise de Base  /新・フランス語文法の〈基礎〉 駿河台出版社 2,200

フランス語 初級フランス語AⅠ・Ⅱ(再履修) 黒川学 2,3,4 月5 春秋 教科書 1066 Amicalement plus  /アミカルマン〈プリュス〉 駿河台出版社 2,300

フランス語 中級フランス語実践Ⅰ クロズ　山口、 エリア 2 月1 その他 教科書 1069 EN SCENE Ⅱ Nouvelle édition  /CD＆ワークブック付場面で学ぶフランス語 2 三修社 2,900

英語 EnglishAⅠ・Ⅱ グリフィス，　ディビ 1 木3 通年 教科書 1070 Interchange Level2 Student's Book with Online Self-Study,5th ed. Cambridge U.P. 2,950

ドイツ語 初級ドイツ語実践Ⅰ シェアマン 1 火4 秋期 教科書 1085 Motive A1:Kursbuch Lektion 1-8 Hueber 2,230

ドイツ語 初級ドイツ語実践Ⅰ シェアマン 1 火4 秋期 教科書 1086 Motive A1:Arbeitsbuch Lektion 1-8 Hueber 1,950

ドイツ語 中級ドイツ語A 清水薫 2 1 水4 その他 教科書 1087 Lesebuch Deutsch Neue  /ドイツ語を読む 改訂版 朝日出版社 2,200

英語 English（再履修） 関修 1,2 水4 秋期 教科書 1096 How to Read Foucault    Granta Books 1,985

英語 English(再履修) 高橋明子 2,3,4 月5 春秋 教科書 1100 Overall Skills for the TOEIC Test  /TOEICテスト総合スキル演習 成美堂 2,200

英語 EnglishCⅡ 堤龍一郎 2 金2,金4 その他 教科書 1107 About Time  /『アバウト・タイム』名作映画完全セリフ集 フォーイン 1,600

フランス語 初級フランス語ＡⅠ 永倉千夏子 1 金1 その他 教科書 1110 Qu’est-ce que c’est ?  /ケスクセ？ 改訂版 白水社 2,300

英語 EnglishA 西尾洋子 1 9,20 火1,火2 春秋 教科書 1111 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 EnglishC 西尾洋子 2 16 火3 春秋 教科書 1112 English for the Global Age with CNN   /CNN：ﾋﾞﾃﾞｵで見る世界のﾆｭｰｽ　Vol.20 朝日出版社 1,900

英語 English Seminar 西尾洋子 2 月4 春秋 教科書 1113
The Tempest,3rd ed.(Cambridge School Shakespeare) Cambridge U.P. 1,660

中国語 中級中国語BⅠ・Ⅱ 西川和孝 2 水4 その他 教科書 1114 総合中級中国語教程  改訂版    白帝社  2,400

中国語 初級中国語AⅠ・Ⅱ 西川和孝 1 木3 その他 教科書 1115 シンプルチャイニ－ズ東京会話編 朝日出版社  2,300

中国語 初級中国語AⅠ・Ⅱ(再履修) 西川和孝 1,2,3,4 木5 その他 教科書 1116 １年生のコミュニケ－ション中国語 最新版   白水社  2,200

中国語 初級中国語BⅠ・Ⅱ 西川和孝 1 木4 その他 教科書 1117 シンプルチャイニ－ズ東京会話編 朝日出版社  2,300

英語 EnglishAⅠ・Ⅱ 原優子 1 木1 その他 教科書 1124 English for the Global Age with CNN 2020  /CNN：ﾋﾞﾃﾞｵで見る世界のﾆｭｰｽ　Vol.21 朝日出版社 1,900

英語 EnglishAⅠ・Ⅱ 原優子 1 木2 その他 教科書 1125 English for the Global Age with CNN 2020  /CNN：ﾋﾞﾃﾞｵで見る世界のﾆｭｰｽ　Vol.21 朝日出版社 1,900

