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2021年度 秋期 明 治 大 学　教科書リスト 法学部

※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 本体価格 備考

フランス語 相田淑子 1 9 木4 教科書 1000
La Grammaire Active du Français  /グラメール・アクティーヴ　三訂版  文法で複言語・複文化 朝日出版社  2,500

ドイツ語  初級ドイツ語AⅠ・Ⅱ（再履修） 飯沼隆一 2 火5 春秋 教科書 1003 シュリット・フュア・シュリット　三訂版  /たくさん練習して学ぶドイツ語 三修社 2,500

スペイン語 初級スペイン語ＡⅠ・Ⅱ 石原セルヒオナバロ 火3 教科書 1013 ¡Acción! Tercera edición  /アクシオン！ 三訂版 白水社 2,200

スペイン語 初級スペイン語ＡⅠ・Ⅱ 石原セルヒオナバロ 火4 教科書 1014 ¡Acción! Tercera edición  /アクシオン！ 三訂版 白水社 2,200

フランス語 特別フランス語ＡⅡ 一丸禎子 1 水2 秋期 教科書 1016 Inspire 2   Livre de l'élève + audio/vidéo + Parcours digital    Hachette 3,600

フランス語 初級フランス語Ａ 岩野卓司 1 8 火4 春秋 教科書 1017 Amicalement plus  /アミカルマン〈プリュス〉 駿河台出版社  2,300

フランス語 初級フランス語Ａ・Ｂ（再履修） 岩野卓司 火5 春秋 教科書 1018 Partir pour Paris / 新はじめてのパリ－映像付き     朝日出版社 2,500 初級フランス語Ａ（再履修）と初級フランス語Ａ・Ｂ混合クラス

英語 EnglishAⅡ 上村威 1 水1 秋期 教科書 1024 Q:Skills for Success：Listening and Speaking 2,3rd ed. Oxford U.P. 3,300

英語 EnglishCⅡ 上村威 2 水4 秋期 教科書 1026 Q：Skills for Success: Reading and Writing 2,3rd ed. Oxford U.P. 3,300

英語 English 岡留聡子 2 金3 教科書 1031 English through the News Media 2021ed.  /ニュースメディアの英語 2021年度版 朝日出版社 1,700

英語 EnglishA 岡留聡子 1 金1 教科書 1032 British News Update3  /映像で学ぶイギリス公共放送の最新ニュース3 金星堂 2,700

英語 EnglishB 岡留聡子 1 金2 教科書 1033 Eat the World Alive  /世界の今に切り込む 成美堂 1,800

英語 EnglishＡⅠ・Ⅱ(再履修) 尾関裕子 1,2,3,4 水5 春秋 教科書 1035 Strategic Reading Level 1,2nd ed. Cambridge U.P. 2,750

中国語 中級中国語AⅠ・Ⅱ 加藤徹 2 19 水1 春秋 教科書 1043 時事中国語の教科書 ２０２１年度版 朝日出版社 1,900

中国語 初級中国語AⅠ・Ⅱ 加藤徹 1 14 月4 春秋 教科書 1044 あなたが主役 演じる入門中国語 朝日出版社 2,300

フランス語  中級フランス語AⅠ・Ⅱ 河村清文 2 6 金4 春秋 教科書 1051 Variétés françaises   /フランスさまざま 朝日出版社 1,800

フランス語  中級フランス語BⅠ・Ⅱ 河村清文 2 9 月1 春秋 教科書 1052 Variétés françaises   /フランスさまざま 朝日出版社 1,800

フランス語  初級フランス語A・BⅠ(再履修) 河村清文 1,2 金5 秋期 教科書 1053 Grammaire Francaise de Base  /新・フランス語文法の〈基礎〉二訂版 駿河台出版社 2,200

フランス語 初級フランス語AⅡ(再履修) 黒川学 2,3,4 月5 春秋 教科書 1068 Amicalement plus  /アミカルマン〈プリュス〉 駿河台出版社  2,300

中国語 中級中国語AⅠ・BⅠ 黄漢青 火1,火2 春秋 教科書 1071 大学生のための中級中国語20回 白帝社 2,400

英語 EnglishCⅡ 斎藤寿葉 2 火2 秋期 教科書 1078 Ｉｎｂｏｕｎｄ／Ｏｕｔｂｏｕｎｄ　Ｊａｐａｎ 金星堂 1,900

ドイツ語 中級ドイツ語AⅠ 清水薫 2 水4 教科書 1089 Lesebuch Deutsch Neue, verbesserte Auflage  /ドイツ語を読む 改訂版 朝日出版社 2,200

