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2021年度 明 治 大 学　教科書リスト 法 語学

販売場所：和泉 第２学生会館１階 販売期間：

購入する教科書のチェック欄（下記▼印）に✔を記入し、係員にお渡しください。 フリガナ

※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
税込
価格

備考

フランス語 初級フランス語B あ 相田淑子 1 9 木4 教科書 1000 La Grammaire Active du Français
/グラメール・アクティーヴ　三訂版 文法で複言語・複文化

朝日出版社  2,750

ドイツ語 中級ドイツ語AⅠ・Ⅱ あ 相原剣 2 3 金2 通年 教科書 1001 Lesebuch Deutsch Neue /ドイツ語を読む 改訂版 朝日出版社  2,420 毎授業必ず使用
ドイツ語 初級ドイツ語AⅠ・Ⅱ あ 相原剣 1 4 金3 通年 教科書 1002 Genau! Grammatik neu /ゲナウ グラマティック ノイ 第三書房 2,420 毎授業必ず使用
ドイツ語 初級ドイツ語AⅠ・Ⅱ（再履修） い 飯沼隆一 2 火5 春秋 教科書 1003 シュリット・フュア・シュリット　三訂版 /たくさん練習して学ぶドイツ語 三修社 2,750
英語 EnglishBⅠ・Ⅱ い 池田史彦 1 火1 通年 教科書 1004 21st Century Reading 1:Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 3,190
英語 EnglishBⅠ・Ⅱ い 池田史彦 1 火2 通年 教科書 1005 21st Century Reading 2:Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 3,190
英語 EnglishＣⅠ・Ⅱ い 池田史彦 2 水1 通年 教科書 1006 21st Century Reading 3:Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 3,190
英語 EnglishＣⅠ・Ⅱ い 池田史彦 2 水2 通年 教科書 1007 21st Century Reading 4:Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 3,190
中国語 中級中国語 い 石田友美 2 月2 通年 教科書 1008 ２冊めの中国語　講読クラス 白水社 2,530
中国語 中級中国語 い 石田友美 2 月3 通年 教科書 1009 ２冊めの中国語　講読クラス 白水社 2,530
中国語 中級中国語 い 石田友美 2 月4 通年 教科書 1010 ２冊めの中国語　講読クラス 白水社 2,530
中国語 中級中国語 い 石田友美 2 月5 通年 教科書 1011 ２冊めの中国語　講読クラス 白水社 2,530
中国語 初級中国語 い 石田友美 1 月1 通年 教科書 1012 しっかり初級中国語 白水社 2,530
スペイン語 初級スペイン語ＡⅠ・Ⅱ い 石原セルヒオナバロ 火3 教科書 1013 ¡Acción! Tercera edición /アクシオン！ 三訂版 白水社 2,420
スペイン語 初級スペイン語ＡⅠ・Ⅱ い 石原セルヒオナバロ 火4 教科書 1014 ¡Acción! Tercera edición /アクシオン！ 三訂版 白水社 2,420
フランス語 特別フランス語ＡⅠ い 一丸禎子 1 水2 春期 教科書 1015 Inspire 2  Livre de l'élève + audio/vidéo + Parcours digital   Hachette 3,960
フランス語 初級フランス語Ａ い 岩野卓司 1 8 火4 春秋 教科書 1017 Amicalement plus /アミカルマン〈プリュス〉 駿河台出版社  2,530
フランス語 初級フランス語Ａ・Ｂ（再履修） い 岩野卓司 火5 春秋 教科書 1018 Partir pour Paris / 新はじめてのパリ－映像付き    朝日出版社 2,750 初級フランス語Ａ（再履修）と

初級フランス語Ａ・Ｂ混合クラス

英語 EnglishBⅠ う 植月恵一郎 1 水3 通年 教科書 1019 Jump into the World through News in English /ニュース英語で世界に飛び込む 三修社 2,090
英語 EnglishBⅠ う 植月恵一郎 1 水4 通年 教科書 1020 Broadcast: ABC World News Tonight3 /映像で学ぶABCワールドニュース3 金星堂 2,970
英語 EnglishCⅠ う 植月恵一郎 2 水1 通年 教科書 1021 Common Errors in English Writing /読み・書く英語表現のポイント１５章 音羽書房鶴見書店 1,980
英語 EnglishCⅠ う 植月恵一郎 2 水2 通年 教科書 1022 Ｍｉｒａｃｌｅ　ｏｎ　３４ｔｈ　Ｓｔｒｅｅｔ /三十四丁目の奇蹟 開文社出版 2,090
英語 EnglishAⅠ う 上村威 1 水1 春期 教科書 1023 Q:Skills for Success：Listening and Speaking 1,3rd ed. Oxford U.P. 3,630
英語 EnglishCⅠ う 上村威 2 水4 春期 教科書 1025 Q：Skills for Success: Reading and Writing 1,3rd ed. Oxford U.P. 3,630
スペイン語 中級スペイン語AⅠ・Ⅱ お 大楠栄三 2 水3 通年 教科書 1027 Ejercicios gramaticales de español clasificados por temas— Edición revisada y aumentada

