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2021年度 明 治 大 学　教科書リスト 情コ 語学＆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。 ▼

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

ドイツ語 ドイツ語AⅠ・Ⅱ あ 相原剣 1 金1 通年 教科書 4000 Genau!Neu  /ゲナウ!コミュニケーションのドイツ語 ノイ 第三書房 2,750 毎授業必ず使用

ドイツ語 ドイツ語AⅠ・Ⅱ あ 相原剣 1 金4 通年 教科書 4001 Genau!Neu /ゲナウ!コミュニケーションのドイツ語 ノイ 第三書房 2,750 毎授業必ず使用

ドイツ語 ドイツ語BⅠ・Ⅱ あ 相原剣 1 水2 通年 教科書 4002 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

スペイン語 スペイン語BⅠ・Ⅱ あ 有田美保 1 月2 通年 教科書 4003 Paso doble-Primer Paso /パソ・ドブレ-プリメル・パソ 弘学社 2,420

ドイツ語 ドイツ語 い 石原竹彦 1 木2 通年 教科書 4004 Genau! Grammatik Neu /ゲナウ!グラマティックノイ 第三書房 2,420

中国語 中国語AⅠ・Ⅱ お 大山潔 1 月1,月2 通年 教科書 4005 中国語はじめの一歩 最新２訂版  白水社 2,420

中国語 中国語AⅢ・Ⅳ お 大山潔 2 月4 通年 教科書 4006 中国語つぎへの一歩  白水社 2,420

中国語 中国語BⅠ・Ⅱ お 大山潔 1 月3 通年 教科書 4007 文法をとおして学ぶ中国語  Ｐｌｕｓ 好文出版  2,420

英語 English SkillsBⅠ お 奥田博子 1 金3 春期 教科書 4008 Reading Power 2,4th ed. Pearson 3,619

英語 English SkillsBⅠ お 奥田博子 1 金4 春期 教科書 4009 Reading Power 2,4th ed. Pearson 3,619

英語 English Skills AⅠ か 狩野郁子 1 水4 春期 教科書 4012 Winning Formula for the TOEIC L＆R Test,Revised ed. Cengage Learning 2,640

ハングル 韓国語A・BⅠ き 金鉉洙 1 火1,木1 春期 教科書 4013 やさしく仕組みがわかる韓国語初級講義ノ－ト 白帝社 2,640

タイ語AⅢ・Ⅳ こ 香ノ木ウォララック 2 通年 教科書 4015 タイ語レッスン初級 2 スリ－エ－ネットワ－ク 2,750

タイ語A・BⅠ・Ⅱ こ 香ノ木ウォララック 1 通年 教科書 4016 タイ語レッスン初級 １ スリ－エ－ネットワ－ク 2,750

スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ こ コルメナ 1 火3 通年 教科書 4017 ¡Muy bien! 1 /いいね！スペイン語 1 朝日出版社 2,860

スペイン語 スペイン語Ⅲ・Ⅳ こ コルメナ 2 火4 通年 教科書 4018 ¡Muy bien! 2 /いいね！スペイン語 2 朝日出版社 2,860

中国語 中国語ＢⅠ さ 斉金英 1 火1 通年 教科書 4019 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ＢⅠ さ 斉金英 1 火2 通年 教科書 4020 たのしくできるWe Can!中国語 初級　改訂版 朝日出版社  2,640

ドイツ語 ドイツ語AⅠ し 清水薫 1 月1 通年 教科書 4021 Genau! Neu /ゲナウ!コミュニケーションのドイツ語 ノイ 第三書房 2,750

ドイツ語 ドイツ語ＢⅠ し 清水薫 1 水3 通年 教科書 4022 Genau! Grammatik /ゲナウ！グラマティックノイ 第三書房 2,420

中国語 中国語AⅠ・Ⅱ す 鈴木仁麗 1 金1 通年 教科書 4023 日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版 朝日出版社 2,640

英語 English SkillsBⅠ・Ⅱ(上級) す 鈴木幸 1 水3 春秋 教科書 4025 Communication Strategies 4 Cengage Learning 3,586

