
1 / 2 2021年度 明 治 大 学　教科書リスト 文 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

英語 English　Communication
SkillsA・B

あ 文学部共通 1 全 春秋 教科書 6000 R.E.A.D.I.N.G. /人類の遺産2021 成美堂 2,530 シスマン先生は使用しません

英語 EPW A(Adv.) あ 青木敬子 1 火3 通年 教科書 6001 Ready to Write 3,4th ed. Pearson 3,135
英語 EPW A(Inter.) あ 青木敬子 1 火4 通年 教科書 6002  Get Your Message Across　 /効果的なパラグラフの書き方 南雲堂 2,200
英語 英語演習A・B あ 新城真里奈 2 木4 通年 教科書 6003 World Wide English, vol.2 /世界で輝く若者たちの英語 改訂版 成美堂 2,750
英語 EAR (Basic) い 池田史彦 2 金1 通年 教科書 6004 21st Century Reading 2:Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 3,190
英語 EAW (Adv.) い 池田史彦 2 金2 通年 教科書 6005 Jigsaw Cengage Learning 2,365
英語 English Communication Skills

(再履修)
い 池田史彦 2,3,4 土3 通年 教科書 6006 Crime Never Pays /ニューヨーク事件簿 Cengage Learning 2,200

英語 英語学概論A・B い 石井透 1 木3 春秋 教科書 6007 First Steps in English Linguistics /英語言語学の第一歩 くろしお出版  1,760
中国語 中国語Ⅱ い 石野智大 1 金4 春秋 教科書 6008 会話で学ぼう基礎中国語 白帝社 2,640
スペイン語 スペイン語ⅠA い 石原セルヒオナバロ 1 火1 教科書 6009 Español en imágenes /イメージ・スペイン語 朝日出版社 2,750
スペイン語 スペイン語ⅠA い 石原セルヒオナバロ 2 火2 教科書 6010 Español en imágenes /イメージ・スペイン語 朝日出版社 2,750
スペイン語 スペイン語Ⅱ(再履修) い 石原セルヒオナバロ 土3 教科書 6011 Mi camino /ミ・カミーノ 同学社 2,750
ドイツ語 ドイツ語ⅡA・B い 石原竹彦 1 木4 通年 教科書 6012 Lernen wir Deutsch! /ドイツ語を学ぼう！ 同学社 2,750
英語 EPW A・B (Adv.) い 伊藤左千夫 1 月5 通年 教科書 6013 First Moves:An Introduction to Academic Writing in English 東京大学出版会 2,640
英語 上級英語Ⅰ い 伊藤左千夫 1,2 月4 春秋 教科書 6014 TOEIC TEST Trainer Target 650, Revised ed. Cengage Learning 2,310
ハングル 朝鮮語ⅣA・B い 李興淑 2 金5 通年 教科書 6015 やさしく仕組みがわかる韓国語中級１講義ノート 白帝社 2,860
フランス語 基礎フランス語講読 い 今関アン 1 火4 通年 教科書 6016 AIMEZ-VOUS LA FRANCE? /ｴﾒ･ｳﾞ･ﾗ･ﾌﾗﾝｽ?　 第三書房 2,750 毎回使用
ドイツ語 ドイツ語ⅠA・B い 今村武 1 月1 通年 教科書 6017 Viel Spaß in Regensburg /レーアブッフ＝レーゲンスブルク 朝日出版社 2,750
ドイツ語 ドイツ語ⅢA・B い 今村武 2 月2 通年 教科書 6018 Kinder‐ und Hausmärchen II  /グリム童話２ 郁文堂 1,210
英語 EAW A  ・Ｂ う 宇野雅章 2 金2 通年 教科書 6019 Read to Write /スキル統合型：英作文トレ－ニング    朝日出版社  1,980
英語 EAR （Inter.) え 江崎麻里 2 金1 通年 教科書 6020 Reading Explorer 3:Student Book Text Only,2nd ed. Cengage Learning 3,025
英語 EAW (Adv.) え 江崎麻里 2 金2 通年 教科書 6021 Q:Skills for Success: Reading and Writing 4 Oxford U.P. 3,630
中国語 中国語2年 え 江崎隆哉 2 a 木5 春秋 教科書 6022 2冊めの中国語《講読クラス》  白水社 2,530
中国語 中国語１年 え 江崎隆哉 1 a 木4 春秋 教科書 6023 中国語ポイント42 白水社 2,310
中国語 中国語2年 え 蝦名良亮 2 b 木5 春秋 教科書 6024 たのしくできるWe Can!中国語 中級 改訂版 朝日出版社 2,530
中国語 中国語１年 え 蝦名良亮 1 b 木4 春秋 教科書 6025 スリム版 中国語で伝えよう！ 朝日出版社 2,530
中国語 中国語ⅠA・B お 大場一央 1 h 火1 通年 教科書 6026 ともだち・朋友 トータル版 朝日出版社  2,750
中国語 中国語ⅢA・B お 大場一央 2 h 火2 通年 教科書 6027 中国語のかたちづくり 現代漢語基礎スリム版 白帝社 2,640
