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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 中国語Ⅲ(クラス) 味岡美玲 2 26 火1 春秋 教科書 3011 知っておきたい中国事情 改訂版 白水社 2,200

中国語 中国語Ⅲ（選択） 味岡美玲 2 火2 春秋 教科書 3012 音読から始める中国語アイテム15  朝日出版社 2,300 発展ネイティヴ

スペイン語 スペイン語(選択) 有田美保 2 金4 春秋 教科書 3013 Brújula  /スペイン語学習の羅針盤 朝日出版社 2,200

中国語 中国語Ⅰ 石井理 1 25 火3 教科書 3020 ベーシック・チャイニーズ １（４技能対応）　     三修社 2,700

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ（スポーツ） 石井理 1 水3 教科書 3021 三文字エクササイズ中国語１２００     　     東方書店  1,800

中国語 中国語Ⅲ（スポーツ） 石井理 2 火2 教科書 3022 ベーシック・チャイニーズ 2（４技能対応）　     三修社 2,700

中国語 中国語Ⅱ 石井剛 1 12 水2 秋期 教科書 3024 現代漢語基礎 改訂版    白帝社 2,600 文法

中国語 中国語Ⅲ 石井剛 2 水1 秋期 教科書 3026 武漢日記  封鎖下６０日の魂の記録    河出書房新社  1,600 発展講読

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ（再履・初習） 石黒ひさこ 12 月2 教科書 3027 わくわくスタディ実学実用初級中国語   朝日出版社  2,300 再履・初習

中国語 中国語Ⅰ（文法） 石黒ひさこ 1 4 月1 教科書 3028 日中いぶこみ交差点　エッセンシャル版  朝日出版社 2,400 文法

中国語 中国語Ⅲ（クラス） 石黒ひさこ 2 4 月3 教科書 3029 Ｌｏｖｅ！上海2 初級－中級編 朝日出版社  2,400

英語 英語Ⅰ 石山徳子 水1 教科書 3031 Understanding Our New Challenges  /新しい世界の読み方 成美堂  1,900

英語 英語Ⅱ 伊藤晶子 2 水5 秋期 教科書 3042 New York Streets  /DVDで楽しむ『ニューヨーク街物語』 金星堂 2,300

英語 英語Ⅱ 伊藤晶子 2 火5 秋期 教科書 3043 Insights 2020  /世界を読むメディア英語入門2020 金星堂 1,900

スペイン語 スペイン語Ⅰ 内田兆史 水1 秋期 教科書 3047 Espiguita —primer curso de español—  /エスピギータ－実りのスペイン語 朝日出版社 2,300 第一週から毎回使用

スペイン語 スペイン語Ⅱ 内田兆史 火6 秋期 教科書 3048
Recorrido por el Patrimonio de la Humanidad en español  /世界遺産で学ぶスペイン語 朝日出版社  2,500 第一週から毎回使用

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 江崎隆哉 1 6 火2 教科書 3049 中国語ポイント４２ 白水社 2,100 文法

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 江崎隆哉 1 29 火1 教科書 3050 中国語ポイント４２ 白水社 2,100 文法

中国語 中国語Ⅲ（クラス） 江崎隆哉 2 6 木1 教科書 3051 ２冊めの中国語《講読クラス》 白水社 2,300

中国語 中国語Ⅲ（クラス） 江崎隆哉 2 12 木3 教科書 3052 ２冊めの中国語《講読クラス》 白水社 2,300

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ(文法) 大西陽子 1 23 木3 春秋 教科書 3056 日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版 朝日出版社  2,400 文法

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ(文法) 大西陽子 1 24 木4 春秋 教科書 3057 日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版 朝日出版社  2,400 文法

中国語 中国語Ⅲ(選択) 大西陽子 2 木5 春秋 教科書 3058 そうだったんだ!中国 慧眼看中国       金星堂 2,200 発展講読

英語 英語Ⅱ 奥井裕 2 選 木3 春秋 教科書 3061 Cosmopolitans  /コスモポリタン   金星堂  880

英語 英語Ⅱ 奥井裕 2 選 金2 春秋 教科書 3063 A Days Wait and other Charming Stories  /英米・傑作短篇集    金星堂  1,200

