
教科書販売サイトでお取り扱いしている教科書一覧（語学）

先生からご指示いただいた教科書を中心に販売しております。 2021/09/17現在

カテゴリー 学部 ISBNコード 商品名 ( _の後が書名となっております)
本体価格

（税抜）

教科書/参考書/

レポート課題用
商品説明（授業曜日時限、先生名、学部学年、講義名） 備考

語学 文学部 9781782952459 日吉1068_The Spook`s Apprentice P 352 p. 14 1689
火_2 チータム， ドミニク 文1年 英語I中級発展／英語II中級発

展

語学 文学部 9780007527601 日吉1082_Curtain 1901 月_3 タイ， ワンチェン 文1年 英語I上級／英語II上級

語学 文学部 9784255451381 日吉1149_中国語作文ルール６６ 2300 木_2 周 媛 文1年 中国語II/上級

語学 文学部 9783126065238 日吉1150_DLL 06 Curriculare Vorgaben und Unterric 4102
金_5 奥山 美穂 文1・2年 ドイツ語科教育法特殊２

語学 経済学部 9781451673449 日吉2038_The Magic(Secret (Atria)) P 254 p. 12 2557 水|金_3|3 楠 浩恵 経1年 英語セミナー（中級）

語学 経済学部 9780141439471 日吉2039_Frankenstein(Penguin Classics) paper 352 1266 水|土_4|1 迫田 真帆 経1年 英語セミナー（中級）

語学 経済学部 9780385490818 日吉2040_The Handmaid`s Tale. paper 320 p. 2401 水|土_5|2 迫田 真帆 経1年 英語セミナー（中級）

語学 経済学部 9781107611801 日吉2044_English as a Global Language 2nd ed.(Can 2535 火|金_4_5|4_5 鈴木 亮子 経1年 英語セミナー（中級）

語学 経済学部 9781509530762 日吉2047_Linguistics(Why It Matters) P 140 p. 18 1941 月|木_4|4 田中 裕司 経1年 英語セミナー（中級）

語学 経済学部 9781107457584 日吉2055_Academic Encounters Level 2 : Student`s 3100 水|金_2|2 中津川 みゆき 経1年 英語セミナー（中級）

語学 経済学部 9784523178408
日吉2063_異文化理解の英語コミュニケーション Speaking of

Intercultural Communication
1900

水|土 4_5|2_3 パワー， トーマス 経1年 英語セミナー（中

級）
※9/17更新

語学 経済学部 9784523178385 日吉2066_リーダーズフォーラム　３　Active English 2300 木|金_5|5 ベデロ， サイモン 経1年 英語セミナー（中級）

語学 経済学部 9784791930968 日吉2067_The Wonderful World of Language 1800 月|木_4|2 星 浩司 経1年 英語セミナー（中級）

語学 経済学部 9789620199318 日吉2070_Impact Issues  Level 2: Student Book wit 3140
月|水_2|2 ボーム， スティーブン 経1年 英語セミナー（中

級）

語学 経済学部 9780194372145 日吉2099_Oxford Introductions to Language Study : 2270 月|水_3_4|3_4 佐々木 由美 経1・2年 英語セミナー（上級）

語学 経済学部 9789813134393 日吉2112_Impact Issues Student Book with Online C 3140
火|木_4|4 マディーン， エリック 経1年 英語セミナー（中

級）
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（税抜）

教科書/参考書/

レポート課題用
商品説明（授業曜日時限、先生名、学部学年、講義名） 備考

語学 経済学部 9781107591660 日吉2132_Academic Vocabulary in Use Edition Book 3190
火|金_2|1 松岡 和美 経1年 英語セミナー（特別上級）（選択

必修）

語学 経済学部 9784255551067 日吉2216_いいね！スペイン語　２ 2600
月|水_4|4 アイト　モレーノ， イサーク 経1年 スペイン語IV

ａ／スペイン語Ivｂ

語学 経済学部 9786202364331
日吉2420_ドイツ語セット（経）●9783195619011　●

9783195119016（Audio-CD）　の2冊セット
3924 月|水|金_4|1|2 境 一三／三ツ石祐子 経1年 ドイツ語I、II、III

語学 経済学部 9782014015812 日吉2422_Spirale Nouvelle Edition/Livere de L`ele 2650
火_1 ベルテ， ディディエ 経1年 フランス語IVａ／フランス語