ドイツ語 ドイツ語ⅠA・B（再履修） お 大山浩太 金3 通年 教科書 6028 4 Themen für Deutschanfänger /テーマで学ぶ初めてのドイツ語 白水社 2,640
ドイツ語 ドイツ語ⅡA・B（再履修） お 大山浩太 1 金4 通年 教科書 6029 PROMENADE Deutsch 2.Auflage /プロムナード やさしいドイツ語文法 改訂版 白水社 2,640
ドイツ語 ドイツ語ⅣA・B お 大山浩太 1 金5 通年 教科書 6030 Weiter auf Deutsch! /ドイツ語、次のステップへ！ 同学社 2,200
英語 EAR A・B お 岡田優子 2 金1 通年 教科書 6031 Reading Explorer 3:Student book Text Only,3rd ed. Cengage Learning 3,025
英語 EAR (Adv.) お 岡留聡子 2 水4 通年 教科書 6032 Reading Explorer 5:with online Workbook Access Code,3rd ed. Cengage Learning 3,531
英語 EAR (Basic) お 岡留聡子 2 水5 教科書 6033 Reading Explorer 3:with online Workbook Access Code,3rd ed. Cengage Learning 3,531
英語 EAR A(Adv.) お 岡部了也 2 水5 春期 教科書 6034 Reading Explorer 4,2nd ed. Cengage Learning 3,025
英語 EAW A(Basic) お 岡部了也 2 月4 春期 教科書 6035 Read to Write  /スキル統合型:英作文トレーニング 朝日出版社 1,980
英語 上級英語ⅠA お 岡部了也 1,2 水3 春期 教科書 6036 World News Report 5 /AFPニュースで見る世界 ５ 成美堂 2,750
ドイツ語 ドイツ文学史A・B お 岡本和子 1 3 金3 通年 教科書 6037 ドイツ文学の道しるべ ミネルヴァ書房 3,080
ドイツ語 ドイツ語ⅡA・B お 岡本和子 1 金4 通年 教科書 6038 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
英語 EAW A・B(Basic) お 小川真理 2 月4 通年 教科書 6039 Longman Academic Writing Series 1,student book with MyEnglishLab&app,2nd ed. Pearson 3,960
英語 EPW A・B(Basic) お 小川真理 1 月5 通年 教科書 6040 Ready to Write 1,4th ed. Pearson 3,135
英語 EARⅠ・Ⅱ お 尾関裕子 2 金1 通年 教科書 6041 Strategic Reading Level 1,2nd ed. Cambridge U.P. 3,025
ドイツ語 ドイツ語ⅡA・B お 小野間亮子 1 金4 通年 教科書 6042 Genau! Grammatik Neu /ゲナウ!グラマティックノイ 第三書房 2,420
英語 EPW A・B(Adv.) お オボグネ 1 火1 春秋 教科書 6043 Ready to Write 3,4th ed. Pearson 3,135
英語 Public Speaking A・B お オボグネ 2 火5 春秋 教科書 6044 Speech Communacation Made Simple 2 Pearson 4,235
ドイツ語 ドイツ語演習ⅠA・B お オルランド 1 3 水5 通年 教科書 6045 Prima plus A1／プリマ・プルス　Ａ1   朝日出版社 2,860
ロシア語 ロシア語ⅠA お 恩田義徳 1 火1 通年 参考書 6046 標準ロシア語入門 改訂版 白水社  2,860
ロシア語 ロシア語ⅡA お 恩田義徳 1 木4 通年 教科書 6047 標準ロシア語入門 改訂版 白水社  2,860
ロシア語 ロシア語ⅣA お 恩田義徳 2 木5 通年 教科書 6048 標準ロシア語入門 改訂版 白水社  2,860
英語 EAR A・Ｂ か 梶原照子 2 水3 通年 教科書 6049 Interactions 2 Reading,6th ed. McGraw Hill　 3,300
英語 EAR A・Ｂ か 梶原照子 2 水5 通年 教科書 6050 Interactions 2 Reading,6th ed. McGraw Hill　 3,300
英語 EAR A・B(Adv.) か 加藤匠 水3 通年 教科書 6051 Mosaic1：Reading1,6th ed. McGraw Hill 3,300
英語 EAR A・B(Basic) か 加藤匠 水4 通年 教科書 6052 Interactions 2 Reading,6th ed. McGraw Hill 3,300
英語 EAR A・B(Basic) か 加藤匠 水5 通年 教科書 6053 Interactions 2 Reading,6th ed. McGraw Hill 3,300
ドイツ語 ドイツ語ⅠA・B か 兼子安弘 1 火1 通年 教科書 6054 ステップバイステップ15 東洋出版 2,090
ドイツ語 ドイツ語ⅢA・B か 兼子安弘 2 火2 通年 教科書 6055 Elf Blumenmärchen /花の精　６版 同学社 1,650
ドイツ語 ドイツ語ⅠA・B（スポー