英語 EnglishＢ 鈴木哲也 金6 教科書 1092 Q：Skills for Success: Reading and Writing 1,3rd ed. Oxford U.P. 3,300 オンライン授業

英語 EnglishCⅠ・Ⅱ 鈴木理枝 2 水3 春秋 教科書 1094
Communicate in English with The Devil Wears Prada   /『プラダを着た悪魔』で学ぶコミュニケーション英語   松柏社 2,200

英語 English(再履修) 高橋明子 2 月5 春秋 教科書 1101 ６００点を目指すＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　ＴＥＳＴへのストラテジー 成美堂 2,000

英語 English(再履修) 高橋明子 1 月5 秋期 教科書 1102 ６００点を目指すＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　ＴＥＳＴへのストラテジー 成美堂 2,000

フランス語 中級フランス語 立花史 金3 教科書 1106 Societes et clutures francophones  /フランス語圏の社会と文化 駿河台出版社 1,800

英語 English AⅠ・Ⅱ 辻岡宏子 1 月2,月3 教科書 1111
A Shorter Course in Expressions for Everyday Actions  /５分間日常動作を表す英語表現 南雲堂 700

英語 English AⅠ・Ⅱ 辻岡宏子 1 月2,月3 教科書 1112 Live Escalate Book 2: Trekking  /ﾗｲﾌﾞ ｴｽｶﾚ-ﾄ 成美堂 2,500

英語 English CⅡ 辻岡宏子 2 月4 秋期 教科書 1114 Q:Skills for Success：Reading & Writing2,3rd ed., with Online Practice. Oxford U.P. 3,300

英語 English SeminarAⅠ・Ⅱ 辻岡宏子 2 月1 教科書 1115 Q:Skills for Success：Reading & Writing1,3rd ed., with Online Practice. Oxford U.P. 3,300

英語 English SeminarAⅠ・Ⅱ 辻岡宏子 2 月1 教科書 1116
プロジェクト学習で始めるアクティブラーニング入門 改訂版 コロナ社 1,900

英語 English Seminar 西尾洋子 2 春秋 教科書 1122 The Tempest,3rd ed.(Cambridge School Shakespeare) Cambridge U.P. 1,790

英語 EnglishA 西尾洋子 1 火1 春秋 教科書 1123  British News Update 3  /英像で学ぶイギリス公共放送の最新ニュース　3 金星堂 2,700

英語 EnglishC 西尾洋子 2 火2,火3 春秋 教科書 1124
English for the Global Age with CNN, Vol. 22   /CNN：ﾋﾞﾃﾞｵで見る世界のﾆｭｰｽ　Vol.22 朝日出版社  1,900

中国語 中級中国語ＡⅠ 平井徹 2 17 水4 春秋 教科書 1142 会話時間     白帝社  2,400

スペイン語 中級スペイン語AⅠ・Ⅱ 松井賢治 2 火2 春秋 教科書 1148
iVamos de fi esta!  /フィエスタ！ フィエスタ！ー解きながら読むスペイン語圏の12ケ月 朝日出版社 2,300

スペイン語 中級スペイン語AⅠ・Ⅱ 松井賢治 2 火3 春秋 教科書 1149
iVamos de fi esta!  /フィエスタ！ フィエスタ！ー解きながら読むスペイン語圏の12ケ月 朝日出版社 2,300

スペイン語 中級スペイン語BⅠ・Ⅱ 松井賢治 2 金2 春秋 教科書 1150
Cielito lindo －Curso intermedio de españ－  /シェリト リンドー　スペイン語中級導入教材・エスペランサソフト版  同学社 2,400

スペイン語 初級スペイン語BⅠ・Ⅱ 松井賢治 1 金3 春秋 教科書 1151
Espanol en Imagen  /イメージ・スペイン語 朝日出版社 2,500

スペイン語 初級スペイン語A・B(再履修） 松浦芳枝 水5 通年 教科書 1154
Mi gramática  /文法からいくスペイン語 朝日出版社 2,200

英語 English BⅠ マリッカール 1 水3 教科書 1159 Law in Japan, Law in the World  /英語で学ぶ日本の法、世界の法 朝日出版社  1,900

英語 English BⅠ マリッカール 1 水4 教科書 1160 Law in Japan, Law in the World  /英語で学ぶ日本の法、世界の法 朝日出版社  1,900

英語 English CⅠ マリッカール 2 水1 教科書 1161 Law in Japan, Law in the World  /英語で学ぶ日本の法、世界の法 朝日出版社  1,900