IVｂ

語学 経済学部 9784255550541
日吉2427_中級スペイン語文法　Gramatica espanola de nivel

intermedio
2200 水_3 荻野 恵 経2年 スペイン語第IV

語学 経済学部 9780714680439 日吉2434_Athleticism in the Victorian and Edwardi 11992

月|水_2|2 ノッター， デビッド Ｍ 経1年 英語セミナー（特別

上級）（選択必修）

語学 経済学部 9780231133418
日吉2435_FROM RITUAL TO RECORD: THE NATURE OF

MOD
5119

月|水_2|2 ノッター， デビッド Ｍ 経1年 英語セミナー（特別

上級）（選択必修）

語学 経済学部 9781784291228 日吉2436_The Rise of Superman paper 256 p. 15 2747
月|水_2|2 ノッター， デビッド Ｍ 経1年 英語セミナー（特別

上級）（選択必修）

語学 経済学部 9784200009698 日吉2500_ 例文で覚える中国語基本単語3000第２版 2000 各教員 中国語 Ⅰ / Ⅱ / Ⅲ / Ⅷ / Ⅸ / Ⅹ / Ⅳ / ? 経済1年

語学 法学部 9784770040787 日吉3003_動物農場　Animal Farm 780 水_5 太田 昭子 法1年 英語第I

語学 法学部 9784269080355 日吉3037_検察側の証人　Witness for the Prosecution 1900 水_4_5 加藤 彩雪 法1年 英語第II－レベル２

語学 法学部 9784151300677 日吉3038_検察側の証人 840 水_4_5 加藤 彩雪 法1年 英語第II－レベル２

語学 法学部 9784560011683 日吉3181_娘に語るラシスム　Le racisme explique a ma fille 1600
月_4 綾部 麻美 法2年 フランス語インテンシブ(2年)（政治必

修）(2年)

語学 法学部 9784130091169 日吉3182_ＯＤ＞Ｐｒｏｍｅｎａｄｅｓ 2000
月|火_4|3 岩下 綾 法2年 フランス語インテンシブ(2年)（法律

必修）(2年)

語学 法学部 9784269140547 日吉3365_すれ違う女と男　２ 1900 月_4_5 穐元 美咲 法2年 英語第III 【9月27日頃入荷予定】

語学 法学部 9784255550664 日吉3366_プラサ・マヨールソフト版　１　改訂  Plaza Mayor 1900 水|金_4|5 荻野 恵 法1年 スペイン語第I/II

語学 法学部 9784808610494 日吉3368_ゲナウ！グラマティックノイ 2200 水|木_5|4 中野 有希子 法1年 ドイツ語第I／ドイツ語第II

語学 法学部 9784255550381 日吉3370_スペイン語の基礎 2100 月|木_4|4 伊香 祝子 法1年 スペイン語II

語学 法学部 9784560013779 日吉3371_ホントにあったウソみたいな話 1600
火|木_3_4|4 三瓶 愼一 法1年 ドイツ語インテンシブ（初級）

（法律必修）（初級）／ドイツ語インテン

語学 商学部 9784764741157
日吉4002_Ｂｒｏａｄｃａｓｔ：ＡＢＣ　ＷＯＲＬＤ　ＮＥＷ

Ｓ　ＴＯＮＩＧＨＴ　３
2700 木_3 朝比奈 緑 商1年 英語 　リーディング中級

語学 商学部 9784641184367
日吉4004_英語で学ぶ社会心理学　Learning Social Psychology

in English
2400

水_2_3 蔵本 真紀子 商1年 英語リーディングIａ（中級）／英

語リーディングIｂ（中級）
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語学 商学部 9781408841754 日吉4055_Coraline P 191 p. 13 1477
金_2 チータム， ドミニク 商1年 英語コミュニケーションIａ

（中級）／英語コミュニケーションIｂ（中級

語学 商学部 9784523178026 日吉4154_リーダーズフォーラム　１　How-to English 2100
火|水|金_4|5|4 ベデロ， サイモン 商1年 英語コミュニケー

ションIIａ（中級）／英語コミュニケーションIIｂ（中級

語学 商学部 9784904147009 日吉4220_La societe Franaise　改訂版 2400
火_3 渡名喜 庸哲 商2年 フランス語IIIａ（フォローアップ）

（フォローアップ）

語学 商学部 9781305265707 日吉4346_21st Century Reading Level 2 : Student B 2900 木_4_5 松崎 武志 商2年 英語リーディング２ｂ

