
※五福キャンパス（生協本店購買部取り扱い分）

2022年 9月 29日（木）～2022年10月14日（金）（土、日、祝日は休業）  

生協本店購買部（2階）教科書販売特設会場 

9月 29日（木）～9月 30日（金）10時～16時 ／10月 3日（月）～10月14日（金）時30分～18 時 30分 
※10月14日（金）は16時で終了

● 一般教養 ●経済学部

● 英語（医学部・薬学部・芸術文化学部） ●理学部

● 英語（人文学部・教育学部・経済学部） ●工学部 1 年

● 英語（理学部・工学部・都市デザイン学部） ●都市デザイン学部 1 年

● 外国語 ●芸術文化学部 1 年

● 人文学部

● 教育学部（人間発達科学部）（人間環境） ／ （発達教育） 

※五福キャンパス（生協都市デザイン・工学部店取り扱い分）

2022年 9月30日（金）～2022年10月14日（金）（土曜、日曜、祝日は休業） 

生協都市デザイン・工学部店購買部（2階）教科書販売特設会場 

9月30日（金）10時～14時 ／10月 3日（月）～10月 14日（金）時 30分～17時 

● 工学部 2 年 ●都市デザイン学部 2 年

● 工学部 3 年 ●都市デザイン学部 3 年

※高岡キャンパス（生協高岡店取り扱い分）

2022年 9月30日（月）～2022年10月14日（金）（土曜、日曜、祝日は休業）  

生協高岡店購買部 店舗内 

9月 30日（金）10時～14時 ／10月 3日（月）～10月14日（金）8 時 30分～18 時 30分 

● 芸術文化学部

2022年度後期教科書一覧表 

営業時間 

販売場所 

販売日 

営業時間 

販売場所 

販売日 

営業時間 

販売場所 

販売日 

医学部・薬学部の全学年の専門科目、1 年生の理系基盤教育及び医療・健康科学系の教養教育科目の

教科書は、杉谷キャンパス福利・厚生棟 1 階中田図書販売（株）での販売になります。販売日時等の詳細は

上記店舗（076-434-0929 8:30～17:00）へお問い合わせください。

各販売会場では、入場制限などのコロナ感染対策を実施させていただきます。 

ご来店の際はご協力をお願いします。ご安心してご来店いただきますよう、お待ちいたしております。 




曜日 時間 講義名 教員 書　　　　　　名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


健康・スポーツ 神野 スポーツの「あたりまえ」を疑え！　 晃洋書房 ¥2,600 ¥2,860


地域の経済と社会・文化 大西 大学的富山ガイド　 昭和堂（京都） ¥2,400 ¥2,640


はじめての経済学 山田 マンキュー入門経済学　第３版 東洋経済新報社 ¥3,200 ¥3,520


2 日本国憲法 上田 プレステップ憲法　 弘文堂 ¥1,800 ¥1,980


3 自然科学への扉ｰB 杉森 教養としての化学入門　第２版 化学同人 ¥2,400 ¥2,640


市民生活と法 上田 グラフィック法学入門　第２版 新世社（渋谷区） ¥1,850 ¥2,035


【参考書】日本美術史　増補新装 美術出版社 ¥1,900 ¥2,090


【参考書】西洋美術史　増補新装 美術出版社 ¥1,900 ¥2,090


応用情報処理（UNIX入門） 柴田 入門者のＬｉｎｕｘ　 講談社 ¥1,160 ¥1,276


応用情報処理 山下 やさしいＰｙｔｈｏｎ　 ＳＢクリエイティブ ¥2,580 ¥2,838


日本文学 奥野 連句・俳句季語辞典十七季　第２版 三省堂 ¥2,500 ¥2,750


現代社会論 伊藤 ピア・サポートの社会学　 晃洋書房 ¥2,300 ¥2,530


現代と教育 西島 【参考書】教えから学びへ　 河出書房新社 ¥890 ¥979


2 市民生活と法 香川 民法　１　 有斐閣 ¥2,100 ¥2,310


3 国家と市民 秋葉 グローバル・バイオエシックスー序説ー　 へるす出版 ¥3,000 ¥3,300


日本国憲法 上田 プレステップ憲法　 弘文堂 ¥1,800 ¥1,980


線形代数学 黒岡・須加 教養の線形代数　６訂版 培風館 ¥1,800 ¥1,980


富山から考える震災・復興学 大坂 アクティブラーニングで学ぶ震災・復興学 六花出版 ¥1,500 ¥1,650


応用情報処理（JavaScript入門） 上木 これから学ぶＪａｖａＳｃｒｉｐｔ　 インプレス ¥2,480 ¥2,728


日本海学 和田 自然と経済から見つめる北東アジアの環境　増補改訂 富山大学出版会 ¥1,800 ¥1,980


応用情報処理 沖野 やさしいＣ　第５版 ＳＢクリエイティブ ¥2,500 ¥2,750


現代と教育 竹村 学びと教師 富山大学出版会 ¥580 ¥638


市民生活と法 上田 グラフィック法学入門　第２版 新世社（渋谷区） ¥1,850 ¥2,035


人間と倫理 児島 実践・倫理学　 勁草書房 ¥2,500 ¥2,750


マクロ経済学　新版 有斐閣 ¥2,300 ¥2,530


【参考書】マクロ経済学・入門　第５版 有斐閣 ¥2,200 ¥2,420


【参考書】マンキュー経済学　２（マクロ編）　第４版 東洋経済新報社 ¥4,000 ¥4,400


経済生活と法 石田 会社法　第２版 法律文化社 ¥3,000 ¥3,300


日本国憲法 高橋 グラフィック憲法入門　第２版 新世社（渋谷区） ¥2,250 ¥2,475


東アジア共同体論ー政治・経済・文化ー 小柳津 東アジア共同体構想と日中韓関係の再構築　 昭和堂（京都） ¥3,200 ¥3,520


木 4 生体有機化学 杉森 有機化学要論　第２版 学術図書出版社 ¥2,200 ¥2,420


※ この表は、上記日付時点での、販売予定の教科書です。


掲載以外の教科書、または店舗に在庫のない教科書は担当者へお問い合わせください。


※ 共同購入とは、同じ教科書を10冊以上まとめて購入することです。


通常5%OFF（生協価格）のところ、10%OFF（共同購入価格）となります。また、辞典の場合は13%OFFとなります。


代表の方が予め集金していただき、ご購入ください。お釣りが必要な場合は、こちらで準備いたします。


産業と経済を学ぶ 本山
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２０２２年度後期　教養教育　教科書・参考書一覧表
９月１２日現在


月


1


4
美術 松村他


5


★販売期間：9月29日(木)～10月14日(金)
★営業時間：9月29日(木)～9月30日(金) 10時～15時


10月3日（月）～10月13日（木） 8時30分～18時30分
10月14日(金) 8時30分～16時
祝日・土曜日・日曜日は閉店


★販売会場：大学食堂２階特設会場





		一般教養（清書）
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添付ファイル
2022後期教科書（一般教養）.pdf




（医学部・薬学部）


クラス 曜日 時間 教官 書　　　　　　名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


Tactics for TOEIC Listening and Reading　 Oxfolrd ¥0 ¥0
ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　ＴＥＳＴ出る単特急金のフレーズ　 朝日新聞出版 ¥890 ¥979
Tactics for TOEIC Listening and Reading　 Oxfolrd ¥0 ¥0
ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　ＴＥＳＴ出る単特急金のフレーズ　 朝日新聞出版 ¥890 ¥979
Tactics for TOEIC Listening and Reading　 Oxfolrd ¥0 ¥0
ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　ＴＥＳＴ出る単特急金のフレーズ　 朝日新聞出版 ¥890 ¥979


火 2 木村
水 1 小木曽 ＳＣＯＲＥ　ＢＯＯＳＴＥＲ　ＦＯＲ　ＴＨＥ　ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　ＴＥＳＴ：ＩＮＴ　 金星堂 ¥2,000 ¥2,200


水 2 高野 大学生のためのＴＯＥＩＣテスト総合演習　 南雲堂 ¥2,000 ¥2,200
火 2 高野 大学生のためのＴＯＥＩＣテスト総合演習　 南雲堂 ¥2,000 ¥2,200


一歩上を目指すＴＯＥＩＣ　ＬＩＳＴＥＮＩＮＧ　ＡＮＤ　ＲＥＡＤＩＮＧ　Ｌｅｖｅｌ　 朝日出版社 ¥1,700 ¥1,870
学校語彙で学ぶＴＯＥＩＣテスト【単語集】　改訂新版 成美堂 ¥1,800 ¥1,980


（芸術文化学部）


クラス 曜日 時間 教官 書　　　　　　名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


水 1 小池 一歩上を目指すＴＯＥＩＣ　ＬＩＳＴＥＮＩＮＧ　ＡＮＤ　ＲＥＡＤＩＮＧ　Ｌｅｖｅｌ　 朝日出版社 ¥1,700 ¥1,870
水 2 須永 はじめて受けるＴＯＥＩＣ（Ｒ）　Ｌ＆Ｒテスト全パート完全攻略　 アルク ¥1,800 ¥1,980
火 2  須田　


※ この表は上記日付現在、教科書販売会場で販売予定のものです。
また、一覧表に記載のない教科書、価格未記入の教科書につきましては担当者へお問い合わせください。


※ 共同購入とは、同じ教科書を10冊以上まとめて購入することです。
通常5%OFF（生協価格）のところ、10%OFF（共同購入価格）となります。また、辞典の場合は13%OFFとなります。
代表の方が予め集金していただき、ご購入ください。お釣りが必要な場合は、こちらで準備いたします。