/スペイン語文法項目別ドリル問題集 改訂増補版
朝日出版社 990

スペイン語 中級スペイン語BⅠ・Ⅱ お 大楠栄三 2 水2 通年 教科書 1028 Entre amigos 2－2ª edición－ /総合スペイン語コース中級 改訂版 朝日出版社 2,640
スペイン語 初級スペイン語BⅠ・Ⅱ お 大楠栄三 1 水1 通年 教科書 1029 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 2,640
スペイン語 初級スペイン語BⅠ・Ⅱ お 大楠栄三 1 通年 教科書 1030 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 2,640 オンライン
英語 English お 岡留聡子 2 金3 教科書 1031 English through the News Media 2021ed. /ニュースメディアの英語 2021年度版 朝日出版社 1,870
英語 EnglishA お 岡留聡子 1 金1 教科書 1032 British News Update3 /映像で学ぶイギリス公共放送の最新ニュース3 金星堂 2,970
英語 EnglishB お 岡留聡子 1 金2 教科書 1033 Eat the World Alive /世界の今に切り込む 成美堂 1,980
英語 English BⅠ・Ⅱ お 尾関裕子 1 金2 通年 教科書 1034 TRANSCULTURE  /多元文化論エッセイ 金星堂 1,980
英語 EnglishＡⅠ・Ⅱ(再履修) お 尾関裕子 1,2,3,4 水5 春秋 教科書 1035 Strategic Reading Level 1,2nd ed. Cambridge U.P. 3,025
英語 EnglishＡⅠ お 小野塚和人 1 火1 春期 教科書 1036 Q:Skills for Success：Listening and Speaking 1,3rd ed. Oxford U.P. 3,630
英語 EnglishＡⅠ お 小野塚和人 1 火2 春期 教科書 1037 Q:Skills for Success：Listening and Speaking 1,3rd ed. Oxford U.P. 3,630
英語 EnglishＢⅠ お 小野塚和人 1 火3 春期 教科書 1038 Longman Academic Reading Series 2 Pearson 3,366
中国語 中級中国語AⅠ・Ⅱ か 郭莉莉 2 26 金1 通年 教科書 1039 理香と王麗 話す中国語 2 朝日出版社  2,970
中国語 初級中国語AⅠ・Ⅱ か 郭莉莉 1 20 木1 通年 教科書 1040 一年生のころ 改訂版(ビデオで学ぶ入門中国語) 朝日出版社  2,750
中国語 初級中国語AⅠ・Ⅱ か 郭莉莉 1 18 木2 通年 教科書 1041 一年生のころ 改訂版(ビデオで学ぶ入門中国語) 朝日出版社  2,750
中国語 初級中国語BⅠ・Ⅱ か 郭莉莉 1 23 金2 通年 教科書 1042 一年生のころ 改訂版(ビデオで学ぶ入門中国語) 朝日出版社  2,750
中国語 中級中国語AⅠ・Ⅱ か 加藤徹 2 19 水1 春秋 教科書 1043 時事中国語の教科書 ２０２１年度版 朝日出版社 2,090
中国語 初級中国語AⅠ・Ⅱ か 加藤徹 1 14 月4 春秋 教科書 1044 あなたが主役 演じる入門中国語 朝日出版社 2,530
中国語 中国語(再履修) か 角屋明彦 水5 通年 教科書 1045 漢語街 白帝社 2,640
中国語 中国語(再履修) か 角屋明彦 土2 通年 教科書 1046 漢語街 白帝社 2,640
中国語 中国語 か 角屋明彦 2 金3,金4 通年 教科書 1047 漢語街 白帝社 2,640
中国語 中国語 か 角屋明彦 1 水3,水4 通年 教科書 1048 漢語街 白帝社 2,640
英語 English Seminar AⅠ か 狩野郁子 2 木4 春期 教科書 1049 21st Century Reading 3:Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 3,190
英語 EnglishAⅠ か 狩野郁子 1 木3 春期 教科書 1050 Winning Formula for the TOEIC L＆R Test,Revised ed. Cengage Learning 2,640
フランス語 中級フランス語AⅠ・Ⅱ か 河村清文 2 6 金4 春秋 教科書 1051 Variétés françaises  /フランスさまざま 朝日出版社 1,980
フランス語 中級フランス語BⅠ・Ⅱ か 河村清文 2 9 月1 春秋 教科書 1052 Variétés françaises  /フランスさまざま 朝日出版社 1,980
フランス語 初級フランス語A・BⅡ(再履修) か 河村清文 1,2 金5 春期 教科書 1054 Grammaire Francaise de Base /新・フランス語文法の〈基礎〉二訂版 駿河台出版社 2,420
英語 English SeminarA き 木内修 2 月5 通年 教科書 1055 Systematic English Composition /英語表現への道 成美堂  1,650
英語 EnglishB き 木内修 1 月1 通年 教科書 1056 名文で養う英語精読力 研究社 1,980
英語 EnglishB き 木内修 1 月1 通年 教科書 1057 USAGE AND VOCABULARY /5分間ポイントで解く語法・語彙問題 松柏社 770 副教材
英語 EnglishC き 木内修 2 月3,月4 通年 教科書 1058 English for Translation /ケンブリッジ・トランスレーション・コース 朝日出版社 1,388
英語 EnglishC き 木内修 2 月3,月4 通年 教科書 1059 A Shorter Course in Common Verb-based Phrases /5分間基本動詞を用いた実用英語表現  南雲堂 770 副教材
