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※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

中国語 初級中国語ⅠⅡⅢⅣ あ(複数講師) 教科書 2003 理香と王麗 話す中国語 2 朝日出版社 2,700
必ず大学の三省堂で購入するように(他で購入すると練習問題の冊子がついていません）

ドイツ語 中級ドイツ語Ⅰ・Ⅱ 荒川宗晴 2 5 木2 春秋 教科書 2007 Deutsch Deutsche Deutschland  /グレードアップドイツ語 新訂増補版 郁文堂  2,500

ドイツ語 初級ドイツ語(再履修) 荒川宗晴 2 木1 春秋 教科書 2008 9 Stadte +Ⅰ  /魅力あふれるドイツの町 朝日出版社 2,400

スペイン語 初級スペイン語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ･Ⅳ(再履修) 井関睦美 2,3,4 木5 春秋 教科書 2016 超入門スペイン語   大学書林 2,500

スペイン語 初級スペイン語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ･Ⅳ(再履修) 井関睦美 2,3,4 木5 春秋 教科書 2017 スペイン語文法項目別ドリル問題集 改訂増補版  朝日出版社 900

フランス語 中級フランス語Ⅰ・Ⅱ 江島宏隆 2 月2 春秋 教科書 2031 A la page -actualites francaises -2021  /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Ⅲ・Ⅳ 江島宏隆 特設 月1 春秋 教科書 2032 Larc-en-ciel  /ラルカンスィエル 三訂版 第三書房 2,400

英語 英語Ⅰ（口語英語） 大山中勝 1 14 水1 秋期 教科書 2043
Real-time JApan in Basic English  /ニッポンの魅力を伝えよう！基本文法から発信へ    朝日出版社  1,700

英語 英語Ⅰ（英語講読） 大山中勝 1 19 水2 秋期 教科書 2044 Think smart  /課題解決力を鍛える英語演習    金星堂 1,900

英語 口語英語Ⅰ・Ⅱ 小笠原清香 2 火1 教科書 2052 Notting Hill  /『ノッティングヒルの恋人』名作映画完全セリフ集 フォ－イン 1,600

英語 口語英語Ⅰ・Ⅱ 小笠原清香 1 金1 教科書 2053 『プラダを着た悪魔』名作映画完全セリフ音声集 再改訂版 フォーイン 1,600

ドイツ語 初級ドイツ語(再履修) 小川泰生 2 月5 春秋 教科書 2060 Deutsche Grammatik von A bis Z  /ドイツ文法ガイドＡ－Ｚ　改訂版 同学社 2,100

ドイツ語 初級ドイツ語Ⅰ・Ⅱ 長田浩 1 2 月1 春秋 教科書 2061 魔法使いのつぶやき 同学社 2,300

ドイツ語 初級ドイツ語Ⅰ・Ⅱ 長田浩 1 2 月1 春秋 教科書 2062 ベーシッククラウン独和・和独辞典小型版   三省堂 2,300

ドイツ語 初級ドイツ語Ⅰ・Ⅱ 長田浩 1 2 月1 春秋 教科書 2063 クラウンドイツ語単語１６００ 独検対応 三省堂 2,200

ドイツ語 初級ドイツ語Ⅰ・Ⅱ 長田浩 1 1 月2 春秋 教科書 2064 魔法使いのつぶやき 同学社 2,300

ドイツ語 初級ドイツ語Ⅰ・Ⅱ 長田浩 1 1 月2 春秋 教科書 2065 ベーシッククラウン独和・和独辞典小型版   三省堂 2,300

ドイツ語 初級ドイツ語Ⅰ・Ⅱ 長田浩 1 1 月2 春秋 教科書 2066 クラウンドイツ語単語１６００ 独検対応 三省堂 2,200

英語 口語英語 倉光紀子 1 10 水1 春秋 教科書 2088 Seeing the World through the News 5  /映像で学ぶイギリス公共放送の英語5 金星堂 2,500

英語 口語英語 倉光紀子 1 10 水1 春秋 教科書 2089 ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴ必修単熟語チェック ６５０点レベル  音羽書房鶴見書店  1,000

英語 口語英語 倉光紀子 2 21 水2 春秋 教科書 2090 Seeing the World through the News 5  /映像で学ぶイギリス公共放送の英語5 金星堂 2,500

英語 口語英語 倉光紀子 2 21 水2 春秋 教科書 2091 ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴ必修単熟語チェック ６５０点レベル  音羽書房鶴見書店  1,000

英語 英語講読 倉光紀子 2 13 水3 春秋 教科書 2092 Knowledge in the Making  /変容する世界を読み解く    成美堂  1,800

英語 英語講読 倉光紀子 2 13 水3 春秋 教科書 2093 ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴ必修単熟語チェック ６５０点レベル  音羽書房鶴見書店  1,000

