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2021年度 秋期 明 治 大 学　教科書リスト 政治経済学部

※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

ドイツ語 ドイツ語Ⅰ あ 青木敦子 3,4 　 金4 秋期 教科書 6000 Lichthof/リヒトホーフ 初級ドイツ語文法 朝日出版社 2,300

ドイツ語 ドイツ語Ⅲ あ 青木敦子 3,4 　 金3 春秋 教科書 6002 Lesebuch Deutsch/ドイツ語を読む 改訂版 朝日出版社 2,200

英語 専門演習(ゼミ) い 石山徳子 　 火 教科書 6005 東大塾現代アメリカ講義 東京大学出版会  3,200

英語 英語Ⅱ い 石山徳子 　 月3 教科書 6006 Grand Tour-Seeing the World/新たな時代への扉 成美堂 1,900

英語 英語Ⅱ い 伊藤健一郎 3,4 　 火1 秋期 教科書 6008
Totally TOEIC® L&R Test: Challenge 500-600
/TOEIC®テスト：チャレンジ500-600

南雲堂  1,800

英語 英語Ⅱ い 伊藤健一郎 3,4 　 火2 秋期 教科書 6010
15 Selected Units of English through the News Media 2021 ed.
/15章版：ニュースメディアの英語 2021年度版

朝日出版社 1,200

スペイン語 スペイン語Ⅱ う 内田兆史 　 金6 秋期 教科書 6013 20 lecciones esenciales de gramática española/スペイン語文法の要点 朝日出版社 1,200 第1週から毎回使用

中国語 中国語(再履修) え 蝦名良亮 12 　 秋期 教科書 6015 ともだち・朋友スリム版 2 朝日出版社 1,000

中国語 中国語(選択) え 蝦名良亮 3 　 教科書 6016 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（選択） か 河田聡美 3 月1 教科書 6019 しゃべっていいとも中国語 2　ステップアップ編 朝日出版社  2,300

中国語 中国語（選択） か 河田聡美 3 月2 教科書 6020 新概念中国語会話 朝日出版社  2,200

中国語 中国語（選択） か 河田聡美 3 月3 教科書 6021 もっと話そう！異文化おもしろ体験中級中国語 朝日出版社  2,200

英語 英語Ⅱ か 河本房子 3,4 　 木6 通年 教科書 6023 Keynote 3:Student Book(with My Keynote Online) Cengage Learning 3,400 通年で受講する場合はこちらを購
入してください

英語 英語Ⅱ か 河本房子 3,4 　 木6 秋期 教科書 6024 Keynote 3:Combo Split 3B(with My Keynote Online) Cengage Learning 秋学期のみ受講する場合はこちら
を購入してください

英語 英語Ⅱ か 河本房子 3,4 　 火6 秋期 教科書 6026 Tactics for TOEIC Listening and Reading Test Student Book Oxford U.P.

英語 英語Ⅱ か 河本房子 オンライン 月6 秋期 教科書 6029 Tactics for the TOEIC Test Listening and Reading Test:Introductory
Course

Oxford U.P. オンライン授業

英語 英語Ⅲ か 河本房子 3,4 　 金6 秋期 教科書 6032 Complete Guide to the TOEIC TEST,4th ed. Cengage Learning 3,150

英語 英語Ⅱ く 熊澤清美 3,4 　 月1 秋期 教科書 6034 World InsidersAuthentic Videos from INSIDER
/INSIDERで観て学ぶ 総合英語と世界の深部

金星堂 2,300

英語 英語Ⅱ く 熊澤清美 3,4 　 月2 秋期 教科書 6036 Rock UK Cengage Learning 2,200

英語 英語Ⅳ く 熊澤清美 3,4 　 月3 秋期 教科書 6038
Ｂｒｏａｄｃａｓｔ：ＡＢＣ　ＷＯＲＬＤ　ＮＥＷＳ　ＴＯＮＩＧＨＴ3
／映像で学ぶＡＢＣワールドニュース3

金星堂 2,700

中国語 中国語(再履修) ち 張士陽 12 　 教科書 6039 初級中国語この１冊 金星堂  2,200

中国語 中国語（選択） ち 張士陽 3 　 教科書 6040 時事中国語の教科書  ２０２１年度版 朝日出版社  1,900

英語 英語Ⅱ な 中村幸一 3,4 　 火2 教科書 6042 The Pocket Oracle and Art of Prudence Penguin 2,250