英語 Media English き 木内修 2 月2 通年 教科書 1060 English through the News Media 2021ed. /ニュースメディアの英語演習と解説 2021年度版 朝日出版社 1,870
英語 Media English き 木内修 2 月2 通年 教科書 1061 TOEIC TEST GRAMMAR /5分間TOEICテスト・サプリメント 南雲堂 770 副教材
中国語 初級中国語AⅠ き 木之内誠 1 19 木1 通年 教科書 1062 １冊めの中国語 　会話クラス 白水社 2,530
中国語 初級中国語BⅠ き 木之内誠 1 24 木2 通年 教科書 1063 １冊めの中国語 会話クラス 白水社 2,530
フランス語 フランス語 く 久保みゆき 通年 参考書 1064 プログレッシブ仏和辞典 第２版 小学館 3,960 明大マート2F書店にて販売
フランス語 中級フランス語AⅠ・Ⅱ く 久保みゆき 2 火1 通年 教科書 1065 Cafe Francais　2 /カフェ・フランセ 2  朝日出版社 2,750
フランス語 初級フランス語BⅠ・Ⅱ く 久保みゆき 1 火2 通年 教科書 1066 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 2,200
フランス語 初級フランス語AⅡ く 黒川学 1 金4 通年 教科書 1067 Le français clair  /ル・フランセ・クレール  三訂版 白水社  2,530
フランス語 初級フランス語AⅡ(再履修) く 黒川学 2,3,4 月5 春秋 教科書 1068 Amicalement plus /アミカルマン〈プリュス〉 駿河台出版社  2,530
フランス語 中級フランス語実践Ⅰ・Ⅱ く クロズ山口 2 月1 通年 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　改訂版 三修社 3,190
英語 EnglishAⅠ・Ⅱ ぐ グリフィス 1 木3 通年 教科書 1070 Interchange Level2 Student's Book with Online Self-Study,5th ed. Jack C. Richards 3,245
中国語 中級中国語AⅠ・BⅠ こ 黄漢青 火1,火2 春秋 教科書 1071 大学生のための中級中国語20回 白帝社 2,640
中国語 中国語中級A ご 呉敏 2 水3 通年 教科書 1072 体感中国-初級からのステップアップ 同学社 2,750
中国語 中国語中級B ご 呉敏 2 水4 通年 教科書 1073 LOVE!上海 2　初級－中級編 朝日出版社 2,640
中国語 中国語初級(スポーツ) ご 呉敏 1 火5 通年 教科書 1074 たのしくできるWe Can!中国語 初級　改訂版 朝日出版社 2,640
中国語 中国語初級A ご 呉敏 1 火3 通年 教科書 1075 初級中国語 オリンピックへようこそ 会話編 朝日出版社 2,530
中国語 中国語初級B ご 呉敏 1 火4 通年 教科書 1076 Joyful中国語 朝日出版社 2,750
英語 EnglishCⅠ さ 斎藤寿葉 2 火2 春期 教科書 1077 Ｉｎｂｏｕｎｄ／Ｏｕｔｂｏｕｎｄ　Ｊａｐａｎ 金星堂 2,090
中国語 中級中国語BⅠ・Ⅱ さ 佐々木勲人 2 19 月4 通年 教科書 1079 LOVE!上海 2 初級～中級編 朝日出版社 2,640
中国語 初級中国語AⅠ・Ⅱ さ 佐々木勲人 1 23 月2 通年 教科書 1080 中国語で伝えよう！コミュニケーション・チャイニーズ 朝日出版社  2,640
中国語 中級中国語AⅠ・Ⅱ さ 佐々木勲人 2 18 月3 通年 教科書 1081 LOVE!上海 2 初級～中級編 朝日出版社 2,640
ドイツ語 中級ドイツ語B さ 佐藤公紀 2 金2 通年 教科書 1082 Deutsch und deutschsprachiger Raum  /知りたいドイツ語 朝日出版社 2,530
ドイツ語 中級ドイツ語B(オンライン) さ 佐藤公紀 2 水1 通年 教科書 1083 ドイツ語トライアングル やさしい中級テキスト9章 同学社 2,200
ドイツ語 初級ドイツ語Ａ(オンライン) さ 佐藤公紀 1 木2 通年 教科書 1084 Navigation ins Deutsche 2.0  /ドイツ語ナビゲーション2.0 朝日出版社 2,750
英語 留学基礎講座C さ 佐藤智恵 水4 春期 教科書 1085 First Steps in the Law,7th ed. Oxford U.P 2,915
英語 留学基礎講座C さ 佐藤智恵 水4 春期 教科書 1086 VOCABULARY for LAW 学問別重要英単語：法学(CORPUS-DRIVEN　VOCABULARY) 南雲堂 990
ドイツ語 中級ドイツ語AⅠ し 清水薫 2 水4 教科書 1089 Lesebuch Deutsch Neue, verbesserte Auflage /ドイツ語を読む 改訂版 朝日出版社 2,420
ドイツ語 初級ドイツ語AⅠ し 清水薫 1 月2 通年 教科書 1090 Der Schlussel zur deutschen Sprache  /シュリュッセル ドイツ語への鍵 第三書房 2,750
英語 EnglishA す 鈴木哲也 火6 教科書 1091 Q:Skills for Success：Listening and Speaking 1,3rd ed. Oxford U.P. 3,630 オンライン授業
英語 EnglishＢ す 鈴木哲也 金6 教科書 1092 Q：Skills for Success: Reading and Writing 1,3rd ed. Oxford U.P. 3,630 オンライン授業
英語 EnglishBⅠ・Ⅱ す 鈴木理枝 1 水1 春秋 教科書 1093 Food for Throught  /現代の食を考える  南雲堂 1,870
英語 EnglishCⅠ・Ⅱ す 鈴木理枝 2 水3 春秋 教科書 1094 Communicate in English with The Devil Wears Prada

