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2021年度 明 治 大 学　教科書リスト 文 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

日本の伝統と文化A あ 阿部光麿 火2 春期 教科書 6194 江戸の朱子学(筑摩選書) 筑摩書房 1,760

日本の伝統と文化A あ 阿部光麿 火2 春期 参考書 6195 儒教入門 東京大学出版会 2,860

文献講読A・B(日本史) あ 荒木仁朗 2 金5 通年 参考書 6198 くずし字用例辞典  普及版 東京堂出版 6,380 明大マート2階書店にて販売

文献講読A・B(日本史) あ 荒木仁朗 2 金5 通年 参考書 6199 くずし字解読辞典 普及版 東京堂出版 2,420 明大マート2階書店にて販売

文献講読A・B(日本史) あ 荒木仁朗 2 金5 通年 参考書 6200 新編古文書解読字典 柏書房 3,417 明大マート2階書店にて販売

音声学A・B あ 新城真里奈 2 木2 通年 教科書 6201 初級英語音声学 改訂新版  大修館書店  2,640

地誌学概論A あ 荒又美陽 1 木3 春期 教科書 6202 ヨーロッパ（世界地誌シリーズ　11） 朝倉書店 3,740

日本現代史Ⅰ い 伊勢弘志 2 水3 春期 教科書 6203 明日のための近代史 芙蓉書房出版 2,420

メディア史 い 今田絵里香 月3 春期 教科書 6204 「少年」「少女」の誕生 ミネルヴァ書房 4,400

意味論 い 岩崎永一 2 月4 参考書 6205 言語科学と言語哲学 金星堂  1,650

文芸メディア演習(2年)Ａ・Ｂ う 内村和至 2 金4 通年 教科書 6207 曾根崎心中／冥途の飛脚／心中天の網島 （角川ソフィア文庫）  角川学芸出版 924 明大マート２階書店レジ内にて販売

地図学Ⅰ・Ⅱ う 宇根寛 1 火5 春秋 教科書 6208 地図づくりの現在形(講談社選書メチエ) 講談社 1,870

地図学Ⅰ・Ⅱ う 宇根寛 1 火5 春秋 教科書 6209 知って楽しい地図の話 新日本出版社 1,760

イスラム史A・B え 江川ひかり 1,2,3,4 水3 春秋 教科書 6210 イスラ－ム（ワ－ドマップ） 新曜社 2,640

英米文学演習A・B お 大須賀寿子 2 2 月1 通年 教科書 6213 Travels with Charley: In Search of America Penguin Books 2,293 明大マート２Ｆ書店レジ内にて販売

戯曲作品研究A お 大橋裕美 1,2,3,4 金4 春期 教科書 6214 ジュリアス・シーザー　シェイクスピア全集25（ちくま文庫） 筑摩書房 902

基礎演習A・ お 大山るみこ 1 2 水2 通年 教科書 6217 English through Literature /文学で学ぶ英語リーディング 研究社 2,090 明大マート2階書店レジ内にて販売

基礎演習A・B お 大山るみこ 1 2 水1 通年 教科書 6218 Study Skills for College English,2nd ed. 慶応義塾大学出版会 1,100 明大マート2階書店レジ内にて販売

英米文学演習2 お 大山るみこ 2 2 水1 春秋 教科書 6219 Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour Hodder & Stoughton 2,722 明大マート2階書店レジ内にて販売

英米文学演習2 お 大山るみこ 2 2 水1 春秋 教科書 6220 The Penguin Book of Modern British Short Stories Penguin Book 2,722 明大マート2階書店レジ内にて販売

学習・言語心理学 お 小粥宏美 1,2 土2 春期 教科書 6221 学習・言語心理学   ミネルヴァ書房 2,420

基礎演習(日本文学)A・B か 康　潤伊 1 月2 春秋 教科書 6223 小説は、わかってくればおもしろい 慶應大学出版会 2,640 明大マート2階書店レジ内にて販売

基礎演習(日本文学)A・B か 康　潤伊 1 月2 春秋 教科書 6224 ヤマネコ・ドーム（講談社文芸文庫） 講談社 1,870 明大マート2階書店レジ内にて販売

日本文学演習(2年) き 木村淳也 2 木4 春期 教科書 6225 古事記 改版（岩波文庫） 岩波書店 1,111 明大マート2階書店レジ内にて販売

日本文学演習（２年）Ａ き 木村愛美 2 金5 春期 教科書 6226 谷崎潤一郎フェティシズム小説集(集英社文庫)   集英社 528 明大マート2階書店レジ内にて販売