基盤英語Ⅱ


火 1 須加


水 1 石坂


２０２２年度後期　基盤英語Ⅱ　教科書一覧表
(医・薬・芸術文化学部対象）


９月１２日現在


基盤英語Ⅱ


月 1 須加


月 2 須加


★販売期間：9月29日(木)～10月14日(金)
★営業時間：9月29日(木)～9月30日(金) 10時～15時


10月3日（月）～10月13日（木） 8時30分～18時30分
10月14日(金) 8時30分～16時
祝日・土曜日・日曜日は閉店


★販売会場：大学食堂２階特設会場


※電子マネー利用で混雑緩和にご協力ください。販売期間内に必ずご購入ください。
※詳細は富山大学生協ホームページをご覧ください。教科書検索もできます。。ご利用ください。





		英語（医・薬・芸）



coop201802
添付ファイル
2022後期教科書（英語　医・薬・芸）.pdf




クラス 曜日 時間 教官 書　　　　　　名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


月 1 水野 移民の国アメリカ文化の散歩道ーＶＡからＮＡＳＡまでー　 英宝社 ¥1,800 ¥1,980


月 2 水野 移民の国アメリカ文化の散歩道ーＶＡからＮＡＳＡまでー　 英宝社 ¥1,800 ¥1,980


火 1 水野 移民の国アメリカ文化の散歩道ーＶＡからＮＡＳＡまでー　 英宝社 ¥1,800 ¥1,980


火 2 赤尾 名作映画でＴＯＥＩＣ　２　 英宝社 ¥2,100 ¥2,310


水 1 コー Longman Preparation Series for the TOEIC　


水 2 山岸 ＴＯＥＩＣテスト：オン・ターゲット　Ｂｏｏｋ　１　改訂版 南雲堂 ¥2,100 ¥2,310


月 1 山岸 ＴＯＥＩＣテスト：オン・ターゲット　Ｂｏｏｋ　１　改訂版 南雲堂 ¥2,100 ¥2,310


月 2 髙松 ボキャビル重視型ＴＯＥＩＣ（Ｒ）　Ｌ＆Ｒ総合演習　 松柏社 ¥1,900 ¥2,090


火 1 名取 段階的に学ぶ！ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒテスト　 朝日出版社 ¥1,800 ¥1,980


火 2 名取 段階的に学ぶ！ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒテスト　 朝日出版社 ¥1,800 ¥1,980


水 1 髙松 ボキャビル重視型ＴＯＥＩＣ（Ｒ）　Ｌ＆Ｒ総合演習　 松柏社 ¥1,900 ¥2,090


水 2 髙松 ボキャビル重視型ＴＯＥＩＣ（Ｒ）　Ｌ＆Ｒ総合演習　 松柏社 ¥1,900 ¥2,090


月 1 高野 大学生のためのＴＯＥＩＣテスト総合演習　 南雲堂 ¥2,000 ¥2,200


月 2 高野 大学生のためのＴＯＥＩＣテスト総合演習　 南雲堂 ¥2,000 ¥2,200


※ この表は上記日付現在、教科書販売会場で販売予定のものです。
また、一覧表に記載のない教科書、価格未記入の教科書につきましては担当者へお問い合わせください。


※ 共同購入とは、同じ教科書を10冊以上まとめて購入することです。
通常5%OFF（生協価格）のところ、10%OFF（共同購入価格）となります。また、辞典の場合は13%OFFとなります。
代表の方が予め集金していただき、ご購入ください。お釣りが必要な場合は、こちらで準備いたします。


２０２２年度後期　基盤英語Ⅱ　教科書一覧表
(人文・人間発達・経済学部対象）


９月１２日現在


基
盤
英
語
Ⅱ


★販売期間：9月29日(木)～10月14日(金)
★営業時間：9月29日(木)～9月30日(金) 10時～15時


10月3日（月）～10月13日（木） 8時30分～18時30分
10月14日(金) 8時30分～16時
祝日・土曜日・日曜日は閉店


★販売会場：大学食堂２階特設会場


※電子マネー利用で混雑緩和にご協力ください。販売期間内に必ずご購入ください。
※詳細は富山大学生協ホームページをご覧ください。教科書検索もできます。。ご利用ください。





		英語（人・発・経）
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クラス 曜日 時間 教官 書　　　　　　名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


火 2 水野 移民の国アメリカ文化の散歩道ーＶＡからＮＡＳＡまでー　 英宝社 ¥1,800 ¥1,980


水 1 大江


水 2 大江


月 1 コー Longman Preparation Series for the TOEIC　


月 2 山岸 ＴＯＥＩＣテスト：オン・ターゲット　Ｂｏｏｋ　１　改訂版 南雲堂 ¥2,100 ¥2,310


火 1 グレイ ＳＵＣＣＥＳＳＦＵＬ　ＫＥＹＳ　ＴＯ　ＴＨＥ　ＴＯＥＩＣ　ＬＩＳＴＥＮＩＮＧ　１　４ｔｈ　Ｅｄｉｔ 桐原書店 ¥1,800 ¥1,980


火 2 髙松 ボキャビル重視型ＴＯＥＩＣ（Ｒ）　Ｌ＆Ｒ総合演習　 松柏社 ¥1,900 ¥2,090


水 1 海見 ＳＣＯＲＥ　ＢＯＯＳＴＥＲ　ＦＯＲ　ＴＨＥ　ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　ＴＥＳＴ：ＰＲＥ　 金星堂 ¥2,000 ¥2,200


水 2 海見 ＳＣＯＲＥ　ＢＯＯＳＴＥＲ　ＦＯＲ　ＴＨＥ　ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　ＴＥＳＴ：ＰＲＥ　 金星堂 ¥2,000 ¥2,200


月 1 海見 ＳＣＯＲＥ　ＢＯＯＳＴＥＲ　ＦＯＲ　ＴＨＥ　ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　ＴＥＳＴ：ＰＲＥ　 金星堂 ¥2,000 ¥2,200


月 2 海見 ＳＣＯＲＥ　ＢＯＯＳＴＥＲ　ＦＯＲ　ＴＨＥ　ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　ＴＥＳＴ：ＰＲＥ　 金星堂 ¥2,000 ¥2,200


火 1 高野 大学生のためのＴＯＥＩＣテスト総合演習　 南雲堂 ¥2,000 ¥2,200


火 2 海見 ＳＣＯＲＥ　ＢＯＯＳＴＥＲ　ＦＯＲ　ＴＨＥ　ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　ＴＥＳＴ：ＰＲＥ　 金星堂 ¥2,000 ¥2,200


水 1 高野 大学生のためのＴＯＥＩＣテスト総合演習　 南雲堂 ¥2,000 ¥2,200


水 2 秋田 TOEIC Test Trainer Target 470， Revised E　 センゲージラーニング ¥2,100 ¥2,310


一歩上を目指すＴＯＥＩＣ　ＬＩＳＴＥＮＩＮＧ　ＡＮＤ　ＲＥＡＤＩＮＧ　Ｌｅｖｅｌ　 朝日出版社 ¥1,700 ¥1,870


学校語彙で学ぶＴＯＥＩＣテスト【単語集】　改訂新版 成美堂 ¥1,800 ¥1,980


※ この表は上記日付現在、教科書販売会場で販売予定のものです。
また、一覧表に記載のない教科書、価格未記入の教科書につきましては担当者へお問い合わせください。


※ 共同購入とは、同じ教科書を10冊以上まとめて購入することです。
通常5%OFF（生協価格）のところ、10%OFF（共同購入価格）となります。また、辞典の場合は13%OFFとなります。
代表の方が予め集金していただき、ご購入ください。お釣りが必要な場合は、こちらで準備いたします。


２０２２年度後期　基盤英語Ⅱ　教科書一覧表
(理・工・都市デザイン学部対象）


９月１２日現在


基
礎
英
語
Ⅱ


水 2 石坂


★販売期間：9月29日(木)～10月14日(金)
★営業時間：9月29日(木)～9月30日(金) 10時～15時


10月3日（月）～10月13日（木） 8時30分～18時30分
10月14日(金) 8時30分～16時
祝日・土曜日・日曜日は閉店


★販売会場：大学食堂２階特設会場


※電子マネー利用で混雑緩和にご協力ください。販売期間内に必ずご購入ください。
※詳細は富山大学生協ホームページをご覧ください。教科書検索もできます。。ご利用ください。





		英語（理・工・都市）
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クラス 曜日 時間 教官 書　　　　　　名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


クーパー Ａｄｖａｎｃｅｓ　ｉｎ　ＳｃｉｅｎｃｅーＬｅａｒｎｉｎｇ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　Ｐａ　 南雲堂 ¥1,900 ¥2,090


ムラー


ケニー Biography of Existence 生協


グレイ English Firsthand Success Student Book w　 Pearson


グリーン Impact Listening Level 2 : Student Book　


タランディス 21st Century Reading Level 1 : Student B　


小田 英語で読む『現代アートと人間社会』　 南雲堂 ¥2,100 ¥2,310


喜久田 Basic English for Physics. Student Book　 センゲージラーニング


クーパー 医系コラム『バイタル・サインズ』で学ぶ基本医学用語演習　 南雲堂 ¥1,900 ¥2,090


ムラー


ケニー Biography of Existence 生協


サンダース English Firsthand Level 2 Student Book w　 Peason


グレイ English Firsthand Success Student Book w　 Pearson


タランディス 21st Century Reading Level 1 : Student B　


グリーン Impact Listening Level 2 : Student Book　


小田 英語で読む『現代アートと人間社会』　 南雲堂 ¥2,100 ¥2,310


吉井・城 医療の世界　 朝日出版社 ¥1,800 ¥1,980


クーパー Ａｄｖａｎｃｅｓ　ｉｎ　ＳｃｉｅｎｃｅーＬｅａｒｎｉｎｇ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　Ｐａ　 南雲堂 ¥1,900 ¥2,090


