
★２０２１前期 教科書リスト １年生 
＊４⽉５〜１６⽇の販売期間中、生協電⼦マネーでの店頭購⼊は組合員のみ５％値引きします。配送・代引きは定価での販売となります。
＊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)までの予定です。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。
（組合員向け値引きも上記期間中のみのサービスです。通常、教科書は定価販売・ポイント還元対象外となります）
＊教科書は基本的に定員数分を在庫しています。品切れの場合には、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。

★１⽇目(4⽉5⽇)から販売するもの 【全学対象】 学生証受け取り後、所属クラスを確認の上、生協１階の食堂奥のホールへお越しください (価格は全て税込)
整理No 講義名 教員 区分 指定 書名 著者 出版社 ISBN 組合員価格 定価 備考
20016 物理Ⅰ ⻲⽥／⽩川／舘⼭／⼋久保／堀 必修 教科書 レベル別に学べる物理学１ 改訂版 末廣／⻫藤／鈴⽊ 丸善 9784621089101 ¥2,822 ¥2,970
20065 物理実験 佐藤和敏 他各教員 必修 教科書 物理学実験テキスト 学術図書出版 ¥770 ¥811
20069 化学Ⅰ 宇都正幸／星雅之 必修 教科書 Step-up 基礎化学 梶本／石川他 培風館 9784563046217 ¥2,613 ¥2,750
20119 データ統計基礎 各教員 必修 教科書 ⼊門統計学 (品切れ・お渡しは4⽉下旬予定) 栗原伸一 オーム社 9784274068553 ¥2,508 ¥2,640
20062 教養英語 C.ボゼック 必修 教科書 English Upload -コントラストで学ぶ大学英文法 ロバート・ヒックリング 金星堂 9784764739499 ¥1,986 ¥2,090
20063 教養英語 C.ボゼック 必修 教科書 Rhymes オリジナルテキスト C.ボゼック 北見工大生協 ¥313 ¥330

20066 口語英語Ⅰ(ACEGIクラス) J.クラロ 必修 教科書 アカデミックプレミアム 《４ヶ⽉》コース EnglishCentral ¥3,850 ¥4,054

20116 口語英語Ⅰ(BDFHJクラス) J.クラロ 必修 教科書 アカデミックプレミアム 《１２ヶ⽉》コース EnglishCentral ¥6,600 ¥6,949

20027 英語全般 各教員 必修 ★参考書 ジーニアス英和辞典 第５版 大修館書店 9784469041804 ¥3,658 ¥3,850 必要な方は購⼊ください

20102 物理Ⅰ(ABクラス) ⻲⽥貴雄 必修 教科書 物理Ⅰ講義ノート ⻲⽥貴雄 北見工大生協 ¥1,650 ¥1,737 ABクラスのみ購⼊

20112 数学序論(CDクラス) 鈴⽊範男 必修 教科書 数学序論 鈴⽊範男 学術図書出版 9784780609628 ¥1,986 ¥2,090 CDクラスのみ購⼊

20111 数学序論(I・Jクラス) 鈴⽊範男 必修 教科書 数学序論 鈴⽊範男 学術図書出版 9784780609628 ¥1,986 ¥2,090 IJクラスのみ購⼊
20050 コミュニケーションリテラシーⅠ(I・J) 鈴⽊衛 必修 教科書 大学生のための論文・レポート作成法 -アカデミックライティングの基本を学ぶ 井上／⽥代 他 学術図書出版社 9784780608663 ¥993 ¥1,045 IJクラスのみ購⼊

20057 法学⼊門(A)(B) 阿曽正浩 選択必修 教科書 法学ダイアリー 森本／織原 ナカニシヤ出版 9784779511370 ¥2,090 ¥2,200
20108 経済学⼊門(B) 藤井亨 選択必修 教科書 現代⽇本経済 第４版 橋本／⻑⾕川／宮島 有斐閣 9784641221215 ¥2,926 ¥3,080

経済学⼊門(A) ウ アテイ 無し
倫理学⼊門(A)(B) ⼭⽥健二 無し

異文化理解 本間圭一 無し
数理データサイエンス概論 各教員 無し
オホーツク地域と環境 各教員 無し
地球環境工学⼊門 各教員 無し
地域未来デザイン⼊門 各教員 無し
体育実技Ⅰ 柳／中里／金⼦ 無し
数学序論(ABクラス) 蒲⾕祐一 無し
数学序論演習(ABクラス) 蒲⾕祐一 無し
コミュニケーションリテラシーⅡ(AB) プタシンスキ,ミハウ エドムンド 無し
数学序論演習(CDクラス) 鈴⽊範男 数学序論の教科書を使用します
コミュニケーションリテラシーⅠ(CD) 榮坂俊雄 無し
数学序論(EFクラス) 松⽥一徳 無し
数学序論演習(EFクラス) 松⽥一徳 無し
コミュニケーションリテラシーⅠ(EF) 久保比呂美 無し
コミュニケーションリテラシーⅡ(F) 桝井文人 無し
数学序論(GHクラス) 蒲⾕祐一 無し
数学序論演習(GHクラス) 蒲⾕祐一 無し
コミュニケーションリテラシーⅠ(GH) 鳴島史之 無し
コミュニケーションリテラシーⅡ(G) 桝井文人 無し
数学序論演習(I・Jクラス) 鈴⽊範男 数学序論の教科書を使用します