ドイツ語 中級ドイツ語 小松真帆 2 月3 春秋 教科書 2100 Allerlei Wien/ウィーン万華鏡 三修社  2,000

ドイツ語 初級ドイツ語 小松真帆 1 4 月2 春秋 教科書 2101 クヴェレ・ドイツ文法 新訂版 同学社 2,200

英語 口語英語Ⅱ 杉本文四郎 1 水1 秋期 教科書 2117 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 2,700

英語 口語英語Ⅱ 杉本文四郎 2 水2 秋期 教科書 2118 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 2,700

英語 口語英語 鈴木美穂 1 水1 教科書 2121
NorthStar Listening and Speaking2:Student Book with Mobile App & Resources,5th ed. Pearson 3,300

英語 英語講読 鈴木美穂 1 火2 教科書 2123 21st Century Reading 2:Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 2,900

中国語 中国語（再履修） 関山度 月5 通年 教科書 2125 中国語カレッジ     郁文堂  2,500

フランス語 中級フランス語（フランス文学を読む） 高遠弘美 木3 教科書 2126 Le Petit Prince Gallimard 1,360

フランス語 初級フランス語 高遠弘美 木2 教科書 2127 ル・フランセ  新版  白水社 1,750

英語 口語英語 田尻歩 2 25 水2 春秋 教科書 2130 Ready to Present:Student Book Cengage Learning 2,700

英語 英語講読 田尻歩 2 12 水3 春秋 教科書 2131
BEGINNING POSTCOLONIALISM  /英語で読む現代世界の文化・社会・言語    英宝社 1,900

フランス語 初級フランス語Ⅰ・Ⅲ/Ⅱ・Ⅳ(再履修) 富塚真理子 月5 通年 教科書 2145 Les Bavards  /レ・バヴァール Hachette 2,500

中国語 中級中国語Ⅳ 中村達雄 2 16 木2 秋期 教科書 2151 ことばのしくみ 中国語読本Ⅱ 朝日出版社 1,800

中国語 初級中国語Ⅱ・Ⅳ(再履修) 中村達雄 水1 秋期 教科書 2154 大学生のための初級中国語２４回 改訂版 白帝社 2,400

中国語 初級中国語Ⅱ・Ⅳ(再履修) 中村達雄 水5 秋期 教科書 2155 日中いぶこみ広場 初級テキスト CD付 朝日出版社 2,500

英語 英語講読(1年)Ⅰ・Ⅱ 野地薫 1 25 火2 教科書 2157 Getting Ready to Change the World  /グローバル時代を生き抜く変革への視点 成美堂 1,900

英語 口語英語 長谷川秀子 1 春秋 教科書 2161 NHK NEWS LINE　１  /映像で学ぶNHK 英語ニュースが伝える日本1 金星堂  2,300

英語 口語英語 長谷川秀子 2 春秋 教科書 2162 NHK NEWS LINE　１  /映像で学ぶNHK 英語ニュースが伝える日本1 金星堂  2,300

英語 英語講読 長谷川秀子 2 春秋 教科書 2163 Both Sides Now  /オピニオンの相違から学ぶ英語  成美堂 1,900

スペイン語  初級スペイン語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ･Ⅳ(再履修) バリエントス 2,3,4 木1 春秋 教科書 2168
¡Ánimo con el español!   /アニモ・コン・エル・エスパニョ－ル スペイン語をはじめよう！  三修社 2,500

中国語 中国語(再履修) 藤井喜一郎 2 月1 通年 教科書 2181
即練！使える中国語 朝日出版社 2,400

フランス語 フランス語初級Ⅰ・Ⅱ 松原陽子 1 木2 教科書 2188
grammaire systematique du francais  /システマティックフランス語文法 5訂版 早美出版社 2,300

フランス語 中級フランス語Ⅲ・Ⅳ 松原陽子 2 木3 教科書 2189 Paris-Bourgogne  /パリ-ブルゴーニュ－フランスの世界遺産と食文化を巡る旅2 朝日出版社 2,500

中国語 初級中国語プラスワン 葉紅 1 月3 秋期 教科書 2198 本気でトライ！中国語    駿河台出版社 2,200

中国語 中級中国語(スポーツ) 羅奇祥 2 月4 春秋 教科書 2205 初めての中国語 実用編 駿河台出版社 2,300

中国語 中級中国語Ⅰ・Ⅱ 羅奇祥 2 月2 春秋 教科書 2206 初めての中国語 実用編 駿河台出版社 2,300

中国語 中級中国語Ⅰ・Ⅱ 羅奇祥 2 月3 春秋 教科書 2207 初めての中国語 実用編 駿河台出版社 2,300

中国語 中級中国語Ⅰ・Ⅱ 李旭 2 20 火3 教科書 2208 大学生のための現代中国12話 4 白帝社 2,500

中国語 初級中国語(スポーツ） 李旭 月1 教科書 2209 初めての中国語コミュニケ－ション 改訂版 同学社 2,100

英語 口語英語Ⅰ 鷲尾郁 1 18 金1 春秋 教科書 2214 AFP World News REport 5  /ＡＦＰニュースで見る世界 5 成美堂  2,500