英語 English SkillsBⅠ・Ⅱ(中級) す 鈴木幸 1 金1,金2 春秋 教科書 4026 Reading Explorer 4,3rd ed. Cengage Learning 3,025

英語 English SkillsBⅠ・Ⅱ(基礎) す 鈴木幸 1 水1,水2 春秋 教科書 4027 Reading Explorer 3:Student book Text Only,3rd ed. Cengage Learning 3,025

英語 Critical Reading そ 相馬美明 2 火3 春期 教科書 4028 Reading Explorer 2:Student book Text only,2nd ed. Cengage Learning 3,025

フランス語  フランス語AⅠ・Ⅱ た 高尾歩 1 月4 春秋 教科書 4030 Parlons et lisons plus facilement le français
/きみはな―きみと話したい！フランス語 スマート版

朝日出版社 2,640

フランス語  フランス語ＢⅠ・Ⅱ た 高尾歩 1 木2 春秋 教科書 4031 Pierre et Hugo /ピエールとユゴー コンパクト版 DVD付 白水社 2,640

フランス語  フランス語ＢⅢ・Ⅳ た 高尾歩 2 月5 春秋 教科書 4032 ヴレマン？－文法を深めながら発見するフランス１４章 三修社 2,310

英語 English SkillsAⅠ・Ⅱ（中級） た 髙坂映子 1 火1 通年 教科書 4033 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 SkillsAⅠ・Ⅱ（基礎）
(スポーツ)

た 髙坂映子 1 火2 通年 教科書 4034 English Missions! Basic /ミッション型大学英語の総合演習：基礎編 金星堂 2,090

英語 Critical Discussion た 高橋華生子 2 火3 春期 教科書 4035 Headway Academic Skills:Listening,Speaking and Study Skills level 1
:Students Book with Oxford Online Skills

Oxford U.P. 3,234

英語 Critical Reading た 高橋華生子 2 火5 春期 教科書 4036 Headway Academic Skills:Reading,Writing and Study Skills level 2
:Students Book with Oxford Online Skills

Oxford U.P. 3,234

スペイン語 スペイン語AⅠ た 丹波美佐子 1 木2 春秋 教科書 4039 Jacaranda /ハカランダ－スペイン語の基礎－ 同学社 2,640

スペイン語 スペイン語AⅠ た 丹波美佐子 1 火3 春秋 教科書 4040 Jacaranda /ハカランダ－スペイン語の基礎－ 同学社 2,640

スペイン語 スペイン語AⅠ(再履修) た 丹波美佐子 1 火4 春秋 教科書 4041 Jacaranda /ハカランダ－スペイン語の基礎－ 同学社 2,640

スペイン語 スペイン語BⅠ た 丹波美佐子 1 木3 春秋 教科書 4042 Jacaranda /ハカランダ－スペイン語の基礎－ 同学社 2,640

スペイン語 スペイン語BⅠ た 丹波美佐子 1 木4 春秋 教科書 4043 Jacaranda /ハカランダ－スペイン語の基礎－ 同学社 2,640

英語 English SkillsAⅠ・Ⅱ(中級) ち 近山和広 1 木3,木4 通年 教科書 4044 FIFTY-FIFTY Book 2,3rd ed. Pearson 3,157

英語 English SkillsAⅠ・Ⅱ(基礎) ち 近山和広 1 木1,木2 通年 教科書 4045 FIFTY-FIFTY Book 1,3rd ed. Pearson 3,157

英語 English Skills BⅠ な 中野里美 1 金3 通年 教科書 4046 Listening to Dialogues on Social Issues /社会的な問題についての会話リスニング15章  音羽書房鶴見書店 1,980

フランス語 フランス語AⅠ・Ⅱ な 永倉千夏子 1 金3 通年 教科書 4047 Pierre et Hugo /ピエールとユゴー コンパクト版    白水社 2,640

