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2021年度 秋期 明 治 大 学　教科書リスト 情報コミュニケーション学部

※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 SkillsBⅡ 奥田博子 1 金 秋期 教科書 4010 Writing Essays:From paragraph to essay,2nd ed. Macmillan 3,000

英語 English SkillsBⅡ 奥田博子 1 金 秋期 教科書 4011 Writing Essays:From paragraph to essay,2nd ed. Macmillan 3,000

ハングル語 韓国語A・BⅡ 金鉉洙 1 秋期 教科書 4014 やさしく仕組みがわかる韓国語中級１講義ノ－ト 白帝社 2,600

英語 English SkillsBⅠ・Ⅱ(上級) 鈴木幸 1 水3 春秋 教科書 4025 Communication Strategies 4 Cengage Learning 3,260

英語 English SkillsBⅠ・Ⅱ(中級) 鈴木幸 1 金1,金2 春秋 教科書 4026 Reading Explorer 4,3rd ed. Cengage Learning 2,750

英語 English SkillsBⅠ・Ⅱ(基礎) 鈴木幸 1 水1,水2 春秋 教科書 4027 Reading Explorer 3:Student book Text Only,3rd ed. Cengage Learning 2,750

英語 Critical Reading 相馬美明 2 火3 秋期 教科書 4029 Reading Explorer 2:Student book Text only,2nd ed. Cengage Learning 2,750

フランス語  フランス語AⅠ・Ⅱ 高尾歩 1 月4 春秋 教科書 4030
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ＢⅠ・Ⅱ 高尾歩 1 木2 春秋 教科書 4031 Pierre et Hugo  /ピエールとユゴー コンパクト版 DVD付 白水社 2,400

フランス語  フランス語ＢⅢ・Ⅳ 高尾歩 2 月5 春秋 教科書 4032 ヴレマン？－文法を深めながら発見するフランス１４章 三修社 2,100

英語 Critical Reading 高橋華生子 2 火5 秋期 教科書 4037
Headway Academic Skills:Reading,Writing and Study Skills level 2:Students Book with Oxford Online Skills Oxford U.P. 2,940

英語 Critical Reading 高橋華生子 2 火3 秋期 教科書 4038
Headway Academic Skills:Reading,Writing and Study Skills level 2:Students Book with Oxford Online Skills Oxford U.P. 2,940

スペイン語 スペイン語AⅠ 丹波美佐子 1 木2 春秋 教科書 4039 Jacaranda 同学社 2,400

スペイン語 スペイン語AⅠ 丹波美佐子 1 火3 春秋 教科書 4040 Jacaranda  /ハカランダ－スペイン語の基礎－ 同学社 2,400

スペイン語 スペイン語AⅠ(再履修) 丹波美佐子 1 火4 春秋 教科書 4041 Jacaranda  /ハカランダ－スペイン語の基礎－ 同学社 2,400

スペイン語 スペイン語BⅠ 丹波美佐子 1 木3 春秋 教科書 4042 Jacaranda  /ハカランダ－スペイン語の基礎－ 同学社 2,400

スペイン語 スペイン語BⅠ 丹波美佐子 1 木4 春秋 教科書 4043 Jacaranda  /ハカランダ－スペイン語の基礎－ 同学社 2,400

英語 Critical Reading 野川浩美 2 水5 春秋 教科書 4050 Reading Explorer 3:Student book Text only,2nd ed. Cengage Learning 2,750

スペイン語 スペイン語BⅠ・Ⅱ 福原弘識 1 月4 春秋 教科書 4053 Jacaranda  /ハカランダ－スペイン語の基礎－ 同学社 2,400

フランス語 フランス語AⅠ(再履修） 増田晴美 1,2,3,4 木3 秋期 教科書 4055  Le Japon,cest cool   /パリのクール・ジャパン 朝日出版社  2,500

中国語 中国語AⅠ(再履修) 三澤三知夫 火4 秋期 教科書 4059 1冊めの中国語 《講読クラス》 白水社 2,300

中国語 中国語AⅡ 三澤三知夫 火3 秋期 教科書 4060 初級中国語でおもてなし 金星堂 2,400 オンライン特設

中国語 中国語BⅠ(再履修) 三澤三知夫 金5 秋期 教科書 4064 総合現代中国語 東方書店 1,800

中国語 中国語BⅡ 三澤三知夫 水3 秋期 教科書 4065 総合現代中国語 東方書店 1,800

中国語 中国語BⅡ 三澤三知夫 水4 秋期 教科書 4066 総合現代中国語 東方書店 1,800

英語 English Skills 矢野磯乃 月1,月2 秋期 教科書 4074 Go Global  /グローバル時代のビジネスコミュニケーション 成美堂 2,400

スペイン語 スペイン語BⅠ(再履修) 山本昭代 2 金4 秋期 教科書 4076 Asi suena!  /響く音！スペイン語 朝日出版社 2,300

クリエイティブ・コミュニケーション 石川幹人 1,2 月5 秋期 教科書 4080 基礎から学ぶ認知心理学 有斐閣 1,800

専門情報リテラシー（実験人間学） 小久保秀之 1,2 金3,金4 秋期 教科書 4083 実験人間学　第3版 DTP出版 1,600

専門情報リテラシー（実験人間学） 小久保秀之 1,2 金3,金4 秋期 参考書 4085 サイコロとＥｘｃｅｌで体感する統計解析 共立出版 2,300

専門情報リテラシー（実験人間学） 小久保秀之 1,2 金3,金4 秋期 参考書 4087
未来をひらく心理学入門 八千代出版 2,300

パブリック・スピーキング 鈴木健 1,2 火4 秋期 教科書 4090 リンガフランクリ－ 郁文堂 2,400

 専門情報リテラシー（インタラクティブCG ） 中嶋正夫 1,2,3,4 水4 秋期 教科書 4095 Processingをはじめよう 第2版 オーム社 2,000

論理リテラシー 船越正太 1,2,3,4 月3 秋期 教科書 4098 論理学 東京大学出版会 2,600

クリエイティブコミュニケーション 森田ゆい 1,2 金4 秋期 教科書 4099 ようこそ伝統芸能の世界 薫風社 2,000

問題発見テーマ演習B 脇本竜太郎 2 秋期 教科書 4101 社会心理学研究入門 補訂新版  東京大学出版会  2,900

社会心理学B 脇本竜太郎 1,2 秋期 教科書 4105 なぜ人は困った考えや行動にとらわれるのか？ ちとせプレス(トランスビュー) 2,200

統計学Ｂ 山岡重行 1 木3 秋期 教科書 4111
あなたもできるデータの処理と解析 福村出版 2,600

現代型犯罪と刑法 阿部力也 秋期 教科書 4131
刑法各論講義案 成文堂 2,500

※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。