 /『プラダを着た悪魔』で学ぶコミュニケーション英語
松柏社 2,420

英語 EnglishＡⅠ・Ⅱ す 鈴木理枝 1 水2 春秋 教科書 1095 Food for Throught  /現代の食を考える  南雲堂 1,870
英語 EnglishA せ 関修 1 水4 通年 教科書 1096 Enjoying Different Culture /グローバル化の中で学ぶ日本文化    南雲堂 2,200
英語 EnglishC(スポーツ） せ 関修 2 水3 通年 教科書 1097 DEMOCRACY AROUND THE WORLD/民主主義の歩みと現代国家     成美堂 2,090
ドイツ語 初級ドイツ語AⅠ せ 関根裕子 1 木4 通年 教科書 1098 Deutsche Grammatic　Leicht2/身につくドイツ文法＜Ｌｅｉｃｈｔ＞２ 郁文堂 2,860
英語 English AⅠ・Ⅱ た 髙坂映子 1 火3 通年 教科書 1099 Global Activator /大学生のためのグローバル時代の英会話 金星堂 2,200
英語 English BⅠ・Ⅱ た 高橋明子 1 月4 通年 教科書 1100 Freedom　Writers  /映画総合教材「フリーダム・ライターズ」 音羽書房鶴見書店 2,200
英語 English(再履修) た 高橋明子 2 月5 春秋 教科書 1101 ６００点を目指すＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　ＴＥＳＴへのストラテジー 成美堂 2,200
英語 EnglishCⅠ・Ⅱ た 高橋明子 2 水3 通年 教科書 1103 Legal Minds /大学生のための法律英語１５の裁判物語 金星堂  2,090
英語 English　Seminar た 高橋明子 2 水5 通年 教科書 1104 THE BEATLES /ビートルズの世界 金星堂 1,870
英語 Media English た 高橋明子 2 水4 通年 教科書 1105 English for the Global Age with CNN Vol.22 /CNN:ビデオで見る世界のニュース 22 朝日出版社 2,090
フランス語 中級フランス語 た 立花史 金3 教科書 1106 Societes et clutures francophones /フランス語圏の社会と文化 駿河台出版社 1,980
フランス語 初級フランス語 た 立花史 金4 教科書 1107 navi.fr 1 /なびふらんせ1　パリをめぐる 朝日出版社 2,750
スペイン語 中級スペイン語A た 田中恵 2 木1 通年 教科書 1108 Espanol colorido /彩いろどりスペイン語   朝日出版社  2,640
スペイン語 中級スペイン語B た 田中恵 2 月1,月2 通年 教科書 1109 Español en imágenes /イメージ・スペイン語  朝日出版社  2,750
スペイン語 初級スペイン語B た 田中恵 1 木2 通年 教科書 1110 Entre amigos 1－2nd ed. /総合スペイン語コース初級 改訂版 朝日出版社  2,640
英語 English AⅠ・Ⅱ つ 辻岡宏子 1 月2,月3 教科書 1111 A Shorter Course in Expressions for Everyday Actions /５分間日常動作を表す英語表現 南雲堂 770
英語 English AⅠ・Ⅱ つ 辻岡宏子 1 月2,月3 教科書 1112 Live Escalate Book 2: Trekking /ﾗｲﾌﾞ ｴｽｶﾚ-ﾄ 成美堂 2,750
英語 English CⅠ つ 辻岡宏子 2 月4 春期 教科書 1113 Q:Skills for Success：Reading & Writingl,3rd ed., with Online Practice. Oxford U.P. 3,630
英語 English SeminarAⅠ・Ⅱ つ 辻岡宏子 2 月1 教科書 1115 Q:Skills for Success：Reading & Writing1,3rd ed., with Online Practice. Oxford U.P. 3,630
英語 English SeminarAⅠ・Ⅱ つ 辻岡宏子 2 月1 教科書 1116 プロジェクト学習で始めるアクティブラーニング入門 改訂版 コロナ社 2,090
英語 EnglishCⅠ・Ⅱ つ 堤龍一郎 2 金2 通年 教科書 1117 About Time /『アバウト・タイム』名作映画完全セリフ集 フォーイン 1,760
英語 EnglishCⅠ・Ⅱ つ 堤龍一郎 2 金4 通年 教科書 1118 About Time /『アバウト・タイム』名作映画完全セリフ集 フォーイン 1,760