語学 商学部 9786202363075
日吉4349_ABLish（木2）英語リーディングIIb【新規履修者】

※必ずご確認ください
2000

木_2 吉原 学 商2年 （木2）英語リーディングIIｂ（中級）

【新規履修者】

組合員割引対象外

語学 商学部 9786202363082
日吉4350_ABLish（木2）英語リーディングIIb【継続履修者】

※必ずご確認ください
1500

木_2 吉原 学 商2年 （木2）英語リーディングIIｂ（中級）

【継続履修者】

組合員割引対象外

語学 商学部 9786202363099
日吉4351_ABLish（木3）英語リーディングIIb【新規履修者】

※必ずご確認ください
2000

木_3 吉原 学 商2年 （木3）英語リーディングIIｂ（中級）

【新規履修者】

組合員割引対象外

語学 商学部 9786202363105
日吉4352_ABLish（木3）英語リーディングIIb【継続履修者】

※必ずご確認ください
1500

木_3 吉原 学 商2年 （木3）英語リーディングIIｂ（中級）

【継続履修者】

組合員割引対象外

語学 商学部 9786202363112
日吉4353_ABLish（木4）英語リーディングIIb【新規履修者】

※必ずご確認ください
2000

木_4 吉原 学 商2年 （木4）英語リーディングIIｂ（中級）

【新規履修者】

組合員割引対象外

語学 商学部 9786202363129
日吉4354_ABLish（木4）英語リーディングIIb【継続履修者】

※必ずご確認ください
1500

木_4 吉原 学 商2年 （木4）英語リーディングIIｂ（中級）

【継続履修者】

組合員割引対象外

語学 商学部 9783065205306 日吉4355_　studio[21] A1.1 Das Deutschbuch 2852
金_1 シャーベスベルガー・イダ， ガブリエレ 商1年 ドイツ

語 III

語学 商学部 9783065205306 日吉4355_　studio［21］A1.1 2852
金_3 シャーベスベルガー・イダ， ガブリエレ 商1年 ドイツ

語インテンシブIａ／ドイツ語インテンシブIｂ／

語学 理工学部 9784764741249
日吉5013_Ｔｈｅ　Ｒｏａｄ　ｔｏ　ＡＩーＭａｎｋｉｎｄ’ｓ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｊ
1900 月_1_2 花崎 美紀 理1年 英語２

語学 理工学部 9781337562614 日吉5015_Pathways: Listening， Speaking， and Criti 2810 金_1_2 中村 祐子 理1年 英語２

語学 理工学部 9784764741157
日吉5018_Ｂｒｏａｄｃａｓｔ：ＡＢＣ　ＷＯＲＬＤ　ＮＥＷ

Ｓ　ＴＯＮＩＧＨＴ　３
2700 月_3 杉山 由希子 理1年 英語リスニング２

語学 理工学部 9781552453704
日吉5020_No Place to Go: How Public Toilets Fail Our Private

Needs
2551 月_1_2 沼尾 恵 理1年 英語２ 

ご自身が履修する授業の曜日時限・

新規履修/継続履修を必ずご確認ください。
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語学 理工学部 9780134663326 日吉5021_Longman Academic Writing Series 3: Stude 3470 月_1_2 小原 京子 理1年 英語２

語学 理工学部 9780134400808 日吉5043_Contemporary Topics Level 2 : Student Bo 2990 金_4 鷲塚 奈保 理1年 英語２（オンラインクラス）

語学 理工学部 9784791972111 日吉5078_AFP World News 5. 2500 火_4_5 蓮見 祐子 理1年 英語４

語学 理工学部 9781449474256 日吉5080_Milk and Honey paper 208 p. 15 2113 木_4_5 沼尾 恵 理1年 英語４

語学 理工学部 9780134663319 日吉5089_Longman Academic Writing Series 4: Stude 3470 木_4_5 小原 京子 理1年 英語４

語学 理工学部 9781107569713
日吉5118_Othello 3rd ed.(The New Cambridge Shakespeare)

paper 252 p.， 15 b/w illus. 18
1798 _ 小菅 隼人 理1年 英語リーディング３

語学 理工学部 9782011560551 日吉5135_Totem2 3500 月|木_3|3 小野 文 理1年 フランス語セミ・インテンシブ２

語学 理工学部 9782011560551 日吉5137_Totem 2 3500 月|水|木_3|4|3 小林 拓也 理1年 フランス語インテンシブ２

語学 理工学部 9782014015997 日吉5139_Cosmopolite 2 3800 _ 荒金 直人 理1年 フランス語セミ・インテンシブ２

語学 理工学部 9784255352954 日吉5147_ピロット　すいすい初級フランス語 2500 月_3 関 幸太郎 理1234年 フランス語初級（ａ）２

語学 理工学部 9784255555072 日吉5148_ミニマムロシア語　Минимум русский 2000 火_3 朝妻 恵里子 理1年 ロシア語初級

語学 理工学部 9785865479697
日吉5150_　слов　（The word  : a manual of

vocabulary）
4710

水_3 コムコーヴァ  エカテリーナ 理1年 ロシア語中級（ｂ）

２

語学 理工学部 9784255451428 日吉5158_中国語へのアプローチ　２（初級～中級） 2200 _ 呉 秀月 理1年 中国語中級（ｂ）２

語学 理工学部 9784255453460 日吉5162_音読から始める中国語アイテム１５ 2300 木_3 呉 秀月 理1年 中国語初級２

語学 理工学部 9781305254497 日吉5199_Reading Explorer Level 4 : Student Book 3210 水_4 太田 裕子 理1234年 英語リーディング２