ムラー


ケニー Biography of Existence 生協


木村


グリーン Impact Listening Level 2 : Student Book　


タランディス 21st Century Reading Level 1 : Student B　


須田 Design Makes the World Go Round. P 84 p.　 センゲージラーニング


ＤＵＯ　３．０　 アイシーピー ¥1,200 ¥1,320


Longman Academic Writing Series 2: Stude　 Pearson Education ¥3,470 ¥3,817


田端 すぐに役立つ科学英語の書き方　 日経ＢＰＭ ¥1,806 ¥1,986


ムラー


タランディス 21st Century Reading Level 1 : Student B　


サンダース English Firsthand Level 2 Student Book w　 Peason


ケニー Biography of Existence 生協


グリーン Impact Listening Level 2 : Student Book　


クーパー ＳＰＥＡＫＩＮＧ　ＯＦ　ＳＰＥＥＣＨ　Ｌｅｖｅｌ．２　 マクミランランゲージハウス ¥2,500 ¥2,750


鹿児島・佐藤


吉川 Human Physiology:A Very Short Introducti　


ムラー


岡崎 Ｆｒｅｅｄｏｍ　Ｗｒｉｔｅｒｓ　 音羽書房鶴見書店 ¥2,000 ¥2,200


山岸 Be More Japan H 224 p. 19　


大場 Ｈｅａｌｔｈｔａｌｋ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔ トライアログ・エデュケーション ¥2,200 ¥2,420


グレイ English Firsthand Success Student Book w　 Pearson


クーパー 医系コラム『バイタル・サインズ』で学ぶ基本医学用語演習　 南雲堂 ¥1,900 ¥2,090


小野


ムラー


岡崎 Ｆｒｅｅｄｏｍ　Ｗｒｉｔｅｒｓ　 音羽書房鶴見書店 ¥2,000 ¥2,200


サンダース English Firsthand Level 2 Student Book w　 Peason


大場 Ｈｅａｌｔｈｔａｌｋ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔ トライアログ・エデュケーション ¥2,200 ¥2,420


クーパー ＳＰＥＡＫＩＮＧ　ＯＦ　ＳＰＥＥＣＨ　Ｌｅｖｅｌ．２　 マクミランランゲージハウス ¥2,500 ¥2,750


朴 【参考書】The Sciences: An Integrated Approach， Binder Ready Version， 8th Edition


※ この表は上記日付現在、教科書販売会場で販売予定のものです。
また、一覧表に記載のない教科書、価格未記入の教科書につきましては担当者へお問い合わせください。


※ 共同購入とは、同じ教科書を10冊以上まとめて購入することです。
通常5%OFF（生協価格）のところ、10%OFF（共同購入価格）となります。また、辞典の場合は13%OFFとなります。
代表の方が予め集金していただき、ご購入ください。お釣りが必要な場合は、こちらで準備いたします。


2


２０２２年度後期　ESPⅡ　教科書一覧表
９月１２日現在


ESPⅡ


月 1


月 2


火 1


菅野


生協では手配不可


火 2


水 1


水


★販売期間：9月29日(木)～10月14日(金)
★営業時間：9月29日(木)～9月30日(金) 10時～15時


10月3日（月）～10月13日（木） 8時30分～18時30分
10月14日(金) 8時30分～16時
祝日・土曜日・日曜日は閉店


★販売会場：大学食堂２階特設会場


※電子マネー利用で混雑緩和にご協力ください。販売期間内に必ずご購入ください。
※詳細は富山大学生協ホームページをご覧ください。教科書検索もできます。。ご利用ください。







クラス 曜日 時間 教員 書            名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


Tactics for TOEIC Reading and Listening Oxford ¥1,800 ¥1,980


ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　ＴＥＳＴ出る単特急金のフレーズ　 朝日新聞出版 ¥3,120 ¥3,432


ESPⅡ 水 7 内藤 変わりゆく世界：明日の世界を考える１５のトピック 音羽書房鶴見書店 ¥1,900 ¥2,090


クラス 曜日 時間 教員 書            名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


日本語コミュニケーション2 火 4 田中 思考を鍛えるレポート・論文作成法第３版 慶応義塾大学出版会 ¥1,200 ¥1,320


教官 書       名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


みんなの日本語初級１本冊　第２版 スリーエーネットワーク ¥2,500 ¥2,750


みんなの日本語初級２本冊　第２版 スリーエーネットワーク ¥2,500 ¥2,750


基本漢字５００　ｖｏｌ．１　新版第２版 凡人社 ¥2,400 ¥2,640


Ｂａｓｉｃ Ｊａｐａｎｅｓｅ ｆｏｒ ｓｔｕｄｅｎｔｓ　１　新装版 スリーエーネットワーク ¥2,000 ¥2,200


　　　　　　　中級　文法・表現B2ab ジェイ・ブリッジ　新装第２版 凡人社 ¥2,800 ¥3,080


日本語中級Ｊ３０１　英語版　改訂版 スリーエーネットワーク ¥2,500 ¥2,750


NIHONGO CHUUKYUU J 501 EIGOBAN， KAITEIBA　改訂版 スリーエーネットワーク ¥2,800 ¥3,080


基本漢字５００　ｖｏｌ．２　新版 凡人社 ¥2,500 ¥2,750


INTERMEDIATE KANJI BOOK　VOL.1　改訂第3版　 凡人社 ¥3,200 ¥3,520


協働で学ぶクリティカル・リーディング ひつじ書房 ¥1,700 ¥1,870


新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ１　 スリーエーネットワーク ¥1,400 ¥1,540


ＴＲＹ！日本語能力試験Ｎ２英語版　改訂版 アスク出版 ¥1,800 ¥1,980


ＴＲＹ！日本語能力試験Ｎ２中国語版　 アスク出版 ¥1,800 ¥1,980


ＴＲＹ！日本語能力試験Ｎ２ベトナム語版　改訂新版 アスク出版 ¥1,800 ¥1,980


ＴＲＹ！日本語能力試験Ｎ１英語版　改訂版 アスク出版 ¥1,800 ¥1,980


ＴＲＹ！日本語能力試験Ｎ１中国語版　 アスク出版 ¥1,800 ¥1,980


ＴＲＹ！日本語能力試験Ｎ１ベトナム語版　改訂新版 アスク出版 ¥1,800 ¥1,980


ＩＮＴＥＲＭＥＤＩＡＴＥ　ＫＡＮＪＩ　ＢＯＯＫ　ｖｏｌ．２　第４版 凡人社 ¥3,300 ¥3,630


　※参考書


教官 書       名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


みんなの日本語初級１翻訳・文法解説英語版　第２版 スリーエーネットワーク ¥2,000 ¥2,200


みんなの日本語初級１翻訳・文法解説中国語版　第２版 スリーエーネットワーク ¥2,000 ¥2,200


みんなの日本語初級１翻訳・文法解説ベトナム語版　第２スリーエーネットワーク ¥2,000 ¥2,200


みんなの日本語初級１翻訳・文法解説ポルトガル語版　第スリーエーネットワーク ¥2,000 ¥2,200


みんなの日本語初級２翻訳・文法解説英語版　第２版 スリーエーネットワーク ¥2,000 ¥2,200


みんなの日本語初級２翻訳・文法解説中国語版　第２版 スリーエーネットワーク ¥2,000 ¥2,200


みんなの日本語初級２翻訳・文法解説ベトナム語版　第２スリーエーネットワーク ¥2,000 ¥2,200


みんなの日本語初級２翻訳・文法解説ポルトガル語版　第スリーエーネットワーク ¥2,000 ¥2,200


※


通常5%OFF（生協価格）のところ、10%OFF（共同購入価格）となります。また、辞典の場合は13%OFFとなります。


代表の方が予め集金していただき、ご購入ください。お釣りが必要な場合は、こちらで準備いたします。


共同購入とは、同じ教科書を10冊以上まとめて購入することです。


上級文法C2a


上級文法C2b


上級漢字C2


講義名


初級文法Ａ２ 田中他


２０２２年度後期　日本語コミュニケーションⅡ　教科書・参考書一覧表


講義名


初級 文法A2


田中他


初級 漢字A2


初級 生活日本語A2


中級文法・読解B2ab


中級漢字B2


上級読解C2a


上級読解C2b


２０２２年度後期　基盤英語Ⅱ・ESPⅡ（夜間）　教科書一覧表
９月１２日現在


基盤英語Ⅱ 月 6 須加


★販売期間：9月29日(木)～10月14日(金)
★営業時間：9月29日(木)～9月30日(金) 10時～15時


10月3日（月）～10月13日（木） 8時30分～18時30分
10月14日(金) 8時30分～16時
祝日・土曜日・日曜日は閉店


★販売会場：大学食堂２階特設会場





		ESP2

		外国語B（清書）



coop201802
添付ファイル
2022後期教科書（外国語　EP2・日本語コミュニケーション）.pdf




曜日 時間 講義名 教官 学年 書　　　　　　名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


アメリカ言語文化講読２B 秋田 3・4 The Great Gatsby .　 Penguin Classic


中国言語文化講読 森賀 2～4 ことばのふしぎ　 朝日出版社 ¥1,800 ¥1,980


東アジア言語文化特殊講義 田村 2～4 太平記　１　 岩波書店 ¥1,140 ¥1,254


Read to Write Compositions BTB Press


An A-Z of Common English Errors for Japanese LearneBTB Press


2 イギリス言語文化講読Ⅱb 恒川 3・4 贖罪　 新潮社 ¥900 ¥990


3 人と法 高橋 2～4 法学入門　 成文堂 ¥1,500 ¥1,650


4 日本文学演習Ⅰ(b) 田村 2～4 源氏物語　７　 岩波書店 ¥1,380 ¥1,518


国際関係論 池田 2～4 英国学派入門　 日本経済評論社 ¥3,000 ¥3,300


中国文学概論Ⅱa 齋藤 1～4 中国文学をつまみ食い　 ミネルヴァ書房 ¥2,800 ¥3,080


日本文学演習２ 藤井 2～4 日本近代短篇小説選　大正篇　 岩波書店 ¥850 ¥935


アメリカ言語文化演習１a 赤尾 2～4 アメリカ映画に見る黒人ステレオタイプ　 富山大学出版会 ¥1,800 ¥1,980


文化人類学演習 藤本 2～4 縁食論 ミシマ社 ¥1,700 ¥1,870


5 データサイエンス入門 松本 1 はじめの一歩　基礎からはじめるデータサイエンス noa出版 注文
1 基礎フランス語 梅澤 1 Interactions 1 Cle internationale ¥3,240 ¥3,564


