
★２０２２前期 教科書リスト ２年生 (地球環境工学科)

＊４月４～１５日の販売期間中、店頭での生協電子マネー払い購入(学生証払い)は組合員のみ５％ポイント還元 (配送時はポイント無し)

＊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１５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。
（通常期における教科書購入はポイント還元対象外ですので、上記期間中のみのお得なサービスです）

＊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。

◆ 地球環境工学科共通 (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 定価 備考

22001 英語講読Ⅱ（伊関クラス） 伊関敏之 必修 教科書 EVERYDAY VOCABULARY QUIZZES５分間日常基本英単語熟語1000 佐藤誠司 南雲堂 9784523176688 ¥770

22002 英語講読Ⅱ（戸澤クラス） 戸澤隆広 必修 教科書 Mindfulness これからの健康的な社会へ 園城寺/名木田/柏原/井上 南雲堂 9784523178071 ¥1,980

22003 英語講読Ⅱ（鳴島クラス） 鳴島史之 必修 教科書 15章版：ニュースメディアの英語 2022年度版 演習と解説 高橋/伊藤 朝日出版社 9784255156804 ¥1,320

22004 英語講読Ⅱ（廣上クラス） 廣上克之 必修 教科書 Let’s Enjoy Science & Tech English 佐藤哲三 他 金星堂 9784523179139 ¥2,200

22005 英語講読Ⅱ（青木クラス） 青木愛美 必修 教科書 Insights 2022  村尾/深山/辻本/横山/Ashley 金星堂 9784764741478 ¥2,090

22006 知的財産概論 三枝晶弘 必修 教科書 これからの知財入門 第３版 知的財産センター 日経BPセンター 9784296106301 ¥1,650

22007 日本・地域経済論 三枝晶弘 選択 教科書 日本経済論 第２版 宮川/細野/細谷/川上 中央経済社 9784502374814 ¥2,640

22008 美術の歴史 野田由美意 選択 教科書 新西洋美術史 石鍋 西村書店 9784890135837 ¥3,080 ＊１年次使用(教科書)

22009 物理Ⅲ 升井洋志/大津直史/木場隆之 選択 教科書 アビリティ物理 量子論と相対論 飯島／佐々木／青山 共立出版 9784320034204 ¥2,090

22010 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 9784815601522 ¥2,860

22011 プログラミング入門 鈴木正清 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 第2版 上田/小枝/中村 講談社 9784065278192 ¥2,970

