
学年 講義名 教員名 教科書No 書名 税込価格 備考

2年 英語文化演習１・A 平田洋子 002 English Vocabulary in Use Elementary  : ¥3,960

2年 英語コミュニケーション３ 上野之恵 003 Successful Presentations: An Interactive ¥2,365

2年 英語リーディング3 工藤雅之 004
理工系学生のための基礎英語　１

Fundamental Science in English 1
¥2,200

2年 英語リーディング3 山田晃子 005
４技能を伸ばす理工系学生のための基礎

英語
¥1,980

2年 ドイツ語基礎１ 荻原達夫 006 しっかり身につくドイツ語 ¥2,310

2年 ドイツ語文化2 熊坂　亮 007
たいむりぃ　Ａｋｔｕｅｌｌｅｓ　ａｕ

ｓ　Ｄｅｕｔｓｃｈｌａｎｄ
¥2,640

2年 ドイツ語基礎３ 北原寛子 008
イラストでわかる！ドイツ文法と単語ト

レーニング
¥2,640

2年 フランス語文化２ 黒沢恵美子 009 アミカルマン〈プリュス〉 ¥2,530

2年 フランス語基礎３ 黒沢恵美子 010 とことんフランス語 ¥2,530

2年 韓国・朝鮮語基礎１ パク　ジヨン 011 マルプンソンで学ぶ韓国語初級 ¥2,640

2年 韓国・朝鮮語会話１ パク　ジヨン 012 パルン韓国語初級 ¥2,640

2年 韓国・朝鮮語基礎3 パク　ジヨン 013 楽しく学べる韓国語　２ ¥2,640

2年 韓国・朝鮮語会話3 パク　ジヨン 014 グループで楽しく学ぼう！韓国語　２ ¥2,750

2年 中国語基礎１ 今野美香 015 ほあんいん！中国語基礎篇　改訂版 ¥2,530

2年 中国語会話１ 云　肖梅 016 ほあんいん！中国語　会話篇 ¥2,530

2年 中国語文化２ 藤井得弘 017 あなたが主役演じる入門中国語 ¥2,530

2年 中国語基礎３ 今野美香 018
中国語への道【準中級編】浅きより深き

へ　改訂新版
¥2,530

2年 ロシア語基礎１・2 大廣料子 019
入門者および初級者のためのロシア語文

法ハンドブック　三訂版
¥1,320

2年 ロシア語基礎１．２ 大廣料子 020 ロシア語基礎コース ¥770

2年 ロシア語会話1 サヴィヌイフ　アンナ021 ロシア語でコミュニケーション１ ¥935

2年 宇宙科学１ 岡崎敦男 022 宇宙科学講義資料 ¥800

3年 教育実習実践指導 小形秀雄 023 教育実習の手引　第６版 ¥440

名前 合計　　　　　冊　　　　　　　　　　　　円

・購入を希望する教科書の教科書Noを○で囲んでください。 

・備考欄に「予約」とある教科書は取り寄せのため、代金前払いとなります。

　なお、入荷まで日数がかかる場合がありますので、お早めにご注文ください。

□支払方法　－　現金　・　G'pay　

　　　　　　　　　　　　（○で囲んでください）

※　教科書の返品はできません。

　　よくお確かめの上、ご購入ください。

販売期間　　2022年4月11日（月）　～　４月22日（金）

　　　　　　　　　　　　　ＡＭ１０：００～ＰＭ４：００

２０22年1学期　教科書申込用紙（共通）



学年 講義名 教員名 教科書No 書名 税込価格 備考

2年 建築環境基礎 小柳秀光 100 図説やさしい建築環境　 ¥3,080

2年 建築環境計画１ 小柳秀光 101 最新建築環境工学　改訂４版 ¥3,300

2年 建築材料 足立裕介 102 建築材料用教材　改訂第４版 ¥2,090

2年 建築一般構造 清水信宏 103 図説やさしい建築一般構造　 ¥3,080

2年 西洋建築史 清水信宏 104 建築と都市の歴史　 ¥2,750

2年 プログラミング 植松武是 105 ＭＡＴＬＡＢ入門　増補版 ¥2,750

2年 構造力学基礎１・演習 植松武是 106 テキスト建築構造力学　１　 ¥3,080

3年 鉄筋コンクリート構造・演習 本間裕二 107 新しい鉄筋コンクリート構造　第２版 ¥3,300

3年 構造力学応用１・演習 植松武是 108 テキスト建築構造力学　２　 ¥3,300

3年 建築環境計画２ 三澤温 109 建築・環境音響学　第３版 ¥4,070

3年 建築CAD演習 岡本浩一 110
１０日でマスター！ＶＥＣＴＯＲＷＯＲ

ＫＳ　Ｖｅｒ．２０１８／２０１７対応
¥3,520

3年 測量学 篠田哲昭 111 建築測量　１６　新訂第２版 ¥2,420

3年 建築設備システム 成田登 112 つながりで学ぶ建築設備　 ¥3,300

3年 建築材料実験 足立裕介　　杉山雅113 建築材料実験用教材　第４版 ¥2,090

3年 建築計画２ 石橋達勇 114 建築計画 ¥3,520

4年 雪氷学 白岩孝行 115 テキスト版雪氷学 ¥3,740