哲学講読2 池田 1～4 意識に直接与えられたものについての試論　 筑摩書房 ¥1,200 ¥1,320


心理学概論 黒川 1～4 ダイアグラム心理学　 北大路書房 ¥2,300 ¥2,530


3 人間学演習１k 田畑 2～4 永遠平和のために／啓蒙とは何か　 光文社 ¥700 ¥770


日本文学史１－b 田村 1～4 日本古典文学史　 暁印書館 ¥1,700 ¥1,870


基礎ドイツ語 黒田 1 ヴェーラとヴェルナーもっとやさしく版　 朝日出版社 ¥2,400 ¥2,640


　参考書


曜日 時間 講義名 教官 学年 書　　　　　　名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


集団行動の心理学　 サイエンス社 ¥1,800 ¥1,980


グラフィック社会心理学　第２版 サイエンス社 ¥2,600 ¥2,860


アメリカ文学史 赤尾 2～4 はじめて学ぶアメリカ文学史　 ミネルヴァ書房 ¥2,800 ¥3,080


金 2 心理学概論 黒川 1～4 心理学をまじめに考える方法　 誠信書房 ¥2,700 ¥2,970 ⑦


※


※


掲載以外の教科書、または店舗に在庫のない教科書は担当者へお問い合わせください。


共同購入とは、同じ教科書を10冊以上まとめて購入することです。


通常5%OFF（生協価格）のところ、10%OFF（共同購入価格）となります。また、辞典の場合は13%OFFとなります。


代表の方が予め集金していただき、ご購入ください。お釣りが必要な場合は、こちらで準備いたします。


火 4
心理学演習(f) 黒川 2～4


この表は、上記日付時点での、販売予定の教科書です。


火


木


2


3


金


2


4


２０２２年度後期　人文学部　教科書一覧表
９月１２日現在


月


2


4
英語コミュニケーション（作文）１ タランディス 2～4


★販売期間：9月29日(木)～10月14日(金)
★営業時間：9月29日(木)～9月30日(金) 10時～15時


10月3日（月）～10月13日（木） 8時30分～18時30分
10月14日(金) 8時30分～16時
祝日・土曜日・日曜日は閉店


★販売会場：大学食堂２階特設会場


※電子マネー利用で混雑緩和にご協力ください。販売期間内に必ずご購入ください。





		人文



coop201802
添付ファイル
2022後期教科書（人文）.pdf




(教育学部） ９月１２日現在
曜日 時間 講義名 教官 学年 書               名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


1 インクルーシブ教育基礎演習? 水内 1 シーズ（アプリ活用）とニーズ（授業展開）でわかる！ 特別支援教育　１人１台端末活用実践ガイド　自立活動他編 明治図書出版


3 国語科基礎A 宮城・西田谷・武田 1 小学校学習指導要領解説　国語編　平成２９年７月　 東洋館出版社 ¥162 ¥178


９月１２日現在
(人間発達科学部）


学科 曜日 時間 講義名 教官 学年 書               名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


1 数学科教育法Ⅳ 松田 3・4 未来へひろがる数学3 啓林館 未定 未定


中学校学習指導要領解説　社会編　平成２９年７月　 東洋館出版社 ¥189 ¥208


高等学校学習指導要領解説　地理歴史編　平成３０年７月　 東洋館出版社 ¥760 ¥836


英語科教育法２ 岡崎 2～4 Ｆｒｅｅｄｏｍ　Ｗｒｉｔｅｒｓ　 音羽書房鶴見書店 ¥2,000 ¥2,200


英語科教育法Ⅳ 小木曽 3・4 新学習指導要領にもとづく英語科教育法　第３版 大修館書店 ¥2,300 ¥2,530


理科教育法２ 月僧 2～4 高等学校学習指導要領解説　理科編・理数編　 実教出版 ¥320 ¥352


3 基礎物理学実験 成行 2～4 新・物理入門問題演習　改訂版 駿台文庫 ¥1,400 ¥1,540


異文化理解・交流 竹腰 2～4 グローバル社会の異文化コミュニケーション　改訂新版 金星堂 ¥1,800 ¥1,980


法律学演習 高橋 3・4 民事法入門　第８版補訂版 有斐閣 ¥1,800 ¥1,980


化学物質の機能と環境 片岡 2～4 アトキンス一般化学　上　 東京化学同人 ¥3,200 ¥3,520


家庭B 秋月 2～4 私たちの住居学　第２版 オーム社 ¥2,400 ¥2,640


情報コミュニケーション学特別講義３ 西田谷 3・4 物語の共同体　 能登印刷出版部 ¥2,000 ¥2,200


モデル化とシミュレーション 大森 3・4 数値解析入門　 東京大学出版会 ¥3,000 ¥3,300


歴史情報資料学 中村 2～4 近世古文書解読字典　増訂 柏書房 ¥2,524 ¥2,776


法律学 高橋 2～4 法学入門　 成文堂 ¥1,500 ¥1,650


4 日本文学概論 西田谷 2～4 文学理論　 ひつじ書房 ¥1,400 ¥1,540


水 1 スポーツ史 大川 2～4 図説スポーツ史　 朝倉書店 ¥5,200 ¥5,720


生活工学 秋月 2～4 【参考書】建築火災安全設計の考え方と基礎知識　 日本建築学会 ¥4,500 ¥4,950


教育の方法と技術 成瀬 2～4 新しい時代の教育方法　改訂版 有斐閣 ¥1,800 ¥1,980


社会調査法 志賀 2～4 社会福祉調査の基礎　 中央法規出版 ¥2,500 ¥2,750


2 人間安全保障論 池田 3・4 英国学派入門　 日本経済評論社 ¥3,000 ¥3,300


4 環境と人権 高橋 2～4


5 数理システム概論 山口 2～4 基本微分積分　 サイエンス社 ¥1,850 ¥2,035


1 英語集中演習 内藤 2～4 Ｐｌｅａｓｕｒｅ　ｉｎ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ａｌｏｕｄ　ａｎｄ　Ｒｅｔｅｌｌｉｎｇ　 金星堂 ¥1,800 ¥1,980


2 総合的な学習時間の教育論 長谷川 3・4 中学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間編　平成２９年７月　東山書房 ¥228 ¥251


4 熱とエントロピー 成行 3・4 熱力学入門　 共立出版 ¥2,000 ¥2,200


問題を科学する　 海文堂出版 ¥2,200 ¥2,420


【参考書】自己と関わりの創造学　第２版 大学教育出版 ¥1,900 ¥2,090


4 ICT活用による授業力向上 成瀬 1・2 ＩＣＴ活用の理論と実践　 北大路書房 ¥2,000 ¥2,200


コミュニティ・スクール　増補改訂版 エイデル研究所 ¥1,800 ¥1,980


地域学校協働のデザインとマネジメント 学文社 ¥1,600 ¥1,760


2 学校を基盤としたカリキュラム開発 増田・林 1・2 学習科学ガイドブック　 北大路書房 ¥2,200 ¥2,420


3 学習意欲を高める生活環境系の授業づくり 河村 1・2 地球史が語る近未来の環境　 東京大学出版会 ¥2,400 ¥2,640


金 4 学習意欲を高める理系の授業づくり 成瀬 1・2 ＡＩに負けない子どもを育てる　 東洋経済新報社 ¥1,600 ¥1,760


1・2


教
職
大
学
院


月
3 問題発見と意味づけ 竹村 1・2


木


1 地域・保護者をつくる学校 西島


人
間
環
境
シ
ス
テ
ム


月 
4


火


2


3


木


1


金


２０２２年度後期　教育学部・人間発達科学部(人間環境システム学科対象）　教科書・参考書一覧表


金


共
通


火
4 社会科・地歴科教育法１ 笹田 2～4


金 1


★販売期間：9月29日(木)～10月14日(金)
★営業時間：9月29日(木)～9月30日(金) 10時～15時


10月3日（月）～10月13日（木） 8時30分～18時30分
10月14日(金) 8時30分～16時
祝日・土曜日・日曜日は閉店


★販売会場：大学食堂２階特設会場


※電子マネー利用で混雑緩和にご協力ください。販売期間内に必ずご購入ください。





		人間環境



coop201802
添付ファイル
2022後期教科書（人間環境）.pdf




(教育学部） ９月１２日現在
曜日 時間 講義名 教官 学年 書               名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


1 インクルーシブ教育基礎演習? 水内 1 シーズ（アプリ活用）とニーズ（授業展開）でわかる！ 特別支援教育　１人１台端末活用実践ガイド　自立活動他編 明治図書出版