ツ）
か 金子祥之 1 月2 通年 教科書 6056 Basis-Grammatik Deutsch in 3 Schritten 3. Auflage /ドイツ文法ベーシック３　三訂版 朝日出版社 2,640

ハングル 朝鮮語 き 金孝珍 1 火2 通年 教科書 6057 即!実践 楽しもう韓国語 白帝社 2,640 金3 朴先生との連携授業
英語 EAW き 木村志穂 2 金2 通年 教科書 6058 Longman Academic Writing Series 4,5th ed. Peason 3,817
中国語 中国語Ⅲ き 喬志航 2 a 月2 春秋 教科書 6059 話してみたい中国語スピ－キング沙龍  朝日出版社 2,420
中国語 中国語Ⅰ き 喬志航 1 a 月1 春秋 教科書 6060 シンプルチャイニーズ北京文法篇 朝日出版社 2,530
スペイン語 スペイン語Ⅱ き キロス 1 木4 通年 教科書 6061 ¡Muy bien!  /いいね！スペイン語　 朝日出版社 2,860
スペイン語 スペイン語ⅣA・B き キロス 2 木5 通年 教科書 6062 ¡Muy bien! /いいね！スペイン語 朝日出版社 2,860
ドイツ語 ドイツ語ⅡA・B く 工藤眞一 1 木4 通年 教科書 6063 KREUZUNG NEO /クロイツング・ネオ 朝日出版社 2,750
ドイツ語 ドイツ語ⅣA・B く 工藤眞一 2 木5 通年 教科書 6064 KONTAKT Deutsch /コンタクトドイツ語と出会う 白水社 2,640
フランス語 フランス語 く 久保みゆき 通年 参考書 6065 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 フランス語ⅠA・B く 久保みゆき 1 月1 通年 教科書 6066 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 フランス語ⅢA・B く 久保みゆき 2 月2 通年 教科書 6067 Cafe Francais　2 /カフェ・フランセ 2  朝日出版社 2,750
フランス語 フランス語コミュニケーション

Ⅰ Ⅱ　A・B
く クロズ山口　中村美織 1 b 月2,金4 通年 教科書 6068 Le Nouveau Taxi! 1: LIVRE+DVD‐ROM Hachette 4,070 (月2)クロズ先生・(金4)中村美緒先