フランス語 フランス語ＡⅠ に 西村美穂 1 金2 通年 教科書 4048 C'est à vous ! /フランス語でスピーチをしてみよう！ 朝日出版社 2,420

英語 English Skills ⅠA ね 根津明広 1 木1,木2,木4 通年 教科書 4049 Project Success4:Student Book with MyLab Access and eText Pearson 3,190

英語 Critical Reading の 野川浩美 2 水5 春秋 教科書 4050 Reading Explorer 3:Student book Text only,2nd ed. Cengage Learning 3,025

フランス語 フランス語ＡⅠ・Ⅱ ぱ パジェス 1 木3 通年 教科書 4051 Moi,je...コミュニケーション アルマ出版 2,750

フランス語 フランス語ＡⅢ・Ⅳ ぱ パジェス 2 木4 通年 教科書 4052 Dis-moi tout! /ぜんぶ話して！ 改訂版 白水社 2,860

スペイン語 スペイン語BⅠ・Ⅱ ふ 福原弘識 1 月4 春秋 教科書 4053 Jacaranda /ハカランダ－スペイン語の基礎－ 同学社 2,640

英語 English SkillsBⅠ ふ フーパー 1 金4 通年 教科書 4054 Unlock3　Reading and Writing Skills Student's Online Workbook Cambridge U.P. 3,520

フランス語 フランス語AⅡ(再履修） ま 増田晴美 1,2,3,4 木3 春期 教科書 4056  Le Japon,cest cool  /パリのクール・ジャパン 朝日出版社  2,750

フランス語 フランス語BⅡ(再履修） ま 増田晴美 1,2,3,4 水2 春期 教科書 4057 Parlons et lisons plus facilement le français
 /きみはな―きみと話したい！フランス語 スマート版

朝日出版社  2,640

中国語 中国語AⅠ み 三澤三知夫 火3 春期 教科書 4058 初級中国語でおもてなし 金星堂 2,640 オンライン特設

中国語 中国語AⅡ(再履修) み 三澤三知夫 火4 春期 教科書 4061 1冊めの中国語《講読クラス》 白水社 2,530

中国語 中国語BⅠ み 三澤三知夫 水3 春期 教科書 4062 総合現代中国語 東方書店 1,980

中国語 中国語BⅠ み 三澤三知夫 水4 春期 教科書 4063 総合現代中国語 東方書店 1,980

中国語 中国語BⅡ(再履修) み 三澤三知夫 金5 春期 教科書 4067 総合現代中国語 東方書店 1,980

フランス語 フランス語BⅠ・Ⅱ み 宮川慎也 1 木3 通年 教科書 4068 Le Francais  /ル・フランセ 新版 白水社 1,925

フランス語 フランス語BⅠ・Ⅱ み 宮川慎也 1 金4 通年 教科書 4069 Le Francais /ル・フランセ 新版 白水社 1,925

英語 Critical　Reading み 宮本正治 2 月5 通年 教科書 4070 Understanding Our New Challenges /新しい世界の読み方 成美堂 2,090

英語 English Skills B Ⅰ・Ⅱ み 宮本正治 1 木4 通年 教科書 4071 WORLD OF WONDERS /知の探索 成美堂 2,090

フランス語 フランス語BⅠ・Ⅱ や 八木淳 1 火1 通年 教科書 4072 Le Francais  /ル・フランセ 新版 白水社 1,925

英語 English Skills や 矢野磯乃 月1,月2 春期 教科書 4073 New Connection Book 3 /４技能を高める英語演習 成美堂 2,420

スペイン語 スペイン語AⅠ・Ⅱ や 山本昭代 1 金1,金2 通年 教科書 4075 Mira,la nueva estrellita! /新・エストレリータ 朝日出版社 2,420