22012 プログラミング入門 鈴木正清 他各教員 選択 ☆参考書 やさしいC 第5版 高橋麻奈 SBクリエイティブ 9784797392586 ¥2,750

22013 言語の構造と機能 伊関敏之 選択 教科書 探検！ことばの世界 大津由紀雄 ひつじ書房 9784894762237 ¥1,760

22021 解析学Ⅱ 澤田宙広/中村文彦 選択 教科書 【1年次購入済】入門微分積分 三宅敏恒 培風館 9784563002213 ¥2,090

22022 線形代数Ⅱ 山田浩嗣/澤田宙広 選択 教科書 【1年次購入済】入門線形代数 三宅敏恒 培風館 9784563002169 ¥1,650

◆ エネルギー総合工学コース (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 定価 備考

22101 電気磁気学基礎 佐藤勝 必修 教科書 ビジュアルアプローチ 電磁気学 前田和茂/小林俊雄 森北出版 9784627162211 ¥2,750

22102 流体エネルギー基礎 高井和紀 必修 教科書 明解入門流体力学 第２版 杉山弘 森北出版 9784627674127 ¥2,750

22103 熱エネルギー基礎 林田和宏 必修 教科書 例題でわかる工業熱力学（第2版） 平田/田中/熊野 森北出版 9784627673427 ¥3,080

22108 パワー回路基礎 高橋理音 選択 教科書 専門基礎ライブラリー 電気回路 改訂版 加藤／和田／金原 実教出版 9784407340372 ¥2,750

22106 パワー回路基礎 高橋理音 選択 ☆参考書 詳解電気回路演習 上 大下真二郎 共立出版 9784320084339 ¥3,850

22107 パワー回路基礎 高橋理音 選択 ☆参考書 詳解電気回路演習 下 大下真二郎 共立出版 9784320084346 ¥3,850

◆ 環境防災工学コース (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 定価 備考

22201 地盤工学Ⅰ 川口貴之 必修 教科書 土質力学 第8版 河上房義 森北出版 9784627460584 ¥2,860

22204 水理学Ⅰ 早川博/渡邉康玄 必修 教科書 水理学入門 有田／中井 東京電機大学出版局 9784320074309 ¥3,080

22207 構造力学Ⅰ 崔希燮/山崎智之 必修 教科書 現代土木工学シリーズ1 構造力学 大島俊之 朝倉書店 9784254264814 ¥4,180

22202 建設材料学 井上真澄 必修 教科書 改訂版図説わかる材料 宮川/岡本/熊野 学芸出版社 9784761526146 ¥3,080

22203 分析化学Ⅰ 宇都正幸／南尚嗣 選択 教科書 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 ¥2,640

◆ 先端材料物質工学コース (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 定価 備考

22302 有機化学Ⅰ 服部和幸 必修 教科書 ハート基礎有機化学 H.ハート他 培風館 9784563045876 ¥4,400

22304 分析化学Ⅰ 宇都正幸／南尚嗣 必修 教科書 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 ¥2,640

22305 無機材料工学 大津直史/古瀬裕章 必修 教科書 はじめて学ぶセラミック化学 改訂第2版  ※(大津先生クラスは使用しない) 日本セラミックス協会 日本セラミックス協会 9784931298378 ¥3,080

◆ 地域マネジメント工学コース (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 定価 備考

22801 解析学Ⅱ 澤田宙広 選択 ☆参考書 【1年次購入済】入門微分積分 三宅敏恒 培風館 9784563002213 ¥2,090

22802 線形代数Ⅱ 山田浩嗣 選択 ☆参考書 【1年次購入済】入門線形代数 三宅敏恒 培風館 9784563002169 ¥1,650

※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⾧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。

エネルギー総合工学

コースは、参考書扱い

【教科書販売 WEBサイト】

3/28~稼働開始 【店頭受け取り】なら送料無料・ポイント還元あり(組合員のみ)

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



★２０２２前期 教科書リスト ２年生(地域未来デザイン)

＊４月４～１５日の販売期間中、店頭での生協電子マネー払い購入(学生証払い)は組合員のみ５％ポイント還元 (配送時はポイント無し)

＊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１５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。
（通常期における教科書購入はポイント還元対象外ですので、上記期間中のみのお得なサービスです）

＊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。

◆ 地域未来デザイン工学科共通 (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 定価 備考

22001 英語講読Ⅱ（伊関クラス） 伊関敏之 必修 教科書 EVERYDAY VOCABULARY QUIZZES５分間日常基本英単語熟語1000 佐藤誠司 南雲堂 9784523176688 ¥770

22002 英語講読Ⅱ（戸澤クラス） 戸澤隆広 必修 教科書 Mindfulness これからの健康的な社会へ 園城寺/名木田/柏原/井上 南雲堂 9784523178071 ¥1,980

22003 英語講読Ⅱ（鳴島クラス） 鳴島史之 必修 教科書 15章版：ニュースメディアの英語 2022年度版 演習と解説 高橋/伊藤 朝日出版社 9784255156804 ¥1,320

22004 英語講読Ⅱ（廣上クラス） 廣上克之 必修 教科書 Let’s Enjoy Science & Tech English 佐藤哲三 他 金星堂 9784523179139 ¥2,200

22005 英語講読Ⅱ（青木クラス） 青木愛美 必修 教科書 Insights 2022  村尾/深山/辻本/横山/Ashley 金星堂 9784764741478 ¥2,090

22006 知的財産概論 三枝晶弘 必修 教科書 これからの知財入門 第３版 知的財産センター 日経BPセンター 9784296106301 ¥1,650

22007 日本・地域経済論 三枝晶弘 選択 教科書 日本経済論 第２版 宮川/細野/細谷/川上 中央経済社 9784502374814 ¥2,640

22008 美術の歴史 野田由美意 選択 教科書 新西洋美術史 石鍋 西村書店 9784890135837 ¥3,080 ＊１年次使用(教科書)