中国語 中国語Ⅲ（選択） 郭偉 2 水2 春秋 教科書 3068 大学生のための中級中国語２０回    白帝社 2,400 ネイティヴ

中国語 中国語Ⅲ（選択） 郭偉 2 水3 春秋 教科書 3069 上海を歩こう    金星堂 2,600 ネイティヴ

ドイツ語 ドイツ語Ⅰ(再履修) 兼子安弘 2 水1 通年 教科書 3071 ステップバイステップ15 東洋出版 1,900

中国語 中国語Ⅱ・Ⅰ（再履・初習） 河田聡美 2 21 木2 教科書 3075 しゃべっていいとも中国語    中西君と一緒に中国へ行こう！ 朝日出版社 2,300  再履・初習

中国語 中国語Ⅲ（クラス） 河田聡美 2 7 木1 教科書 3076
ビジュアル中国　初級から中級へ 朝日出版社 2,300

中国語 中国語Ⅲ（選択） 河田聡美 2 木3 教科書 3077 カレント中国 初級から中級へ 朝日出版社 2,300 講読

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 喬志航 1 22 月4 教科書 3080 シンプルチャイニーズ北京文法篇     朝日出版社 2,300 音声

中国語 中国語Ⅲ（選択） 喬志航 2 月3 教科書 3081 中国語スピ－キング沙龍     朝日出版社 2,200 ネイティヴ

フランス語 フランス語 久保みゆき 2 木1 教科書 3083 LE COLLIER  /初級～中級読み物ル・コリエ     朝日出版社  2,100

英語 英語Ⅰ 倉光紀子 1 8 火1 春秋 教科書 3090 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 英語Ⅰ 倉光紀子 1 8 火1 春秋 教科書 3091 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Ⅰ 倉光紀子 1 12 火2 春秋 教科書 3092 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 英語Ⅰ 倉光紀子 1 12 火2 春秋 教科書 3093
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Ⅰ 倉光紀子 1 30 火3 春秋 教科書 3094
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 英語Ⅰ 倉光紀子 1 30 火3 春秋 教科書 3095 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

フランス語 フランス語Ⅰ・Ⅱ 佐久間寛 火1,木2 教科書 3100 VAS-Y!  /ヴァズィ！ 改訂版 駿河台出版社 2,500

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 佐藤賢 火4 春秋 教科書 3101 中国語へのパスポ－ト（ＣＤ付）改訂版 朝日出版社 2,200

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 佐藤賢 2 月5 春秋 教科書 3102 ことばと文化“一挙両得”中級中国語  朝日出版社 2,200

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 佐藤賢 火5 春秋 教科書 3103 中国語へのパスポ－ト（ＣＤ付）改訂版 朝日出版社 2,200

英語 英語Ⅱ 佐藤信夫 2 月1 秋期 教科書 3106 Issues That Matter  /人類の未来と向き合うための１５章 金星堂 1,800

英語 英語Ⅱ 佐藤信夫 2 金1 秋期 教科書 3107 Inbound-Outbound Japan  /その先の日本へ 新しい日本の私たち 金星堂 1,900

英語 英語Ⅰ 高取康之 1 18 金 教科書 3110 Challenges of Global Enteprises  /海外メディアで読むグローバル企業の挑戦 金星堂 2,100

英語 英語Ⅰ 高取康之 1 3 金 教科書 3111 Challenges of Global Enteprises  /海外メディアで読むグローバル企業の挑戦 金星堂 2,100

英語 英語Ⅰ 高取康之 1 13 金 教科書 3112 Challenges of Global Enteprises  /海外メディアで読むグローバル企業の挑戦 金星堂 2,100

英語 英語Ⅰ(スポーツ) 高取康之 1,2 金 教科書 3113
Challenges of Global Enteprises  /海外メディアで読むグローバル企業の挑戦 金星堂 2,100

中国語 中国語Ⅲ（クラス） 高橋美千子 2 22 金3 教科書 3114 仲間で話そう中国語         朝日出版社  2,200

フランス語 フランス語Ⅱ 瀧川広子 1 21 水3 秋期 教科書 3116
Partir pour Paris /新はじめてのパリ－映像付き    朝日出版社  2,500 週2コマの授業で同じ1冊の教科書を使用します。

スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ(再履修) 武田和久 水4 通年 教科書 3119
Claro!  /クラロ！      第三書房 2,500

英語 ACEⅡ(Advanced) デヴェラ 金2 秋期 教科書 3124 Pathways3B:Reading Writing,and Critical Thinking,2nd ed. Cengage Learning 2,810