英語 English CⅠ マリッカール 2 水2 教科書 1162 Law in Japan, Law in the World  /英語で学ぶ日本の法、世界の法 朝日出版社  1,900

スペイン語 スペイン語実践Ⅰ・Ⅱ モラレス 月2 春秋 教科書 1164 Diverso1: Libro del alumno + Cuaderno de ejercicios SGEL 4,100

英語 EnglishAⅡ(スポーツ） 安田努 1 金5 秋期 教科書 1172 Travel English at Your Fingertips,Revised ed.   /実用観光英語 改訂新版 成美堂 1,900

英語 EnglishAⅡ(再履修) 安田努 2 木4 秋期 教科書 1173 Shaping Modern Japan Cengage Learning 1,900

英語 EnglishBⅠ・Ⅱ 安田努 1 木4 春秋 教科書 1174 History on Trial  /裁判の歴史 南雲堂 1,900

英語 EnglishBⅠ・Ⅱ 安田努 1 金4 春秋 教科書 1175 History on Trial  /裁判の歴史 南雲堂 1,900

英語  Writing AⅠ・Ⅱ 山内亜美 2 火4 春秋 教科書 1176 Writing Together  /基礎から書く英文パラグラフ 金星堂 1,950

フランス語  資格フランス語A 吉川佳英子 金3 春秋 教科書 1179 A la page -actualites francaises -2021   /時事フランス語 2021年度版 朝日出版社 1,900

中国語 初級中国語A・B(再履修） 劉渇氷 火5 春秋 教科書 1185
中国語を学ぶ学生たち 光生館 2,400

中国語 初級中国語A・B(再履修） 劉渇氷 月5 春秋 教科書 1186 半声を取り入れた中国語耳留学    同学社 2,400

フランス語 中級フランス語 渡辺響子 2 6 火1 春秋 教科書 1192
À la page 2021 – variétés françaises －   /時事フランス語 ２０２１年度版 朝日出版社 1,900

フランス語 初級フランス語Ｂ 渡辺響子 1 6 火2 春秋 教科書 1194 Dis-moi tout !  /ぜんぶ話して！［改訂版］ 白水社  2,600

生命と人間Ⅰ・Ⅱ 浅賀宏昭 1,2 全 火1,火2 通年 教科書 1201
ＺＥＲＯからの生命科学 改訂4版 南山堂 2,400

民法(債権)Ⅰ・Ⅱ 有賀恵美子 2 火1 通年 教科書 1203 民法3 債権総論 第4版(有斐閣Sシリーズ)  有斐閣 1,900

相続法Ⅱ 石井美智子 2 秋期 参考書 1205
民法判例百選Ⅲ 第2版　親族・相続　(別冊ジュリスト)   有斐閣 2,200

親族法Ⅱ 石井美智子 2 秋期 教科書 1207 親族・相続法（弘文堂nomika ）第3版 弘文堂 4,100

日本史概論 伊勢弘志 1,2,3,4 木3 秋期 教科書 1208 明日のための近代史 芙蓉書房出版 2,200 資格課程科目

科学と技術の歴史Ⅱ 稲葉肇 1 木5 秋期 教科書 1210 科学の社会史(ちくま学芸文庫) 筑摩書房 1,300

科学と技術の歴史Ⅱ 稲葉肇 2 木5 秋期 教科書 1211 科学の社会史(ちくま学芸文庫) 筑摩書房 1,300

司法演習Ⅰ・Ⅱ(商法） 受川環大 2 火2 春秋 教科書 1216 会社法 第5版(LEGAL QUEST) 有斐閣 2,900 ご注文にて承ります。10日ほどお時間をいただきます。

司法演習Ⅰ・Ⅱ(商法） 受川環大 2 火2 春秋 教科書 1217 会社法判例百選 第3版(別冊ジュリスト) 有斐閣 2,400 ご注文にて承ります。10日ほどお時間をいただきます。

