
【A】全学教育（英語除く）・専門科目教科書リスト
①【全学部】言語文化/基礎セミナー
時間割
コード

学部・クラス 科目名 教員名 時限 書名 出版社 価格 注文No

全学部 英語（基礎）全員購入 全教員 AcademicExpress3（アカウント発行券） 2,980 001
11312 中国語１ 全教員 月３ 初級テキストキャンパスライフ中国語 白帝社

14312 中国語２ 全教員 木３ ニーハオ！ニッポン―ふりむけば、中国語 朝日出版社

11301 文系Ｄ１ ドイツ語１・２ 山口/Ｋｏｃｈ 月３ 自己表現のためのドイツ語１〈プラス〉 三修社 2,574 152
11302 ドイツ語１ 中村靖子 月３ リヒトホーフ初級ドイツ語文法 朝日出版社

14302 ドイツ語２ 松井隆幸 木３ アクティブに使うドイツ語ノイ 三修社

11303 ドイツ語１ CONRAD 月３ アクティブに使うドイツ語ノイ 三修社

14303 ドイツ語２ 白川茜 木３ イラストでわかる！ドイツ文法と単語トレーニング 朝日出版社

11304 ドイツ語１ 前田織絵 月３ ともに学ぶドイツ語 白水社

14304 ドイツ語２ 中川亜紀子 木３ アクティブ・ラーニングのドイツ語 三修社

11305 ドイツ語１ 今井田亜弓 月３ シュリット・フュア・シュリット 三修社

14305 ドイツ語２ 伊藤惟 木３ クロプフ、クロプフ！対話と練習で学ぶドイツ語 三修社

11306 文系Ｄ６ ドイツ語１・２ 高畑/谷口 月３ ドイツ語インパクト〈ノイ〉 三修社 2,673 161
11307 フランス語１ BAUMERT 月３ Ｓｐｉｒａｌｅ

アシェット出
版

14307 フランス語２ 鶴巻泉子 木３ グラメール・アクティーヴ三訂版 朝日出版社

14309 文系Ｆ３ フランス語２ BAUMERT 木３ Ｓｐｉｒａｌｅ
アシェット出
版 2,624 171

11310 フランス語１ 小栗栖等 月３ ぜんぶ話して 白水社

14310 フランス語２ 新井美佐子 木３ 新ＣＤフランス語文法 朝日出版社

11245 中国語１ 全教員 月２ 初級中国語この１冊 金星堂

13235 中国語２ 全教員 水２ スリム版表現する中国語 白帝社

11234 ドイツ語１ 今井田亜弓 月２ シュリット・フュア・シュリット 三修社

13224 ドイツ語２ 中村登志哉 水２ 新スツェーネン１場面で学ぶドイツ語 三修社

11235 ドイツ語１ 白川茜 月２ イラストでわかる！ドイツ文法と単語トレーニング 朝日出版社

13225 ドイツ語２ 大熊洋行 水２ ドイツ語インパクト〈ノイ〉 三修社

11236 ドイツ語１ 村元麻衣 月２ CD付きドイツ語コンパクト 三修社

13226 ドイツ語２ CONRAD 水２ アクティブに使うドイツ語ノイ 三修社

11237 ドイツ語１ 高畑祐人 月２ 基礎固めのドイツ語 郁文堂

13227 ドイツ語２ 三宅恭子 水２ 入門ドイツ語プラクティッシュ 三修社

11238 工Ｄ５ ドイツ語１・２ 谷口/CONRAD月２ アクティブに使うドイツ語ノイ 三修社 2,673 129
11239 ドイツ語１ 西川智之 月２ 身につくドイツ文法<leicht>２ 郁文堂

13229 ドイツ語２ 古田香織 水２ MenschenA1.Kursbuch HuberVerlag

11240 工Ｄ７ ドイツ語１・２ 山口/Ｋｏｃｈ 月２ アクティブに使うドイツ語ノイ 三修社 2,673 132
11241 工Ｄ８ ドイツ語１・２ 北村陽子 月２ アー・ツェット楽しく学ぶドイツ語 朝日出版社 2,475 133
11242 工Ｆ１ フランス語１ BAUMERT 月２ Ｓｐｉｒａｌｅ