生 週2回のリレー授業

ドイツ語 ドイツ語作文・会話Ⅰ げ ゲスナー 2 火1 通年 教科書 6069 Szenen2 kompakt /スツェーネン2　場面で学ぶドイツ語 ＣＤ付き コンパクト 三修社 2,970
英語 EAW A・B(Adv.) こ 香西史子 2 月4 通年 教科書 6070 Q:Skills for Success:Reading and　Writing Level4,3rd ed.(iQ Online Practice) Oxford U.P. 3,630
英語 EPW A・B(Inter.) こ 香西史子 1 月5 通年 教科書 6071 Get Your Message Across /効果的なパラグラフの書き方 南雲堂 2,200
フランス語 フランス文学演習（2年）A・B こ 小島久和 2 4 火3 春秋 教科書 6072 À la page 2021 – variétés françaises 2021－ /時事フランス語 2021年度版  朝日出版社 2,090
フランス語 フランス語ⅡA こ 小谷奈津子 1 金4 通年 教科書 6073 Esplanade 1 /エスプラナード 1 朝日出版社 2,530
フランス語 フランス語ⅣA こ 小谷奈津子 2 金5 通年 教科書 6074 Esplanade 2 /エスプラナード 2 朝日出版社 2,420
中国語 中国語ⅡA さ 斉金英 1 h 金4 通年 教科書 6075 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ⅣA さ 斉金英 2 h 金5 通年 教科書 6076 たのしくできるＷｅ　Ｃａｎ！中国語中級　改訂版 朝日出版社  2,530
フランス語 フランス語ⅠA・B さ 齋藤弘崇 1 月1 春秋 教科書 6077 Apprenons le francais 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 フランス語ⅠA・B さ 齋藤弘崇 1 火1 春秋 教科書 6078 Apprenons le francais 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 フランス語ⅢA・B さ 齋藤弘崇 2 火2 春秋 教科書 6079 A la page -actualites francaises 2021- /時事フランス語 2021年度版 朝日出版社 2,090
英語 EAW A(Basic) さ 佐久間桃 2 文(英米除く） 金2 春期 教科書 6081 Step-by-Step Writing Book 2 Cengage Learning 3,333
英語 EPW A(Basic) さ 佐久間桃 1 文(英米除く） 月4 春期 教科書 6082 Ready to Write 2,5th ed. Pearson 3,135
英語 EPW A(Inter.) さ 佐久間桃 1 史学地理 月5 春期 教科書 6083 Ready to Write 2,5th ed. Pearson 3,135
スペイン語 スペイン語ⅠA・B さ 佐藤麻里乃 1 月1 通年 教科書 6086 Mi gramatica /文法からいくスペイン語 朝日出版社 2,420
スペイン語 スペイン語ⅠA・B さ 佐藤麻里乃 1 火1 通年 教科書 6087 Una puerta al español /スペイン語へのとびら 朝日出版社 2,200
スペイン語 スペイン語Ⅲ(Ⅳ)A・B さ 佐藤麻里乃 2 火2 通年 教科書 6088 Plaza Mayor Ⅱ /ﾌﾟﾗｻ･ﾏﾖｰﾙ2 ｿﾌﾄ版 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ･ｽﾍﾟｲﾝ語 朝日出版社 2,090
スペイン語 スペイン語Ⅲ(Ⅳ)A・B さ 佐藤麻里乃 2 月2 通年 教科書 6089 Mi gramatica /文法からいくスペイン語 朝日出版社 2,420
ハングル 朝鮮語ⅢA し 塩田今日子 2 月2 春期 教科書 6090 これなら聞ける話せる！実践ハングル ＮＨＫ出版 1,650
中国語 中国語2年 し 志野好伸 2 d 火2 春秋 教科書 6092 中国語リスニング道場 朝日出版社 2,310
中国語 中国語１年 し 志野好伸 1 d 火1 春秋 教科書 6093 シンプルチャイニーズ 北京文法篇 朝日出版社 2,530
英語 EAR す 菅原恵子 2 水5 通年 教科書 6094 Strategic Reading Level3,2nd ed. Cambridge U.P. 3,025
ロシア語 ロシア語ⅠA す 杉里直人 1 月1 通年 教科書 6095 Мы читаем и говорим поーрусски /1年生のロシア語 白水社 1,540
ロシア語 ロシア語ⅠA す 杉里直人 1 月1 通年 参考書 6096 プログレッシブロシア語辞典 小学館 4,950 明大マート2階書店にて販売 