英語 ACEⅡ(Intermediate) デヴェラ 木3 春秋 教科書 3125
21st Century Reading 2:Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 2,900

英語 ACEⅢ(Advanced) デヴェラ 金4 秋期 参考書 3127 English at Work2 Cengage Learning 3,030 購入は任意

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 中本梅衣 1 24 金1 教科書 3131
初級中国語 花ばな 改訂版    朝日出版社 2,200 音声

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 中本梅衣 1 27 金2 教科書 3132 初級中国語 花ばな 改訂版    朝日出版社 2,200 音声

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ（音声） 花井みわ 1 25 金1 春秋 教科書 3143 大学生のための初級中国語２４回　改訂版 白帝社 2,400 音声

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ（音声） 花井みわ 1 29 金4 春秋 教科書 3144 大学生のための初級中国語２４回　改訂版 白帝社 2,400 音声

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ（音声） 花井みわ 1 23 月5 春秋 教科書 3145 大学生のための初級中国語２４回　改訂版 白帝社 2,400 音声

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ（音声） 花井みわ 1 4 木2 春秋 教科書 3146 大学生のための初級中国語２４回　改訂版 白帝社 2,400 音声

中国語 中国語Ⅲ（クラス） 花井みわ 2 5 木1 春秋 教科書 3147 ２年生のコミュニケ－ション中国語 白水社 2,200

中国語 中国語Ⅲ（選択） 花井みわ 2 金2 春秋 教科書 3148 大学生のための現代中国１２話・４ 白帝社 2,500 ネイティヴ

中国語 中国語Ⅲ（選択） 花井みわ 2 金3 春秋 教科書 3149 ２年めの伝える中国語 白水社 2,300 ネイティヴ

中国語 中国語Ⅰ 羽根次郎 1 7 木2 教科書 3150 中国語の文法書 新訂版 同学社 2,500 文法

中国語 中国語Ⅲ（選択） 羽根次郎 2 木4 教科書 3151 中国語の文法書 新訂版 同学社 2,500 講読

ドイツ語 ドイツ語Ⅲ 阪東知子 2 火4 春秋 教科書 3158 Meine Deutschstunde  /ドイツ語の時間読解編   朝日出版社  2,300

ドイツ語 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ 平山茂樹 2 金3 春秋 教科書 3162 魔法使いのつぶやき 同学社 2,300

ドイツ語 ドイツ語Ⅲ 平山茂樹 2 月3 春秋 教科書 3164 Eine Katze in WunderーDeutschland   /ヴンダー! ヴンダー! 朝日出版社 2,100

フランス語 フランス語Ⅱ 藤井宏尚 1 木1 秋期 教科書 3170  Ça marche !    /キーフレーズで学ぶフランス語 三修社 2,400

※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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フランス語 フランス語Ⅱ 藤井宏尚 1 木2 秋期 教科書 3171  Ça marche !    /キーフレーズで学ぶフランス語 三修社 2,400

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 本田親史 1 22 木3 教科書 3174 日中いぶこみ交差点    朝日出版社 2,500 文法

中国語 中国語Ⅲ（クラス） 本田親史 2 24 木5 教科書 3175 ビジュアル中国　初級から中級へ    朝日出版社 2,300

中国語 中国語Ⅲ（選択） 本田親史 2 木4 教科書 3176 巨大中国の今 中級中国語ディベートへの招待       朝日出版社 2,100 講読

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 本間次彦 1 5 火1 教科書 3177 音読で学ぶ中国語   金星堂 2,500 文法

中国語 中国語Ⅲ（選択） 本間次彦 2 金1 教科書 3178 学ぶ中国語初中級編       朝日出版社 2,200 発展講読

フランス語 フランス語Ⅱ 前田更子 1 21 金3 秋期 教科書 3180 フランス語2020 白水社  2,300

中国語 中国語Ⅰ 将邑劍平 1 7 金4 教科書 3181  ニーハオ！ニッポン－ふりむけば、中国語   朝日出版社 2,400 音声

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 将邑劍平 1 6 月1 教科書 3182  ニーハオ！ニッポン－ふりむけば、中国語   朝日出版社 2,400 音声

中国語 中国語Ⅲ（選択） 将邑劍平 2 金2 教科書 3183 時事中国語の教科書 ２０２０年度版 朝日出版社 1,900 発展ネイティヴ

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 3185 Mi gramática  /文法からいくスペイン語 朝日出版社 2,200