3 国語科基礎A 宮城・西田谷・武田 1 小学校学習指導要領解説　国語編　平成２９年７月　 東洋館出版社 ¥162 ¥178


（人間発達科学部） ９月１２日現在
学科 曜日 時間 講義名 教官 学年 書               名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


1 数学科教育法Ⅳ 松田 3・4 未来へひろがる数学3 啓林館 未定 未定


中学校学習指導要領解説　社会編　平成２９年７月　 東洋館出版社 ¥189 ¥208


高等学校学習指導要領解説　地理歴史編　平成３０年７月　 東洋館出版社 ¥760 ¥836


英語科教育法２ 岡崎 2～4 Ｆｒｅｅｄｏｍ　Ｗｒｉｔｅｒｓ　 音羽書房鶴見書店 ¥2,000 ¥2,200


英語科教育法Ⅳ 小木曽 3・4 新学習指導要領にもとづく英語科教育法　第３版 大修館書店 ¥2,300 ¥2,530


理科教育法２ 月僧 2～4 高等学校学習指導要領解説　理科編・理数編　 実教出版 ¥320 ¥352


特別支援学校幼稚部教育要領　小学部・中学部学習指導要領　 海文堂出版 ¥440 ¥484 注文
特別支援学校学習指導要領解説　総則等編（幼稚部・小学部・中学部）　平成２１年６月　 開隆堂出版 ¥343 ¥377 注文
特別支援学校学習指導要領解説　総則等編（高等部）　平成３１年２月　 ジアース教育新社 ¥1,500 ¥1,650 注文


カウンセリング 石津 2～4 臨床心理学　 有斐閣 ¥3,900 ¥4,290


ソーシャルワーク実習指導3 志賀・野田 3・4 相談援助実習　 中央法規出版 ¥2,400 ¥2,640


最新保育資料集　２０２２　 ミネルヴァ書房 ¥2,000 ¥2,200


全国保育士会倫理綱領ガイドブック　改訂２版 全国社会福祉協議会 ¥700 ¥770


4 子どもの保健 宮 2～4 子どもの保健テキスト　改訂第２版 診断と治療社 ¥2,200 ¥2,420


小学校学習指導要領解説　生活編　平成２９年７月　 東洋館出版社 ¥134 ¥147


生活科教科書（上・下）


1 福祉行財政と福祉計画論 野田 3・4 新・社会福祉士養成講座　１０　第５版 中央法規出版 ¥2,200 ¥2,420


3 英語 小木曽 2～4 小学校で英語を教えるためのミニマム・エッセンシャルズ　 三省堂 ¥1,900 ¥2,090


児童福祉論 西館 2～4 ヒューマンサービスに関わる人のための子ども支援学　 文化書房博文社 ¥2,400 ¥2,640


心理学実験法 近藤・小澤 2～4 実験・実習で学ぶ心理学の基礎　 金子書房 ¥2,500 ¥2,750


小学校学習指導要領解説　図画工作編　平成２９年７月　 日本文教出版（大阪） ¥100 ¥110


小学校図画工作教科書 1・2上下 3・4上下 5・6上下 日本文教出版 各￥255 各￥281


水 2 理科教育論Ａ 月僧 2～4 小学校学習指導要領解説　理科編　平成２９年７月　 東洋館出版社 ¥111 ¥122


1 保健医療論 野田 3・4 新・社会福祉士養成講座　１７　第５版 中央法規出版 ¥2,200 ¥2,420


司法福祉論 小林 3・4 新・社会福祉士養成講座　２０　第４版 中央法規出版 ¥1,600 ¥1,760


青年心理学 姜 2～4 エピソードでつかむ青年心理学　 ミネルヴァ書房 ¥2,600 ¥2,860


生活科教育論 月僧 2～4


水１・金3 図画工作A・B 隅・鼓 2～4


火


4


発
達
教
育


月 


1・2


5


木
4


知的障害児の教育１ 和田 2～4


2


3 保育者論 若山 2～4


２０２２年度後期　教育学部・人間発達科学部(発達教育学科対象）　教科書・参考書一覧表


金


共
通


火
4 社会科・地歴科教育法１ 笹田 2～4


金 1


★販売期間：9月29日(木)～10月14日(金)
★営業時間：9月29日(木)～9月30日(金) 10時～15時


10月3日（月）～10月13日（木） 8時30分～18時30分
10月14日(金) 8時30分～16時
祝日・土曜日・日曜日は閉店


★販売会場：大学食堂２階特設会場





		発達教育
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学科 時限 講義名 教員 学年 書　　　名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


【参考書】教養としてのデータサイエンス　 講談社 ¥1,800 ¥1,980


【参考書】基本統計学　第５版 有斐閣 ¥2,900 ¥3,190


木3 会計学入門 廣橋 1 基本簿記教室　第２版 中央経済社 ¥2,300 ¥2,530


金3 外国書講読２ 小柳津 2～4 やさしく読めるお金と経済の話　 朝日出版社 ¥1,700 ¥1,870


社会保障の経済学　第４版 日本評論社 ¥3,000 ¥3,300


はじめての社会保障　第１９版 有斐閣 ¥1,800 ¥1,980


【参考書】目で見る社会保障法教材　第５版 有斐閣 ¥2,100 ¥2,310


金1 社会調査論 高山 2～4 Ｅｘｃｅｌでやさしく学ぶアンケート調査の統計処理　２０１９　 東京図書 ¥2,500 ¥2,750


日系小売企業の国際展開　 中央経済社 ¥4,300 ¥4,730


【参考書】日系小売企業のアジア展開　 中央経済社 ¥3,000 ¥3,300


【参考書】欧米小売企業の国際展開　 中央経済社 ¥3,400 ¥3,740


金3 特殊講義　企業分析論 森口 2～4 事例とドリルで学ぶ企業総合分析　 中央経済社 ¥2,500 ¥2,750


月2・木2 刑法総論AB 秋葉 2～4 基礎から学ぶ刑事法　第６版補訂版 有斐閣 ¥1,800 ¥1,980


月3・水1 税法AB 伊藤 2～4 よくわかる税法入門　第１６版 有斐閣 ¥2,100 ¥2,310


水2 民事執行法 岩本 2～4 民事執行・保全法　第６版 有斐閣 ¥2,100 ¥2,310


ポイントレクチャー刑事訴訟法　 有斐閣 ¥4,200 ¥4,620


【参考書】刑事訴訟法判例百選　第１０版 有斐閣 ¥2,500 ¥2,750


学科 時限 講義名 教員 学年 書　　　名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


木6 法学入門２ 石田 1～4 会社法　第２版 法律文化社 ¥3,000 ¥3,300


専門ゼミナール1,3 2～4 実務解説資金決済法　第５版 商事法務 ¥4,300 ¥4,730


基礎ゼミナール1,3 2～4 新・逐条解説資金決済法　 金融財政事情研究会 ¥6,500 ¥7,150


火6 国際私法 岩本 2～4 国際私法　第３版 有斐閣 ¥3,000 ¥3,300


水6・7 環境法AB 神山 2～4 自然環境法を学ぶ　 文眞堂 ¥3,200 ¥3,520


学科 時限 講義名 教員 学年 書　　名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


王 1 【参考書】学生のためのプレゼンテーション・トレーニング　 実教出版 ¥1,000 ¥1,100


平野 1 銀行法精義　 金融財政事情研究会 ¥6,500 ¥7,150


金3 坂田 1 炎上とクチコミの経済学　 朝日新聞出版 ¥1,500 ¥1,650


専門ゼミナール1 平野 2・3 貸金業務取扱主任者合格テキスト　２０２２年度版　 ＴＡＣ ¥2,200 ¥2,420


学科 時限 講義名 教員 学年 書　　　名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


火3 金融取引法演習1 平野 1・2 Ｑ＆Ａわかりやすい銀行代理業・電子決済等代行業　 金融財政事情研究会 ¥3,400 ¥3,740


社会データサイエンス特論演習B 唐渡 1・2 【参考書】都市経済学　 有斐閣 ¥2,500 ¥2,750


消費者行動論特論 坂田 1・2 消費者行動論　 ダイヤモンド社 ¥2,800 ¥3,080


金1 空間統計特論２ 唐渡 1・2 【参考書】空間統計学　 朝倉書店 ¥3,500 ¥3,850


※ この表は、上記日付時点での、販売予定の教科書です。掲載以外の教科書、または店舗に在庫のない教科書は担当
お問い合わせください。共同購入とは、同じ教科書を10冊以上まとめて購入することです。通常5%OFF（生協価格）のと
10%OFF（共同購入価格）となります。また、辞典の場合は13%OFFとなります。代表の方が予め集金していただき、ご購


大学院


研
究
科


木4


共通
火7


2～4


平野


経
営
法


ゼミナール


共
通


金2
入門ゼミ


夜間主


経
済


月2・木2 社会政策AB 両角


経
営
法


金2・3 刑事訴訟法AB 八百


2～4


経
営


月3 国際マーケティング論 鳥羽 2～4


２０２２年度後期　経済学部　教科書・参考書一覧表
９月１２日現在


共
通


木2 社会データサイエンス入門 唐渡 1


★販売期間：9月29日(木)～10月14日(金)
★営業時間：9月29日(木)～9月30日(金) 10時～15時


10月3日（月）～10月13日（木） 8時30分～18時
30分


10月14日(金) 8時30分～16時
祝日・土曜日・日曜日は閉店


★販売会場：大学食堂２階特設会場





		経済
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学科 学年 時間割 講義名 教員 書           名 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