スペイン語 スペイン語BⅠ・Ⅱ や 山本昭代 1 金3 通年 教科書 4077 Asi suena! /響く音！スペイン語 朝日出版社 2,530

スペイン語 スペイン語BⅡ(再履修) や 山本昭代 2 金4 春期 教科書 4078 Asi suena! /響く音！スペイン語 朝日出版社 2,530

中国語 中国語BⅢ・Ⅳ す 鈴木仁麗 1 金2 通年 教科書 4106 知ってる？今の中国～衣食住遊～ 朝日出版社 2,420

ドイツ語 ドイツ語ＢⅢ・Ⅳ た 田中謙司 2 水4 通年 教科書 4107 ドイツ人を知る９章＋１ 三修社 2,750

英語 English SkillsAⅠ・Ⅱ(上級) ち 近山和広 1 木1 通年 教科書 4108 StartUp 3 with Mobile App & MyEnglishLab Pearson 3,190

一般 犯罪と法　Ⅰ・Ⅱ あ 阿部力也 火4 春秋 教科書 4079 刑法総論講義案　2021年度版 成文堂 2,750

一般 科学リテラシー い 石川幹人 1,2 月3 春期 教科書 4081 なぜ疑似科学が社会を動かすのか(PHP新書) ＰＨＰ研究所 880

一般 専門情報リテラシー（実験人間学） こ 小久保秀之 1,2 金3,金4 春期 教科書 4082 実験人間学　第3版 DTP出版 1,760

一般 専門情報リテラシー（実験人間学） こ 小久保秀之 1,2 金3,金4 春期 参考書 4084 サイコロとＥｘｃｅｌで体感する統計解析 共立出版 2,530

一般 専門情報リテラシー（実験人間学） こ 小久保秀之 1,2 金3,金4 春期 参考書 4086 未来をひらく心理学入門 八千代出版 2,530

一般 基礎ゼミナール こ 小林敦子 1 金 通年 教科書 4088 図説 日本のメディア 新版 NHK出版 1,650 明大マート2階書店レジ内にて販売

一般 基礎ゼミナール し 清水晶紀 1 水5 通年 教科書 4089 大学とは何か(岩波新書) 岩波書店 946 明大マート2階書店レジ内にて販売 

一般 メディア批評 す 鈴木健 1,2 火4 春期 教科書 4091 説得コミュニケ－ション論を学ぶ人のために 世界思想社 2,200

一般 基礎ゼミ す 鈴木健 1 火5 春期 教科書 4092 こころを動かす共感のことば説得のことば 京都書房 814 明大マート2階書店レジ内にて販売

一般 問題発見テーマ演習A す 鈴木雅博 2 火4 春期 教科書 4093 エスノメソドロジーへの招待 ナカニシヤ出版  3,300 明大マート2階書店レジ内にて販売

一般 専門情報リテラシー
（インタラクティブCG）

な 中嶋正夫 1,2,3,4 水4 春期 教科書 4094 Processingをはじめよう 第2版 オーム社 2,200

一般 プログラミング実習Ⅰ の 野口喜洋 1,2 金3,金4 春期 教科書 4096 入門Python3 第2版 オライリー・ジャパン 4,180

一般 数理リテラシー ふ 船越正太 1,2,3,4 月3 春期 教科書 4097 例題と演習で学ぶ文系のための数学入門 第4版  学術図書出版社 2,640

一般 問題発見テーマ演習A わ 脇本竜太郎 2 火1 春期 教科書 4100 社会心理学研究入門 補訂新版 東京大学出版会  3,190 明大マート2階書店レジ内にて販売

一般 基礎ゼミナール わ 脇本竜太郎 1 木4 通年 教科書 4102 影響力の武器 第３版 誠信書房 2,970 明大マート2階書店レジ内にて販売

一般 社会心理学A わ 脇本竜太郎 1,2 木5 春期 教科書 4104 基礎からまなぶ社会心理学 サイエンス社 2,530

一般 基礎ゼミナール わ 脇本竜太郎 1 木4 通年 教科書 4109 社会はなぜ左と右にわかれるのか    紀伊國屋書店  3,080 明大マート2階書店レジ内にて販売

※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。 ↓ お名前

ここの欄に
チェックしてください！

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

お呼び出しするのにお名前が必要です。
必ずご記入ください。

↓