アシェット出
版 2,624 171

12232 中国語１ 全教員 火２ さあ、中国語を学ぼう！ 白水社

14229 中国語２ 全教員 木２ 中国語ポイント５５ 白水社

12215 ドイツ語１ 三宅恭子 火２ 入門ドイツ語プラクティッシュ 三修社

14212 ドイツ語２ 白川茜 木２ イラストでわかる！ドイツ文法と単語トレーニング 朝日出版社

12224 情（自然・コン）理・医・農Ｄ10 ドイツ語１・２ 中村/米山 火２ 新スツェーネン１場面で学ぶドイツ語 三修社 2,574 148
12225 情（自然・コン）理・医・農Ｄ11 ドイツ語１・２ 古田香織 火２ MenschenA1.Kursbuch HuberVerlag 2,885 149
12226 ドイツ語１ 西川智之 火２ 身につくドイツ文法<leicht>２ 郁文堂

14223 ドイツ語２ 西川智之 木２ MenschenA1.Kursbuch HuberVerlag

12216 ドイツ語１ 中村修 火２ つながるドイツ語みっとりーべ 朝日出版社

14213 ドイツ語２ 中村修 木２ おしゃれなドイツ語 朝日出版社

12217 ドイツ語１ 大熊洋行 火２ ドイツ語インパクト〈ノイ〉 三修社

14214 ドイツ語２ 松井隆幸 木２ アクティブに使うドイツ語ノイ 三修社

12218 情（自然・コン）理・医・農Ｄ４ ドイツ語１・２ 北村/谷口 火２ アー・ツェット楽しく学ぶドイツ語 朝日出版社 2,475 139
12219 情（自然・コン）理・医・農Ｄ５ ドイツ語１・２ 高畑祐人 火２ 基礎固めのドイツ語 郁文堂 2,673 140
12220 情（自然・コン）理・医・農Ｄ６ ドイツ語１・２ 山口/Ｋｏｃｈ 火２ アクティブに使うドイツ語ノイ 三修社 2,673 141
12221 ドイツ語１ 安川晴基 火２ ドイツ語の時間〈ときめきミュンヘン〉 朝日出版社

14218 ドイツ語２ CONRAD 木２ Themenaktuell
HueberVerla
g

12222 ドイツ語１ 中川亜紀子 火２ リヒトホーフ初級ドイツ語文法 朝日出版社

14219 ドイツ語２ 中川亜紀子 木２ アクティブ・ラーニングのドイツ語 三修社

12223 ドイツ語１ CONRAD 火２ Themenaktuell
HueberVerla
g

14220 ドイツ語２ 前田織絵 木２ シュリット・フュア・シュリット 三修社
146情（自然・コン）理・医・農Ｄ９ 5,212

情（自然・コン）理・医・農Ｄ７ 5,311 143

情（自然・コン）理・医・農Ｄ８ 4,752 145

情（自然・コン）理・医・農Ｄ２ 4,950 137

情（自然・コン）理・医・農Ｄ３ 5,346 138

情（自然・コン）理・医・農Ｄ１ 5,049 134

情（自然・コン）理・医・農Ｄ12 5,459 151

工Ｄ６ 5,459 131

情（自然・コン）理・医・農ＣＨ１〜9 4,752 104

工Ｄ３ 5,247 125

工Ｄ４ 5,346 127

工Ｄ１ 5,049 121

工Ｄ２ 5,049 124

文系Ｆ４ 5,148 176

工ＣＨ１〜11 4,356 102

文系Ｄ５ 4,950 160

文系Ｆ１ 5,099 174

文系Ｄ３ 5,049 155

文系Ｄ４ 4,752 158

文系ＣＨ１〜8 4,554 106

文系Ｄ２ 4,950 154



時間割
コード

学部・クラス 科目名 教員名 時限 書名 出版社 価格 注文No

12227 フランス語１ BAUMERT 火２ Ｓｐｉｒａｌｅ
アシェット出
版

14224 フランス語２ 新井美佐子 木２ 新ＣＤフランス語文法 朝日出版社

14225 情（自然・コン）理・医・農Ｆ２ フランス語２ 鶴巻泉子 木２ グラメール・アクティーヴ三訂版 朝日出版社 2,475 173
14227 情（自然・コン）理・医・農Ｆ４ フランス語２ BAUMERT 木２ Ｓｐｉｒａｌｅ

アシェット出
版 2,624 171

全学部 朝鮮・韓国語１ 全教員 教室で指示あり ― ×
全学部 スペイン語１・２ 全教員 初級スペイン語教本エクセレンテ!!! 朝日出版社 2,475 101
全学部 ロシア語１・2 全教員 ロシア語をはじめよう 朝日出版社 2,178 181

