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2021年度 明 治 大 学　教科書リスト 共通　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

日本語 い 糸川優 金1 春期 参考書 7001 体罰はなぜなくならないのか  （幻冬舎新書） 幻冬舎  880 オンデマンド授業

日本語ＡⅢ い 糸川優 金1 春期 教科書 7003 学校と暴力（平凡社新書） 平凡社  836 オンデマンド授業 

日本語ＡⅢ い 糸川優 金1 春期 参考書 7004 殴られて野球はうまくなる！？(講談社＋α文庫) 講談社  792 オンデマンド授業

日本語ＢⅠ い 糸川優 金2 春秋 参考書 7007 論文・レポ－トの基本  日本実業出版社 1,540 オンデマンド授業

日本語ＢⅠ い 糸川優 金2 春秋 参考書 7008 思考を鍛えるレポート・論文作成法 慶應大学出版会 1,320 オンデマンド授業

スペイン語 スペイン語ⅠA・B い 稲森広朋 1,2,3,4 月4 通年 教科書 7009 Mucho gusto /初めてのスペイン語   同学社  2,750

英語 English Communication ⅠＡ・Ｂ う ウェブスター 水2,水3 春秋 教科書 7000 Communication Spotlight,3rd ed.: High Beginner ABAX 2,970

イタリア語 イタリア語ⅠA お 大崎さやの 木2 春期 教科書 7010 Corso elementare d’italiano /初級イタリア語講座 朝日出版社 2,200 毎授業に使用

英語 English Communication 1 お オカート 火3,火4 春期 教科書 7012 English for Everyday Communication vol.1 DMK Publishers 2,640

英語 English Communication 2 お オカート 火5 春期 教科書 7014 English for Business Communication vol.1 DMK Publishers 2,640

ロシア語 ロシア語ⅠA お 恩田義徳 水5 通年 参考書 7016 標準ロシア語入門 改訂版 白水社  2,860

アラビア語ⅠＡ き 木下宗篤 水2 通年 教科書 7017 アラビア語 （ニューエクスプレスプラス　） 白水社  2,640

アラビア語ⅠＡ き 木下宗篤 水2 通年 参考書 7018 アラビア語表現とことんトレ－ニング  白水社  2,640

アラビア語ⅠＡ き 木下宗篤 水2 通年 参考書 7019 例文で学ぶアラビア語単語集   大修館書店  3,080

アラビア語ⅡＡ き 木下宗篤 水1 通年 教科書 7020 アラビア語表現とことんトレ－ニング  白水社  2,640

ドイツ語 ドイツ語ⅠA・B く クロル 金3 教科書 7021 Genau! /ゲナウ!コミュニケーションのドイツ語 第三書房 2,750

ラテン語 ラテン語ⅠA・B こ 小島久和 火4 春秋 教科書 7022 Classica grammatica latina /標準ラテン文法 白水社 2,090

英語 English CommunicationⅠ ざ ザンギ 月4 通年 教科書 7023 English 101 Activities for English Communication PMP Edicational 2,200

英語 English CommunicationⅠ ざ ザンギ 月5 通年 教科書 7024 English 101 Activities for English Communication PMP Edicational 2,200

英語 English CommunicationⅠ ざ ザンギ 月6 通年 教科書 7025 English 101 Activities for English Communication PMP Edicational 2,200

英語 English CommunicationⅡ ざ ザンギ 火4 通年 教科書 7026 Global Topics for Discussion PMP Edicational 2,200

英語 English CommunicationⅡ ざ ザンギ 火5 通年 教科書 7027 Global Topics for Discussion PMP Edicational 2,200

英語 English CommunicationⅡ ざ ザンギ 火6 通年 教科書 7028 Global Topics for Discussion PMP Edicational 2,200

ハングル 韓国語ⅠA し 塩田今日子 1,2,3,4 月1 春期 教科書 7029 場面で学ぶ韓国語 朝日出版社 2,200

ロシア語 ロシア語ⅡA・Ｂ す 杉山春子 金3 通年 教科書 7031 ロシア[語]文法の基礎（改定新版） 白水社 1,540 シラバス：『ロシア語文法の基礎』
本の表紙:『ロシア文法の基礎』

