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販売期間：

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

簿記論Ⅰ あ 浅野千鶴 春期 教科書 5235 検定簿記講義３級商業簿記　２０２１年度版   中央経済社  880

簿記論Ⅰ あ 浅野千鶴 春期 教科書 5236 検定簿記ワークブック／３級商業簿記   第７版 中央経済社  880

簿記論Ⅰ(CAP未修者) あ 浅野千鶴 1 月1 春期 教科書 5237 検定簿記講義３級商業簿記  2021年度版  中央経済社  880

簿記論Ⅰ(CAP未修者) あ 浅野千鶴 1 月1 春期 教科書 5238 検定簿記ワークブック３級商業簿記 第７版   中央経済社  880

簿記論Ⅰ・Ⅱ あ 浅野千鶴 1 月2 通年 教科書 5239 検定簿記ワークブック３級商業簿記 第７版  中央経済社  880

簿記論Ⅰ・Ⅱ あ 浅野千鶴 1 月2 通年 教科書 5240 検定簿記講義３級商業簿記  2021年度版  中央経済社  880

経済史A・B あ 新川徳彦 金1 春秋 参考書 5245 なぜ豊かな国と貧しい国が生まれたのか ＮＴＴ出版 2,090

地域公共論 い 飯塚智規 2 火4 春期 教科書 5246 震災復興における被災地のガバナンス 芦書房 2,200

簿記論Ⅰ い 石津寿惠 1 水2 春期 教科書 5247 みんなが欲しかった！簿記の教科書日商３級商業簿記 第9版 TAC 1,100

財務会計総論A い 石津寿惠 2 水1 通年 教科書 5248 損益計算と情報開示 ８訂版 白桃書房  3,300

簿記論Ⅰ・Ⅱ お 大塚浩記 1 火1 春秋 教科書 5249 ニューステップアップ簿記 改訂版 創成社 2,750

管理会計総論A・B お 大槻晴海 1,2 木1 通年 教科書 5251 原価・管理会計の基礎 中央経済社 3,080

管理会計総論A・Ｂ お 大槻晴海 1,2 木1 通年 参考書 5252 会計による経営管理 税務経理協会 3,300 購入は任意

管理会計総論A・Ｂ お 大槻晴海 1,2 木1 通年 参考書 5253 管理会計 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ(ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ基本全集 ) 学文社 2,640 購入は任意

管理会計総論A・Ｂ お 大槻晴海 1,2 木1 通年 参考書 5254 花王の経理パーソンになる  中央経済社 1,980 購入は任意

簿記論Ⅰ お 大槻晴海 1 木2 通年 教科書 5255 検定簿記講義３級商業簿記 2021年度版 中央経済社 880

簿記論Ⅰ お 大槻晴海 1 木2 春期 参考書 5256 検定簿記ワークブック３級商業簿記 第７版 中央経済社 880 購入は必須

簿記論Ⅱ お 大槻晴海 1 木2 春秋 教科書 5257 検定簿記講義2級商業簿記 2021年度版 中央経済社 935

簿記論Ⅰ お 大野智弘 1 木3 春期 教科書 5259 ニューステップアップ簿記　 改訂版 創成社 2,750

ビジネス法 か 柿崎環 1,2,3,4 金4 春期 教科書 5260 ビジネス法入門 第３版 中央経済社 2,860

簿記論Ⅰ か 川村文子 1 月2 春期 教科書 5262 合格テキスト 日商簿記3級 Ver.12.0 ＴＡＣ 2,420

簿記論Ⅰ か 川村文子 1 月2 春期 参考書 5263 合格トレーニング　日商簿記３級　Ver.12.0 ＴＡＣ 1,815 オンライン授業の場合は必ず購入すること

近代経済学A く 栗田健一 1 金1 春期 教科書 5266 ミクロ経済学：基礎へのアプローチ 学文社 2,200

簿記論Ⅰ・Ⅱ し 渋谷謙作 1 月5 通年 教科書 5268 検定簿記講義３級商業簿記 2021年度版 中央経済社 880

教養演習A せ 関正雄 1,2 木1 春期 教科書 5269 入門人間の安全保障　増補版（中公新書） 中央公論新社 990 明大マート2階書店にて販売

企業論（A・B) と 鳥居陽介 2 木1 通年 教科書 5271 テキスト現代企業論 第4版 同文舘出版 3,850

住まいと仕事の地理学 な 中澤高志 水4 春期 教科書 5272 住まいと仕事の地理学 旬報社 2,200

Basic Accounting な 中島真澄 金2 教科書 5273 Accounting Principles,13e.(オンライン学習システムNew Wiley Plus) Wiley 5,566 e-book(固有コードの販売)
明大マート2階書店レジ内にて販売

Financial Accounting な 中島真澄 金3 教科書 5274 Intermediate Accounting,17e.(オンライン学習システムNew Wiley Plus) Wiley 5,566 e-book(固有コードの販売)
明大マート2階書店でご注文承ります