22009 物理Ⅲ 升井洋志/大津直史/木場隆之 選択 教科書 アビリティ物理 量子論と相対論 飯島／佐々木／青山 共立出版 9784320034204 ¥2,090

22010 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 9784815601522 ¥2,860

22011 プログラミング入門 鈴木正清 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 第2版 上田/小枝/中村 講談社 9784065278192 ¥2,970

22012 プログラミング入門 鈴木正清 他各教員 選択 ☆参考書 やさしいC 第5版 高橋麻奈 SBクリエイティブ 9784797392586 ¥2,750

22013 言語の構造と機能 伊関敏之 選択 教科書 探検！ことばの世界 大津由紀雄 ひつじ書房 9784894762237 ¥1,760

22031 解析学Ⅱ 澤田宙広 選択 ☆参考書 【1年次購入済】入門微分積分 三宅敏恒 培風館 9784563002213 ¥2,090

22032 線形代数Ⅱ 山田浩嗣 選択 ☆参考書 【1年次購入済】入門線形代数 三宅敏恒 培風館 9784563002169 ¥1,650

◆ 機械知能・生体工学コース (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 定価 備考

22403 機械力学Ⅰ 佐藤満弘 必修 教科書 機械系教科書シリーズ18 機械力学 増補 青木繁 コロナ社 9784339044843 ¥2,640

22404 材料力学Ⅰ 吉田裕 必修 教科書 基礎から学べる材料力学 伊藤勝悦 森北出版 9784627668416 ¥2,640

◆ 情報デザイン・コミュニケーション工学コース (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 定価 備考

22502 離散数学 鈴木育男 選択 教科書 マグロウヒル大学演習 離散数学 改訂２版 S.Lipshutz オーム社 9784274228209 ¥3,740

◆ 社会インフラ工学コース (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 定価 備考

22602 地盤工学Ⅰ 川口貴之 必修 教科書 土質力学 第8版 河上房義 森北出版 9784627460584 ¥2,860

22604 水理学Ⅰ 早川博/吉川泰弘 必修 教科書 水理学入門 有田／中井 東京電機大学出版局 9784501617399 ¥3,080

22606 構造力学Ⅰ 崔希燮/山崎智之 必修 教科書 現代土木工学シリーズ1 構造力学 大島俊之 朝倉書店 9784254264814 ¥4,180

22601 建設材料学 井上真澄 必修 教科書 改訂版図説わかる材料 宮川/岡本/熊野 学芸出版社 9784761526146 ¥3,080

◆ バイオ食品工学コース (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 定価 備考

22701 バイオ食品総合工学Ⅰ 佐藤利次 必修 教科書 食品の科学 上野川／田之倉 東京化学同人 9784807905928 ¥2,970

22702 バイオ食品総合工学Ⅰ 佐藤利次 必修 教科書 基礎から学ぶ遺伝子工学 第２版 田村隆明 羊土社 9784758120838 ¥3,740

22704 生命科学 邱泰瑛 必修 教科書 生命科学入門 池北雅彦 丸善出版 9784621300329 ¥2,750

22705 有機化学Ⅰ 霜鳥慈岳 必修 教科書 有機化学 上 第９版 ジョン・マクマリー 東京化学同人 9784807909124 ¥4,600

◆ 地域マネジメント工学コース (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 定価 備考

22801 解析学Ⅱ 澤田宙広 選択 ☆参考書 【1年次購入済】入門微分積分 三宅敏恒 培風館 9784563002213 ¥2,090

22802 線形代数Ⅱ 山田浩嗣 選択 ☆参考書 【1年次購入済】入門線形代数 三宅敏恒 培風館 9784563002169 ¥1,650

※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⾧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。

【教科書販売 WEBサイト】

3/28~稼働開始 【店頭受け取り】なら送料無料・ポイント還元あり(組合員のみ)

未来デザ

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