英語 EnglishBⅠ・Ⅱ 原優子 1 水2 その他 教科書 1126 ESSENTIAL APPROACH FOR THE TOEIC® L&R TEST,Revised ed.
/TOEIC® L&R TESTへのニューアプローチ 改訂版

成美堂 2,000

英語 EnglishCⅠ・Ⅱ 原優子 2 木3 その他 教科書 1127
Best Practice for the TOEIC Listening and Reading
Test,Revised ed.
/TOEIC LISTENING AND READING TESTへの総合アプローチ　改訂新

成美堂 2,200

スペイン語 初級スペイン語AⅠ・Ⅱ バリエントス　ロドス 1 火3,火4 春秋 教科書 1128
IDEL　  /イデアル 改訂新版 同学社  2,500

英語 EnglishBⅠ・Ⅱ パティモア、ロジャー 1 木1 その他 教科書 1129 A Talr of Two Cities Peason 810

中国簿 中級中国語B 平井徹 2 20 月4 通年 教科書 1131 中国文化を歩こう 駿河台出版社 1,800

スペイン語 中級スペイン語AⅠ・Ⅱ 松井賢治 2 火2 春秋 教科書 1142
iVamos de fi esta!  /フィエスタ！ フィエスタ！ー解きながら読むスペイン語圏の12ケ月 朝日出版社 2,300

スペイン語 中級スペイン語AⅠ・Ⅱ 松井賢治 2 火3 春秋 教科書 1143
iVamos de fi esta!  /フィエスタ！ フィエスタ！ー解きながら読むスペイン語圏の12ケ月 朝日出版社 2,300

スペイン語 中級スペイン語BⅠ・Ⅱ 松井賢治 2 金3 春秋 教科書 1144 Cielito lindo －Curso intermedio de españ－
/シェリト リンドー　スペイン語中級導入教材・エスペランサソフト版

同学社 2,400

スペイン語 初級スペイン語BⅠ・Ⅱ 松井賢治 1 金4 春秋 教科書 1145 Entre amigos 1－2ª edición－  /総合スペイン語コース初級 改訂版 朝日出版社 2,400

スペイン語 中級スペイン語AⅠ・Ⅱ 松浦芳枝 2 水4 春秋 教科書 1147 Cielito lindo  /シェリトリンド    同学社 2,400

スペイン語 初級スペイン語AⅠ・Ⅱ(再履修) 松浦芳枝 1,2,3,4 水5,水6 春秋 教科書 1148 El español: Gramática y ejercicios  /スペイン語文法と練習 白水社 2,200

英語 EnglishBⅠ・Ⅱ マリッカール 水3 その他 教科書 1149 World of Reading 1 Pearson 3,020

英語 EnglishBⅠ・Ⅱ マリッカール 水4 その他 教科書 1150 Law in Japan, Law in the World  /英語で学ぶ日本の法、世界の法 朝日出版社 1,900

英語 EnglishBⅠ・Ⅱ マリッカール 木3 その他 教科書 1151 Law in Japan, Law in the World  /英語で学ぶ日本の法、世界の法 朝日出版社 1,900

英語 EnglishCⅠ・Ⅱ マリッカール 水1 その他 教科書 1152 Law in Japan, Law in the World  /英語で学ぶ日本の法、世界の法 朝日出版社 1,900

英語 EnglishCⅠ・Ⅱ マリッカール 水2 その他 教科書 1153
Law in Japan, Law in the World  /英語で学ぶ日本の法、世界の法 朝日出版社 1,900

英語 English　Seminar マリッカール 木2 その他 教科書 1154 Culturally Speaking,3rd ed. Cengage Learning 4,130

スペイン語 スペイン語実践Ⅰ・Ⅱ モラレス 2,3,4 月2 春秋 教科書 1155
Diverso1: Libro del alumno + Cuaderno de ejercicios SGEL 4,100

スペイン語 初級スペイン語AⅠ・Ⅱ モラレス 1 月3 春秋 教科書 1156 iImagínatelo!  /イラストで楽しもう、スペイン語！ 朝日出版社 2,500