2～4 火2 環境保全化学 倉光 新・公害防止の技術と法規　水質編（全３冊セット）　２０２２　産業環境管理協会 ¥9,000 ¥9,900


全


学


科
2～4 水1・2 プログラミング実習 野崎 実践Ｆｏｒｔｒａｎ　９５プログラミング　 共立出版 ¥2,700 ¥2,970


3・4 金2 確率論 小林 確率論　 実教出版 ¥3,000 ¥3,300


3・4 金3 代数学３ 木村 代数方程式とガロア理論　 共立出版 ¥4,000 ¥4,400


2～4 金5 代数学１ 山根 代数学　 朝倉書店 ¥3,200 ¥3,520


岩波基礎物理シリーズ　７　統計力学　 岩波書店 ¥3,200 ¥3,520


【参考書】ゼロから学ぶ統計力学　 講談社 ¥2,500 ¥2,750


【参考書】熱学入門　 東京大学出版会 ¥2,800 ¥3,080


【参考書】統計力学を学ぶ人のために　 オーム社 ¥2,600 ¥2,860


電磁気学の考え方　 岩波書店 ¥2,600 ¥2,860


【参考書】演習電磁気学　新訂版 サイエンス社 ¥1,850 ¥2,035


【参考書】理論電磁気学　第３版 紀伊國屋書店 ¥4,200 ¥4,620


熱力学　 裳華房 ¥2,500 ¥2,750


【参考書】熱力学　 裳華房 ¥2,400 ¥2,640


量子力学　１　 講談社 ¥4,660 ¥5,126


量子力学　２　 講談社 ¥4,660 ¥5,126


2～4 木2 科学英語 ケニー Biography of Existence 生協


2～4 木３ 力学C 柿崎 解析力学　新装版 岩波書店 ¥2,300 ¥2,530


1～4 木５ 力学序論 桑井 力学　新装版 岩波書店 ¥2,400 ¥2,640


触媒化学　第２版 丸善出版 ¥3,000 ¥3,300


新しい触媒化学　新版 三共出版 ¥2,800 ¥3,080


実験分析化学　訂正増補版 共立出版 ¥2,000 ¥2,200


実験を安全に行うために　第８版 化学同人 ¥800 ¥880


実験を安全に行うために　続（基本操作・基本測定編）　第４版 化学同人 ¥800 ¥880


化学のレポートと論文の書き方　改訂 化学同人 ¥1,700 ¥1,870


1～4 木5 化学熱力学1 岩村 マッカーリ・サイモン物理化学　下　 東京化学同人 ¥5,600 ¥6,160


2～4 金２ 生物化学１ 井川 ヴォート基礎生化学　第５版 東京化学同人 ¥7,600 ¥8,360


自然環境科 1～4 金5 水環境化学 佐澤 基礎から学ぶ分析化学　 化学同人 ¥2,400 ¥2,640


2～4 月1 生命情報科学 松田 キャンベル生物学　原書１１版 丸善出版 ¥15,000 ¥16,500


1～4 金5 基礎生化学 松田 キャンベル生物学　原書１１版 丸善出版 ¥15,000 ¥16,500


数・化以外 2～4 水4・5 基礎化学実験 鈴木　他 実験分析化学　訂正増補版 共立出版 ¥2,000 ¥2,200


※この表は、上記日付時点での、販売予定の教科書です。掲載以外の教科書、または店舗に在庫のない教科書は担当者へお問い合わせ下さい。


※共同購入とは、同じ教科書を10冊以上まとめて購入することです。


通常5%OFF（生協価格）のところ、10%OFF（共同購入価格）となります。また、辞典の場合は13%OFFとなります。
代表の方が予め集金していただき、ご購入ください。お釣りが必要な場合は、こちらで準備いたします。


月３・４ 化学実験 鈴木・他


生
物


3・4 水5 量子力学C 柿崎


化
学


3・4 月2 触媒化学 大津


2～4


２０２２年度後期　理学部　教科書・参考書一覧表
９月１２日現在


数
学


物
理


3・4 月5・火4 統計力学AB 畑田


2～4 火2・金2 電磁気学AB 森脇


2～4 火3 熱力学 田山


★販売期間：9月29日(木)～10月14日(金)
★営業時間：9月29日(木)～9月30日(金) 10時～15時


10月3日（月）～10月13日（木） 8時30分～18時30分
10月14日(金) 8時30分～16時
祝日・土曜日・日曜日は閉店


★販売会場：大学食堂２階特設会場


※電子マネー利用で混雑緩和にご協力ください。販売期間内に必ずご購入ください。





		理



coop201802
添付ファイル
2022後期教科書（理）.pdf




曜 限 講義名 教官 書　　　名　　 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


西洋建築史図集　３訂版 彰国社 ¥2,500 ¥2,750


コンパクト版　建築史　 彰国社 ¥3,000 ¥3,300


建築計画　１　新訂 鹿島出版会 ¥2,900 ¥3,190


建築計画　２　新訂 鹿島出版会 ¥3,600 ¥3,960


※ この表は上記日付現在、教科書販売会場で販売予定のものです。
また、一覧表に記載のない教科書につきましては、担当者へお問い合わせください。


※ 共同購入とは、同じ教科書を10冊以上まとめて購入することです。
通常5%OFF（生協価格）のところ、10%OFF（共同購入価格）となります。また、辞典の場合は13%OFFとなります。
代表の方が予め集金していただき、ご購入ください。お釣りが必要な場合は、こちらで準備いたします。


金1・2 建築計画 藪谷


     ２０２２年度後期　芸術文化学部　教科書・参考書一覧表　１年生


　　９月１２日現在


火4 西洋建築史 松政


★販売期間：9月29日(木)～10月14日(金)
★営業時間：9月29日(木)～9月30日(金) 10時～15時


10月3日（月）～10月13日（木） 8時30分～18時
30分


10月14日(金) 8時30分～16時
祝日・土曜日・日曜日は閉店


★販売会場：大学食堂２階特設会場





		芸文
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       ２０２２年度後期　工学部　教科書・参考書一覧表　１年生


曜 限 講義名 教官 書　　　名 出版社 本体価格税込価格棚番号


物質の機能を使いこなす　 裳華房 ¥2,700 ¥2,970


（参考書）Ｃａｔｃｈ　Ｕｐ大学の化学講義　改訂版 裳華房 ¥1,900 ¥2,090


(参考書）物質の機能からみた化学入門　 裳華房 ¥2,400 ¥2,640


(参考書)知るほどハマル！化学の不思議　 技術評論社 ¥1,580 ¥1,738


木 2 電子回路1 田端 定本トランジスタ回路の設計　 CQ出版 ¥2,136 ¥2,349


曜 限 講義名 教官 書　　　名 出版社 本体価格税込価格棚番号


物質の機能を使いこなす　 裳華房 ¥2,700 ¥2,970
（参考書）Ｃａｔｃｈ　Ｕｐ大学の化学講義　改訂版 裳華房 ¥1,900 ¥2,090


(参考書）物質の機能からみた化学入門　 裳華房 ¥2,400 ¥2,640


(参考書)知るほどハマル！化学の不思議　 技術評論社 ¥1,580 ¥1,738


電気回路応用入門　 コロナ社 ¥2,300 ¥2,530
（参考書）電気回路論　３版改訂 電気学会 ¥2,600 ¥2,860
電気回路基礎入門　 コロナ社 ¥2,300 ¥2,530
電気回路応用入門　 コロナ社 ¥2,300 ¥2,530
電気磁気学　３版改訂　桂井誠 電気学会 ¥2,800 ¥3,080
【参考書】電気磁気学問題演習詳解　 電気学会 ¥1,900 ¥2,090


3 熱・波動 喜久田 【参考書】電子・物性系のための量子力学　 森北出版 ¥4,200 ¥4,620
4 電気数学１ 前澤 常微分方程式　 裳華房 ¥1,900 ¥2,090


曜 限 講義名 教官 書　　　名 出版社 本体価格税込価格棚番号


1 線形代数1A（教養） 瀬田 教養の線形代数　６訂版 培風館 ¥1,800 ¥1,980
2 力学 笠場 力学　 裳華房 ¥2,200 ¥2,420


金 3 基礎材料工学 溝部 機械材料学　 日本機械学会 ¥1,886 ¥2,074


曜 限 講義名 教官 書　　　名　　 出版社 本体価格税込価格棚番号


火 4 線形代数1A（教養） 黒岡・須加 教養の線形代数　６訂版 培風館 ¥1,800 ¥1,980


1 生命有機化学１ 豊岡 有機化学　改訂２版 丸善出版 ¥5,000 ¥5,500


2 生命無機化学1 篠原 はじめて学ぶ大学の無機化学　 化学同人 ¥2,200 ¥2,420


3 生命分析化学 黒澤 基礎分析化学　新訂版 サイエンス社 ¥1,950 ¥2,145


1 生命物理化学１ 伊野部 物理化学　第２版 化学同人 ¥4,000 ¥4,400


2 生化学１ 黒澤 ヴォート生化学　上　第４版 東京化学同人 ¥6,800 ¥7,480


曜 限 講義名 教官 書　　　名　　 出版社 本体価格税込価格棚番号


クリスチャン分析化学　１（基礎編）　原書７版 丸善出版 ¥3,900 ¥4,290


【参考書】基礎分析化学　新訂版 サイエンス社 ¥1,950 ¥2,145


1 有機化学２ 阿部 【参考書】ボルハルト・ショアー現代有機化学問題の解き方　第８版 化学同人 ¥4,700 ¥5,170


2 物理化学１ 石山 マッカーリ・サイモン物理化学　下　 東京化学同人 ¥5,600 ¥6,160


物理学　新訂版 サイエンス社 ¥1,750 ¥1,925


【参考書】基礎物理　上　 森北出版 ¥1,900 ¥2,090


※ この表は上記日付現在、教科書販売会場で販売予定のものです。
また、一覧表に記載のない教科書につきましては、担当者へお問い合わせください。


※ (教養）とついている講義は工学部の学生が対象の専門科目として履修する講義です。


※ 共同購入とは、同じ教科書を10冊以上まとめて購入することです。
通常5%OFF（生協価格）のところ、10%OFF（共同購入価格）となります。また、辞典の場合は13%OFFとなります。
代表の方が予め集金していただき、ご購入ください。お釣りが必要な場合は、こちらで準備いたします。