※書籍・辞書は10％値引します。
※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。
※レシートのない返品はお受けできませんので、ご注意ください。 ↓

ここの欄に
チェックしてください！

お名前

4/7(水)～5/14（金）　※４月のみ土曜営業あり（10：00-17：00）
４月販売時間：4/7（水）10：00-17：00、4/8（木）～4/16（金）10：00-18：30、4/19（月）～4/28（水）10：00-17：30
５月販売時間：5/6（木）～5/14（金）12：00-16：30

お呼出しするのにお名前が必要です。
必ずご記入ください。

↓
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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
税込
価格

備考

英語 English SeminarAⅠ・Ⅱ な 中野里美 2 月2 通年 教科書 1119 The AfricanーAmerican History and Experie  /アフリカ系アメリカ人の歴史と体験 鷹書房弓プレス 1,760
英語 EnglishCⅠ・Ⅱ な 中野里美 2 月1 通年 教科書 1120 English through the News Media 2021ed. /ニュースメディアの英語 2021年度版 朝日出版社 1,870
フランス語 初級フランス語AⅠ・Ⅱ な 永倉千夏子 1 金1 通年 教科書 1121 Qu'est-ce que c'est?　 /ケスクセ？　改訂版 白水社 2,530
英語 English Seminar に 西尾洋子 2 月4 春秋 教科書 1122 The Tempest,3rd ed.(Cambridge School Shakespeare) Cambridge U.P. 1,969
英語 EnglishA に 西尾洋子 1 火1 春秋 教科書 1123 British News Update 3/英像で学ぶイギリス公共放送の最新ニュース　3 金星堂 2,970
英語 EnglishC に 西尾洋子 2 火2,火3 春秋 教科書 1124 English for the Global Age with CNN, Vol. 22 /CNN：ﾋﾞﾃﾞｵで見る世界のﾆｭｰｽVol.22 朝日出版社  2,090
中国語 中級中国語AⅠ・Ⅱ に 西川和孝 2 月4 通年 教科書 1125 大学生のための現代中国12話 ３ 白帝社  2,750
中国語 中級中国語ＢⅠ・Ⅱ に 西川和孝 2 水2 通年 教科書 1126 大学生のための現代中国12話 ３ 白帝社  2,750
中国語 中級中国語ＢⅠ・Ⅱ に 西川和孝 2 水3 通年 教科書 1127 大学生のための現代中国12話 ３ 白帝社  2,750
中国語 初級中国語BⅠ・Ⅱ に 西川和孝 1 水1 通年 教科書 1128 ステップバイステップ歩歩高初級中国語 朝日出版社 2,420
ドイツ語 中級ドイツ語AⅠ・Ⅱ は 橋本由紀子 2 金4 通年 教科書 1129 Weiter auf Deutsch!  /ドイツ語、次のステップへ！ 同学社 2,200
ドイツ語 初級ドイツ語BⅠ・Ⅱ は 橋本由紀子 1 木1 通年 教科書 1130 PANORAMA Deutsch Ver.3.0  /パノラマ 初級ドイツ語ゼミナール 三訂版 白水社 2,530
中国語 中級中国語AⅠ・Ⅱ(ス

