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2021年度 秋期 明 治 大 学　教科書リスト 文学部

※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

英語 English　Communication SkillsA・B 文学部共通 1 全 春秋 教科書 6000 R.E.A.D.I.N.G.  /人類の遺産2021 成美堂 2,300 シスマン先生は使用しません。

英語 英語学概論A・B 石井透 1 木3 春秋 教科書 6007 First Steps in English Linguistics  /英語言語学の第一歩 くろしお出版  1,600

中国語 中国語Ⅱ 石野智大 1 金4 春秋 教科書 6008 会話で学ぼう基礎中国語 白帝社 2,400

スペイン語 スペイン語ⅠA 石原セルヒオナバロ 1 火1 教科書 6009 Español en imágenes  /イメージ・スペイン語 朝日出版社 2,500

スペイン語 スペイン語ⅠA 石原セルヒオナバロ 2 火2 教科書 6010 Español en imágenes  /イメージ・スペイン語 朝日出版社 2,500

スペイン語 スペイン語Ⅱ(再履修) 石原セルヒオナバロ 土3 教科書 6011 Mi camino  /ミ・カミーノ 同学社 2,500

英語 上級英語Ⅰ 伊藤左千夫 1,2 月4 春秋 教科書 6014 TOEIC TEST Trainer Target 650, Revised ed. Cengage Learning 2,100

中国語 中国語2年 江崎隆哉 2 a 木5 春秋 教科書 6022 2冊めの中国語《講読クラス》   白水社 2,300

中国語 中国語１年 江崎隆哉 1 a 木4 春秋 教科書 6023 中国語ポイント42 白水社 2,100

中国語 中国語2年 蝦名良亮 2 b 木5 春秋 教科書 6024 たのしくできるWe Can!中国語 中級 改訂版 朝日出版社 2,300

中国語 中国語１年 蝦名良亮 1 b 木4 春秋 教科書 6025 スリム版 中国語で伝えよう！ 朝日出版社 2,300

ドイツ語 ドイツ語ⅠA・B（再履修） 大山浩太 金3 通年 教科書 6028 4 Themen für Deutschanfänger  /テーマで学ぶ初めてのドイツ語 白水社 2,400

ドイツ語 ドイツ語ⅡA・B（再履修） 大山浩太 1 金4 通年 教科書 6029 PROMENADE Deutsch 2.Auflage  /プロムナード やさしいドイツ語文法 改訂版 白水社 2,400

英語 English Academic Reading(Basic) 岡留聡子 2 水5 教科書 6033 Reading Explorer 3:with online Workbook Access Code,3rd ed. Cengage Learning 3,210

英語 English Paragraph Writing(Adv.) A・B オボグネ 1 火1 春秋 教科書 6043 Ready to Write 3,4th ed. Pearson 2,850

英語 Public Speaking A・B オボグネ 2 火5 春秋 教科書 6044 Speech Communacation Made Simple 2 Pearson 3,850

中国語 中国語Ⅲ 喬志航 2 a 月2 春秋 教科書 6059 話してみたい中国語スピ－キング沙龍   朝日出版社 2,200

中国語 中国語Ⅰ 喬志航 1 a 月1 春秋 教科書 6060 シンプルチャイニーズ北京文法篇 朝日出版社 2,300

フランス語 フランス文学演習（2年）A・B 小島久和 2 4 火3 春秋 教科書 6072 À la page 2021 – variétés françaises 2021－  /時事フランス語 2021年度版   朝日出版社 1,900

フランス語 フランス語ⅠA・B 齋藤弘崇 1 月1 春秋 教科書 6077
Apprenons le francais par les belles expressions!  /名句で学ぼう!初級フランス語 朝日出版社 2,000

フランス語 フランス語ⅠA・B 齋藤弘崇 1 火1 春秋 教科書 6078
Apprenons le francais par les belles expressions!  /名句で学ぼう!初級フランス語 朝日出版社 2,000

フランス語 フランス語ⅢA・B 齋藤弘崇 2 火2 春秋 教科書 6079 A la page -actualites francaises 2021-  /時事フランス語 2021年度版 朝日出版社 1,900

英語  English Academic WritingB(Basic) 佐久間桃 2 文(英米除く） 金2 秋期 教科書 6080 Step-by-Step Writing Book 2 Cengage Learning 3,030