刑法各論 内田幸隆 2 水3 通年 教科書 1218 刑法各論講義 第5版 成文堂 3,500

刑法総論 内田幸隆 1 水2 通年 教科書 1221 刑法総論（有斐閣ストゥディア） 有斐閣 2,000

憲法(統治)Ⅱ 江島晶子 2 金2 秋期 教科書 1224 憲法 第７版 岩波書店  3,200

憲法(人権)Ⅰ・Ⅱ 江藤英樹 1 水1 通年 教科書 1225 憲法 第7版 岩波書店 3,200

憲法(人権)Ⅰ・Ⅱ 江藤英樹 1,2 水1 教科書 1226 新憲法判例特選 第3版 敬文堂 3,000

憲法(統治)Ⅰ・Ⅱ 江藤英樹 2 水2 通年 教科書 1227 憲法 第7版 岩波書店 3,200

※書籍・辞書は10％値引します。
※本体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。
※参考書は講義に必須ではありません。返品出来ないので本当に必要かどうか考えてからご購入ください。
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憲法(統治)Ⅰ・Ⅱ 江藤英樹 1,2 水2 教科書 1228 新憲法判例特選 第3版 敬文堂 3,000

憲法(人権)Ⅰ・Ⅱ 大津浩 1 水3 春秋 教科書 1229 新憲法四重奏　第二版    有信堂高文社 3,000

憲法(統治)Ⅰ・Ⅱ 大津浩 2 水4 春秋 教科書 1230 新憲法四重奏　第二版    有信堂高文社 3,000 昨年度「憲法(人権)」受講者で同じ教科書を持っている人は購入不要

会社法Ⅰ 柿崎環 2 金4 秋期 教科書 1231 最新基本会社法　第2版 中央経済社 4,200

比較法学Ⅰ・Ⅱ 佐藤智恵 水3 春秋 教科書 1235 比較法 三省堂 2,800

政治学Ⅰ・Ⅱ 清水聡 1,2 月1 春秋 教科書 1236 国際政治論:グローバリゼーションと日本政治外交 DTP出版 2,500

社会学Ⅰ・Ⅱ 鍾家新 1,2 水3 春秋 教科書 1237 社会凝集力の日中比較社会学 ミネルヴァ書房 3,500

歴史学Ⅱ 陶安あんど 水1 春秋 教科書 1239 中国史 下(岩波文庫) 岩波書店 1,130

自由講座 高島和哉 1,2,3,4 水2 通年 教科書 1244 これからの「正義」の話をしよう （ハヤカワ文庫） 早川書房 900

 アカデミックライティング 田中ひかる 金3 秋期 教科書 1245 大学生のための論文・レポートの論理的な書き方  研究社 1,300

社会思想史Ⅰ・Ⅱ 田中ひかる 木2 春秋 教科書 1247 社会運動のグローバル・ヒストリー ミネルヴァ書房 3,000

自由講座 田中ひかる 金5 春秋 教科書 1248 脱資本主義宣言 新潮社 1,200

司法演習 辻雄一郎 月3 参考書 1249 公務員試験新スーパー過去問ゼミ６　憲法 実務教育出版 1,800

憲法（人権） 辻雄一郎 1 月1 教科書 1250 公務員試験新スーパー過去問ゼミ６　憲法 実務教育出版 1,800

憲法（人権）Ⅰ・Ⅱ 辻雄一郎 1 月1 春秋 教科書 1251 憲法講義 第２版 日本評論社 3,800

憲法（統治）Ⅰ・Ⅱ 辻雄一郎 2 火4 春秋 教科書 1252 公務員試験新スーパー過去問ゼミ６　憲法 実務教育出版 1,800

憲法（統治）Ⅰ・Ⅱ 辻雄一郎 2 火4 春秋 教科書 1253 憲法講義 第２版 日本評論社 3,800

司法演習（民法）法曹 都筑満雄 2,3,4 通年 教科書 1255 民法判例百選Ⅰ 第８版　総則・物権（別冊ジュリスト） 有斐閣 2,200

司法演習（民法）法曹 都筑満雄 2,3,4 通年 教科書 1256 民法判例百選Ⅱ 第８版　債権（別冊ジュリスト） 有斐閣 2,300

民法（総則） 都筑満雄 1 通年 教科書 1257 民法Ⅰ総則 第4版（有斐閣Ｓシリーズ） 有斐閣 1,800

民法（債権総論）Ⅰ・Ⅱ 中村肇 2 月4 通年 参考書 1259 民法判例百選Ⅱ 第8版 債権(別冊ジュリスト) 有斐閣 2,300

民法（債権総論）Ⅱ 中村肇 2 月4 秋期 教科書 1261 債権法 債権総論・契約 日本評論社 3,700

刑法（各論）Ⅰ・Ⅱ 長谷川裕寿 2,3,4 金1 その他 教科書 1262 刑法各論 第3版 成文堂 4,500 『刑法各論講義 第5版』と好きな方を選択してください

