
★２０２２後期 教科書リスト ２年生
＊9/26〜10/14の販売期間中、店頭での生協電⼦マネー払い(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10/14(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求めください。
（上記期間外の教科書ご購入については、ポイント還元対象外です）
＊品切れの場合には、先払いにてお取り寄せいたします。
＊基本的に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(先端材料は廣上先生固定です) (価格は全て税込)
整理No 学科 講義名 教員 区分 指定 書名 著者 出版社 ISBN 定価 備考

52001 0.全学共通 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 ¥2,420
52002 0.全学共通 実践英語 (伊関クラス) 伊関敏之 必修 教科書 5分間TOEICテスト英単語・熟語1000 佐藤誠司 南雲堂 9784523176671 ¥770
52003 0.全学共通 実践英語 (⼾澤クラス) ⼾澤隆広 必修 教科書 Beyond the Basics of the TOEIC Test 塚田幸光 / Braven Smillie 金星堂 9784764739789 ¥2,090
52004 0.全学共通 (先端材料) 実践英語 廣上克之 必修 教科書 Science for Everyone 服部圭⼦ 他 金星堂 9784764739642 ¥2,090 先端材料のみ

52005 0.全学共通 実践英語 (鳴島クラス) 鳴島史之 必修 教科書 Global Pathways 英語で学ぶビジネス最前線 Jonathan Lynch 倭文光太郎 成美堂 9784791972487 ¥2,090
52006 0.全学共通 現代言語学 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
52007 0.全学共通 国際関係論 阿曽正浩 ◇選択 教科書 ウクライナ侵攻と情報戦 一田和樹 扶桑社 9784594092184 ¥990
52008 0.全学共通 芸術と社会 野田由美意 ◇選択 《参考書》 カラー版 20世紀の美術 増補新装 末永輝和 美術出版社 9784568400854 ¥2,750

◆ 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 定価 備考

52101 1.エネルギー総合工学コース 設計製図 梅村/⾼井/⽻⼆生/胡/三⼾ 必修 教科書 JISにもとづく標準製図法 第15全訂版 大⻄清 オーム社 9784274224164 ¥2,200
1.エネルギー総合工学コース 設計製図 梅村/⾼井/⽻⼆生/胡/三⼾ 必修 製図セット ¥8,800 生協１階購買にて販売

52102 1.エネルギー総合工学コース 電⼦デバイス 武山眞弓 ◇選択 教科書 半導体が一番わかる (しくみ図解) 内富直隆 技術評論社 9784774164571 ¥2,068
52103 1.エネルギー総合工学コース 流体エネルギー応用 松村昌典 必修 教科書 【前期購入済】明解入門流体力学 第2版 杉山弘 森北出版 9784627674127 ¥2,750
52104 1.エネルギー総合工学コース 熱エネルギー応用 林田和宏 必修 教科書 【前期購入済】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
52105 1.エネルギー総合工学コース 化学エネルギー基礎 岡崎/坂上/大野/平井 必修 教科書 改訂 実感する化学 上巻 地球感動編 廣瀬千秋 エヌティーエス 9784860434441 ¥3,850
52107 1.エネルギー総合工学コース パワー回路応用 梅村敦史 ◇選択 教科書 【前期購入済】電気回路 専門基礎ライブラリー ⾼田進 実教出版 9784407340372 ¥2,750
52108 1.エネルギー総合工学コース プログラミング 三⼾陽一 ◇選択 教科書 C言語と数値計算法 杉江／鈴⽊ 培風館 9784563015466 ¥3,300
52109 1.エネルギー総合工学コース プログラミング 三⼾陽一 ◇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
52110 1.エネルギー総合工学コース プログラミング 三⼾陽一 ◇選択 《参考書》 C言語ポインタ完全制覇 前橋和弥 技術評論社 9784774111421 ¥2,508

◆ 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 定価 備考

52201 2.環境防災工学コース 地球環境科学 大野浩 必修 教科書 地球環境学入門 第3版 山﨑友紀 講談社 9784065214695 ¥3,080
52202 2.環境防災工学コース 雪氷学 ⻲田貴雄 必修 教科書 テキスト版 雪氷学 ⻲田貴雄／⾼橋修平 古今書院 9784772241953 ¥3,740
52203 2.環境防災工学コース 地盤工学2 山下聡 ◇選択 教科書 【前期購入済】土質力学 第8版 河上房義 森北出版 9784627460584 ¥2,860
52204 2.環境防災工学コース 都市計画 ⾼橋清 必修 教科書 都市計画 第4版 川上光彦 森北出版 9784627496149 ¥3,080
52205 2.環境防災工学コース 水理学2 吉川泰弘/早川博 ◇選択 教科書 大学土⽊水理学(改訂2版) 玉井信行 オーム社 9784274216732 ¥3,080
52206 2.環境防災工学コース 水理学2 吉川泰弘/早川博 ◇選択 教科書 水理学演習 有田／中井 東京電機大学出版局 9784501617400 ¥3,960
52207 2.環境防災工学コース 構造力学2 齊藤剛彦 ◇選択 教科書 【前期購入済】 構造力学 現代土⽊工学シリーズ1 大島俊之 朝倉書店 9784254264814 ¥4,180
52208 2.環境防災工学コース コンクリート構造学 井上真澄 ◇選択 教科書 コンクリート構造学 第5版 増補改訂版 小林／宮川／森川 森北出版 9784627425668 ¥3,300
52209 2.環境防災工学コース 分析化学2 宇都正幸/南尚嗣 ◇選択 教科書 【前期購入済】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 ¥2,640
52210 2.環境防災工学コース 測量学 山下聡 必修 教科書 エース測量学 福本他 朝倉書店 9784254264777 ¥4,290

◆ 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 定価 備考

52301 3.先端材料物質工学コース 分析化学2 宇都正幸/南尚嗣 ◇選択 教科書 【前期購入済】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 ¥2,640
52302 3.先端材料物質工学コース 有機化学2 浪越毅 ◇選択 教科書 【前期購入済】ハート基礎有機化学 三訂版 H.ハート 培風館 9784563045876 ¥4,400
52303 3.先端材料物質工学コース 有機化学3 渡邉眞次/村田美樹 ◇選択 教科書 【前期購入済】ハート基礎有機化学 三訂版 H.ハート 培風館 9784563045876 ¥4,400
52304 3.先端材料物質工学コース プロセス工学 松田剛 ◇選択 教科書 【前期購入済】現代の化学環境学 環境の理解と改善のために 御園生誠 裳華房 9784785335137 ¥2,530
52305 3.先端材料物質工学コース 物理化学1 川村みどり/⽊場隆之 必修 《参考書》 アトキンス物理化学要論 第7版 P.W.Atkins 東京化学同人 9784807909773 ¥6,490

◆ 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 定価 備考

52901 9.地域マネジメント工学コース 地球環境科学 大野浩 ◇選択 教科書 地球環境学入門 第3版 山﨑友紀 講談社 9784065214695 ¥3,080

※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や時間帯を変更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/

9/20~10/13 稼働予定 【２階店舗受け取り】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

ご協力くださいひろかみ
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