ロシア語 ロシア語ⅠA す 杉里直人 1 月1 通年 参考書 6097 博友社ロシア語辞典 改訂新版 博友社 6,407 明大マート2階書店にて販売 

ロシア語 ロシア語ⅡA・Ｂ す 杉山春子 1 金4 通年 教科書 6098 初級ロシア語２０課 白水社 2,090
ロシア語 ロシア語ⅡA・Ｂ す 杉山春子 金4 通年 参考書 6099 博友社ロシア語辞典 改訂新版 博友社 6,407 明大マート２階書店にて販売
フランス語 フランス語Ⅲ す 杉山利恵子 2 a 火5 通年 教科書 6100 FRANCE OUTRE-MER Lire et communiquer /海外領土から知るフランス 三修社 2,200
英語 EAR B せ 関修 2 水5 通年 教科書 6101 Epoch Explorer  /人類の輝ける軌跡 朝日出版社 1,870
英語 EPW B(スポーツ) せ 関修 1 火3 通年 教科書 6102 Eye on American Culture /移民の国アメリカ文化の散歩道 英宝社 1,980
英語 EnglishA せ 関修 1 水4 教科書 6103 Enjoying Different Culture /グローバル化の中で学ぶ日本文化    南雲堂 2,200
中国語 中国語 せ 関山度 1 b 月1 通年 教科書 6104 中国語カレッジ   郁文堂  2,750
中国語 中国語 せ 関山度 1 c 木4 通年 教科書 6105 中国語カレッジ   郁文堂  2,750
中国語 中国語 せ 関山度 2 b 月2 通年 教科書 6106 大学生のための現代中国１２話  Ⅲ  白帝社  2,750
中国語 中国語 せ 関山度 2 c 木5 通年 教科書 6107 大学生のための現代中国１２話  Ⅲ  白帝社  2,750
英語 EPW そ 相馬美明 1 月3,月4 春秋 教科書 6108 Get Your Message Across /効果的なパラグラフの書き方  南雲堂 2,200
ドイツ語 ドイツ語ⅠA・B そ 宗宮朋子 1 火1 通年 教科書 6109 Basis-Grammatik Deutsch in 3 Schritten 3. Auflage /ドイツ文法ベーシック３　三訂版 朝日出版社 2,640
フランス語 フランス語ⅡA・B た 高尾歩 1 木4 春秋 教科書 6110 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ⅣA・B た 高尾歩 2 木3 春秋 教科書 6111 La couleur des mots /ことばの色　中級からのフランス文学読本 朝日出版社 2,310
英語 EAR (Adv.) た 高島和哉 2 水3 通年 教科書 6112 Strategic Reading Level 3,2nd ed. Cambridge U.P. 3,025
英語 EAR (Basic) た 高島和哉 2 水5 通年 教科書 6113 Strategic Reading Level 1,2nd ed. Cambridge U.P. 3,025
ギリシャ語 古典ギリシア語ⅠA・B た 高田良太 月4 春秋 教科書 6114 ギリシア語入門 新装版 岩波書店 2,530
中国語 中国語Ⅲ た 高橋美千子 2 c 月2 春秋 教科書 6115 仲間で話そう中国語 朝日出版社 2,420

※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

お呼び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

中国語 中国語Ⅰ た 高橋美千子 1 c 月1 春秋 教科書 6116 日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版 朝日出版社 2,640
中国語 中国語Ⅱ た 高橋美千子 1 e 金4 春秋 教科書 6117 日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版 朝日出版社 2,640
フランス語 フランス語ⅡA・B た 瀧川広子 1 金4 通年 教科書 6118 Partir pour Paris /新はじめてのパリ－映像付き   朝日出版社  2,750
英語 EAR A・B た 竹内理矢 水3 教科書 6119 Reading Explorer 5:Student Book with Online Workbook Access Code,2nd ed. Cengage Learning 3,531
スペイン語 １年スペイン語 た 田中恵 1 金4 通年 教科書 6120 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
ハングル 朝鮮語Ⅳ ち 趙義成 2 木5 通年 教科書 6121 楽しく学ぶハングル2 白帝社 2,750
ハングル 朝鮮語Ⅱ ち 趙義成　伊藤英人 1 月1,木4 通年 教科書 6122 楽しく学ぶハングル1 白帝社 2,640 月1伊藤先生,木4趙先生の

リレー授業

中国語 中国語Ⅲ ち 張士陽 2 e 火2 春秋 教科書 6123 時事中国語の教科書 2021年度版 朝日出版社 2,090
中国語 中国語Ⅰ ち 張士陽 1 e 火1 春秋 教科書 6124 シンプルチャイニーズ 北京文法篇 朝日出版社 2,530
英語 英語演習 つ 塚田麻里子 2 2 木4 通年 教科書 6125 British News Update 3 /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
フランス語 フランス語ⅡA・B つ 津田峰子 1 C 木4 通年 教科書 6126 Mon Premier vol Tokyo-Paris /新・東京-パリ，初飛行 新装改訂2版 駿河台出版社 2,420
フランス語 フランス語ⅣA・B つ 津田峰子 2 C 木5 通年 教科書 6127 Les miseables Tome 1 : Fantine+ CD MP3 Hachette 1,870
ドイツ語 ドイツ語ⅠA・B と 冨重与志生 1 火3 通年 教科書 6128 Deutsche Grammatik für Anfänger /新訂・岩﨑･平尾 初歩ドイツ文法　3版 同学社 2,200
ドイツ語 ドイツ語ⅡA・B と 冨重与志生 1 木3 通年 教科書 6129 Deutsche Grammatik für Anfänger /新訂・岩﨑･平尾 初歩ドイツ文法　3版 同学社 2,200
スペイン語 スペイン語ⅡA・B と 豊丸敦子 1 金4 通年 教科書 6130 新・スペイン語へようこそ！ 新訂 同学社  2,750
スペイン語 スペイン語ⅣA と 豊丸敦子 2 金5 春期 教科書 6131 Contigo! 1 /コンティーゴ!1 第三書房 2,530 「コンティーゴ!1」と「コンティーゴ!2」