ポーツ)
は 波多野眞矢 2 金5 通年 教科書 1131 さらなる中国語の世界 大学二年生のレベルアップ中国語 金星堂  2,530

中国語 中級中国語BⅠ・Ⅱ は 波多野眞矢 2 金3 通年 教科書 1132 大学生のための中級中国語20回 白帝社 2,640
中国語 初級中国語AⅠ・Ⅱ は 波多野眞矢 1 金4 通年 教科書 1133 初級中国語きっかけ24 朝日出版社 2,640
英語 EnglishC は ハミルトン 火3 通年 教科書 1134 Essential Reading2,2nd ed. Macmillan 3,003
英語 EnglishC は ハミルトン 火4 通年 教科書 1135 Essential Reading2,2nd ed. Macmillan 3,003
英語 EnglishAⅠ・Ⅱ は 原優子 1 水2 通年 教科書 1136 English for the Global Age with CNN 2021/CNN：ﾋﾞﾃﾞｵで見る世界のﾆｭｰｽVol.22 朝日出版社 2,090
英語 EnglishBⅠ・Ⅱ は 原優子 1 水1 通年 教科書 1137 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 2,200

英語 EnglishCⅠ・Ⅱ は 原優子 2 木2 通年 教科書 1138 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　改訂新版

成美堂 2,420

英語 EnglishCⅠ・Ⅱ は 原優子 2 木3 通年 教科書 1139 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　改訂新版

成美堂 2,420

スペイン語 初級スペイン語AⅠ・Ⅱ ば バリエントス 1 火3 通年 教科書 1140 IDEAL /イデアル 改訂新版 同学社 2,750
中国語 中級中国語BⅠ ひ 平井徹 2 15 月4 通年 教科書 1141 中国文化を歩こう   駿河台出版社 1,980
中国語 中級中国語ＡⅠ ひ 平井徹 2 17 水4 春秋 教科書 1142 会話時間    白帝社  2,640
中国語 初級中国語BⅠ ひ 平井徹 1 20 月3 通年 教科書 1143 表現する中国語 スリム版 白帝社 2,420
中国語 初級中国語BⅠ ひ 平井徹 1 14 水3 通年 教科書 1144 表現する中国語 スリム版 白帝社 2,420
英語 EnglishA ほ 堀千和子 1 月4 通年 教科書 1145 CBS News Break 5  /CBSニュースブレイク 5 成美堂 2,640
英語 EnglishB ほ 堀千和子 1 月3 通年 教科書 1146 Meet the World /メディアで学ぶ日本と世界 2021 金星堂 2,200
英語 EnglishC ほ 堀千和子 2 月2 通年 教科書 1147 Broadcast: ABC World News Tonight 3 /映像で学ぶABCワールドニュース 3 金星堂 2,970
スペイン語 中級スペイン語AⅠ・Ⅱ ま 松井賢治 2 火2 春秋 教科書 1148 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 2,530
スペイン語 中級スペイン語AⅠ・Ⅱ ま 松井賢治 2 火3 春秋 教科書 1149 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 2,530
スペイン語 中級スペイン語BⅠ・Ⅱ ま 松井賢治 2 金2 春秋 教科書 1150 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 2,640

スペイン語 初級スペイン語BⅠ・Ⅱ ま 松井賢治 1 金3 春秋 教科書 1151 Espanol en Imagen /イメージ・スペイン語 朝日出版社 2,750
スペイン語 中級スペイン語A ま 松浦芳枝 2 13 水4 通年 教科書 1152 Cielito lindo －Curso intermedio de españ－ /シェリト リンド 同学社 2,640
スペイン語 初級スペイン語A(オンライ