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ 丸川哲史 1 13 木3 教科書 3191 中国語はじめの一歩 最新２訂版    白水社 2,200 文法

中国語 中国語Ⅲ（クラス） 丸川哲史 2 13 木4 教科書 3192 音読で身につく中国語　中級         朝日出版社 2,200

英語 英語Ⅰ 望月千栄子 1 金2,金3 春秋 教科書 3195 Roman Holiday  /DVDで学ぶ『ローマの休日』 南雲堂 2,500

英語 英語Ⅱ 望月千栄子 2 金1 春秋 教科書 3196 Broadcast:ABC World News Tonight 3  /映像で学ぶABCﾜｰﾙﾄﾞﾆｭｰｽ 3 金星堂 2,700

スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ モラレス 1 水2,水3 春秋 教科書 3197  iImagínatelo!   /イラストで楽しもう、スペイン語！ 改訂版 朝日出版社 2,600

スペイン語 スペイン語Ⅲ モラレス 月4 春秋 教科書 3198 Diverso1: Libro del alumno + Cuaderno de ejercicios SGEL 4,100

英語 英語Ⅱ 矢向寛子 2 金1 秋期 教科書 3204
SCORE BOOSTER FOR THE TOEIC® L&R TEST:INTERMEDIATE  /レベル別TOEIC® L&Rテスト実力養成コース：中級編 金星堂 2,000

英語 英語Ⅱ 矢向寛子 2 金3 秋期 教科書 3206 English for the Global Age with CNN 2021  /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 中国語Ⅰ・Ⅱ 楊立明 1 13 月1 教科書 3213 例文中心・初級中国語 　新訂    同学社  2,300 音声

中国語 中国語Ⅲ（選択） 楊立明 2 月2 教科書 3214 時事中国語の教科書 ２０１９年度版 　       朝日出版社 1,900 発展ネイティヴ

英語 英語Ⅱ 依田里花 2 月2 春秋 教科書 3219 Complete Guide to the TOEIC TEST,4th ed. cengage　language　 3,150