2冊使います
スペイン語 スペイン語ⅣA・Ｂ と 豊丸敦子 2 金5 通年 教科書 6132 Contigo! 2 /コンティーゴ!2 第三書房 2,530 「コンティーゴ!1」と「コンティーゴ!2」

2冊使います
フランス語 フランス語コミュニケーション

Ⅲ Ⅳ　A・B
ど ドナティ　クロズ山口 2 a 月3,水3 通年 教科書 6133 Agenda 2: LIVRE+DVD‐ROM Hachette 4,400 (水3)ドナティ先生・(月3)クロズ先生

週2回のリレー授業
フランス語 フランス語コミュニケーション

Ⅲ Ⅳ　A・B
ど ドナティ　ベルナール 2 b 月4,水2 通年 教科書 6134 Agenda 2: LIVRE+DVD‐ROM Hachette 4,400 水2ドナテｨ先生/月4ベルナール先

生 週2回のリレー授業

ロシア語 ロシア語ⅢA な 中澤朋子 2 火2 春秋 教科書 6135 Мы читаем и говорим поーрусски /1年生のロシア語 白水社 1,540
フランス語 フランス語Ⅰ（再履修） な 中村美緒 2 木6 春秋 教科書 6136 新・東京－パリ，初飛行 新装改訂２版 駿河台出版社  2,420
フランス語 フランス語（初級）Ⅰe な 中村美緒 1 史学地理 火1 春秋 教科書 6137 La Grammaire Active du Français  / グラメール・アクティーヴ  三訂版  朝日出版社  2,750 史学地理専攻
中国語 中国語Ⅱ な 永井弥人 1 g 金4 通年 教科書 6138 ぐんぐんのびる中国語 1 朝日出版社 2,420
中国語 中国語Ⅳ な 永井弥人 2 g 金5 通年 教科書 6139 ぐんぐんのびる中国語 2 朝日出版社 2,420
中国語 中国語 な 永井弥人 1 金4 通年 参考書 6140 ６０日完成中国語の基礎文法 朝日出版社 2,750
中国語 中国語 な 永井弥人 2 金5 通年 参考書 6141 ６０日完成中国語の基礎文法 朝日出版社 2,750
フランス語 フランス語ⅠA・B な 永倉千夏子 1 月1 通年 教科書 6142 Qu'est-ce que c'est?　 /ケスクセ？　改訂版 白水社 2,530
フランス語 フランス語ⅡA・B な 永倉千夏子 2 月2 通年 教科書 6143 Perspectives : l'actualité française en 12 textes (nouvelle édition)