ドイツ語 初級ドイツ語A・BⅠ（再履修） 森公成 2,3,4 水5 秋期 教科書 1159
Hallo,Benni!  /ぼくらの未来 朝日出版社 2,500

英語 EnglishＡⅡ(スポーツ) 安田努 秋期 教科書 1165 Travel English at Your Fingertips,Revised ed.  /実用観光英語 改訂新版 成美堂 1,900

英語 EnglishＡⅡ(再履修) 安田努 木5 秋期 教科書 1166
College Friends Cengage Learning 2,100

英語 Writing AⅠ・Ⅱ 山内亜美 2 火4 春秋 教科書 1169 Smart Writing  /はじめてのパラグラフ・ライティング 成美堂 2,000

ドイツ語 中級ドイツ語B 渡辺幸子 2 1 木2 その他 教科書 1179 kennzeichen.de Faust und Mephisto
/ファウストとメフィストと学ぶドイツ文化８章 プラスエクストラ

三修社 2,500

ドイツ語 初級ドイツ語B 渡辺幸子 1 2 木1 その他 教科書 1180 Ich München!  /ミュンヒェンに夢中 同学社 2,500

生命と人間Ⅰ・Ⅱ 浅賀宏昭 1,2 全 月1 春秋 教科書 1181 ＺＥＲＯからの生命科学 改訂4版 南山堂 2,400 ほぼ毎回使用

生命と人間Ⅰ・Ⅱ 浅賀宏昭 1,2 全 月2 春秋 教科書 1182 ＺＥＲＯからの生命科学 改訂4版 南山堂 2,400 ほぼ毎回使用

生命と人間Ⅰ・Ⅱ 浅賀宏昭 1,2 全 月1 春秋 参考書 1183 新しい高校生物の教科書(講談社ブルーバックス) 講談社 1,200 高校で生物未履修者の学生向け

自習用
生命と人間Ⅰ・Ⅱ 浅賀宏昭 1,2 全 月2 春秋 参考書 1184 新しい高校生物の教科書(講談社ブルーバックス) 講談社 1,200 高校で生物未履修者の学生向け

生命と人間Ⅰ・Ⅱ 浅賀宏昭 1,2 全 月1 春秋 参考書 1185 現代生命科学 第３版 羊土社 2,800 教養として「生命科学」をさらに深
く自習したい学生向け　

生命と人間Ⅰ・Ⅱ 浅賀宏昭 1,2 全 月2 春秋 参考書 1186 現代生命科学 第３版 羊土社 2,800 教養として「生命科学」をさらに深
く自習したい学生向け

科学と技術の歴史Ⅱ 稲場肇 1,2 水5,木5 秋期 教科書 1189 科学の社会史 （ちくま学芸文庫) 筑摩書房 1,300

※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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刑法各論 内田幸隆 2 水3 通年 教科書 1191 刑法各論講義 第５版 成文堂 3,500

