
★２０２１前期 教科書リスト ２年生 
＊生協電子マネーでのお支払いには、組合員限定で５％値引きします。配送・代引きは対象外です。

＊リスト中の全学共通は、すべての学科が対象です。このほか所属する学科の欄をご覧ください。
（リストに無いものでも教員から指示がありましたら書籍部までお問い合わせください）
＊教科書販売期間は４月１６日(金)までです。期間を過ぎますとお店から撤去いたしますので、くれぐれも期間内にお買い上げください。
（組合員５％値引きも上記期間中のみのサービスです）
＊品切れの場合には、生協２階 書籍部カウンターにてご注文ください。先払いにてお取り寄せいたします。
＊いかなる場合でも教科書の返品はお受けできませんので、お間違えのないようお買い求めください。

◆ 全学共通
整理No 学科 講義名 教員 区分 指定 書名 著者 出版社 本体価格ISBN 備考

20032 全学共通 英語講読Ⅱ ⻘⽊愛美 必修 教科書 Science at Hand -スミソニアンで読む日常の科学 宮本惠子 金星堂 ¥2,100 9784764741034

20098 全学共通 英語講読Ⅱ 鳴島史之 必修 教科書 VOA Science&Technology Report VOAで学ぶ最先端技術とPBL基礎演習 村尾純子 成美堂 ¥2,200 9784791972067

20048 全学共通 英語講読Ⅱ ⼾澤隆広 必修 教科書 Speed Reading with the TOEIC? Test Vocabulary Joan McConnell 他 成美堂 ¥1,900 9784791910335

20055 全学共通 英語講読Ⅱ 廣上克之 必修 教科書 Mystries in Science -科学の不思議 永田博人 南雲堂 ¥1,800 9784523178149

20106 全学共通 英語講読Ⅱ 伊関敏之 必修 教科書 EVERYDAY VOCABULARY QUIZZES -５分間日常基本英単語・熟語1000 佐藤誠司 南雲堂 ¥700 9784523176688

20054 全学共通 知的財産概論 内島典子／外部講師 必修 教科書 これからの知財入門 第３版 山口大学研究推進機構 日経BPセンター ¥1,500 9784296106301

20041 全学共通 芸術と社会ゼミ 野田由美意 選択 教科書 新⻄洋美術史 石鍋／千足 ⻄村書店 ¥2,800 9784890135837 ＊１年次(教科書)

20042 全学共通 芸術と社会ゼミ 野田由美意 選択 教科書 カラー版 ⻄洋美術史 増補新装版 高階 美術出版社 ¥1,900 9784568400649 ＊１年次(参考書)

20043 全学共通 芸術と社会ゼミ 野田由美意 選択 教科書 カラー版 20世紀の美術 増補新装 末永 美術出版社 ¥2,500 9784568400854 ＊２年次から

20107 全学共通 現代言語学ゼミ ⼾澤隆広 選択 教科書 言語研究入門 -生成文法を学ぶ人のために 大津由紀雄 他 研究社 ¥3,500 9784327401306

20058 全学共通 国際関係論ゼミ(A) 阿曽正浩 選択 教科書 アフター・リベラル -怒りと憎悪の政治 吉田 徹 講談社（現代新書） ¥1,000 9784065209240

20059 全学共通 国際関係論ゼミ(B) 阿曽正浩 選択 教科書 破壊戦 -新冷戦時代の秘密工作 古川 英治 角川（新書） ¥990 9784040823751

20061 全学共通 物理Ⅲ 升井洋志／大津 選択 教科書 アビリティ物理 量子論と相対論 飯島／佐々⽊／⻘山 共立出版 ¥1,900 9.78432E+12
20117 全学共通 プログラミング入門 酒井大輔 他各教員 選択 ★参考書 新・明解 Python入門 柴田 望洋 SBクリエイティブ ¥2,600 9784815601522

20118 全学共通 プログラミング入門 酒井大輔 他各教員 選択 ★参考書 これからのロボットプログラミング入門 Pythonで動かすMINDSTORMS EV3 上田悦子, 小枝正直, 中村恭之 講談社 ¥2,400 9784065186183

全学共通 産業経済論ゼミ 伊藤敦 無し
全学共通 工学系技術者概論 各教員 無し
全学共通 地域マネジメント工学概論 各教員 無し
全学共通 文芸作品鑑賞ゼミ 鳴島史之 無し
全学共通 ヨーロッパ文化ゼミ 本間圭一 無し
全学共通 健康とスポーツ科学ゼミ 柳等 無し
全学共通 科学技術論ゼミ 山田健二 無し
全学共通 工学倫理 山田健二 無し

◆ 地球環境工学科
整理No 学科 講義名 教員 区分 指定 書名 著者 出版社 本体価格ISBN 備考

20094 地球環境工学科 解析学Ⅱ(CDクラス) 澤田宙広 選択 ★参考書 入門微分積分 三宅敏恒 培風館 ¥1,900 9784563002213

地球環境工学科 エネルギー総合工学概論 各教員 無し
地球環境工学科 環境防災工学概論 各教員 無し
地球環境工学科 先端材料物質工学概論 各教員 無し
地球環境工学科 化学Ⅲ 松田剛 1年次購入済み

◆ 地域未来デザイン工学科
整理No 学科 講義名 教員 区分 指定 書名 著者 出版社 本体価格ISBN 備考

20095 地域未来デザイン工学科 解析学Ⅱ (I・Jクラス) 山田浩嗣 選択 教科書 入門微分積分 三宅敏恒 培風館 ¥1,900 9784563002213
地域未来デザイン工学科 機械知能・生体工学概論 各教員 無し
地域未来デザイン工学科 社会インフラ工学概論 各教員 無し
地域未来デザイン工学科 情報デザイン・コミュニケーション工学概論 各教員 無し
地域未来デザイン工学科 バイオ食品工学概論 各教員 無し
地域未来デザイン工学科 化学Ⅲ 霜鳥慈岳 1年次購入済み

３密回避・混雑防止のため

生協電子マネーの事前チャージに
ご協力ください