/12ﾃｰﾏでわかるﾌﾗﾝｽ事情 改訂版
白水社 2,090

ドイツ語 基礎ドイツ語会話A に 新本史斉 1 3 金2 春期 教科書 6144 Spitze!1 /シュピッツェ！1  コミュニケーションで学ぶドイツ語 朝日出版社 2,970
英語 EPW の 野川浩美 1 月4 通年 教科書 6146 Get Your Message Across /効果的なパラグラフの書き方  南雲堂 2,200
英語 EAR の 野川浩美 2 金1 通年 教科書 6147 Reading Explorer 5:Student book Text only,2nd ed. Cengage Learning 3,025
ドイツ語 ドイツ語ⅠA・B（再履修） の 野口健 水3 通年 教科書 6148 Deutsche Satzubungen fur anfanger /はじめての独作文 改訂新正書法版 朝日出版社 1,980
英語 EAR A・B(Inter.) の 野田恵子 2 水5 通年 教科書 6149 Reading Explorer 3:Student book Text Only,3rd ed. Cengage Learning 3,025
英語 EPW A・B(Adv.) の 野田恵子 1 月3 通年 教科書 6150 Ready to Write 3,4th ed. Peason 3,135
英語 EPW A・B(Adv.) の 野田恵子 1 月4 通年 教科書 6151 Ready to Write 3,4th ed. Peason 3,135
英語 EAR A・B(Inter.) は 原田道子 2 水4 通年 教科書 6152 Epoch Explorer /人類の輝ける軌跡 朝日出版社  1,870
英語 EAW A・B（Adv.） は 原田道子 2 木3 通年 教科書 6153 Longman Academic Writing Series 4,5th ed. Pearson 3,817
英語 EAW A・B（Inter.） は 原田道子 2 金2 通年 教科書 6154 Longman Academic Writing Series3,4th ed. Pearson 3,817
英語 EPW A・B(Adv.) は 原田道子 1 月4 通年 教科書 6155 First Moves:An Introduction to Academic Writing in English 東京大学出版会 2,640
英語 EPW A・B(Inter.) は 原田道子 1 月3 通年 教科書 6156 Get Your Message Across /効果的なパラグラフの書き方 南雲堂  2,200
英語 EPW A・B(Inter.) は 原田道子 1 月5 通年 教科書 6157 Get Your Message Across /効果的なパラグラフの書き方 南雲堂  2,200
英語 英語演習A・Ｂ は 原田道子 2 木4 通年 教科書 6158 Learn English with TITANIC /映画『タイタニック』で学ぶ総合英語  成美堂  2,530
ドイツ語 ドイツ語ⅠA・B（再履修） ふ 福間具子 木3 通年 教科書 6159 KONTAKT Deutsch /コンタクトドイツ語と出会う 白水社 2,640
フランス語 フランス語ⅠⅡA・B ふ 藤井宏尚 1 4(仏文) 火2,木3 通年 教科書 6160 くわしく学ぶフランス語の基礎 朝日出版社 2,420
ドイツ語 ドイツ語演習ⅠA・B ぶ ブリール 1 3 火1 通年 教科書 6161 Wir kommen aus Deutschland /ドイツから来たよ！ 郁文堂 2,860
ドイツ語 ドイツ語演習ⅠA・B ぶ ブリール 1 3 火2 通年 教科書 6162 Wir kommen aus Deutschland /ドイツから来たよ！ 郁文堂 2,860
フランス語 フランス語コミュニケーション

ⅠⅡ A・B
べ ベルナール　奥香織 1 a 月2,金2 通年 教科書 6163 Le Nouveau Taxi! 1: LIVRE+DVD‐ROM Hachette 4,070 月2ベルナール先生/金2奥織先生

