
＜対象学部表記＞
Ｌ：文学部　Ｈ：国際人間科学部　Ｊ：法学部　Ｅ：経済学部　Ｂ：経営学部　Ｓ：理学部　
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曜日：時限 科目名 教員名 区分 対象学部 書　名 税込定価

1 火1 経済学A（4U015） 田中喜行 教科書
2年：J
1年：L,E,B,MH（看護以外） マンキュー入門経済学 ¥3,520

2 火1 教育社会学（4U020） 山内乾史 教科書
２年：J
１年：L,E,B、MH(看護以外） 学校教育と社会ノート ¥2,090

4 月2 哲学（4U001） 加藤憲治 教科書 1年：S,MM 翔太と猫のインサイトの夏休み ¥968

U4 木1 化学B(4U034) 馬場正昭 教科書
2年：E
1年：H 教養としての基礎化学(電子版) ¥2,200

12 水2 現代社会論B（4U070） 浅野慎一 教科書
2年：T
1年：B、T 人間的自然と社会環境 ¥2,640

24 木2 資源・材料とエネルギーB（4U094） 齋藤勝彦 教科書
2年：L、H（グローバル・発達・環境）
1年：H（発達・子ども教育）、E、B トコトンやさしい段ボールの本 ¥1,650

U31 木5 データサイエンス概論Ａ（4U109） 齋藤政彦 教科書 データサイエンスの考え方 ¥2,750

第４Q　高度教養科目　教科書一覧
U30 金2金3 食の倫理の探求（4A324) 芦田 他 教科書 食の倫理：食の倫理の探求 ¥715

後期　国際人間科学部　共通専門基礎科目等教科書一覧

U24 火4 電磁気学基礎2（4U797） 根村英克 教科書 H環境 物理学通論II ¥2,200

419 木2_4 Test Preparation（3H055） Jason Gold 教科書 the TOEFL Test iBT (2E) Student Book ¥5,962

420 木3 音声コミュニケーション論２（4HD79） 水口志乃扶教科書 「あ」は「い」より大きい！？　 ¥1,980

421 金2 現代文化システム論基礎演習Ⅰ（3H411） 青山薫 教科書 ある外国人の日本での２０年 ¥2,200

第４Q　理学部　共通専門基礎科目等教科書一覧

U02 火3,4 化学実験２（4U828） 高橋一志 教科書 S化、生、惑 化学実験　改訂第5版 ¥770

第４Q　医学部保健学科　共通専門基礎科目等教科書一覧

U24 火4 電磁気学基礎２（4U796） 谷篤史 教科書 MH検､理､作 物理学通論II ¥2,200

第4Q　工学部　専門科目教科書一覧

T01 金1 建築計画III（4T078） 槻橋修 教科書 建築学科 第3版コンパクト建築設計資料集成 ¥5,280

T05 火3 図学演習2（建築）（4T022） 鈴木広隆 教科書 建築学科 POV-Rayによる3次元CG制作 ¥3,080

T05 水3 グラフィックリテラシーD（4T024） 鈴木広隆 教科書 建築学科 POV-Rayによる3次元CG制作 ¥3,080

306 月2 建築材料学A(4T081) 難波尚 教科書 建築学科 建築材料(第3版) ¥3,850

T31 水3_4 設計演習ⅠA 近藤民代 教科書 建築学科 定番建築製図入門　 ¥3,520

T10 月2,金1 市民工学のための経済学(4T111) 小池淳司 教科書 市民工学科 新版　ミクロ経済学 ¥3,278

T13 月3,月4 土木CAD製図(4T101) 森川英典 教科書 市民工学科 土木製図入門 ¥2,640

T15 火4,金2 構造力学I(4T104) 長尾毅 教科書 市民工学科 構造力学(上)静定編 ¥2,640

322 月3,月4 海岸・港湾工学(4T108) 内山雄介 教科書 市民工学科 水理学(ゼロから学ぶ土木の基本) ¥2,750

343 金1,金2 数値解析(電気)(4T006) 南部隆夫 教科書 電気電子工学科 初等数値解析 ¥2,860

345 木2,金3 制御工学II(4T163) 大森敏明 教科書 電気電子工学科 ディジタル制御理論入門 ¥4,950

T21 月2,金2 材料力学I(4T204) 阪上隆英 教科書 機械工学科 機械工学基礎課程　材料力学 ¥3,300

354 火2,木3 流体力学I(4T203) 今井陽介 参考書 機械工学科 流体力学 ¥3,410

356 水3,木2 材料力学(4T206) 田中克志 教科書 機械工学科 機械材料学 ¥3,300

359 水4,金1 制御工学I(4T207) 横小路泰義 教科書 機械工学科 フィードバック制御入門 ¥3,300

361 火3,火4 機械工学実験(4T212) 片岡武 教科書 機械工学科 機械工学実験指導書2021年度版 ¥1,320

T23 金2 基礎高分子科学(4T259) 西野孝 教科書 応用化学科 高分子科学　合成から物性まで ¥3,080

370 水1,水2 フーリエ解析(4T004) 南部隆夫 教科書 応用化学科 フーリエ解析とその応用 ¥1,628

371 月4,木5 分析化学１(4T255) 牧秀志 教科書 応用化学科 スクーグ分析化学 ¥4,290

377 月3 生物材料科学(4T260) 大谷亨 教科書 応用化学科 バイオマテリアル(化学マスター講座) ¥2,860

第４Q　総合教養科目 教科書一覧

第４Q　基礎教養科目 教科書一覧
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