スペイン語 スペイン語Ⅲ ぶ ブルゴス 3,4 　 木4 秋期 教科書 6044 Español ELElab A1A2/エレラボA1-A2 朝日出版社 2,700

スペイン語 スペイン語Ⅲ ぶ ブルゴス 3,4 　 木5 秋期 教科書 6046 Español ELElab A1A2/エレラボA1-A2 朝日出版社 2,700

中国語 中国語（選択） ま 将邑劍平 4 　 教科書 6047 時事中国語の教科書 ２０２０年度版 朝日出版社 1,900

英語 英語Ⅱ ま 松沼真由子 3 　 金3 秋期 教科書 6051 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

英語 英語Ⅱ ま 松沼真由子 3 　 金4 秋期 教科書 6052 The September Issue/映画総合教材『ファッションが教えてくれること』 松柏社 2,200

英語 英語Ⅱ ま 松沼真由子 3 　 金5 秋期 教科書 6053 World Heritage in Japan/英語で巡る日本の世界遺産 南雲堂 1,800

英語 英語Ⅱ も 望月千栄子 3,4 　 木2 春秋 教科書 6054
World Heritage on DVD/DVDで学ぶ世界遺産 南雲堂 2,500

英語 英語Ⅱ も 望月千栄子 3,4 　 木3 春秋 教科書 6055 English in 30 Seconds
/「カンヌ国際広告祭受賞」TVコマーシャルで学ぶ異文化の世界

南雲堂 2,500

英語 英語Ⅳ も 望月千栄子 3,4 　 木4 春秋 教科書 6056 Major Speeches of Barack　Obama/オバマは語る:アメリカの再生 南雲堂 2,500

英語 英語Ⅳ も 望月千栄子 3,4 　 木4 秋期 教科書 6057 Obama in Prague:Speech on Nuclear Disarmament/核廃絶への道 南雲堂 1,500

フランス語 フランス語Ⅰ や 山上昌子 　 火3 秋期 教科書 6059 Le francais clair/ル・フランセ・クレール 三訂版 白水社 2,300

フランス語 フランス語Ⅱ や 山上昌子 　 火2 秋期 教科書 6061 Ma Grammaire/マ・グラメール 三訂版 白水社 2,300

フランス語 フランス語Ⅲ や 山上昌子 　 火4 秋期 教科書 6063 A la page -actualites francaises 2021-/時事フランス語 2021年度版 朝日出版社 1,900

　 日本政治思想史 あ 相原耕作 3,4 　 木1 秋期 参考書 6065 日本政治思想史 十七～十九世紀 東京大学出版会 3,600 購入は任意

　 国際コミュニケーション論 い 石澤靖治 3,4 　 水1 秋期 教科書 6066
政治コミュニケーション概論 ミネルヴァ書房 2,800

　 国際コミュニケーション論 い 石澤靖治 3,4 　 水1 秋期 参考書 6067
テキスト現代ジャーナリズム論 ミネルヴァ書房 2,800

　 外国書講読 い 稲葉肇 3 　 火1 通年 教科書 6070 A History of Science in Society,3rd ed. University of
Toronto Press

9,600

　 専門演習 い 稲葉肇 3 　 火2 通年 教科書 6071 現代天文学史 京都大学学術出版会 4,900

　 卒論 う 植田麦 4 　 金5 通年 教科書 6073 論文の教室 新版 ＮＨＫ出版 1,200

　 卒論（原典研究） う 植田麦 3 　 金3 通年 教科書 6074 仮名手引 和泉書院 500

　 原典講読Ⅰ～Ⅳ う 植田麦 3 　 火3 春秋 教科書 6075 仮名手引 和泉書院 500

　 ゼミ外書 う 内田兆史 　 木3 通年 教科書 6077 20 lecciones esenciales de gramática española/スペイン語文法の要点 朝日出版社 1,200 第1週から毎回使用