刑法総論 内田幸隆 1 水2 通年 教科書 1193 刑法総論（有斐閣ストゥディア） 有斐閣 2,000

憲法(人権) 江藤英樹 1 水1 通年 教科書 1196 憲法 第7版 岩波書店 3,200

憲法(統治) 江藤英樹 2 水2 通年 教科書 1198 憲法 第7版 岩波書店 3,200

憲法（人権）Ⅰ・Ⅱ 大津浩 1 水3 春秋 教科書 1200 新憲法四重奏 第2版 有信堂高文社 3,000

憲法（統治）Ⅰ・Ⅱ 大津浩 2 水4 春秋 教科書 1201 新憲法四重奏 第2版 有信堂高文社 3,000

刑法(総論) 川口浩一 1 月3 通年 教科書 1202 刑法総論(有斐閣ストゥディア) 有斐閣 2,000

情報と社会 小林龍生 全 月2 その他 教科書 1203 情報の文明学（中公文庫） 中央公論新社 686

比較法学Ⅰ・Ⅱ 佐藤智恵 水2 春秋 教科書 1204 比較法    三省堂 2,800 9月末重版出来予定

社会学Ⅰ・Ⅱ 鍾家新 1,2 水3 春秋 教科書 1206 社会凝集力の日中比較社会学 ミネルヴァ書房 3,500

歴史学Ⅱ 陶安あんど 1,2,3,4 水1 秋期 教科書 1208 中国史 下（岩波文庫） 岩波書店 1,130

自由講座 高島和哉
1,2,3,

4
水2 通年 教科書 1212 これからの「正義」の話をしよう 早川書房 900

アカデミックライティング 田中ひかる 1 金3 秋期 教科書 1213 大学生のための論文・レポ－トの論理的な書き方    研究社 1,300

社会思想史Ⅰ・Ⅱ 田中ひかる 1 木2 春秋 教科書 1215 社会運動のグローバル・ヒストリー ミネルヴァ書房 3,000

自由講座 田中ひかる 1 金5 春秋 教科書 1216 脱資本主義宣言 新潮社 1,200

司法演習 辻雄一郎 2 月3 その他 参考書 1217
大卒程度公務員試験本気で合格！過去問解きまくり！  １２(行政法)　２０２０ー２１年合格目標　   東京リーガルマインド 1,900 購入は任意です。

憲法（人権） 辻雄一郎 1 月1 その他 教科書 1218
大卒程度公務員試験本気で合格！過去問解きまくり！   ９（憲法）　２０２０－２１年合格目標 東京リ－ガルマインド 1,900

憲法（人権） 辻雄一郎 1 月1 その他 教科書 1219 憲法講義 第2版   日本評論社 3,800

憲法（統治） 辻雄一郎 2 火4 その他 教科書 1220
大卒程度公務員試験本気で合格！過去問解きまくり！  ９（憲法）　２０２０－２１年合格目標 東京リ－ガルマインド 1,900

憲法（統治） 辻雄一郎 2 火4 その他 教科書 1221 憲法講義 第2版   日本評論社 3,800

都築満雄 1 火1 通年 教科書 1222 民法Ⅰ総則 第4版（有斐閣Ｓシリーズ） 有斐閣 1,800

民法総則 長坂純 1 火4 通年 教科書 1223 民法Ⅰ総則 第4版（有斐閣Ｓシリーズ） 有斐閣 1,800

民法総則 長坂純 1 火4 通年 参考書 1224 民法（財産法）基本判例 有斐閣 3,300 購入は任意です。

刑法（各論）Ⅰ・Ⅱ 長谷川裕寿 2,3,4 金1 春秋 教科書 1225 刑法各論講義 第5版 成文堂 3,500

刑法（各論）Ⅰ・Ⅱ 長谷川裕寿 2,3,4 金1 春秋 教科書 1226 刑法各論 第3版 成文堂 4,500

刑法（各論）Ⅰ・Ⅱ 長谷川裕寿 2,3,4 金1 春秋 参考書 1227 伊藤真が選んだ短答式一問一答1000刑法 第3版 法学書院 2,800 購入は任意です

憲法(人権)Ⅰ・Ⅱ 廣澤明 1 月2 通年 教科書 1228 憲法 第7版 岩波書店 3,200

ことばの文化Ⅱ 堀田秀吾 1,2 水1 秋期 参考書 1231 法と言語   くろしお出版 2,200

日本近代法史Ⅰ 村上一博 1,2 金2 秋期 教科書 1234 権利自由の揺籃 DTP出版 1,900

日本近代法史Ⅰ 村上一博 1,2 金1 秋期 教科書 1235 日本近代家族法史論 法律文化社 2,900

司法演習Ⅰ・Ⅱ 栁川鋭士 2,3,4 水4 通年 教科書 1236 民事裁判入門 第3版補訂版 有斐閣 2,200

アジア文化A 魯大鳴 火3 通年 教科書 1238 京劇役者が語る京劇入門 駿河台出版社 1,800

英語 EnglishB 中野里美 1 25 月1 その他 教科書 1243 Law in Japan,Law in the World  /英語で学ぶ日本の法、世界の法 朝日出版社 1,900