木


応用化学コース　


木 2 分析化学1 加賀谷


金


3 力学・波動 大橋


金


電気回路演習1 金


金


2 電磁気学１ 中


木


1 電気回路１ 飴井


2


機械工学コース　


木


生命工学コース　


電気電子工学コース　


火 3 基礎化学C(教養） 鈴木


知能情報工学コース　 ９月１２日現在


火 3 基礎化学C(教養） 鈴木


★販売期間：9月29日(木)～10月14日(金)
★営業時間：9月29日(木)～9月30日(金) 10時～15時


10月3日（月）～10月13日（木） 8時30分～18時
30分


10月14日(金) 8時30分～16時
祝日・土曜日・日曜日は閉店


★販売会場：大学食堂２階特設会場





		工学
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曜 限 講義名 教官 書　　　名　　 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


力学　１　 裳華房 ¥2,000 ¥2,200 ⑩


力学　２　 裳華房 ¥1,900 ¥2,090 ⑩


4 応用数学 田口 （参考書）物理のための数学　新装版 岩波書店 ¥2,600 ¥2,860 ⑩


金 5 データサイエンス１/確率統計 杉浦 確率・統計　新装版 岩波書店 ¥2,500 ¥2,750 ⑩


曜 限 講義名 教官 書　　　名　　 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


金 1・2 データサイエンス1／確率統計 堀田 Ｒで学ぶ統計データ分析　 オーム社 ¥2,600 ¥2,860 ⑩


曜 限 講義名 教官 書　　　名　　 出版社 本体価格 税込価格 棚番号


3 物理化学1 村田 アトキンス物理化学要論　第７版 東京化学同人 ¥5,900 ¥6,490 ⑩


物理学　新訂版 サイ エンス社 ¥1,750 ¥1,925 ⑩


（参考書）物理の基礎　 東京教学社 ¥2,800 ¥3,080 ⑩


金 3・４ データサイエンス1／確率統計 山根 Ｒで学ぶ統計データ分析　 オーム社 ¥2,600 ¥2,860 ⑩


※ この表は上記日付現在、教科書販売会場で販売予定のものです。
また、一覧表に記載のない教科書につきましては、担当者へお問い合わせください。


※ 共同購入とは、同じ教科書を10冊以上まとめて購入することです。
通常5%OFF（生協価格）のところ、10%OFF（共同購入価格）となります。また、辞典の場合は13%OFFとなります。
代表の方が予め集金していただき、ご購入ください。お釣りが必要な場合は、こちらで準備いたします。