英語 English Paragraph WritingB(Basic) 佐久間桃 1 文(英米除く） 月4 秋期 教科書 6084 Ready to Write 2,5th ed. Pearson 2,850

英語 English Paragraph WritingB(Inter.) 佐久間桃 1 史学地理 月5 秋期 教科書 6085 Ready to Write 2,5th ed. Pearson 2,850

ハングル語 朝鮮語ⅢB 塩田今日子 2 月2 秋期 教科書 6091 これなら聞ける話せる！実践ハングル ＮＨＫ出版 1,500

中国語 中国語2年 志野好伸 2 d 火2 春秋 教科書 6092
中国語リスニング道場 朝日出版社 2,100

中国語 中国語１年 志野好伸 1 d 火1 春秋 教科書 6093 シンプルチャイニーズ 北京文法篇 朝日出版社 2,300

英語 English Paragraph Writing 相馬美明 1 月3,月4 春秋 教科書 6108 Get Your Message Across  /効果的なパラグラフの書き方  南雲堂 2,000

フランス語 フランス語ⅡA・B 高尾歩 1 木4 春秋 教科書 6110
Parlons et lisons plus facilement le français    /きみはな―きみと話したい！フランス語 スマート版 朝日出版社 2,400

フランス語 フランス語ⅣA・B 高尾歩 2 木3 春秋 教科書 6111 La couleur des mots  /ことばの色　中級からのフランス文学読本 朝日出版社 2,100

ギリシャ語 古典ギリシア語ⅠA・B 高田良太 月4 春秋 教科書 6114 ギリシア語入門 新装版 岩波書店 2,300 ご注文にて承ります。10日ほどお時間をいただきます。

中国語 中国語Ⅲ 高橋美千子 2 c 月2 春秋 教科書 6115 仲間で話そう中国語 朝日出版社 2,200

中国語 中国語Ⅰ 高橋美千子 1 c 月1 春秋 教科書 6116 日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版 朝日出版社 2,400

中国語 中国語Ⅱ 高橋美千子 1 e 金4 春秋 教科書 6117
日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版 朝日出版社 2,400

英語 English Academic ReadingA・B 竹内理矢 水3 教科書 6119
Reading Explorer 5:Student Book with Online Workbook Access Code,2nd ed. Cengage Learning 3,210

中国語 中国語Ⅲ 張士陽 2 e 火2 春秋 教科書 6123 時事中国語の教科書 2021年度版 朝日出版社 1,900

中国語 中国語Ⅰ 張士陽 1 e 火1 春秋 教科書 6124 シンプルチャイニーズ 北京文法篇 朝日出版社 2,300

ロシア語 ロシア語ⅢA 中澤朋子 2 火2 春秋 教科書 6135 Мы читаем и говорим поーрусски  /1年生のロシア語 白水社 1,400

フランス語 フランス語Ⅰ（再履修） 中村美緒 2 木6 春秋 教科書 6136 新・東京－パリ，初飛行 新装改訂２版  駿河台出版社  2,200

フランス語 フランス語（初級）Ⅰe 中村美緒 1 史学地理 火1 春秋 教科書 6137 La Grammaire Active du Français   / グラメール・アクティーヴ  三訂版    朝日出版社  2,500 史学地理専攻

ドイツ語 基礎ドイツ語会話B 新本史斉 1 3 金2 秋期 教科書 6145 Spitze!2  /シュピッツェ！ 2コミュニケーションで学ぶドイツ語 朝日出版社 2,700

ドイツ語 ドイツ語ⅠA・B（再履修） 野口健 水3 通年 教科書 6148 Deutsche Satzubungen fur anfanger  /はじめての独作文 改訂新正書法版 朝日出版社 1,800

ドイツ語 ドイツ語ⅠA・B（再履修） 福間具子 木3 通年 教科書 6159 KONTAKT Deutsch  /コンタクトドイツ語と出会う 白水社 2,400

中国語 中国語１年 堀井裕之 1 i 木4 春秋 教科書 6164 シンプルチャイニーズ 北京文法篇 朝日出版社 2,300

中国語 中国語Ⅲ 三澤三知夫 2 g 火2 春秋 教科書 6167 総合現代中国語 東方書店 1,800

中国語 中国語Ⅰ 三澤三知夫 1 g 火1 春秋 教科書 6168 総合現代中国語 東方書店 1,800

中国語 中国語１年 三澤三知夫 1 i 月1 春秋 教科書 6169
総合現代中国語 東方書店 1,800

英語 English Academic Reading A・B 鷲尾郁 2 水5 春秋 教科書 6190 Reading Explorer 4:Student book Text Only,3rd ed. Cengage Learning 2,750