原価計算論Ⅰ・Ⅱ(CAPクラス) な 長野史麻 1,2 水1,水2 通年 教科書 5275 工業簿記・原価計算演習  第4版   税務経理協会 3,080 毎週使用

原価計算論Ⅰ・Ⅱ(一般クラス) な 長野史麻 1,2 水1,水2 通年 教科書 5276 工業簿記・原価計算の基礎 第4版 税務経理協会 3,080 毎週使用

生物学A に 丹生谷博 1,2,3,4 火5 春期 参考書 5280 エッセンシャル・キャンベル生物学 原書6版 丸善出版 7,700

簿記論 ひ 広原雄二 1 月1 通年 教科書 5283 検定簿記講義３級商業簿記 2021年度版 中央経済社 880

簿記論 ひ 広原雄二 1 月1 通年 教科書 5284 検定簿記ワークブック３級商業簿記 第７版  中央経済社 880

統計学A ふ 藤江昌嗣 1,2 火3 春期 教科書 5285 ビッグデータ時代の統計学入門 学文社 2,640

近代経済学Ａ ふ 藤江昌嗣 1 月2 春期 教科書 5286 新ビジネス・エコノミクス  学文社 2,420

近代経済学Ａ ふ 藤江昌嗣 1 月3 春期 教科書 5287 新ビジネス・エコノミクス  学文社 2,420

教養演習A・B ふ 藤本佳久 1,2 木4 通年 教科書 5288 例題と演習で学ぶ文系のための統計学 学術図書出版社 3,300 明大マート2階書店レジ内にて販売

数学A・B ふ 藤本佳久 1,2 木2 春秋 教科書 5289 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

経営基礎数学A ふ 藤本佳久 1,2 木3 春期 教科書 5290 例題と演習で学ぶ経営数学入門　線形計画法とゲ－ム理論　第２版 学術図書出版社 1,980

経営基礎数学A・B ふ 藤本佳久 1,2 木3 通年 参考書 5291 例題と演習で学ぶ文系のための統計学 学術図書出版社 3,300

数学A ふ 船越正太 1,2,3,4 月1 春期 教科書 5293 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

数学A ふ 船越正太 1,2,3,4 月2 春期 教科書 5294 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

法学A・B み 三枝昌幸 木2 通年 参考書 5298 現代法学入門 （有斐閣双書）第4版 有斐閣 1,320 購入は任意

基礎専門演習A み 三上真寛 1,2 水5 春期 教科書 5299 Microeconomics(A Very Short Introductions) Oxford U.P. 1,430 明大マート２階書店レジ内にて販売

特設近代経済学B み 三上真寛 2,3,4 火5 春期 教科書 5301 マクロ経済学：基礎へのアプローチ 学文社 2,200

近代経済学A み 三上真寛 1 水2,水3 春期 教科書 5302 ミクロ経済学：基礎へのアプローチ 学文社 2,200

基礎専門演習Ａ み 宮田憲一 1,2 水5 春期 教科書 5304 良い戦略、悪い戦略 日経ＢＰＭ  2,200 明大マート２階書店レジ内にて販売

経営史A・B み 宮田憲一 1,2,3,4 水4 春秋 教科書 5308 ケースブックアメリカ経営史 　新版（有斐閣ブックス） 有斐閣  3,080

簿記論Ⅰ・Ⅱ や 山浦裕幸 1 月3,月4 春秋 教科書 5311 合格テキスト 日商簿記3級 Ver.12.0 TAC 2,420

簿記論Ⅰ・Ⅱ や 山浦裕幸 1 月3,月4 春秋 教科書 5312 合格トレーニング 日商簿記3級 Ver.12.0 TAC 1,815

教養演習A や 山下佳江 木4 春期 教科書 5313 Linguistics 第4版 ひつじ書房 2,563 明大マート2階書店レジ内にて販売
毎回使用

簿記論I ゆ 尹志煌 1 月5 春期 教科書 5314 検定簿記講義３級商業簿記 2021年度版 中央経済社 880

簿記論I ゆ 尹志煌 1 月5 春期 教科書 5315 検定簿記ワークブック３級商業簿記 第７版  中央経済社 880

簿記論Ⅰ・Ⅱ よ 吉村聡 1 金3 通年 教科書 5316 現代簿記の基礎 中央経済社  3,080

簿記論Ⅰ・Ⅱ よ 吉村聡 1 金3 通年 教科書 5317 検定簿記ワークブック３級商業簿記 第７版  中央経済社  880

日本語論A・B と 戸村佳代 木2 春秋 教科書 5319 新ここからはじまる日本語学 ひつじ書房 1,980

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。

↓

お名前

明 治 大 学　教科書リスト

↓
ここの欄に
チェックしてください！

販売場所：和泉 第２学生会館１階

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。

※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。


