
★２０２１後期 教科書リスト ３年生 (地球環境工学科)

＊9/24〜10/15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10/15(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。

◆ エネルギー総合工学コース (価格は全て税込)

整理No コース 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

53101 1.エネルギー総合工学コース 実践英語(⻘⽊クラス) ⻘⽊愛美 必修 教科書 Best Practice for the TOEIC Listening and Reading Test 吉塚弘 成美堂 9784791960309 ¥2,299 ¥2,420 新規採用

53104 1.エネルギー総合工学コース 実践英語(鳴島クラス) 鳴島史之 必修 教科書 最新科学の探求 デイブ・リア 成美堂 9784791972289 ¥1,986 ¥2,090 新規採用

53105 1.エネルギー総合工学コース ロボット工学 川村武 選択 教科書 ロボット工学の基礎 第３版 川崎晴久 森北出版 9784627913837 ¥2,717 ¥2,860 新版へ

53106 1.エネルギー総合工学コース エレクトロニクス基礎 武山眞弓 選択 教科書 例題で学ぶはじめての半導体 臼田昭司 技術評論社 9784774186436 ¥2,278 ¥2,398

53107 1.エネルギー総合工学コース ⽣体計測工学 橋本泰成 選択 教科書 新インターユニバーシティ 電気・電⼦計測 田所嘉昭 オーム社 9784274205934 ¥2,404 ¥2,530

53108 1.エネルギー総合工学コース エンジン工学 林田和宏 選択 教科書 エンジン工学 村山／常本/小川 東京電機大学出版局 9784501420406 ¥3,449 ¥3,630

53109 1.エネルギー総合工学コース 制御工学 星野洋平 選択 教科書 制御工学 第２版 ⻫藤／徐 森北出版 9784627728226 ¥2,717 ¥2,860

53110 1.エネルギー総合工学コース 高速熱流体 三⼾陽⼀ 選択 教科書 わかりやすいガスタービン 増補版 大岩紀⽣ 共立出版 9784320080898 ¥2,926 ¥3,080

53111 1.エネルギー総合工学コース 飛行の力学 松村昌典 選択 [参考書] 航空力学の基礎 第３版 牧野光雄 産業図書 9784782841044 ¥3,762 ¥3,960

53112 1.エネルギー総合工学コース エレクトロニクス基礎 武山眞弓 選択 教科書 【前期購⼊済】半導体が⼀番わかる 内富直隆 技術評論社 9784774164571 ¥1,965 ¥2,068

53113 1.エネルギー総合工学コース エネルギー変換応用 田村淳二 選択 教科書 【前期購⼊済】電気機器概論 深尾正 実教出版 9784407337396 ¥2,508 ¥2,640

◆ 環境防災工学コース (価格は全て税込)

整理No コース 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

53201 2.環境防災工学コース ⽣態学概論 非常勤講師 選択 教科書 ⽣態学⼊門 第２版 日本⽣態学会 東京化学同人 9784807907830 ¥2,926 ¥3,080

53202 2.環境防災工学コース 地盤環境防災工学 川口／川尻 選択 教科書 地盤環境工学 嘉門／大嶺他 共立出版 9784320074293 ¥3,135 ¥3,300

53203 2.環境防災工学コース 海岸工学 白井秀和 選択 [参考書] わかり易い土⽊講座17  海岸・港湾 ２訂版 土⽊学会 彰国社 9784395410675 ¥4,180 ¥4,400

53204 2.環境防災工学コース 環境計測学 南尚嗣 選択 [参考書] 分析化学実技シリーズ応用分析編６ 環境分析 角田／渡辺 共立出版 9784320043923 ¥3,031 ¥3,190

53205 2.環境防災工学コース 水処理工学 駒井克昭 選択 教科書 【前期購⼊済】大学土⽊ 水環境工学 改訂３版 松尾／田中／神⼦ オーム社 9784274215254 ¥2,926 ¥3,080

◆ 先端材料物質工学コース (価格は全て税込)

整理No コース 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

53301 3.先端材料物質工学コース 材料表面化学 岡崎文保 選択 教科書 新しい触媒化学 新版 菊地／射水／瀬川 三共出版 9784782706886 ¥2,926 ¥3,080

53302 3.先端材料物質工学コース 高分⼦合成化学 波越毅／服部和幸 選択 教科書 高分⼦合成化学  井上祥平 裳華房 9784785330873 ¥2,926 ¥3,080

53303 3.先端材料物質工学コース 高分⼦材料 渡邉眞次 選択 教科書 高分⼦合成化学  井上祥平 裳華房 9784785330873 ¥2,926 ¥3,080

53304 3.先端材料物質工学コース ⽣産加工学 ウラ・シャリフ／久保明彦 選択 [参考書] ⽣産加工⼊門 古閑／松野／竹内他 コロナ社 9784339046014 ¥2,926 ¥3,080

53305 3.先端材料物質工学コース 金属材料 大津直史 選択 [参考書] 機械・金属材料学 ⿊田大介 実教出版 9784407337259 ¥3,031 ¥3,190

53306 3.先端材料物質工学コース 薄膜材料工学 川村みどり 選択 [参考書] 薄膜工学 第３版 吉田貞史／近藤高志／金原粲 丸善出版 9784621300985 ¥3,971 ¥4,180

53307 3.先端材料物質工学コース 分離機能化学 南尚嗣／⽊田真人 選択 教科書 【2年次購⼊済】化学はじめの⼀歩シリーズ５ 分析化学 角田他 化学同人 9784759816358 ¥2,508 ¥2,640 2年後期 No.52301
53308 3.先端材料物質工学コース 有機合成化学 浪越毅／小針 選択 教科書 【2年次購⼊済】基礎有機化学 ３訂版 H.ハート他 培風館 9784563045876 ¥4,180 ¥4,400 2年後期 No.52303

◆ 地域マネジメント工学コース (価格は全て税込)

整理No コース 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

53901 9.地域マネジメント工学コース 観光マネジメント工学Ⅱ 升井／桝井／非常勤講師 選択 参考書 観光情報学⼊門 松原／山本 近代科学社 9784764904828 ¥2,822 ¥2,970

※掲載のないもので先⽣から案内がありましたら２階書籍部までお知らせください。
 お時間を頂戴しますが、個別に手配いたします。

※コロナウイルス感染症の拡大状況によって販売期間を延⻑する場合があります。
 大学からのHP・掲示など常に最新の情報を確認してください。
 ⽣協HP・Twitterなどでもお知らせいたします。

【生協教科書販売 WEBサイト】
https://kit-text.net/

9/17~稼働開始予定 【店頭受け取り】で送料・手数料は無料です。

地球環境

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