2年 代数学1 速水孝夫 500 群・環・体入門　 ¥3,630

2年 幾何学１ 佐野貴志 501 集合と位相への入門　 ¥1,815

2年 幾何学１ 佐野貴志 502 理工基礎演習集合と位相　 ¥2,035

2年 数理統計学 船川大樹 503 やさしく学べる統計学　 ¥2,200

2年 微分積分学２ 佐野貴志 504 やさしく学べる微分積分　 ¥2,200

2年 微分積分学２ 佐野貴志 505 これでわかった！微分積分演習　 ¥2,200

名前 合計　　　　　冊　　　　　　　　　　　　円

・購入を希望する教科書の教科書Noを○で囲んでください。 

・備考欄に「予約」とある教科書は取り寄せのため、代金前払いとなります。

　なお、入荷まで日数がかかる場合がありますので、お早めにご注文ください。

□支払方法　－　現金　・　G'pay

　　　　　　　　　　　　（○で囲んでください）

※　教科書の返品はできません。

　　よくお確かめの上、ご購入ください。

販売期間　　2022年4月11日（月）　～　４月22日（金）

　　　　　　　　　　　　　ＡＭ１０：００～ＰＭ４：００

２０22年1学期　教科書申込用紙（建築学科）



学年 講義名 教員名 教科書No 書名 税込価格 備考

2年 流れ学A ・演習 鈴木洋之 200 書き込み式はじめての水理学　 ¥2,530

2年 水理学１・演習 山田俊郎 201 水理学　 ¥2,970

2年 環境統計学・演習 小幡卓司 202 初等統計学　第４版 ¥2,178

2年 土質工学１・演習 小野丘 203 土質力学　改訂２版 ¥3,080

2年 情報処理１・演習 鈴木亜矢子 204
３０時間でマスター　Ｗｏｒｄ＆Ｅｘｃ

ｅｌ　２０１９
¥1,045

2年 応用数学１ 佑川翼 205 基礎から学ぶ微分方程式　 ¥2,090

2年 構造力学A・演習 小幡卓司 206 基本を学ぶ構造力学　新装版 ¥2,860

2，3年 環境評価論 安藤直哉 207 循環型社会評価手法の基礎知識　 ¥2,420

3年 都市環境工学 安藤直哉 208 図説わかる環境工学　 ¥3,080

3年 河川工学 鈴木洋之 209 河川工学　新版 ¥4,180

3年 技術者倫理・演習 冨澤幸一 210 静かなる技術倫理　 ¥2,530

3年 データ処理論実習 鈴木亜矢子 211
やさしく学ぶデータ分析に必要な統計の

教科書
¥1,760

3年 鋼構造工学 小幡卓司 212 鋼構造　 ¥5,500

3年 コンクリート構造工学 高橋　良輔 213 鉄筋コンクリート工学　改訂３版 ¥3,080

3年 道路工学 平澤匡介 214 道路工学　 ¥2,860

4年 都市・交通計画 堂柿栄輔 215 都市計画　五訂版 ¥2,860 予約

4年 火薬学 杉下隆彦 216 火薬学 ¥3,801 予約

2年 代数学1 速水孝夫 500 群・環・体入門　 ¥3,630

2年 幾何学１ 佐野貴志 501 集合と位相への入門　 ¥1,815

2年 幾何学１ 佐野貴志 502 理工基礎演習集合と位相　 ¥2,035

2年 微分積分学２ 佐野貴志 504 やさしく学べる微分積分　 ¥2,200

2年 微分積分学２ 佐野貴志 505 これでわかった！微分積分演習　 ¥2,200

名前 合計　　　　　冊　　　　　　　　　　　　円

・購入を希望する教科書の教科書Noを○で囲んでください。 

・備考欄に「予約」とある教科書は取り寄せのため、代金前払いとなります。

　なお、入荷まで日数がかかる場合がありますので、お早めにご注文ください。

□支払方法　－　現金　・　G'pay

　　　　　　　　　　　　（○で囲んでください）

※　教科書の返品はできません。

　　よくお確かめの上、ご購入ください。

販売期間　　2022年4月11日（月）　～　４月22日（金）

　　　　　　　　　　　　　ＡＭ１０：００～ＰＭ４：００

２０22年1学期　教科書申込用紙（社会環境工学科）



学年 講義名 教員名 教科書No 書名 税込価格 備考

2年 応用数学１ 大西真一 300 応用数学の基礎　 ¥3,520

2年 電気磁気学１ 藤原英樹 301 電磁気学　 ¥2,970

2年 計算機アーキテクチャー 山本　強 302
コンピュータアーキテクチャの基礎　改

訂新版
¥4,180

2年 計算機実習１ 佐藤晴彦

2年 プログラミング序論１ 内田　ゆず

3年 通信工学通論 宮下元利 304 通信工学概論　第３版 ¥2,420

3年 制御工学１ 高氏秀則 305 制御工学　第２版 ¥2,860

3年 電子回路２ 菅原滋晴 306 現代電子回路学　２　 ¥3,080

3年 電子デバイス 藤原英樹 307 電子デバイスの基礎　 ¥2,640

3年 システムとネットワーク 青木直史 308
ＡｒｄｕｉｎｏとＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇ

ではじめるプロトタイピング入
¥2,530

3年 計算機実習３ 任捷 309
新・明解Ｃ言語で学ぶアルゴリズムと

データ構造　第２版
¥2,750

3年 光工学１ 岡本　淳 310 光波エレクトロニクス　 ¥3,520

3年 データ工学 菊地慶仁 311 データベース　 ¥2,750

3年 電波工学 日景隆 312 電波工学　 ¥2,640

3年 情報通信システム 広奥　暢 313 はじめて学ぶ情報通信　 ¥2,860

4年 通信法規 元木邦俊 314 法規　７版 ¥1,430

4年 通信法規 元木邦俊 315 法規　７版 ¥1,650

4年 知識情報工学 荒木健治 316 心を交わす人工知能　 ¥3,080

4年 集積回路 山本　強 317
基礎入門８ピンＰＩＣマイコンの使い方

がよくわかる本
¥2,948

2年 代数学1 速水孝夫 500 群・環・体入門　 ¥3,630

2年 幾何学１ 佐野貴志 501 集合と位相への入門　 ¥1,815

2年 幾何学１ 佐野貴志 502 理工基礎演習集合と位相　 ¥2,035

2年 数理統計学 船川大樹 503 やさしく学べる統計学　 ¥2,200

2年 微分積分学２ 佐野貴志 504 やさしく学べる微分積分　 ¥2,200

2年 微分積分学２ 佐野貴志 505 これでわかった！微分積分演習　 ¥2,200

名前 合計　　　　　冊　　　　　　　　　　　　円

・購入を希望する教科書の教科書Noを○で囲んでください。 

・備考欄に「予約」とある教科書は取り寄せのため、代金前払いとなります。

　なお、入荷まで日数がかかる場合がありますので、お早めにご注文ください。

□支払方法　－　現金　・　G'pay

　　　　　　　　　　　　（○で囲んでください）

※　教科書の返品はできません。

　　よくお確かめの上、ご購入ください。

販売期間　　2022年4月11日（月）　～　４月22日（金）

　　　　　　　　　　　　　ＡＭ１０：００～ＰＭ４：００

２０22年1学期　教科書申込用紙（電子工学科）

303 新・明解Ｃ言語入門編　第２版 ¥2,530



学年 講義名 教員名 教科書No 書名 税込価格 備考

2年 生化学１ 小山芳一

2年 分子生物学１ 髙橋考太

2年 細胞生物学１ 水谷武臣

2年 物理化学 木下博嗣 401 アトキンス物理化学入門　 ¥1,980

2年 人間工学概論 平田恵啓 402
エンジニアのための人間工学　改訂第６

版
¥3,234

2年 生物学実験 水谷武臣 403 フローチャート標準生物学実験　 ¥2,530

2年 データ解析演習 鈴木聡士 404
Ｅｘｃｅｌでやさしく学ぶ統計解析　２

０１９
¥2,420

3年 プログラミング実習2 平田恵啓 405 スッキリわかるＪａｖａ入門　第３版 ¥2,860

3年 感覚情報処理 平田恵啓 406 生体情報工学　 ¥2,750

2，3年 音声工学概論 広奥暢 407 新音響・音声工学　 ¥3,630

2年 微分積分学２ 佐野貴志 504 やさしく学べる微分積分　 ¥2,200

2年 微分積分学２ 佐野貴志 505 これでわかった！微分積分演習　 ¥2,200

名前 合計　　　　　冊　　　　　　　　　　　　円

・購入を希望する教科書の教科書Noを○で囲んでください。 

・備考欄に「予約」とある教科書は取り寄せのため、代金前払いとなります。

　なお、入荷まで日数がかかる場合がありますので、お早めにご注文ください。

□支払方法　－　現金　・　G'pay

　　　　　　　　　　　　（○で囲んでください）

※　教科書の返品はできません。

　　よくお確かめの上、ご購入ください。

販売期間　　2022年4月11日（月）　～　４月22日（金）

　　　　　　　　　　　　　ＡＭ１０：００～ＰＭ４：００

２０22年1学期　教科書申込用紙（生命工学科）

400
Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ細胞生物学　原書第

５版
¥8,800