ン）
ま 松浦芳枝 水4 通年 教科書 1153 Mi gramática /文法からいくスペイン語 朝日出版社 2,420

スペイン語 初級スペイン語A・B(再履
修）

ま 松浦芳枝 水5 通年 教科書 1154 Mi gramática /文法からいくスペイン語 朝日出版社 2,420
スペイン語 中級スペイン語B ま 松尾俊輔 2 13 火1 通年 教科書 1155 UN PASO MÁS /一歩進んだスペイン語 同学社 2,640
スペイン語 初級スペイン語B ま 松尾俊輔 1 12 木1 通年 教科書 1156 IDEL　 /イデアル 改訂新版 同学社 2,750
英語 EnglishBⅠ・Ⅱ ま 松本恵美子 月4,金4 通年 教科書 1157 Academic Encounters3,2nd ed. Cambridge U.P. 3,410
英語 Media EnglishAⅠ・Ⅱ ま 松本恵美子 月5,金5 通年 教科書 1158 Academic Encounters3,2nd ed. Cambridge U.P. 3,410
英語 English BⅠ ま マリッカール 1 水3 教科書 1159 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  2,090
英語 English BⅠ ま マリッカール 1 水4 教科書 1160 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  2,090
英語 English CⅠ ま マリッカール 2 水1 教科書 1161 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  2,090
英語 English CⅠ ま マリッカール 2 水2 教科書 1162 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  2,090
英語 English SeminarAⅠ・Ⅱ ま マリッカール 2 水5 教科書 1163 Culturally Speaking,3rd ed. Cengage Learning 4,543
スペイン語 スペイン語実践Ⅰ・Ⅱ も モラレス 月2 春秋 教科書 1164 Diverso1: Libro del alumno + Cuaderno de ejercicios SGEL 4,510
スペイン語 初級スペイン語AⅠ・Ⅱ も モラレス 1 月3 春秋 教科書 1165  iImagínatelo!  /イラストで楽しもう、スペイン語！ 改訂版 朝日出版社 2,860
ドイツ語 中級ドイツ語BⅠ・Ⅱ も 森公成 2 月2 通年 教科書 1166 Deutsch und deutschsprachiger Raum  /知りたいドイツ語 朝日出版社 2,530
ドイツ語 初級ドイツ語AⅠ・Ⅱ も 森公成 1 月1 通年 教科書 1167 クヴェレ・ドイツ文法 新訂版 同学社 2,420
ドイツ語 初級ドイツ語AⅠ・Ⅱ も 森公成 1 水5 通年 教科書 1168 クヴェレ・ドイツ文法 新訂版 同学社 2,420
英語 EnglishBⅠ や 矢ケ崎淳子 月2 春期 教科書 1169 Legal Minds /大学生のための法律英語15の裁判物語   金星堂  2,090
英語 EnglishAⅠ(スポーツ） や 安田努 1 金5 春期 教科書 1170 Enjoy Your Trip /海外旅行を楽しむ英語 Cengage Learning 2,145
英語 EnglishAⅠ(再履修) や 安田努 2 木5 春期 教科書 1171 Crime Never Pays /ニューヨーク事件簿 Cengage Learning 2,200
英語 EnglishBⅠ・Ⅱ や 安田努 1 木4 春秋 教科書 1174 History on Trial /裁判の歴史 南雲堂 2,090
英語 EnglishBⅠ・Ⅱ や 安田努 1 金4 春秋 教科書 1175 History on Trial /裁判の歴史 南雲堂 2,090
英語 Writing AⅠ・Ⅱ や 山内亜美 2 火4 春秋 教科書 1176 Writing Together /基礎から書く英文パラグラフ 金星堂 2,145
英語 English A 1 1-10 1 10 水2 通年 教科書 1177 CBS News Break5 /CBSニュースブレイク5 成美堂  2,640
英語 English Seminar AⅠ 2 2 2 水1 通年 教科書 1178 CBS News Break5 /CBSニュースブレイク5 成美堂  2,640
フランス語 資格フランス語A よ 吉川佳英子 金3 春秋 教科書 1179 A la page -actualites francaises -2021  /時事フランス語 2021年度版 朝日出版社 2,090
中国語 中級中国語Ｂ よ 余瀾 2 火3 通年 教科書 1180 日中異文化の出会い  三修社 2,200
中国語 初級中国語Ａ よ 余瀾 1 16 火2 通年 教科書 1181 あなたが主役　演じる入門中国語 朝日出版社 2,530
中国語 初級中国語Ｂ よ 余瀾 1 17 火1 通年 教科書 1182 あなたが主役　演じる入門中国語 朝日出版社 2,530
中国語 中級中国語B り 劉渇氷 2 24 火4 通年 教科書 1183 もっと話そう！異文化おもしろ体験中級中国語    朝日出版社 2,420