ロシア語 ロシア語ⅡA・Ｂ す 杉山春子 金3 通年 参考書 7032 研究社露和辞典（携帯版） 研究社 8,580 明大マート２階書店にて販売

英語 English CommunicationⅠA・B す ストラック 1,2 金2 通年 教科書 7033 Impact Conversation 1 Pearson 3,322

英語 English CommunicationⅠA・B す ストラック 1,2 金3 通年 教科書 7034 Impact Conversation 1 Pearson 3,322

英語 English CommunicationⅠA・B す ストラック 1,2 金4 通年 教科書 7035 Impact Conversation 1 Pearson 3,322

英語 English CommunicationⅢA・B す ストラック 1,2 金5 通年 教科書 7036 Academically Speaking Perceptia Press 2,970

英語 English CommunicationⅠ は ハミルトン 月3 通年 教科書 7037 21st Century Reading 2:Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 3,190

英語 English CommunicationⅠ は ハミルトン 月4 通年 教科書 7038 21st Century Reading 2:Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 3,190

英語 資格英語 ふ フーパー 1 月1,月2 春期 教科書 7039 TOEICテスト公式問題集　新形式問題対応編 IIBC 3,080

ドイツ語 ドイツ語 ぶ ブリール 月4 教科書 7041 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 ぶ ブリール 月3 教科書 7042 Wir kommen aus Deutschland /ドイツから来たよ！ 郁文堂 2,860

中国語 中国語会話ⅠA・B ま 将邑劍平 金3 春秋 教科書 7043 ニーハオ！ニッポン－ふりむけば、中国語。 朝日出版社  2,640

中国語 中国語会話ⅡA・B ま 将邑劍平 金1 春秋 教科書 7044 時事中国語の教科書 ２０２０年度版 朝日出版社 2,090

ドイツ語 特別ドイツ語 ま 松島渉 1,2 火3 春秋 教科書 7045 Neuigkeiten aus Deutschland 2019/20  /時事ドイツ語  ２０２１年度版 朝日出版社  2,090

ドイツ語 特別ドイツ語 ま 松島渉 1,2 金3 春秋 教科書 7046 Lesebuch Deutsch  /ドイツ語を読む 改訂版 朝日出版社  2,420

英語 English CommunicationⅠ ら ラッセル 1,2 水6 春秋 教科書 7047 Global:Pre‐Intermediate Macmillan 3,630

英語 English CommunicationⅠ ら ラッセル 1,2 木6 春秋 教科書 7048 Global:Pre‐Intermediate Macmillan 3,630