都市・交通デザイン学科


材料デザイン工学科　


木


4 力学 並木


     ２０２２年度後期　都市デザイン学部　教科書・参考書一覧表　１年生


地球システム科学科　 　　９月１２日現在


木 3 力学 　渡邊　


★販売期間：9月29日(木)～10月14日(金)
★営業時間：9月29日(木)～9月30日(金) 10時～15時


10月3日（月）～10月13日（木） 8時30分～18時30
分


10月14日(金) 8時30分～16時
祝日・土曜日・日曜日は閉店


★販売会場：大学食堂２階特設会場





		都市デ
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９月20日現在


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号　 冊数


フーリエ解析 岩波書店 2,600 2,860 1


(参) これならわかる応用数学教室 共立出版 2,900 3,190 2


4 オブジェクト指向 長谷川 Ｊａｖａ言語によるオブジェクト指向プログラミング 共立出版 2,800 3,080 3


1 情報理論 玉木 (参) 情報理論のエッセンス オーム社 2,700 2,970 4


おうちで学べるデータベースのきほん 翔泳社 2,200 2,420 5


(参) データベー入門　第２版 サイエンス社 1,950 2,145 6


水 1 データサイエンスⅡ 高 初等統計学　第４版 培風館 1,980 2,178 7


ヒューマンコンピュータインタラクション　改訂２版 オーム社 2,800 3,080 8


(参) レクチャーヒューマンコンピュータインタラクション 数理工学社 1,800 1,980 9


4 通信システム 菊島 よくわかる通信システム オーム社 2,500 2,750 10


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


1 電気電子計測工学 本田 電気電子計測工学 生協 1,000 1,100 11


2 プログラミング応用Ａ 戸田 (継） 猫でもわかるＣ言語プログラミング　第３版 SBクリエイティブ 1,900 2,090 12


(参) 半導体デバイスの基礎 培風館 3,100 3,410 13


(参) 電子デバイス 培風館 2,500 2,750 14


(参) 電子デバイス オーム社 2,300 2,530 15


よくわかるディジタル電子回路 オーム社 2,500 2,750 16


(参) ディジタル電子回路　第２版 オーム社 2,700 2,970 17


(参) だれにもわかるディジタル回路 オーム社 2,800 3,080 18


火 1 アナログ電子回路 中島 (継） アナログ電子回路 日本理工出版 2,600 2,860 19


わかりやすい電気機器 共立出版 3,500 3,850 20


(参) 最新モ－タ技術のすべてがわかる本 ナツメ社 1,800 1,980 21


(参) 電気機器 森北出版 3,400 3,740 22


(参) エレクトリックマシーン＆パワーエレクトロニクス第２版 森北出版 2,800 3,080 23


金 1 電気数学 ３ 小出 (参) フーリエ解析と偏微分方程式 培風館 1,980 2,178 24


機械工学コース２年生


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


2 工業数学　 B 渡邊 (継） 解析学概論　 新装版 裳華房 2,500 2,750 25


3 基礎流体力学 伊澤 JSMEﾃｷｽﾄｼﾘｰｽﾞ　流体力学 機械学会 1,886 2,075 26


1 基礎熱力学 小坂 わかりやすい熱力学　第３版 森北出版 2,400 2,640 27


2 精密加工学 白鳥 (参) 超精密加工の基礎と実際 日刊工業新聞社 2,800 3,080 28


3 基礎センサ工学 笹木 (参)
出るとこだけ！基本情報技術者テキスト＆問題集
2022年版 翔泳社 1,680 1,848 29


1 プログラミング応用 Ｂ 佐藤 新・明解Ｃ言語　入門編　第２版 ＳＢクリエイティブ 2,300 2,530 30


3 制御工学演習 保田 (継） 制御工学 実教出版 2,300 2,530 31


4 機械力学演習 松村 (継） 機械振動学 数理工学社 2,500 2,750 32


3 ヒューマンコンピュータインタラクション


　☆右端の「冊数」欄に必要冊数を記入し、レジへお持ちください。記載以外の教科書は担当者へお問い合わせください。


<参>は参考書になります。


電気機器工学 Ⅰ 大路2


火


金


2022年度後期教科書・参考書一覧表　　


知能情報工学コース　２年生


3


電気電子工学コース　２年生


フーリエ解析


書　　　名


長谷川


火


野澤


2


書　　　名


半導体デバイス1 前澤


月


書　　　名


工学部２年生


データベース論 大嶋


木


4 戸田


3


ディジタル電子回路


水


月


月







９月20日現在


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


はじめの一歩のイラスト薬理学　第２版 羊土社 2,900 3,190 33


NEW薬理学 南江堂 8,800 9,680 34


1 細胞生物学 篠原 分子細胞生物学　第８版 東京化学同人 8,400 9,240 35


概説確率統計　第３版 サイエンス社 1,500 1,650 36


(参) 統計解析入門　第３版 サイエンス社 2,300 2,530 37


水 2 生命情報工学 磯部 分子細胞生物学　第８版 東京化学同人 8,400 9,240 38


1 細胞代謝学 Ⅰ 佐山 ヴォ－ト生化学　下　第４版 東京化学同人 6,800 7,480 39


2 基礎生理学 中村 解剖生理学　第１1版 医学書院 3,800 4,180 40


3 電気・ 電子工学概論 須加 医用電気工学　１　第２版 医歯薬出版 2,800 3,080 41


金 1 有機機器分析 豊岡 有機スペクトル解析 東京化学同人 2,400 2,640 42


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


月 2 高分子物性化学 伊藤 (継） 高分子の化学 三共出版 2,800 3,080 43


ベーシック化学工学　増補版 化学同人 3,000 3,300 44


(参) はじめての化学工学 丸善出版 2,800 3,080 45


4 有機工業化学 川淵 (参) 新しい工業化学 化学同人 2,500 2,750 46


反応工学 三共出版 2,500 2,750 47


(参) 反応工学　改訂増補版 培風館 3,000 3,300 48


木 4 量子化学 石山 マッカーリ・サイモン物理化学　上 東京化学同人 5,400 5,940 49


1 プログラミング応用 Ｂ 佐藤 新・明解Ｃ言語　入門編　第２版 ＳＢクリエイティブ 2,300 2,530 30


(継） クリスチャン分析化学２（機器分析編）７版 丸善出版 4,200 4,620 50


(参) 入門機器分析化学　新版 三共出版 3,000 3,300 51


2 薬理学 Ⅰ 髙﨑月


木


劉3 基礎化学工学


データ解析概論 黒岡


反応工学 椿2


　☆右端の「冊数」欄に必要冊数を記入し、レジへお持ちください。記載以外の教科書は担当者へお問い合わせください。


　<参>は参考書になります。


2 機器分析 遠田
金


火


2022年度後期教科書・参考書一覧表　　


書　　　名


書　　　名


工学部２年生


生命工学コース　２年生


2


応用化学コース　２年生


火





		２年

		２年物性
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９月20日現在


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


月 2 音情報学 廣林 新音響・音声工学 近代科学社 3,300 3,630 52


火 4 ブレインコンピューティング 田端 (参) 脳と心のしくみ 新星出版社 1,500 1,650 53


木 5 情報セキュリティ 村山 (参) 暗号技術入門　第３版 SBクリエイティブ 3,000 3,300 54


金 2 知的システム 野澤 知的システム工学 共立出版 2,500 2,750 55


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


電気物性工学 Ⅱ 中 電子物性　新版 森北出版 2,300 2,530 56


通信システム 生協 1,000 1,100 57


(参) 通信工学 オーム社 2,500 2,750 58


(参) 光・無線通信システム オーム社 2,800 3,080 59


4 集積回路工学 岡田
集積回路工学１
(プロセス・デバイス技術編)　新版


コロナ社 3,200 3,520 60


技術者倫理入門 丸善出版 2,100 2,310 61


(参) 大学講義　技術者の倫理入門　第５版 丸善出版 1,800 1,980 62


1 通信方式 藤井 無線通信工学 オーム社 2,300 2,530 63


3 音響工学 安藤 基礎音響学 コロナ社 3,500 3,850 64


基礎光エレクトロニクス 森北出版 2,200 2,420 65


(参) 光エレクトロニクス オーム社 2,300 2,530 66


2 信号処理工学 莅戸 ディジタル信号処理　第２版　新装版 森北出版 2,200 2,420 67


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


3 制御工学 第2 神代 現代制御の基礎 森北出版 1,700 1,870 68


水 1 基礎流体力学 伊澤 JSMEﾃｷｽﾄｼﾘｰｽﾞ　流体力学 機械学会 1,886 2,075 26


3 ロボット工学 関本 ロボット工学の基礎 　第３版 森北出版 2,600 2,860 69


4 工学倫理/機械 関本・瀬田・保田 大学講義　技術者の倫理入門　第５版 丸善出版 1,800 1,980 62


金 3 シミュレーション工学 ｿﾞﾛﾂｷﾋﾅ (参) パソコンで解く熱と流れ 丸善出版 9,400 10,340 70


電気電子工学コース　３年生


機械工学コース　３年生


1 中


3 本田


水


2022年度後期教科書・参考書一覧表　　


書　　　名


書　　　名


金


書　　　名　　


工学部３年生


知能情報工学コース　３年生


工学倫理 浅野


月


木


光工学


通信システム


火 1


　<参>は参考書になります。


　☆右端の「冊数」欄に必要冊数を記入し、レジへお持ちください。記載以外の教科書は担当者へお問い合わせください。







９月21日現在


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


1 バイオインダストリー 森脇 (参)
もう少し深く理解したい人のための
バイオテクノロジー　第２版


地人書館 3,800 4,180 71


2 生物物理学 伊野部 (参) クーパー生物物理学 化学同人 3,500 3,850 72


(参) 誇り高い技術者になろう　第２版 名古屋大学出版会 2,800 3,080 73


(参) マンガで学ぶ生命倫理 化学同人 1,000 1,100 74


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


木 1 触媒化学 椿 触媒化学 丸善出版 3,400 3,740 75


(参) マテリアルサイエンス有機化学　第２版 東京化学同人 2,500 2,750 76


(参) 有機機能材料基礎から応用まで 講談社 2,800 3,080 77


薬品製造化学 阿部 (参) 医薬品のプロセス化学　第２版 化学同人 2,400 2,640 78


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


金 1 プログラミング応用 Ｂ 佐藤 新・明解Ｃ言語　入門編　第２版 ＳＢクリエイティブ 2,300 2,530 30


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


月 4 通信方式特論 菊島 光ファイバ通信入門　改訂５版 オーム社 3,600 3,960 79


バイオメディカルフォトニクス


　生体医用工学の基礎と応用


　☆右端の「冊数」欄に必要冊数を記入し、レジへお持ちください。記載以外の教科書は担当者へお問い合わせください。


　<参>は参考書になります。


工学部院生


知能情報工学科　院生


書　　　名


3,800臨床情報医工学特論 大嶋 4,180 80


金


生命工学コース　3年生


2 有機材料工学 遠藤


生命工学コース　4年生


オーム社


書　　　名


2022年度後期教科書・参考書一覧表　　


書　　　名


書　　　名


工学部３年生


工学部４年生


応用化学コース　3年生


工学倫理未定 篠原


金





		3年

		3年物性
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９月21日現在


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


月 1･2･4･5 プログラミング演習 春木 （継） 新・解きながら学ぶＣ言語 SBクリエイティブ 2,000 2,200 81


月


木


月 4・5 構造力学の応用と橋梁・耐震
久保田・


鈴木 構造力学　下（不静定編） 森北出版 3,000 3,300 83


1・2 はじめて学ぶＡｕｔｏＣＡＤ ＬＴ作図・操作ガイド ソーテック社 2,380 2,618 84


4・5 (参) コンパクト建築設計資料集成都市再生 丸善出版 5,800 6,380 85


水 1・2
水理・ 水工学の応用と


河川・ 海岸
木村 （継） 土木の基礎固め水理学 講談社 2,800 3,080 86


水 測量学　１　改訂版 コロナ社 2,800 3,080 87


金 測量学　２　改訂版 コロナ社 2,600 2,860 88


木


金


ゼロから学ぶ土木の基礎
「土木構造物の設計」


オーム社 2,700 2,970 90


(参) 図解  基礎工・土木用語辞典 総合土木研究所 4,500 4,950 91


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


月


火


月 2
火 3


月 3 輸送現象 産業図書 4,200 4,620 94


火 3 (参) 基礎化学工学　増補版 培風館 2,800 3,080 95


月 3 （継） 金属精錬工学 丸善出版 1,500 1,650 96


・ ・ (参) アトキンス物理化学要論　第７版 東京化学同人 5,900 6,490 97


木 2 (参) 金属物理化学 丸善出版 1,456 1,602 98


木


金


金 1･2 固体物性工学序論 西村 量子力学入門　第３版 学術図書出版 1,500 1,650 100


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


(参) 絵でわかるプレートテクトニクス 講談社 2,200 2,420 101


(参) 絵でわかる地震の科学 講談社 2,200 2,420 102


(参) 地球内部の構造と運動 東海大学出版会 2,500 2,750 103


(参) 地震と火山 東海大学出版会 2,500 2750 104


月 5
金 2


2,420 92


すぐわかる微分方程式　改訂版 東京図書 2,000 2,200 82


彰国社 3,600 3,960 894・5 都市景観デザイン
久保田・


王
景観用語辞典　増補改訂版二版


3 応用数学 鈴木


X線構造解析3


材料デザイン工学科　２年生


内田老鶴圃 3,800 4,180 99


応用数学　 吉田 基礎解析学コース　微分方程式 裳華房 1,400 1,540 93


移動現象論 1 吉田


　☆右端の「冊数」欄に必要冊数を記入し、レジへお持ちください。記載以外の教科書は担当者へお問い合わせください。
　〈参>は参考書になります。


3 測量学及び実習 王・猪井・
竜田


地盤工学の応用と建設施工 原


材料加工学 Ⅰ1


105


設計製図 1 王火


2022年度後期教科書・参考書一覧表　　


書　　　名


都市デザイン学部2年生


都市交通デザイン学科　２年生


會田


木


3,600 3,960共立出版


書　　　名


4・5


塑性加工の基礎 産業図書 2,200


月 5


地球内部物理学 渡邊


金 2


(参) 海洋の物理学


循環資源材料工学1 畠山


海洋物理学 田口


地球システム科学科　２年生


結晶構造解析学 佐伯


書　　　名





		都市デザイン２年
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９月21日現在


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


(参) 大学講義　技術者の倫理入門　第５版 丸善出版 1,800 1,980 62


(参) 技術者による実践的工学倫理　第４版 化学同人 2,200 2,420 106


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


火 1・2 組織制御工学 李 材料科学　２ 培風館 3,500 3,850 107


(参) 大学講義　技術者の倫理入門　第５版 丸善出版 1,800 1,980 62


(参) 技術者による実践的工学倫理　第４版 化学同人 2,200 2,420 106


曜 限 講義名 教官 出版社 本体価格 税込価格 番号 冊数


(参) 大学講義　技術者の倫理入門　第５版 丸善出版 1,800 1,980 62


(参) 技術者による実践的工学倫理　第４版 化学同人 2,200 2,420 106


4・ 5 岩石・ 鉱物学実験 小室・ 石崎 （継） 岩石学　１ 共立出版 2,600 2,860 108


1


地球システム科学科　3年生


金山科学者・技術者倫理と知的財産


金山


木 1・2


1


　☆右端の「冊数」欄に必要冊数を記入し、レジへお持ちください。記載以外の教科書は担当者へお問い合わせください。


材料デザイン工学科　３年生


書　　　名


　〈参>は参考書になります。


書　　　名


科学社・技術者倫理と知的財産木


２０２２年度後期教科書・参考書一覧表　　


都市デザイン学部3年生


木 科学社・技術者倫理と知的財産 金山


書　　　名


都市交通デザイン学科　３年生





		都市デザイン３年



coop201802
添付ファイル
2022後期教科書一覧（都市デザイン3年生）.pdf


	※五福キャンパス（生協本店購買部取り扱い分）
	※五福キャンパス（生協都市デザイン・工学部店取り扱い分）
	※高岡キャンパス（生協高岡店取り扱い分）