英語 English Academic Reading A・B 鷲尾郁 2 水4 春秋 教科書 6191
Reading Explorer 3:Student book Text Only,3rd ed. Cengage Learning 2,750

日本の伝統と文化Ｂ 阿部光麿 火2 秋期 教科書 6196
江戸の朱子学(筑摩選書) 筑摩書房 1,600

日本の伝統と文化Ｂ 阿部光麿 火2 秋期 参考書 6197 儒教入門 東京大学出版会 2,600

文献講読A・B(日本史) 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 5,800

文献講読A・B(日本史) 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 2,200

文献講読A・B(日本史) 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 3,107

意味論 岩崎永一 2 月4 参考書 6205 言語科学と言語哲学 金星堂  1,500

意味論B 岩崎永一 2 月4 秋期 教科書 6206 認知言語学への誘い（開拓社言語・文化選書） 開拓社 1,600

地図学Ⅰ・Ⅱ 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 1,700

地図学Ⅰ・Ⅱ 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 1,600

イスラム史A・B 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 2,400

中国文学研究ⅠB 遠藤星希 2 火5 秋期 教科書 6211 唐宋伝奇集 上(岩波文庫) 岩波書店 780

中国文学研究ⅠB 遠藤星希 2 火5 秋期 教科書 6212 唐宋伝奇集 下(岩波文庫) 岩波書店 970

戯曲作品研究B 大橋裕美 1,2,3,4 金4 秋期 教科書 6215 ヴェニスの商人　シェイクスピア全集10（ちくま文庫） 筑摩書房 800

戯曲作品研究B 大橋裕美 1,2,3,4 金4 秋期 教科書 6216 鹿鳴館（新潮文庫） 新潮社 670

英米文学演習2 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 2,475 ご注文にて承ります。お時間をいただきます。

英米文学演習2 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 2,475 ご注文にて承ります。お時間をいただきます。

地理学研究法B 川口太郎 2 水6 秋期 教科書 6222 ジオ・パルNEO 第2版   海青社 2,500

基礎演習(日本文学)A・B 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 慶應義塾大学出版会 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。

基礎演習(日本文学)A・B 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 1,700 ご注文にて承ります。10日ほどお時間をいただきます。

日本文学講読ⅠB 木村愛美 2 金 秋期 教科書 6229 刺青／秘密　改版(新潮文庫)     新潮社 520

日本文学講読ⅠB 木村愛美 2 金 秋期 教科書 6230 金色の死(講談社文芸文庫)        講談社 1,400

※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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日本文学講読ⅠB 木村愛美 2 金 秋期 教科書 6231 人魚の嘆き・魔術師(中公文庫)        中央公論新社  580