中国語 初級中国語A・B(再履修) 劉渇氷 火5 春秋 教科書 1246 中国語を学ぶ学生たち 光生館 2,400

中国語 初級中国語A・B(再履修) 劉渇氷 月5 春秋 教科書 1247 中国語耳留学 同学社 2,400

ドイツ語 中級ドイツ語A・BⅠⅡ(スポーツ) 渡部敏一 2 月5 春秋 教科書 1252 Humorvolle Konversations‐und Lesetexte   /ドイツ語ユーモア小品集 改訂版  第三書房  1,300

民法(債権総論)Ⅰ・Ⅱ 有賀恵美子 2 月1 春秋 教科書 1253 民法3 債権総論 第4版(有斐閣Sシリーズ) 有斐閣 1,900

行政法A 下川環 2 全 木1 春秋 教科書 1254 行政判例百選Ⅰ 第7版（別冊ジュリスト）     有斐閣  2,300

行政法A 下川環 2 全 木1 春秋 教科書 1255 行政判例百選Ⅱ 第7版（別冊ジュリスト）    有斐閣  2,300

行政法A 下川環 2 全 木1 春秋 教科書 1256 行政法Ｖｉｓｕａｌ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ    有斐閣 2,400

社会学概論 パッハー、アリス 1 火2 春秋 教科書 1257 社会学 新版(New Liberal Arts Selection) 有斐閣 3,500 秋は駿河台校舎開講

国際法 水田周平 2,3,4 火1 通年 教科書 1259 国際条約集 2020年版 有斐閣 2,800

国際法 水田周平 2,3,4 火1 通年 参考書 1261 国際法判例百選　第2版(別冊ジュリスト) 有斐閣 2,476 購入は任意です。

国際法 水田周平 2,3,4 火1 通年 参考書 1263 国際法で世界がわかる 岩波書店 2,900 購入は任意です。

国際法 水田周平 2,3,4 火1 通年 参考書 1264 Public International Law in a Nutshell,6th ed. West Academic 9,280 購入は任意です。

中国語 初級中国語ＡⅠ 石田友美 1 月4 その他 教科書 1270 しっかり初級中国語 白水社 2,300

フランス語 中級フランス語AⅠ 久保みゆき 火2 春秋 教科書 1272 Culture & Actualité - Découvrons la France !   /読んで学ぶフランス語 朝日出版社 1,900

中国語 初級中国語BⅠ・Ⅱ 魯大鳴 1 木3 その他 教科書 1273
話してみよう！中国語　改訂版 駿河台出版社 2,200

中国語 初級中国語BⅠ・Ⅱ 魯大鳴 1 木4 その他 教科書 1274 話してみよう！中国語　改訂版 駿河台出版社 2,200

民法（親族）Ⅰ  石井美智子 2 木2 春秋 教科書 1275 親族・相続法（弘文堂nomika ）第3版 弘文堂 4,100

民法（親族）Ⅰ  石井美智子 2 木2 参考書 1276 民法判例百選Ⅲ 第2版　親族・相続　(別冊ジュリスト)    有斐閣 2,200 購入は任意です。

会社法Ⅰ 柿崎環 2 金4 秋期 教科書 1277 最新基本会社法 中央経済社 4,000

フランス語 中級フランス語AⅠ・Ⅱ 立花史 金3 春秋 教科書 1281 A La Page: Actualites Francaises 2020  /時事フランス語 2020年度版 朝日出版社 1,900

フランス語 初級フランス語AⅠ・Ⅱ 立花史 金4 春秋 教科書 1284 navi.fr 1 ～Paris~なびふらんせ1 パリをめぐる 朝日出版社 2,500

民法 法制研究所 火, 木 教科書 1285 新基本民法1　第２版　総則編 有斐閣 1,900

英語 Ｅｎｇｌｉｓｈ SeminerAⅠ・Ⅱ 狩野郁子 2 木4 春秋 教科書 1292 21st Century Reading 3:Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 2,900

