
★２０２２後期 教科書リスト １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。

◆ 全学共通 (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

工学基礎実験および演習 林田/木場 ほか 必修 必須 実習用保護メガネ ¥1,265
工学基礎実験および演習 林田/木場 ほか 必修 任意 白衣 ¥3,080

51006 物理Ⅱ ⻲田/⼋久保/白川/⼤野 必修 教科書 レベル別に学べる物理学Ⅱ 改訂版 末廣/⻫藤 他 丸善 9784621300275 ¥2,970

51011 基礎生物学 新井/⼩⻄/佐藤利/陽川 他 選択 教科書 やさしい基礎生物学 第2版 今井一志ほか 羊土社 9784758120517 ¥3,190

51010 国際政治学 阿曽正浩 選択 教科書 ヘゲモニーの現代世界政治 ⻄川佳秀 晃洋書房 9784771033764 ¥2,970

51103 線形代数Ⅰ(ABクラス) 中村文彦 必修 [参考書] ⼊門線形代数 三宅敏恒 培風館 9784563002169 ¥1,650

51107 線形代数Ⅰ(CDEFクラス) 澤田宙広 必修 教科書 ⼊門線形代数 三宅敏恒 培風館 9784563002169 ¥1,650

51205 線形代数Ⅰ (GHIJクラス) 山田浩嗣 必修 教科書 ⼊門線形代数 三宅敏恒 培風館 9784563002169 ¥1,650

51102 物理Ⅱ (ABクラス) ⻲田貴雄 必修 教科書 物理Ⅱ講義ノート ⻲田貴雄 北見工⼤生協 9786202363273 ¥1,650

51104 解析学Ⅰ (ABクラス) 松田一徳 必修 [参考書] ⼊門微分積分 三宅敏恒 培風館 9784563002213 ¥2,090

51105 解析学Ⅰ (CDクラス) 鈴木範男 必修 教科書 解析学Ⅰ 鈴木範男 学術図書出版社 9784780608731 ¥1,980

51106 解析学Ⅰ (CDクラス) 鈴木範男 必修 [参考書] 解析⼊門Ⅰ 杉浦光夫 東京⼤学出版会 9784130620055 ¥3,080

51108 解析学Ⅰ (EFクラス) 蒲谷祐一 必修 [参考書] ⼊門微分積分 三宅敏恒 培風館 9784563002213 ¥2,090

51204 解析学Ⅰ (GHクラス) 松田一徳 必修 [参考書] ⼊門微分積分 三宅敏恒 培風館 9784563002213 ¥2,090

51206 解析学Ⅰ ( I Jクラス) 鈴木範男 必修 教科書 解析学Ⅰ 鈴木範男 学術図書出版社 9784780608731 ¥1,980
51207 解析学Ⅰ ( I Jクラス) 鈴木範男 必修 [参考書] 解析⼊門Ⅰ 杉浦光夫 東京⼤学出版会 9784130620055 ¥3,080

◆ 未購⼊者・再履修者向け (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
51101 化学Ⅱ 渡邉眞次 必修 教科書 【前期購⼊済】Step-up 基礎化学 梶本興亜 培風館 9784563046217 ¥2,750

51201 化学Ⅱ 齋藤徹 必修 教科書 【前期購⼊済】Step-up 基礎化学 梶本興亜 培風館 9784563046217 ¥2,750

51001 コミュニケーション英語 C.ボゼック 必修 教科書 【前期購⼊済】Rhymes C.ボゼック 北見工⼤生協 9786202363242 ¥330
51002 コミュニケーション英語 C.ボゼック 必修 教科書 【前期購⼊済】コントラストで学ぶ⼤学英文法 English Upload ヒックリング他 金星堂 9784764739499 ¥2,090

51003 コミュニケーション英語 J.クラロ 必修 教科書 【前期購⼊済】アカデミックプレミアム４ヶ月コース EnglishCentral 9786202363259 ¥4,052 再履修者向け

51004 英語講読ⅠB(⻘木クラス) ⻘木愛美 必修 教科書 【前期購⼊済】Letʼs Enjoy Science & Tech English 佐藤哲三 他 南雲堂 9784523179139 ¥2,200

51005 英語講読ⅠB(伊関クラス) 伊関敏之 必修 教科書 【前期購⼊済】GRAMMAR CLINIC ５分間 基本英文法 佐藤誠司 南雲堂 9784523175261 ¥770
51007 英語講読ⅠB(⼾澤クラス) ⼾澤隆広 必修 教科書 【前期購⼊済】Itʼs a Wired World インターネットが生み出す未来社会 Daniel O'Keeffe / 芝垣哲夫 成美堂 9784791960262 ¥2,090

51008 英語購読ⅠB(鳴島クラス) 鳴島史之 必修 教科書 【前期購⼊済】Science Stream/覗いてみよう、科学の世界 Phillip Rowles 成美堂 9784791972463 ¥2,090

51009 英語講読ⅠB(廣上クラス) 廣上克之 必修 教科書 【前期購⼊済】English Primer 〈Revised Edition〉 佐藤哲三/愛甲ゆかり 南雲堂 9784523177173 ¥2,090

51012 中国語 鈴木衛 選択 教科書 【前期購⼊済】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 ¥2,420

51014 中国語 范為仁 選択 教科書 【前期購⼊済】改訂版 ⼤学生のための初級中国語24回 杉野元⼦/⻩漢⻘白帝社 9784863983687 ¥2,640

51013 ドイツ語 野田由美意 選択 教科書 【前期購⼊済】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 ¥2,530
51015 ドイツ語 陽川／蔭⻄ 選択 教科書 【前期購⼊済】Schritte PLUS NEU 1 Bovermann他 Max Hueber Verlag9783193010810 ¥3,011

※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。

解析学Ⅰ演習
[参考書]

生協１階購買に
て販売します

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

【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。
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