中国語 中国語会話Ⅰ り 劉光赤 木4 通年 教科書 7049 しゃべっていいとも中国語 　ト－タル版 朝日出版社 2,530

一般 図書館サービス論 あ 青柳英治 火2 春期 参考書 7050 専門図書館探訪(ライブラリーぶっくす) 勉誠出版 2,200 司書講座（課題図書）

一般 図書館制度・経営論 あ 青柳英治 春秋 参考書 7051 専門図書館の役割としごと 勁草書房 3,850 司書講座（課題図書）

一般 日本語精読 あ 足立章子 2 水2 通年 教科書 7052 「読む」技術(光文社新書)   光文社 858

一般 日本語(速読) あ 足立章子 2 水1 通年 教科書 7053 大人の読解力を鍛える(幻冬舎新書) 幻冬舎  858

一般 日本国憲法 い 市川直子 1 月 春期 教科書 7054 新 現代社会と法 和広出版 2,530

一般 現代の子どもと社会教育 う 打越雅祥 土1 春期 参考書 7057 ジソウのお仕事 データ改訂版 フェミックス 1,980 購入は任意

一般 ICTベーシックⅠ お 岡田昭夫 1,2,3,4 月3 春秋 教科書 7058 シナモンロ－ルにハチミツをかけて  銀の鈴社 2,420

一般 ICTベーシックⅠ お 岡田昭夫 1,2,3,4 月4 春秋 教科書 7059 シナモンロ－ルにハチミツをかけて  銀の鈴社 2,420

一般 ICTベーシックⅠ お 岡田昭夫 1,2,3,4 水3 春秋 教科書 7060 シナモンロ－ルにハチミツをかけて  銀の鈴社 2,420

一般 ICTベーシックⅠ お 岡田昭夫 1,2,3,4 水4 春秋 教科書 7061 シナモンロ－ルにハチミツをかけて  銀の鈴社 2,420

一般 ICTベーシックⅠ お 岡田昭夫 1,2,3,4 水5 春秋 教科書 7062 シナモンロ－ルにハチミツをかけて  銀の鈴社 2,420

一般 文化理論研究特論Ⅰ(日本語表現論) く 黒崎典子 木2 春期 教科書 7065 大学生と留学生のための論文ワークブック  くろしお出版 2,750 教養デザイン研究科

一般 文化理論研究特論Ⅰ(日本語表現論) く 黒崎典子 木2 春期 教科書 7066 日本語の発音教室 理論と練習 くろしお出版 2,200 教養デザイン研究科

一般 ICT統計解析Ⅰ こ 小久保秀之 1,2,3,4 木5 春期 教科書 7068 サイコロとＥｘｃｅｌで体感する統計解析 共立出版 2,530

一般 ICT統計解析Ⅰ こ 小久保秀之 1,2,3,4 木5 春期 参考書 7069 未来をひらく心理学入門 八千代出版 2,530

一般 ICT統計解析Ⅰ こ 小久保秀之 1,2,3,4 木5 春期 参考書 7070 実験人間学　第3版 DTP出版 1,760

一般 ICT統計解析Ⅰ こ 小久保秀之 1,2,3,4 木5 春期 参考書 7071 実践的メタ分析入門 ナカニシヤ出版 3,080

一般 博物館学概論 こ 駒見和夫 1,2,3,4 火2 春期 教科書 7074 だれもが学べる博物館へ 学文社 1,980

一般 図書館サービス論 さ 齊藤誠一 木2 春期 教科書 7075 図書館サ－ビス論 (ＪＬＡ図書館情報学テキストシリ－ズ) 日本図書館協会 1,980 資格課程

一般 東洋史概論 す 鈴木直美 1,2,3,4 火3 春期 教科書 7076 中国の歴史(ちくま学芸文庫)    筑摩書房  1,320 政経学部・教職課程

一般 思想史領域研究演習Ⅰ・Ⅱ た 田中ひかる 大学院 火4 春期 教科書 7077 震災前後(ひとびとの精神史 第９巻) 岩波書店 2,750 教養デザイン研究科

一般 ICTアプリ開発Ⅰ の 野口喜洋 1,2 木5 春期 教科書 7078 入門Python3 第2版 オライリー・ジャパン 4,180

一般 ICTデータベースⅠ の 野口喜洋 1,2 木4 春期 教科書 7079 Ａｃｃｅｓｓ２０１９基礎セミナーテキスト 日経ＢＰ 2,200

一般 生涯学習概論 ひ 平川景子 1,2,3,4 火5 通年 教科書 7085 生涯学習概論 　改訂版  エイデル研究所 2,200

一般 図書館文化論 み 三浦太郎 水2 春期 教科書 7087 図書・図書館史(講座・図書館情報学) ミネルヴァ書房 3,080

一般 日本国憲法 み 三枝昌幸 木1 春期 教科書 7088 一歩先への憲法入門 有斐閣 2,420 資格課程

一般 教職入門 や 山下達也 1,2,3,4 木4 春期 教科書 7089 教職原論 学文社 2,200

一般 平和構築研究特論Ⅰ り 李英美 全 金2 春期 教科書 7090 北朝鮮とアメリカ 明石書店 3,080 教養デザイン研究科

一般 平和構築研究特論Ⅰ り 李英美 全 金2 春期 教科書 7091 朝鮮戦争論（世界歴史叢書） 明石書店 4,180 教養デザイン研究科

一般 教職入門 さ 佐藤千津 1,2,3,4 木2 春期 教科書 7093 新・教職入門 改訂版 学文社 2,310

一般 法律学概論 ま 松井千秋 1,2 木2 春期 教科書 7094 現代社会における法学入門 　第３版 成文堂  2,860

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。

↓

ここの欄に
チェックしてください！

お名前

※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。 ↓

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