英語 EnglishAⅠ 戸嶋真弓 1 8 木4 教科書 1294 おとなの基礎英語 Season6（NKHテレビ DVD BOOK) 主婦の友社 1,900

英語 EnglishCⅡ(再履修) 戸嶋真弓 1, 2, 3, 4 全 木6 その他 教科書 1295 ENGLISH QUEST BASIC,new ed. 桐原書店 1,900

民法（担保物権） 亀田浩一郎 金2 秋期 教科書 1300 民法2 物権 第3版(LEGAL QUEST) 有斐閣 2,800

民法（担保物権） 亀田浩一郎 金2 秋期 参考書 1301 担保物権法 日本評論社 3,300 購入は任意です。

行政法Ａ 猪股弘貴 火3 通年 教科書 1303 行政法 第６版 弘文堂 3,300

行政法Ａ 猪股弘貴 2 火3 通年 教科書 1304 行政判例ノ－ト　第３版 弘文堂 2,900

フランス語 資格フランス語AⅡ 吉川佳英子 2 金3 秋期 教科書 1308 A La Page: Actualites Francaises 2020  /時事フランス語 2020年度版 朝日出版社  1,900

	ヨーロッパ文化ＡⅠ・Ⅱ 吉川佳英子 金4 通年 教科書 1309 現代フランス社会を知るための６２章 明石書店 2,000

司法演習Ⅰ・Ⅱ 栁川鋭士 2,3,4 水4 通年 教科書 1311 民事訴訟法判例百選　第５版 有斐閣 2,800

民法 法制研究所 火, 木 教科書 1312 新基本民法5　第２版　契約編 有斐閣 1,900

民法 法制研究所 火, 木 教科書 1313
新基本民法３（担保編） 有斐閣 1,900

民法 法制研究所 火, 木 教科書 1314
新基本民法 4　第2版　契約債権の法　 有斐閣 1,900

民法 法制研究所 火, 木 教科書 1315 新基本民法6　第２版　不法行為編 有斐閣 1,800

民法 法制研究所 火, 木 教科書 1316 新基本民法7　家族篇 有斐閣 1,700

民法 法制研究所 火, 木 教科書 1317 新基本民法８　相続編 有斐閣 1,800

商法 法制研究所 水, 金 教科書 1318 商法Ⅲ手形・小切手　第５版（有斐閣Sシリーズ） 有斐閣 2,300

民事訴訟法 法制研究所 水, 金 教科書 1319 民事訴訟法　第2版（有斐閣ストゥディア） 有斐閣 1,900
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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。

英語 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｍｉｎａｒ ペイゲル 2 水3 秋期 教科書 1320 フィ－ルド・オブ・ドリ－ムス 改訂版（スクリ－ンプレイ・シリ－ズ）
フォ－インクリエイティブプロダクツ

1,200

英語 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｍｉｎａｒ ペイゲル 2 金2 秋期 教科書 1321 フィ－ルド・オブ・ドリ－ムス 改訂版（スクリ－ンプレイ・シリ－ズ）
フォ－インクリエイティブプロダクツ

1,200

法 法制研究所 火, 木 教科書 1322 憲法 第７版 岩波書店 3,200

法 法制研究所 火, 木 教科書 1323 刑法 第３版 有斐閣 3,200

法 法制研究所 水, 金 教科書 1324
刑事訴訟法講義 第６版 東京大学出版会 3,800

法 法制研究所 水, 金 教科書 1325 行政法 第６版 弘文堂 3,300

法 複数 教科書 1326 ポケット六法　令和3年版 有斐閣 1,900 9月下旬発売予定

法 複数 教科書 1327 デイリー六法 2021 令和３年版 三省堂 1,900 9月下旬発売予定

自由講座 関修 1,2,3,4 火5 秋期 教科書 1328 「嵐」的、あまりに「嵐」的な サイゾ－ 1,500 9月下旬重版出来予定

英語 EnglishBⅠ・Ⅱ パティモア、ロジャー 1 木1 秋期 教科書 1329 The Great Gatsby Oxford U.P. 810

民法（債権総論）Ⅱ 中村肇 月4 秋期 教科書 1330 債権法　債権総論・契約 日本評論社 3,700