★4⽉8⽇から販売開始予定 (第２外国語の発表が７⽇午後予定のため・初回講義は９⽇)【できるだけ８⽇中に下記クラス別の指定時間帯にご来店ください】
８⽇ 10:30〜12:00  Jクラス

12:00〜13:00  Iクラス・・ (お昼休みは上級生の利用で混雑しますので、Iクラス以外はご遠慮ください。)
13:00〜14:30  ABDEクラス
14:30〜16:00  CFGHクラス

整理No 講義名 教員 区分 指定 書名 著者 出版社 ISBN 組合員価格 定価 備考
20039 ドイツ語(野⽥クラス) 野⽥由美意 選択必修 教科書 パノラマ 初級ドイツ語ゼミナール ３訂版 上野成利 ⽩水社 9784560064207 ¥2,404 ¥2,530
20040 ドイツ語(野⽥クラス) 野⽥由美意 選択必修 教科書 アポロン独和辞典 第３版 根本道也 他 同学社 9784810200065 ¥4,389 ¥4,620
20091 ドイツ語(陽川クラス) 陽川憲 選択必修 教科書 Schritte PLUS NEU 1 Bovermann他 Max Hueber Verlag 9783193010810 ¥2,822 ¥2,970
20090 ドイツ語(陽川クラス) 陽川憲 選択必修 ★参考書 アポロン独和辞典 第３版 根本道也 他 同学社 9784810200065 ¥4,389 ¥4,620
20089 ドイツ語(蔭⻄クラス) 蔭⻄知⼦ 選択必修 教科書 Schritte PLUS NEU 1 Bovermann他 Max Hueber Verlag 9783193010810 ¥2,822 ¥2,970
20088 ドイツ語(蔭⻄クラス) 蔭⻄知⼦ 選択必修 ★参考書 アポロン独和辞典 第３版 根本道也 他 同学社 9784810200065 ¥4,389 ¥4,620

20025 中国語(范クラス) 范為仁 選択必修 教科書 標準中国語基礎編 新版 上野恵司 ⽩帝社 9784863981737 ¥2,299 ¥2,420
20026 中国語(鈴⽊・范クラス) 鈴⽊衛／范為仁 選択必修 ★参考書 プログレッシブ中国語辞典 コンパクト版 武信彰 小学館 9784095156316 ¥2,717 ¥2,860
20046 中国語(鈴⽊クラス) 鈴⽊衛 選択必修 教科書 初級中国語 この１冊 ４技能の習得を目指して 丸尾／勝川／李 金星堂 9784764707108 ¥2,299 ¥2,420

★4⽉9⽇以降に販売開始予定 (英語クラスは８⽇のプレイスメントテスト後の発表予定のため・初回講義は13⽇)【できるだけ12⽇の下記クラス別の指定時間帯にご来店ください】
１２⽇ 10:30〜12:00  BEクラス

12:00〜13:00  Hクラス・・ (お昼休みは上級生の利用で混雑しますので、Hクラス以外はご遠慮ください。)
13:00〜14:30  FGIJクラス
14:30〜16:00  ACDクラス

整理No 講義名 教員 区分 指定 書名 著者 出版社 ISBN 組合員価格 定価 備考
20031 英語講読ⅠＡ(⻘⽊クラス) ⻘⽊愛美 必修 教科書 Science for Fun! -楽しんで読む最新科学- 服部圭⼦ 他 金星堂 9784764740464 ¥1,986 ¥2,090
20047 英語講読ⅠＡ(⼾澤クラス) ⼾澤隆広 必修 教科書 Premium Reader 英語リーディングとの出会い 準中級編 Robert Juppe 他 金星堂 9784764739093 ¥1,986 ¥2,090
20097 英語講読ⅠＡ(鳴島クラス) 鳴島史之 必修 教科書 English Indicator1 [Essential] 英語総合インディケーター 初級 テリー・オブライエン他 南雲堂 9784523178538 ¥2,090 ¥2,200
20056 英語講読ⅠＡ(廣上クラス) 廣上克之 必修 教科書 Power-Up English <Pre-Intermediate> 総合英語パワーアップ初級編 JACETリスニング研究会 南雲堂 9784523177722 ¥2,090 ¥2,200
20105 英語講読ⅠＡ(伊関クラス) 伊関敏之 必修 教科書 GRAMMAR CLINIC ５分間 基本英文法 佐藤誠司 南雲堂 9784523175261 ¥732 ¥770

いずれか１点を教
員名から判断して
購⼊してください

全員共通の必修教
科書のため、６点
セットでの販売を
行います。

教員名から判断して
購⼊してください

教員名から判断して
購⼊してください

アカウント販売
所属クラスから判断ください。
4ヶ⽉コース対象者でも、希望者
は12ヶ⽉コースを購⼊可

履修するもののみ購⼊くだ
さい。シラバス(必修コマ
数)と時間割を確認してくだ
さい

クラス名を記載して売場へお越しください

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

クラス

選択ⅠＡ科目については、履
修登録後、ご購⼊ください。