　 卒論ゼミ う 内田兆史 　 木2 通年 教科書 6078 現代ア－ト、超入門！ （集英社新書） 集英社  800

　 卒論ゼミ う 内田兆史 　 木3 通年 教科書 6079 現代音楽史  （中公新書） 中央公論新社 900

　 卒論ゼミ う 内田兆史 　 木3 通年 教科書 6080 Ｆｉｌｍ　Ａｎａｌｙｓｉｓ映画分析入門 フィルムア－ト社 2,400

　 外国文学 う 内田兆史 　 水2 秋期 教科書 6081 ２０世紀ラテンアメリカ短篇選 （岩波文庫） 岩波書店 1,020 受講生必須

　 実践異文化ビジネス論 う 海野素央 3,4 　 水2 秋期 教科書 6082
異文化コラボレーターの仕事 中央経済社  2,800

　 経済学特殊講義 お 奥山雅之 3,4 　 月4 秋期 教科書 6086 地域中小製造業のサービス・イノベーション(MINERVA 現代経営学叢
書)

ミネルヴァ書房 3,500 試験時持ち込み可

　 経済学特殊講義 お 奥山雅之 3,4 　 月4 秋期 参考書 6087
グローカルビジネスのすすめ 紫洲書院 2,200 試験時持ち込み可

　 国際金融論 か 勝悦子 3,4 　 月4,木2 教科書 6088
新しい国際金融論 有斐閣 2,900

　 原点講読 さ 佐々木研一朗 3 　 木3,木4 通年 参考書 6091 文明史のなかの明治憲法(講談社選書メチエ) 講談社 1,500

　 原点講読 さ 佐々木研一朗 3 　 木3,木4 通年 参考書 6092
伊藤博文(中公新書) 中央公論新社 940

　 現代経済史 す 須藤功 3,4 　 水5 秋期 教科書 6093 現代アメリカ経済史 有斐閣 3,800

　 経済学史 た 髙橋信勝 3,4 　 月5,木1 秋期 教科書 6095
経済認識の扉 八千代出版 2,700

　 メディアと世論 た 竹下俊郎 3,4 　 金2 秋期 参考書 6099 メディアと政治 改訂版(有斐閣アルマ) 有斐閣 2,300

　 連環地域文化論Ⅳ た 武田和久 　 水2 秋期 教科書 6101 地図で見るラテンアメリカハンドブック 原書房 2,800

　 専門演習 と 冨澤成實 3 　 火2 通年 教科書 6106 現代家族の社会学(有斐閣ブックス) 有斐閣  2,000

　 労働経済学 な 永野仁 3,4 　 月4,水5 秋期 教科書 6108 労働と雇用の経済学 中央経済社 2,400

　 現代経済史 ひ 日向祥子 3,4 　 金3 秋期 教科書 6113 日本経済の事件簿 　新版 日本経済評論社 3,000

　 専門演習 ひ 廣部泉 3 　 木3 通年 教科書 6114 新時代アメリカ社会を知るための60章 明石書店 2,000 2冊の教科書を使用

　 専門演習 ひ 廣部泉 3 　 木3 通年 教科書 6115 アメリカの歴史を知るための63章 第3版 明石書店 2,000 2冊の教科書を使用

　 専門演習 ま 前田更子 3 　 水3 教科書 6118 東大連続講義歴史学の思考法 岩波書店  2,000

ドイツ語 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ わ 渡部敏一 3,4 　 火5 通年 教科書 6121 Stadt und Kultur: Deutsche Traumziele/ドイツの都市と文化 改訂版 白水社  2,100

ドイツ語 ドイツ語Ⅲ わ 渡部敏一 3,4 　 火4 通年 教科書 6122 Allerlei Deutsch neu/ドイツ語万華鏡 [改訂版] 三修社 2,500

英語 英語Ⅱ わ 渡邊浩子 　 水1 春秋 教科書 6123 Listening Promoter for the TOEIC Test
/ＴＯＥＩＣテストリスニング徹底演習

成美堂 1,100

英語 英語Ⅱ わ 渡邊浩子 　 水2 春秋 教科書 6124 Epoch Explorer/人類の輝ける軌跡 朝日出版社 1,700

英語 英語Ⅲ わ 渡邊浩子 　 金3 春秋 教科書 6125 Impact Listening 3,2nd ed. Pearson 3,140

　 経済政策原理 さ 齋藤雅己 3,4 　 水5,金3 秋期 教科書 6126 経済政策原理の研究 世界書院 5,000

※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。返品できませんので、よくお考えのうえ、ご購入ください。