英語 英語講読Ⅰ 鷲尾郁 2 11 水3 春秋 教科書 2215 Reading Explorer 4:Student book Text Only,3rd ed. Cengage Learning 2,750

英語 英語講読Ⅰ 鷲尾郁 1 6 金2 春秋 教科書 2216
Reading Explorer 4:Student book Text Only,3rd ed. Cengage Learning 2,750

英語 英語講読Ⅰ 鷲尾郁 2 4 金3 春秋 教科書 2217 Reading Explorer 4:Student book Text Only,3rd ed.  Cengage Learning 2,750

ドイツ語 中級ドイツ語 プラスワン 渡辺徳美 2 月2 春秋 教科書 2220
Grammatik aktiv:Ueben-Hoeren-Sprechen. A1-B1 Cornelsen 3,580

ドイツ語 初級ドイツ語Ⅰ 渡辺徳美 1 1-６ 春秋 参考書 2221 しっかり身につくドイツ語トレ－ニングブック ベレ出版 2,600

ドイツ語 初級ドイツ語Ⅰ・Ⅱ 渡辺徳美 1 3 木2 春秋 教科書 2222
Lichthof  /リヒトホーフ 初級ドイツ語文法 朝日出版社 2,300 『アクセス独和辞典 第4版』と一緒に購入すること

ドイツ語 初級ドイツ語Ⅰ・Ⅱ 渡辺徳美 1 3 木2 春秋 教科書 2223
アクセス独和辞典 第4版 三修社 4,200 『Lichthof/リヒトホーフ 初級ドイツ語文法』と一緒に購入すること

ドイツ語 初級ドイツ語（再履修） 渡辺幸子 2 金1 通年 教科書 2225 Komm doch mit nach Deutschland!  /新・行ってみたいなドイツ 郁文堂 2,500

文章表現 複数担当 1 全 教科書 2228 実践文章表現     明治書院 2,000

生命科学A・B 浅賀宏昭 1,2 全 火1,火2 通年 教科書 2230 ＺＥＲＯからの生命科学  改訂４版   南山堂 2,400

地理学Ｂ 飯塚遼 1,2 金4,金5 秋期 教科書 2231 観光地誌学 二宮書店 2,700

憲法A・B 江藤英樹 1,2,3,4 水3 通年 教科書 2234 図録日本国憲法   弘文堂 2,300

経営学総論B 風間信隆 1,2 全 金3,金4 秋期 教科書 2237 よくわかるコーポレート・ガバナンス ミネルヴァ書房 2,600

論理学A・B 金子裕介 水2 教科書 2238 文系のための記号論理入門 朝倉書店 3,200

総合学際演習 北田葉子 2 木5 秋期 教科書 2240 大学で学ぶ西洋史「近現代」   ミネルヴァ書房 2,800

心理学Ｂ 佐々木美加 1,2 水5,木3 秋期 教科書 2248 交渉の心理学    ナカニシヤ出版 2,000

日本文化史A・B 清水克行 1,2 月5,木3 春秋 教科書 2250 現代を生きる日本史 岩波書店 2,300

※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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哲学B 清水真木 1,2,3,4 全 月1,月2 秋期 教科書 2252 方法序説（岩波文庫） 岩波書店 520

商業総論A・B 庄司真人 1,2 月4 春秋 教科書 2254 ベーシック流通論 同文舘出版 2,500

貿易総論Ｂ 鈴木仁里 1,2 水4 秋期 教科書 2257 貿易入門　世界と日本が見えてくる        大月書店  2,300

商業総論B 竹村正明 1,2,3,4 全 月4,月5,火1 秋期 教科書 2260 1からの流通論(第2版) 中央経済社 2,400

法学B 平松直登 1,2 秋期 教科書 2269 グラフィック憲法入門 第２版 新世社(サイエンス社) 2,250

言語学B 吉田浩美 1,2 全 月5 秋期 教科書 2277 言語学入門 研究社 1,800

簿記論A・B 渡邉智 1,2,3,4 火1,水3,水4,水5 通年 教科書 2279 検定簿記講義3級商業簿記  2021年度版 中央経済社 800

簿記論A・B 渡邉智 1,2,3,4 火1,水3,水4,水5 通年 教科書 2280 検定簿記ワークブック３級商業簿記 第７版      中央経済社 800

総合学際演習 渡辺徳美 2 木4 春秋 教科書 2281 Film Analysis映画分析入門 フィルムアート社 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。