週2回のリレー授業

中国語 中国語１年 ほ 堀井裕之 1 i 木4 春秋 教科書 6164 シンプルチャイニーズ 北京文法篇 朝日出版社 2,530
フランス語 フランス語ⅣA・B ま 増田晴美 2 木5 通年 教科書 6165 Les jeunes français d'aujourd'hui   /フランスの若者は「いま」 朝日出版社  2,530
フランス語 中級フランス語講読A・B ま 増田晴美 2 木4 通年 教科書 6166 Civi-Langue /シヴィ・ラング 駿河台出版社 2,750
中国語 中国語Ⅲ み 三澤三知夫 2 g 火2 春秋 教科書 6167 総合現代中国語 東方書店 1,980
中国語 中国語Ⅰ み 三澤三知夫 1 g 火1 春秋 教科書 6168 総合現代中国語 東方書店 1,980
中国語 中国語１年 み 三澤三知夫 1 i 月1 春秋 教科書 6169 総合現代中国語 東方書店 1,980
英語 EAW A・B(Inter.) み 三松幸雄 2 金2 通年 教科書 6170 Q：Skills for Success :Reading and Writing3,1st ed. Oxford U.P. 3,630
英語 EPW A・B(Basic) み 三松幸雄 1 月3 通年 教科書 6171 Ready to Write 1,4th ed. Pearson 3,135
英語 EPW A・B(Basic) み 三松幸雄 1 月4 通年 教科書 6172 Ready to Write 1,4th ed. Pearson 3,135
英語 EPW A・B(Basic) み 三松幸雄 1 月5 通年 教科書 6173 Ready to Write 1,4th ed. Pearson 3,135
ドイツ語 ドイツ語ⅠA・B み 三根靖久 1 火1 通年 教科書 6174 Straße Neu Ver. 3.0 /シュトラーセ・ノイ Ver.3.0 朝日出版社 2,640
フランス語 フランス語ⅡA・B み 宮川慎也 1 木4 通年 教科書 6175 Paris-Bordeaux  /パリ－ボルドー 朝日出版社 2,750
フランス語 フランス語ⅢA・B み 宮川慎也 2 金5 通年 教科書 6176 ギリシャ神話1 トロイヤ戦争 第三書房  1,320
フランス語 フランス語ⅣA・B み 宮川慎也 2 木5 通年 教科書 6177  Trols contes du Moyen Age  /中世の物語 朝日出版社 1,174
フランス語 基礎フランス語講読A・B も 森真太郎 1 木1 通年 教科書 6178 AIMEZ-YOUS LA FRANSE? /エメ・ヴ・ラ・フランス？　4訂版 第三書房 2,750
フランス語  フランス語ⅠⅡA・B や 八木淳 1 火2,金5 通年 教科書 6179 くわしく学ぶフランス語の基礎 朝日出版社 2,420
フランス語  フランス語ⅢA・B や 八木淳 2 月2 通年 教科書 6180 Le français menu S /新フランス語メニューＳ  第三書房  2,420
英語 EAR (Adv.) や 矢野磯乃 金1 通年 教科書 6181 Reading Explorer 5:Student book Text only,3rd ed. Cengage Learning 3,025
英語 EAW (Inter.) や 矢野磯乃 金2 通年 教科書 6182 Longman Academic Writing Series 3,4th ed. Pearson 3,817
英語 EPW (Basic) や 矢野磯乃 月3,月4 通年 教科書 6183 Ready to Write 1,4th ed. Pearson 3,135
ドイツ語 ドイツ語ⅠA・B や 山地良造 1 月1 通年 教科書 6184 System 15 Neu /新・文法システム15 同学社 2,420
ドイツ語 ドイツ語ⅢA・B や 山地良造 2 月2 通年 教科書 6185 Ausgewählte Märchen /だれでも読める名作童話 朝日出版社 1,650
英語 EPW A・B（Basic） よ 吉村由佳 1 月5 通年 教科書 6186 Ready to Write 1,4th ed. Pearson 3,135
英語 EPW A・B（Inter.） よ 吉村由佳 1 月4 通年 教科書 6187 Get your message across /効果的なパラグラフの書き方 南雲堂 2,200
英語 英語演習（2年）A・B よ 吉村由佳 2 木4 通年 教科書 6188 30-second CNN World News：Culture and Society in a Changing World

/ＣＮＮワールドニュース：文化・社会編
朝日出版社 1,320

英語 英語演習（2年）Ａ・B よ 吉村由佳 2 木4 通年 教科書 6189 LISTENING UPGRADE FOR THE TOEIC TEST
/TOEIC(R)　LISTENINGテストパート別徹底演習

金星堂 1,540

英語 EAR A・B わ 鷲尾郁 2 水5 春秋 教科書 6190 Reading Explorer 4:Student book Text Only,3rd ed. Cengage Learning 3,025
英語 EAR A・B わ 鷲尾郁 2 水4 春秋 教科書 6191 Reading Explorer 3:Student book Text Only,3rd ed. Cengage Learning 3,025
ドイツ語 中級ドイツ語ⅠA・B わ 渡辺学 2 木2 通年 教科書 6192 ドイツ語レベルアップトレ－ニング 三修社 2,200
ドイツ語 基礎ドイツ語会話A・B わ 渡辺学 1 3 木1 通年 教科書 6193 Grüß Gott, Wien! /ようこそヴィーンへ! 白水社 2,530
英語 EAR あ 秋山義典 火2 教科書 6295 Reading Explorer 2:Student book Text only,3rd ed. Cengage Learning 3,025
英語 EPW あ 秋山義典 火4 教科書 6296 Get Your Message Across /効果的なパラグラフの書き方 南雲堂  2,200
フランス語 フランス語ⅣＡ た 高橋明美 2 木3 春秋 教科書 6297 La couleur des mots /ことばの色 朝日出版社 2,310
英語 EAR わ 渡邊浩子 2 金1 通年 教科書 6298 Epoch Explorer /人類の輝ける軌跡 朝日出版社 1,870
英語 EAW わ 渡邊浩子 2 金2 通年 教科書 6299 Read to Write /スキル統合型：英作文トレーニング 朝日出版社 1,980
英語 EPW わ 渡邊浩子 1 月4 通年 教科書 6300 Eye on American Culture /移民の国アメリカ文化の散歩道－ＶＡからＮＡＳＡまで－ 英宝社 1,980