語学 理工学部 9781337562591 日吉5200_Pathways: Listening， Speaking， and Criti 2810 月_3 中村 祐子 理1年 英語リスニング２

語学 理工学部 9781107611931 日吉5201_Academic Writing Skills Level 3 : Studen 2800 金_3 鷲塚 奈保 理1年 英語ライティング２

語学 理工学部 9784791960361
日吉5202_グローバル社会を読み解く新たな視点　 Thinking

About Our Place in the World
1900 金_3_4 一瀬 その子 理1年 英語２

語学 理工学部 9784523177159 日吉5203_すぐ使えるビジネス英語  Business Encounters 2100 火_3 倉科 真季 理1年 英語スピーキング１

語学 理工学部 9784560088548 日吉5204_フランス語発音トレーニング　増補新版 2300 金_3 岡見 さえ 理1年 フランス語初級（ｂ）１

語学 理工学部 9784255253763 日吉5205_ドイツ語作文４００題 1800 _ 海老坂 高 理／外研1年 ドイツ語セミ.インテンシブ1.2

語学 理工学部 9784808611903 日吉5206_ゲナウ！ 2500 火_3 杉山 有紀子 理1・2年 ドイツ語初級１

語学 理工学部 9784327421946 日吉5207_英語アカデミック・ライティングの基礎 1100 月_3 井上 京子 理1・2年 英語ライティング３

語学 理工学部 9784523178996
日吉5208_Ａｄｖａｎｃｅｓ　ｉｎ　ＳｃｉｅｎｃｅーＬｅａ

ｒｎｉｎｇ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　Ｐａ
1900 金_3 倉科 真季 理1年 英語２

語学 理工学部 9784764740778 日吉5209_Ｉｎｓｉｄｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ 2000 金_3 倉科 真季 理1年 英語２
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語学 理工学部 9784523177692
日吉5210_ＴＯＥＩＣテストのリスニング攻略　Listening

Breakthrough for the TOEIC Test
1700 火_3 蓮見 祐子 理1234年 英語リスニング１

語学 理工学部 9784523171706
日吉5211_５分間英語発音　AMERICAN & BRITISH ENGLISH

PRONUNCIATION
700 月_1_2 花崎 美紀 理1年 英語２

語学 理工学部 9784411031099 日吉5212_中国語解体新書 2300
火|木_2|2 小島 瑞紀 理工学部1年 中国語 1(既習) 中国語 ３・

４(既習)   
※既習クラスの教科書です。

語学 理工学部 9786202363136
日吉5213_ABLish（土1）英語リスニング３【新規履修者】

※必ずご確認ください
2000

土_1 吉原 学 理1年 （土1）英語リスニング３【新規履修者】

組合員割引対象外

語学 理工学部 9786202363143
日吉5214_ABLish（土1）英語リスニング３【継続履修者】

※必ずご確認ください
1500

土_1 吉原 学 理1年 （土1）英語リスニング３【継続履修者】

組合員割引対象外

語学 理工学部 9786202363150
日吉5215_ABLish（土2）英語リスニング２【新規履修者】

※必ずご確認ください
2000

土_2 吉原 学 理1年 （土2）英語リスニング２【新規履修者】

組合員割引対象外

語学 理工学部 9786202363167
日吉5216_ABLish（土2）英語リスニング２【継続履修者】

※必ずご確認ください
1500

土_2 吉原 学 理1年 （土2）英語リスニング２【継続履修者】

組合員割引対象外

語学 理工学部 9784255254395 日吉5218_シュピッツェ！　２ 2700 木_3 粂田 文 理2年 ドイツ語インテンシブ2

語学 理工学部 9780194819282 日吉5219_Q: Skills for Success-Listening and Spea 3300 水_3 太田 裕子 理1234年 英語スピーキング２

語学 理工学部 9784881987391
日吉5220_英語で学ぶはじめての異文化コミュニケーション論

Exploring Landscapes of Culture and Communication
1900 水_4 カズ ダイアナ Ｍ 理1年 英語リスニング1

語学 理工学部 9780230726017 日吉5221_Speaking of Speech : Student Book with D 2730 水_5 カズ ダイアナ Ｍ 理1年 英語スピーキング2

語学 医学部 9780521606660 日吉7006_English in Medicine:A Course in Communic 4110 金_1_2 堀　祐子 医1年 英語II　Medical English

語学 医学部 9780323444927 日吉7007_Medical Terminology:A Short Course， 8th 8576 金_1_2 堀　祐子 医1年 英語II　Medical English

ご自身が履修する授業の曜日時限・

新規履修/継続履修を必ずご確認ください。