12226 全学部 初級ポルトガル語１ FERRARI 春金１改訂版 朝日出版社 2,277 108
74502 全学部 初級イタリア語１ 柴田有香 春木５ピュ・アッティーヴォ！ 白水社 2,178 109
11418 情(自然・ｺﾝ)・農(環境・資生)・工(ﾏﾃ・機航) 基礎セミナーＡ 椿野大輔 月４ ガロアの群論 講談社 871 201
11415 情(自然・ｺﾝ)・農(環境・資生)・工(ﾏﾃ・機航) 基礎セミナーＡ 福澤健二 月４ バイオ燃料で、パンが消える　（出版社品切） ― ×

11412 情(自然・ｺﾝ)・農(環境・資生)・工(ﾏﾃ・機航) 基礎セミナーＡ 富田孝史 月４
世界に通じる、未来へ通じる「港湾」の話　（出版社品
切） ― ×

15503
情(自然・ｺﾝ)・理・農・工(化生・物工・ﾏﾃ・機航・
ｴﾈ・土建)

基礎セミナーＡ 君塚肇 金５ アカデミック・スキルズ
慶應義塾大
学出版会 990 223

12530
情(自然・ｺﾝ)・理・農・工(物工・ｴﾈ・ﾏﾃ・機航・
土建・電情)

基礎セミナーＡ 湯川博 火５ ゲノム編集の衝撃 NHK出版 1,287 210

12519
情(自然・ｺﾝ)・理・農・工(物工・ｴﾈ・ﾏﾃ・機航・
土建・電情)

基礎セミナーＡ 関浩之 火５ ふだん使いの言語学 新潮社 1,436 224
12403 文・教・法・経 基礎セミナーＡ 加納修 火４ １５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ史

ミネルヴァ
書房 3,465 204

12408 文・教・法・経 基礎セミナーＡ 佐藤康紀 火４ 「文明論之概略」を読む　上・中・下 岩波書店

12408 文・教・法・経 基礎セミナーＡ 佐藤康紀 火４ 文明論之概略 岩波書店

12410 文・教・法・経 基礎セミナーＡ 山口景子 火４ 東大教授が教えるヤバいマーケティング
ＫＡＤＯＫＡ
ＷＡ 1,485 209

14401 文系 基礎セミナーＡ 河西秀哉 木４ 給食の歴史 岩波書店 871 213
14404 文系 基礎セミナーＡ 齊藤彰子 木４ よくわかる刑法

ミネルヴァ
書房 2,574 214

14406 文系 基礎セミナーＡ 仙場胡丹 木４ 財務会計・入門　第１４版
有斐閣アル
マ 1,782 215

11512
文系・情(自然・ｺﾝ)・理・農・工(化生・ﾏﾃ・電情・
機航・土建)

基礎セミナーＡ 渡邉雅子 月５ 納得の構造
東洋館出版
社 2,673 202

11540
文系・情(自然・ｺﾝ)・理・農・工(化生・ﾏﾃ・電情・
機航・土建)

基礎セミナーＡ 辻浩 月５ 格差社会 岩波書店 772 203

14503
文系・情(自然・ｺﾝ)・理・農・工(物工・ｴﾈ・化生・
電情)

基礎セミナーＡ 岡本祐幸 木５ 精神と物質 文藝春秋 653 216

14506
文系・情(自然・ｺﾝ)・理・農・工(物工・ｴﾈ・化生・
電情)

基礎セミナーＡ 酒井正彦 木５ ゲーム理論入門 日経ＢＰＭ 851 217

14509
文系・情(自然・ｺﾝ)・理・農・工(物工・ｴﾈ・化生・
電情)

基礎セミナーＡ 野尻伸一 木５ 「相対性理論」を楽しむ本
ＰＨＰ研究
所 471 218

14522
文系・情(自然・ｺﾝ)・理・農・工(物工・ｴﾈ・化生・
電情)

基礎セミナーＡ 田地宏一 木５ 数理決定法入門 朝倉書店 3,465 219

14531
文系・情(自然・ｺﾝ)・理・農・工(物工・ｴﾈ・化生・
電情)

基礎セミナーＡ 和田信雄 木５ 物理学とは何だろうか　上 岩波書店 832 220

14532
文系・情(自然・ｺﾝ)・理・農・工(物工・ｴﾈ・化生・
電情)

基礎セミナーＡ 児玉英明 木５ 知的複眼思考法 講談社 871 221

14532
文系・情(自然・ｺﾝ)・理・農・工(物工・ｴﾈ・化生・
電情)

基礎セミナーＡ 児玉英明 木５ ルポトランプ王国 岩波書店 871 222
13317 理・工(化生・物工・電情・ｴﾈ・土建) 基礎セミナーＡ 河野浩 水３ 物理学はいかに創られたか　上・下 岩波書店 1,505 212

