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2021年度 明 治 大 学　教科書リスト 政経 一般
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。 ▼

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

教養演習 い 稲葉肇 2 木4 通年 教科書 3233 Pandemics:A Very Short Introduction Oxford U. P. 1,628 明大マート2階書店レジ内にて販売

解析学Ⅰ・Ⅱ う 内田俊郎 1,2 月4 春秋 教科書 3239 微分積分学の基礎 改訂版 培風館 1,848

線形代数学Ⅰ・Ⅱ う 内田俊郎 1,2 月3 春秋 教科書 3240 線形代数入門 第2版  ムイスリ出版 2,420

異文化理解とコミュニケーション う 海野素央 1,2 木1 春期 教科書 3241 オバマ再選の内幕 同友館 2,420

憲法 か 柏崎敏義 1,2 金3,金4 春期 教科書 3244 憲法・法学講義 敬文堂 2,750

教養演習Ⅰ・ⅡA か 兼子歩 水2 春期 教科書 3246 ボディ・スタディーズ   晃洋書房  2,970 明大マート2階書店レジ内にて販売

基礎論理学 か 金子裕介 春期 教科書 3247 文系のための記号論理学 朝倉書店 3,520 4月末刊行予定

政治学基礎 き 木寺元 1 木3 春期 教科書 3249 政治学入門 第2版 弘文堂 2,530

政治学基礎 き 木寺元 1 木4 春期 教科書 3250 政治学入門 第2版 弘文堂 2,530

政治理論基礎 こ 小島望 1,2 水5 春期 教科書 3252 政治学(New liberal arts selection)　補訂版　  有斐閣 3,740

政治学特殊講義Ⅰ さ 佐々木研一郎 1 水5 春期 教科書 3255 日本政治史  (有斐閣ストゥディア） 有斐閣 2,310

政治学特殊講義Ⅰ さ 佐々木研一郎 1 水5 春期 参考書 3256 戦後日本政治の変遷  北樹出版 2,090

生物の成り立ちと生命現象 さ 更科功 1,2 木1,金4,金5 春期 教科書 3257 宇宙からいかにヒトは生まれたか（新潮選書） 新潮社 1,430

哲学概論 し 柴崎文一 1 水1 春期 教科書 3259 哲学・倫理学資料集 第3版 デザインエッグ社 1,210

基礎論理学 し 柴崎文一 1 木1 春期 教科書 3260 演繹法の論理ノート 第3版 デザインエッグ社 1,397

経済史 す 須藤功 1,2 水4,水5 春期 教科書 3262 エレメンタル欧米経済史 晃洋書房 3,080

経済原論 た 高橋聡 木4,木5 春秋 教科書 3263 現代資本主義の経済理論 日本経済評論社 3,740

メディアコミュニケーション論 た 竹下俊郎 1,2 火1 春期 参考書 3265 図説日本のメディア 新版 NHK出版 1,650

教養演習 た 武田和久 水3 春期 教科書 3266 啓蒙の世紀と文明観 (世界史リブレット088)  山川出版社 801 明大マート2階書店レジ内にて販売

ミクロ経済学 た 武田巧 1 水4,水5 春期 教科書 3268 入門ミクロ経済学 (専門基礎ライブラリ－)  実教出版 1,980

教養演習 な 中村幸一 1,2 月5 通年 教科書 3269 台湾物語 （筑摩選書）  筑摩書房  1,650 明大マート2階書店レジ内にて販売

日本経済史 ひ 日向祥子 1,2 月1,月2 春期 教科書 3271 日本経済の事件簿 新版 日本経済評論社 3,300

マクロ経済学 ひ 平口良司 1 金1,金2 春期 教科書 3272 マクロ経済学　新版（有斐閣ストゥディア） 有斐閣 2,530

教養演習 ひ 平山茂樹 1,2 水3 教科書 3274 ダンス・バイブル 増補新版 河出書房新社 3,080 明大マート２階書店レジ内にて販売

憲法 ま 松井直之 1 火3,火4 春期 教科書 3275 大学生のための憲法 法律文化社 2,750

法学 も 森本陽美 1,2,3,4 全 火5,水2 春秋 教科書 3278 法学入門(法律学講座双書) 弘文堂 2,464

数量経済分析 さ 齋藤雅己 1,2 金3 春期 教科書 3288 経済学で出る数学 改訂版 日本評論社 2,310

地理学 た 谷川尚哉 月3,月4 春期 教科書 3289 授業のための世界地理 第５版 古今書院 2,860

※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！

お呼び出しするのにお名前が必要です。
必ずご記入ください。

↓

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