日本文学講読ⅠB 木村愛美 2 金 秋期 教科書 6232 美食倶楽部 （谷崎潤一郎大正作品集)(ちくま文庫)        筑摩書房 1,000

日本文学講読ⅠB 木村愛美 2 金 秋期 教科書 6233 痴人の愛 改版(新潮文庫）      新潮社 670

人間と情報Ⅱ 小久保秀之 1,2,3,4 金2 秋期 参考書 6238 心と認知の情報学 勁草書房 2,100

人間と情報Ⅱ 小久保秀之 1,2,3,4 金2 秋期 参考書 6239 史上最大の発明アルゴリズム（ハヤカワ文庫） 早川書房 1,100

日本語史 齋藤孝滋 火4 秋期 教科書 6240 日本語全史（ちくま新書） 筑摩書房 1,200

考古学概論ⅠA・B 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 2,200

アジア史概論B 高田幸男 1,2 木2 秋期 教科書 6251 現代中国の歴史 第２版  東京大学出版会 2,800

日本文学演習(2年)Ｂ 田口麻奈 2 火2 秋期 教科書 6252 日本名詩選 2(昭和戦前篇) 笠間書院 1,600

基礎演習(日本文学)A・B 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 640

基礎演習(日本文学)A・B 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 1,800

米文学史A・B 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  2,800

心理社会研究基礎演習ⅠB 内藤朝雄 1 火4 秋期 教科書 6259 いじめの構造（講談社現代新書） 講談社 940

心理社会研究基礎演習ⅠB 内藤朝雄 1 火4 秋期 教科書 6260 いじめの社会理論 柏書房 2,300

社会意識論 内藤朝雄 1,2 火3 秋期 教科書 6261 いじめの構造（講談社現代新書） 講談社 940

社会意識論 内藤朝雄 1,2 火3 秋期 教科書 6262 いじめの社会理論 柏書房 2,300

ウェルネスライフ論 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 1,400

英米文学演習 西尾洋子 2 月3 春秋 教科書 6264 The Tempest,3rd ed.(Cambridge School Shakespeare) Cambridge U.P. 1,790

基礎演習（文芸メディア）Ｂ 能地克宜 1 金2 秋期 教科書 6265 コンビニ人間（文春文庫） 文藝春秋 580

文芸メディア演習(2年)B 能地克宜 2 金1 秋期 教科書 6266 東京百年物語2    一九一〇～一九四〇(岩波文庫) 岩波書店  740

臨床心理学概論Ⅱ 濱田祥子 1,2 水1 秋期 教科書 6267 心とかかわる臨床心理 　第３版 ナカニシヤ出版 2,200

東洋思想史B 林文孝 木5 秋期 教科書 6269 中国思想基本用語集 ミネルヴァ書房 2,500

国語学ⅠB 許哲 金3 秋期 教科書 6271 図解日本語 三省堂 2,000

演劇学演習 松本祐子 2 月2 秋期 教科書 6275 新訳マクベス(角川文庫) 角川書店 400

作家作品研究ⅠB 村上克尚 水3 秋期 教科書 6277 大江健三郎自選短篇(岩波文庫)  岩波書店 1,380

心理学概論Ｂ 諸富祥彦 2 金1 秋期 教科書 6279 自己成長の心理学    コスモス・ライブラリー 2,400 10月上旬入荷予定

演劇学演習(2年)B 矢内賢二 2 火2 秋期 教科書 6281 冥途の飛脚/女殺油地獄   笠間書院 780

基礎演習(日本文学)A・B 山崎健司 1 1 火3 秋期 教科書 6283 萬葉集 本文篇　補訂版 塙書房 2,100

日本文学演習(2年)B 山崎健司 2 1 火4 秋期 教科書 6284 萬葉集 本文篇　補訂版 塙書房 2,100

日本文学演習(2年)B 山崎健司 2 1 火4 秋期 教科書 6285 万葉事始   和泉書院 700

基礎演習 湯淺幸代 1 木1 秋期 教科書 6289 伊勢物語 新版 (角川ソフィア文庫)  角川書店 720

日本文学演習(2年) 湯淺幸代 2 木3 秋期 教科書 6290
紫式部日記 現代語訳付き(角川ソフィア文庫)    角川学芸出版 1,000

日本文学演習（2年） 湯淺幸代 2 木3 秋期 教科書 6291 字典かな　改訂版   笠間書院 380

自然地理学概論B 吉田英嗣 1,2,3,4 木2 秋期 教科書 6293 はじめての自然地理学 第2版 古今書院 2,400

英語 English Academic Reading 秋山義典 火2 教科書 6295 Reading Explorer 2:Student book Text only,3rd ed. Cengage Learning 2,750

英語 English Paragraph Writing 秋山義典 火4 教科書 6296 Get Your Message Across  /効果的なパラグラフの書き方 南雲堂  2,000

フランス語 フランス語ⅣＡ 高橋明美 2 木3 春秋 教科書 6297 La couleur des mots  /ことばの色 朝日出版社 2,100

 米文学講読Ａ  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 1,300

ハングル語 	朝鮮語Ⅲ 金孝珍 2 火2 教科書 6305 もっとレベルアップ　楽しもう韓国語 白帝社 2,200

フランス文学史 田母神顕次郎 1, 2 教科書 6312 フランス文学小事典 増補版 朝日出版社 2,500

歴史学Ⅰ・Ⅱ 長沼秀明 1, 2, 3, 4 全 金4 春秋 教科書 6315 転回期の政治（岩波文庫） 岩波書店 1,010