刑法（各論）Ⅰ・Ⅱ 長谷川裕寿 2,3,4 金1 その他 教科書 1263 刑法各論講義 第5版 成文堂 3,500 『刑法各論 第3版』と好きな方を選択してください。

憲法(人権)Ⅰ・Ⅱ 廣澤明 1 月2 通年 教科書 1264 憲法 第7版 岩波書店 3,200

憲法(人権)Ⅰ・Ⅱ 廣澤明 1 月2 通年 教科書 1265 新憲法判例特選 第3版 敬文堂 3,000

国際法 水田周平 2,3,4 金5 通年 教科書 1266 国際条約集　2021年版 有斐閣 2,800 毎週使用

国際法 水田周平 2,3,4 金5 通年 教科書 1267 日本と世界の領土(帝国書院地理シリ－ズ)     帝国書院 3,000 春学期後半以降に使用

国際法 水田周平 2,3,4 金5 通年 教科書 1268 判例国際法  第３版      東信堂 3,900 ほぼ毎週使用

国際法 水田周平 2,3,4 金5 通年 参考書 1269 国際法判例百選　第2版(別冊ジュリスト)         有斐閣 2,476

日本近代法史Ⅱ 村上一博 1 金1 秋期 教科書 1280 日本近代家族法史論    法律文化社  2,900

日本近代法史Ⅱ 村上一博 1 金2 秋期 教科書 1281 日本近代家族法史論    法律文化社  2,900

ヨーロッパ文化A 吉川佳英子 金4 春秋 教科書 1282 現代フランス社会を知るための６２章     明石書店  2,000

ドイツ語 資格ドイツ語AⅠ・Ⅱ 須藤直子 2 不特定 月2 春秋 教科書 1287 Agenda 2  /アゲンダ 2　アクティブ・ラーニングのドイツ語 三修社 2,600 オンライン用クラス

英語 English AⅠ・Ⅱ 堀田秀吾 水1 春秋 教科書 1288 Japanese and Americans  /日本人とアメリカ人 朝日出版社 950

英語 English SeminarAⅠ・Ⅱ 堀田秀吾 水2,水5 春秋 教科書 1289
An Introduction to the Legal System of the United States  /アメリカ合衆国の法律入門 南雲堂 1,900

英語 EnglishBⅠ・Ⅱ 堀田秀吾 水3,水4 春秋 教科書 1290 Law in Japan,Law in the World  /英語で学ぶ日本の法、世界の法 朝日出版社 1,900

行政法A 下川環 2 木1 春秋 教科書 1295 行政判例百選Ⅰ （別冊ジュリスト） 第７版   有斐閣  2,300

行政法A 下川環 2 木1 春秋 教科書 1296 行政判例百選Ⅱ （別冊ジュリスト） 第７版   有斐閣  2,300

行政法A 下川環 2 木1 春秋 教科書 1297 行政法Ｖｉｓｕａｌ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ  第2版     有斐閣  2,500

英語 Ｍｅｄｉａ　ＥｎｇｌｉｓｈＡⅠ 戸嶋真弓 2 木3 春秋 教科書 1298
English through the News Media 2021ed.  /ニュースメディアの英語演習と解説 2021年度版 朝日出版社 1,700

英語 ＥｎｇｌｉｓｈＡⅠ 戸嶋真弓 1 木4 春秋 教科書 1299 おとなの基礎英語 Season6（NKHテレビ DVD BOOK) 主婦の友社 1,900

英語 ＥｎｇｌｉｓｈＡⅠ(再履修) 戸嶋真弓 1, 2, 3, 4 木6 春秋 教科書 1300 Mind Matters   /社会で役立つビジネス心理 南雲堂 1,900

ドイツ語 初級ドイツ語BI 須藤正美 1 4 火2 教科書 1302 ideal 例文で学ぶドイツ語文法 改訂版 朝日出版社 2,500

教育法Ⅰ・Ⅱ 廣澤明 2, 3, 4 土1 春秋 教科書 1304
ガイドブック教育法 新訂版 三省堂 2,800

教育法Ⅰ・Ⅱ 廣澤明 2, 3, 4 土1 春秋 教科書 1305 解説教育六法 2021 三省堂 2,700

ドイツ語 初級ドイツ語B オルランド 水3 教科書 1309 プリマ・プルス 朝日出版社 2,600

自由講座 関修
1,2,3,

4
火5 秋期 参考書 1314 隣の嵐くん 光文社 780

自由講座 関修
1,2,3,

4
火5 秋期 教科書 1313 「嵐」的、あまりに「嵐」的な サイゾ－ 1,500