英語 英語Ⅱ 依田里花 2 月2 春秋 教科書 3220 TOEIC L&R TEST 出る単特急金のフレーズ 朝日新聞出版  890

英語 英語Ⅱ 依田里花 2 月3 春秋 教科書 3221 HOLES Yearling 1,500

社会の中の科学 稲葉肇 1 木5 秋期 教科書 3234 科学の社会史(ちくま学芸文庫) 筑摩書房 1,300

社会の中の科学 稲葉肇 2 木5 秋期 教科書 3235 科学の社会史(ちくま学芸文庫) 筑摩書房 1,300

ミクロ経済学 井上朋紀 1 水1,水2 秋期 教科書 3236 ミクロ経済学 東京大学出版会 3,500

ミクロ経済学 井上朋紀 1 水1,水2 秋期 教科書 3237 ミクロ経済学演習 第2版 東京大学出版会 2,800

日本文学 植田麦 1 月1,月2 秋期 教科書 3238
古事記 改版(岩波文庫) 岩波書店 1,010

 解析学Ⅰ・Ⅱ 内田俊郎 1,2 月4 春秋 教科書 3239 微分積分学の基礎 改訂版 培風館 1,680

線形代数学Ⅰ・Ⅱ 内田俊郎 1,2 月3 春秋 教科書 3240 線形代数入門 第2版  ムイスリ出版 2,200

異文化理解とコミュニケーション 海野素央 1,2 木1 秋期 教科書 3242 トヨタ公聴会から学ぶ異文化コミュニケーション 同友館 1,300

異文化理解とコミュニケーション 海野素央 1,2 木1 秋期 教科書 3243 リスクと回復力 同友館 1,300

憲法 柏崎敏義 1,2 金3,金4 秋期 教科書 3245 憲法・法学講義 敬文堂 2,500

論理学概論 金子裕介 秋期 教科書 3248 文系のための記号論理学 朝倉書店 3,200

政治学原論 小島望 2 月3,月4 秋期 参考書 3251 政治学(New liberal arts selection)　　   有斐閣 3,400

政治学基礎 佐々木研一郎 1 水5 秋期 教科書 3253 日本政治の第一歩(有斐閣ストゥディア)   有斐閣 1,900

政治学基礎 佐々木研一郎 1 水5 秋期 教科書 3254 戦後日本政治の変遷   北樹出版 1,900

生命とバイオテクノロジー 更科功　 1,2 木1,金4,金5 秋期 教科書 3258 若い読者に贈る美しい生物学講義 ダイヤモンド社 1,600

社会学Ⅰ・Ⅱ 鍾家新 1,2 水1,水2 秋期 教科書 3261 社会凝集力の日中比較社会学 ミネルヴァ書房 3,500

経済原論 高橋聡 木4,木5 春秋 教科書 3263 現代資本主義の経済理論 日本経済評論社 3,400

教養基礎講座(ジェンダー論) 高峰修 1,2 水3 秋期 教科書 3264 よくわかるジェンダー・スタディーズ ミネルヴァ書房 2,600

マクロ経済学 武田巧 1 水4,水5 秋期 教科書 3267 入門マクロ経済学  (専門基礎ライブラリ－)   実教出版 1,800

ミクロ経済学 平口良司 1 金1,金2 秋期 教科書 3273 マンキュー経済学Ⅰ　ミクロ編　第４版 東洋経済新報社 4,000

憲法 松井直之 1 火3,火4 秋期 教科書 3276 大学生のための憲法 法律文化社 2,500

マクロ経済学 盛本圭一 1 金1,金2 秋期 教科書 3277 マクロ経済学入門 日本評論社  2,200

法学 森本陽美 1,2,3,4 全 火5,水2 春秋 教科書 3278
法学入門(法律学講座双書) 弘文堂 2,240

地理学 谷川尚哉 月4,月5 秋期 教科書 3290
授業のための世界地理 第５版 古今書院 2,600

英語 ＡＣＥⅡ ヴァジラサーン 1, 2 火4 教科書 3291 All Clear!2: Listening and Speaking,3rd ed. Cengage Learning 3,730

日本語読解(速読) 八木惠子 水2 教科書 3292 徳川がつくった先進国日本(文春文庫) 文藝春秋 520 留学生科目

フランス語 フランス語Ⅲ 前之園望 2, 3, 4 月6 春秋 教科書 3293 Plume a la main /プリュム・ア・ラ・マン！ 駿河台出版社 1,800 特設オンラインコース　

簿記論 梅原秀継 2 火4, 火5 秋期 教科書 3294 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

簿記論 梅原秀継 2 火4, 火5 秋期 教科書 3295 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

簿記論 梅原秀継 2 秋期 教科書 3296 サクッとうかる日商３級商業簿記トレーニング 第２版 ネットスク－ル 1,200

簿記論 梅原秀継 2 秋期 参考書 3297 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

英語 英語Ⅰ 井上和哉 1 3、5 水1, 水2 春秋 教科書 3299 Listening Explore for the TOEIC Test/TOEICテストリスニングスキルアップ演習 成美堂 1,300

英語 英語Ⅱ 井上和哉 2 金4 春秋 教科書 3300
Quick Mastery of the TOEIC Listening Test／TOEICリスニングテスト速攻マスター 成美堂 1,300

英語 英語Ⅰ（スポーツ） 井上和哉 1, 2 木5 春秋 教科書 3301 Travel English at Your Fingertips／実用観光英語 改訂新版 成美堂 1,900

英語 英語Ⅰ（スポーツ） 井上和哉 1, 2 金5 春秋 教科書 3302 On Air/聞いて話せる英語レッスン 金星堂 2,100

英語 英語Ⅰ 永江　敦 水1 教科書 3312 名作映画「カサブランカ」で学ぶ粋な英語表現 マクミランランゲージハウス 2,500

中国語 中国語Ⅲ（選択） 本田親史 2 木4 秋期 教科書 3315 巨大中国の今 中級中国語ディベートへの招待       朝日出版社 2,100

英語 英語Ⅱ 西浦徹 2 木3 秋期 教科書 3316 New Steps to Success in the TOEIC® Test Grammar& Reading 550,Updated ed. 松柏社 1,100

英語 英語Ⅱ 西浦徹 2 木4 秋期 教科書 3317 New Steps to Success in the TOEIC® Test Grammar& Reading 450,Updated ed. 松柏社 1,100

英語 英語Ⅱ 西浦徹 2 木5 秋期 教科書 3318
New Steps to Success in the TOEIC® Test Grammar& Reading 350,Updated ed. 松柏社 1,100