総合学際演習 渡辺徳美 2 木4 春秋 教科書 2282 レポート・論文の書き方入門　第4版 慶応義塾大学出版会 1,000 ご注文にて承ります。10日ほどお時間をいただきます。

簿記額B 渡邉雅雄 秋期 教科書 2284
大原合格作戦シリーズ 「日商簿記1級 商業簿記・会計学Ⅱ(テキスト・問題集・解答集)」(3冊セット） 大原出版 2,000

英語 口語英語 鈴木美穂 2 火1 教科書 2286 Impact Issues3:Student Book with Online Code,3rd ed. Pearson 3,140

英語 口語英語 鈴木美穂 2 水2 教科書 2287 Impact Issues3:Student Book with Online Code,3rd ed. Pearson 3,140

フランス語 中級フランス語Ⅲ 高橋明美 2 木2 春秋 教科書 2288 Les parapluies de Cherbourg  /シェルブールの雨傘 白水社 1,600

フランス語 初級フランス語Ⅲ 高橋明美 2 木1 春秋 教科書 2289 Salut,tout facile!   /やさしいサリュ 改訂版 駿河台出版社 1,800

商学専門演習(2年) 藤井秀登 2 金4 春秋 教科書 2294 くわしく学ぶ世界遺産300 第4版 世界遺産アカデミ－ 2,000

会計学総論Ａ 梅原秀継 1, 2 火3 春秋 教科書 2296 サクッとうかる日商２級商業簿記テキスト ネットスク－ル 1,400

会計学総論Ａ 梅原秀継 1, 2 春秋 参考書 2297 サクッとうかる日商3級商業簿記テキスト 第２版 ネットスク－ル 1,200

会計学総論Ａ 梅原秀継 1, 2 春秋 参考書 2298 サクッとうかる日商２級商業簿記トレーニング ネットスク－ル 1,400

法学B 設楽浩吉 1 金2 春秋 教科書 2300 テキスト法学　第４版 大学教育出版 1,800

英語 口語英語（１年） 本間裕子 1 水1 春秋 教科書 2303 Pathways: Listening, Speaking and Critical Thinking 3, 2nd ed. Cengage 3,270

英語 口語英語（２年） 本間裕子 2 水2 春秋 教科書 2304 Ｔｏｐ Notch Level 3, 3rd ed. Cengage 2,760

英語 英語講読 本間裕子 2 水3 春秋 教科書 2305 Pathways: Reading, Writing and Critical Thinking 4, 2nd ed. Cengage 3,270

フランス語 初級フランス語Ⅲ ドナティ 月1 教科書 2306 Maestro 1 朝日出版社 2,700

フランス語 フランス語会話ⅠA ドナティ 月2 教科書 2307 Maestro 1 朝日出版社 2,700

フランス語 初級フランス語Ⅲ ドナティ 金2 教科書 2308 Maestro 1 朝日出版社 2,700

中国語 中級中国語 孫国震 月2 教科書 2309 知っておきたい中国事情 改訂版 白水社 2,200

中国語 中級中国語Ⅲ 本田親史 月2, 月3 教科書 2311 カレント中国 朝日出版社 2,300

商学専門演習 山田知明 教科書 2315 Pythonによる経済・経営分析のためのデータサイエンス 東京図書 3,200

英語 上級英語Ⅱ 小泉勇人 1,2,3,4 火2 秋期 教科書 2316
Never Let Me Go: With GCSE and A Level study guide(Faber Educational Editions) Faber & Faber 2,380

ドイツ語 初級ドイツ語プラスワン 渡辺徳美 秋期 教科書 2317
Begegnungen Deutsch als Fremdsprache A1+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch+2CD's Schubert Leipzig 4,850

経済学B 水野勝之 秋期 教科書 2318 イノベーションの未来予想図　―専門家40名が考察する20年後― 創成社 2,000 必須教科書 9月末刊行予定

経済学B 楠本眞司 秋期 教科書 2319
イノベーションの未来予想図　―専門家40名が考察する20年後― 創成社 2,000 9月末刊行予定 ※読めば加算点本

経済学B 水野勝之 秋期 教科書 2320
ソフト経済小説で読む超高齢化社会 晃洋書房 2,200 課題図書　必須

経済学B 楠本眞司 秋期 教科書 2321 ソフト経済小説で読む超高齢化社会 晃洋書房 2,200 課題図書　必須

水野ゼミ 水野勝之 秋期 教科書 2322 新行動経済学読本 明治大学出版会 11月刊行予定

総合学際演習 清水真木 2 秋期 教科書 2323 知性改善論 改版(岩波文庫) 岩波書店 520 9/22より使用予定