中国語 初級中国語A り 劉渇氷 1 17 月4 通年 教科書 1184 中国語を学ぶ学生たち 光生館 2,640
中国語 初級中国語A・B(再履修） り 劉渇氷 火5 春秋 教科書 1185 中国語を学ぶ学生たち 光生館 2,640
中国語 初級中国語A・B(再履修） り 劉渇氷 月5 春秋 教科書 1186 半声を取り入れた中国語耳留学   同学社 2,640
中国語 初級中国語B り 劉渇氷 1 15 木3 通年 教科書 1187 中国語を学ぶ学生たち 光生館 2,640
中国語 初級中国語B り 劉渇氷 1 18 火3 通年 教科書 1188 中国語を学ぶ学生たち 光生館 2,640
中国語 中級中国語 る 魯大鳴 2 火1,火2 通年 教科書 1189 2年生のコミュニケーション中国語 白水社  2,420
中国語 中級中国語(スポーツ) る 魯大鳴 2 火4 通年 教科書 1190 2年生のコミュニケーション中国語 白水社  2,420
中国語 初級中国語 る 魯大鳴 1 木1,木2 通年 教科書 1191 話してみよう!中国語  駿河台出版社 2,420
フランス語 中級フランス語 わ 渡辺響子 2 6 火1 春秋 教科書 1192 À la page 2021 – variétés françaises －  /時事フランス語 ２０２１年度版 朝日出版社 2,090
フランス語 中級フランス語 わ 渡辺響子 2 9 水2 春期 教科書 1193 À la page 2021 – variétés françaises －  /時事フランス語 ２０２１年度版 朝日出版社 2,090
フランス語 初級フランス語Ｂ わ 渡辺響子 1 6 火2 春秋 教科書 1194 Dis-moi tout ! /ぜんぶ話して！［改訂版］ 白水社  2,860
英語 EnglishAⅠ・Ⅱ わ 渡辺賢一郎 金1 通年 教科書 1195 Speaking of Speech,New ed. Macmillan 3,003
英語 EnglishＢⅠ・Ⅱ わ 渡辺賢一郎 金2 通年 教科書 1196 English Mosaic /イングリッシュ・モザイク 朝日出版社 1,980
英語 EnglishＣⅠ・Ⅱ わ 渡辺賢一郎 月1 通年 教科書 1197 Revenge is Sour and Other Essays /オーウェル珠玉随筆選 松柏社  1,210
英語 EnglishＣⅠ・Ⅱ わ 渡辺賢一郎 月2 通年 教科書 1198 Revenge is Sour and Other Essays /オーウェル珠玉随筆選 松柏社  1,210
ドイツ語 中級ドイツ語 わ 渡辺幸子 2 3 火2 通年 教科書 1199 Weiter auf Deutsch! /ドイツ語、次のステップへ！ 同学社 2,200
ドイツ語 初級ドイツ語 わ 渡辺幸子 1 3 火1 通年 教科書 1200 Supergut!─コミュニケーションツールとしてのドイツ語をいっしょに学ぼう！改訂版 三修社 2,530
ドイツ語 中級ドイツ語Ａ し シェアマン 2 水3 通年 教科書 1284 Lesebuch Deutsch Neue /ドイツ語を読む 改訂版 朝日出版社 2,420
ドイツ語 初級ドイツ語Ａ し シェアマン 1 通年 教科書 1285 Keine Regel ohne Ausnahme /しくみのわかるドイツ語初級文法 櫻井麻美 2,420 オンライン専用
ドイツ語 初級ドイツ語BⅠ・Ⅱ す 須藤直子 1 水1 通年 教科書 1286 Auf Deutsch! /ドイツ語で発信！ 白水社 2,640 オンライン用クラス
ドイツ語 資格ドイツ語AⅠ・Ⅱ す 須藤直子 2 不特定 月2 春秋 教科書 1287 Agenda 2 /アゲンダ 2　アクティブ・ラーニングのドイツ語 三修社 2,860 オンライン用クラス
英語 English AⅠ・Ⅱ ほ 堀田秀吾 水1 春秋 教科書 1288 Japanese and Americans /日本人とアメリカ人 朝日出版社 1,045
英語 English SeminarAⅠ・Ⅱ ほ 堀田秀吾 水2,水5 春秋 教科書 1289 An Introduction to the Legal System of the United States /アメリカ合衆国の法律入門 南雲堂 2,031
英語 EnglishBⅠ・Ⅱ ほ 堀田秀吾 水3,水4 春秋 教科書 1290 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 2,090
英語 法律英語Ⅰ・Ⅱ や 栁川鋭士 2,3,4 水5 通年 教科書 1291 Legal Minds /大学生のための法律英語１５の裁判物語　 金星堂 2,090
英語 法律英語Ⅰ・Ⅱ や 栁川鋭士 2,3,4 水5 通年 教科書 1292 英文契約書の読み方  第２版　（日経文庫）  日経ＢＰＭ 1,320
ドイツ語 中級ドイツ語ABⅠⅡ（スポーツ） わ 渡部敏一 2 月5 通年 教科書 1293 Humorvolle Konversations‐und Lesetexte  /ドイツ語ユーモア小品集 改訂版  第三書房 1,430
英語 EnglishBⅠ・Ⅱ わ 渡邊浩子 1 木2 通年 教科書 1294 Listening Promoter for the TOEIC Test /TOEICテストリスニング徹底演習 成美堂 1,210