日本文学演習（２年）Ａ き 木村愛美 2 金5 春期 教科書 6227 吉野葛／盲目物語 改版(新潮文庫) 新潮社 605 明大マート2階書店レジ内にて販売

日本文学演習（２年）Ａ き 木村愛美 2 金5 春期 教科書 6228 春琴抄　改版(新潮文庫)    新潮社 407 明大マート2階書店レジ内にて販売

地域統計学Ⅰ・Ⅱ こ 小泉諒 1 月1 通年 教科書 6234 フリーＧＩＳソフトＭＡＮＤＡＲＡ１０入門 古今書院 2,640

人間と情報Ⅰ こ 小久保秀之 1,2,3,4 金2 春期 参考書 6235 進化心理学入門 新曜社 2,090

人間と情報Ⅰ こ 小久保秀之 1,2,3,4 金2 春期 参考書 6236 安心社会から信頼社会へ（中公新書） 中央公論新社 836

日本語音声学 さ 齋藤孝滋 火5 春期 教科書 6241 増補改訂版 地域言語調査研究法 DTP出版 2,640

文芸メディア演習A・B さ 佐伯和香子 2 水4 通年 教科書 6242 御伽草子 上(岩波文庫) 岩波書店 858 明大マート2階書店レジ内にて販売

文芸メディア演習A・B さ 佐伯和香子 2 水4 通年 教科書 6243 御伽草子 下(岩波文庫) 岩波書店 924 明大ナート2階書店レジ内にて販売

文芸メディア演習A・B さ 佐伯和香子 2 水4 通年 教科書 6244 変体仮名の手引 改訂増補 武蔵野書院 660 明大マート2階書店レジ内にて販売

哲学プラクティスⅠ さ 坂本邦暢 2 15 水3 通年 教科書 6245 ゼロからはじめる哲学対話    ひつじ書房  2,420

基礎演習(哲学)A さ 坂本邦暢 1 15 金2 春期 教科書 6246 論文の教室 新版（NHKブックス） ＮＨＫ出版   1,320 明大マート2階書店レジ内にて販売

考古学概論ⅠA・B さ 佐々木憲一 1 水4 春秋 教科書 6247 はじめて学ぶ考古学 有斐閣 2,420

心理的アセスメント た 高瀬由嗣 2 木3 春期 教科書 6250 心理アセスメントの理論と実践 岩崎学術出版社 3,960

基礎演習(日本文学)A・B た 竹内栄美子 1 1 水5 春秋 教科書 6253 地獄変／邪宗門／好色／藪の中 改版（岩波文庫）  岩波書店 704 明大マート2階書店レジ内にて販売

基礎演習(日本文学)A・B た 竹内栄美子 1 1 水5 春秋 参考書 6254 芥川龍之介ハンドブック     鼎書房 1,980 明大マート2階書店レジ内にて販売

日本文学演習(2年) た 竹内栄美子 2 1 水4 春期 教科書 6255 日本近代短篇小説選 昭和篇 1（岩波文庫）  岩波書店 935 明大マート2階書店レジ内にて販売

米文学史A・B た 竹内理矢 水4 教科書 6256 深まりゆくアメリカ文学-源流と展開 ミネルヴァ書房  3,080

心理社会研究基礎演習ⅠA な 内藤朝雄 1 木6 春期 教科書 6257 最新版大学生のためのレポート・論文術（講談社現代新書） 講談社 880 明大マート2階書店レジ内にて販売

心理社会研究基礎演習ⅠA な 内藤朝雄 1 火3 春期 教科書 6258 善と悪のパラドックス  ＮＴＴ出版  5,390 明大マート2階書店レジ内にて販売

ウェルネスライフ論 に 濁川孝志 金1 春秋 教科書 6263 星野道夫 永遠の祈り   でくのぼう出版 1,540

英米文学演習 に 西尾洋子 2 月3 春秋 教科書 6264 The Tempest,3rd ed.(Cambridge School Shakespeare) Cambridge U.P. 1,969 明大マート2階書店レジ内にて販売

東洋思想史A は 林文孝 木5 春期 教科書 6268 中国思想基本用語集 ミネルヴァ書房 2,750

国語学ⅠA ほ 許哲 金3 春期 教科書 6270 図解日本語 三省堂 2,200

フランス語圏の歴史 ま 前田更子 1,2 金2 春期 教科書 6272 新しく学ぶフランス史 ミネルヴァ書房 3,080

演劇学演習 ま 松本祐子 2 月2 春期 教科書 6273 戦禍に生きた演劇人たち(講談社文庫)  講談社 990 明大マート2階書店レジ内にて販売 

演劇学演習 ま 松本祐子 2 月2 春期 教科書 6274 三人姉妹　四幕のドラマ(ロシア名作ライブラリー) 群像社 1,100 明大マート2階書店レジ内にて販売 

日本文化史A ま 松山恵 1,2 水3 春期 教科書 6276 都市空間の明治維新(ちくま新書） 筑摩書房 968

こころの科学A も 諸富祥彦 1 金2 春期 教科書 6278 「子どもにどう言えばいいか」わからない時に読む本 青春出版社  1,540

演劇学演習(2年)A や 矢内賢二 2 火2 春期 教科書 6280 冥途の飛脚/女殺油地獄  笠間書院 858 明大マート2階書店レジ内にて販売

基礎演習(日本文学)A・B や 山崎健司 1 1 火5 春期 教科書 6282 萬葉集 本文篇　補訂版 塙書房 2,310 明大マート2階書店レジ内にて販売

日本文学講義ⅠA や 山崎健司 1,2 火4 春期 教科書 6286 萬葉集 本文篇　補訂版 塙書房 2,310

日本文学講義ⅠA や 山崎健司 1,2 火4 春期 教科書 6287 万葉事始  和泉書院 770

基礎演習 ゆ 湯淺幸代 1 木1 春期 教科書 6288 枕草子(岩波文庫)  岩波書店 1,111 明大マート2階書店レジ内にて販売

日本文学講義ⅠA ゆ 湯淺幸代 1,2 木3 春期 教科書 6292 竹取物語 現代語訳付き　新版(角川ソフィア文庫)   角川書店 704

英米文学演習（2年）A・B よ 吉村由佳 2 月3 通年 教科書 6294 英語の意味（テイクオフ英語学シリ－ズ3） 大修館書店 1,760 明大マート２階書店レジ内にて販売

米文学講読Ａ あ 秋山義典 火1 教科書 6301 Contemporary American Short Stories /最新アメリカ短編集 成美堂 1,430

文献講読A(ゼミ) さ 酒井晃 2 水2 春期 教科書 6302 日本の近現代史をどう見るか(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 

文献講読A(ゼミ) さ 酒井晃 2 水2 春期 教科書 6303 感染症と文明 (岩波新書） 岩波書店 792 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。 ↓

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