②文系学部（基礎・専門）
時間割
コード

学部・クラス 科目名 教員名 時限 書名 出版社 価格 注文No

11205 文系 政治学 荒見玲子 月２ 行政学講義 筑摩書房 1,089 231
14203 文系 日本国憲法 大河内美紀 木２ ポケット六法 有斐閣 1,881 232
11207 文系 国際開発学 梅村哲夫 月２ SDGsを学ぶ 法律文化社 3,168 235
11208 文系 比較教育論 服部美奈 月２ 教育とエンパワーメント 明石書店 2,475 236
14206 文系 国際関係論 水島朋則 木２ 国際法有斐閣ストゥディア 有斐閣 1,782 243
11202 文系 文学 加藤靖恵 月２ LaPeste Gallimard

11202 文系 文学 加藤靖恵 月２ ペスト 新潮社文庫

14201 文系 文学 吉武純夫 木２ ギリシア神話 岩波文庫

14201 文系 文学 吉武純夫 木２ ギリシア・ローマ神話 岩波文庫

11402 文系 物理学入門 三浦裕一 月４ 物理学基礎　第５版
学術図書出
版社 2,376 251

14101 文系 数学入門 中村泰之 木１ 入門微分積分学１５章 日本評論社 2,475 252
14106 文系 地球科学入門 並木敦子 木１ ニューステージ新地学図表 浜島書店 807 253

教育 人間発達教育科学 中谷泰之 教育と学びの心理学
名古屋大学
出版会 2,772 254

経済 会計Ⅰ 仙場胡丹
ALFA３級商業簿記セット
（テキスト・問題集・解答集・過去問）

大原簿記 4,510 273
経済 統計解析 根本二郎 入門統計学 有斐閣 2,475 272

300021 法 現代日本の司法 宮木康博 法を学ぶパートナー 成文堂 1,782 271

2,169 233

1,831 241

情（自然・コン）理・医・農Ｆ１ 5,198 172

3,713 205



③医学部（理系基礎・専門）
時間割
コード

学部・クラス 科目名 教員名 時限 書名 出版社 価格 注文No

12418 化学基礎Ⅰ 岩松将一 火４ ブルース有機化学概説 化学同人

医学入門 近藤/安藤 HumanBiology　E-book　アカウント券

12320 数学通論Ⅰ 南和彦 火３ 微分積分講義 裳華房

11437 生物学基礎Ⅰ 門松健治 月４ Essential細胞生物学 南江堂

15214 物理学基礎Ⅰ 川﨑猛史 金２ 新編力学 東京教学社

理系基礎化学実験第２版
学術図書出
版

化学実験ノート（LaboratoryNotebook）

実験用安全めがね

名札 NL-8

14421 医学部（保-看護） 数学通論Ⅰ 鈴木浩志 木４ 微分積分講義 裳華房 2,574 301
解剖学I 亀高諭 人体解剖学 西村書店

社会福祉学 大倉美佳 社会保障・社会福祉 医学書院

社会福祉学 大倉美佳 厚生の指標増刊２０２０／２０２１国民衛生の動向
厚生労働統
計協会

社会福祉学 大倉美佳 国民の福祉と介護の動向2020/2021
厚生労働統
計協会

生理学I 永田浩三 解剖生理学第１０版 医学書院

保健生化学A 石川哲也 わかりやすい生化学第５版
ヌーヴェル
ヒロカワ

感染管理学 柴田伸一郎 微生物学第１３版 医学書院

12419 生物学基礎Ⅰ 玉腰浩司 火４ 系統看護学講座基礎分野生物学 医学書院

15323 物理学基礎Ⅰ 田原譲 金３ 物理学(新体系看護学全書基礎科目)
メヂカルフレ
ンド社

15426 化学基礎Ⅰ 日比野高士 金４ ステップアップ大学の物理化学 裳華房

15426 化学基礎Ⅰ 日比野高士 金４ ステップアップ大学の有機化学 裳華房

医学部（保-放射） 保健生化学A 石川哲也 わかりやすい生化学第５版
ヌーヴェル
ヒロカワ 2,277 371

解剖学I 亀高諭 人体解剖学 西村書店

生理学I 永田浩三 解剖生理学第１０版 医学書院

12419 生物学基礎Ⅰ 玉腰浩司 火４ 系統看護学講座基礎分野生物学 医学書院

14423 数学通論Ⅰ 久保明達 木４ 現象から微積分を学ぼう 日本評論社

15324 物理学基礎Ⅰ 田代寛之 金３ 物理学（新物理学ライブラリ１）
サイエンス
社

15427 化学基礎Ⅰ ｼﾞﾝﾁｪﾝｺｱﾅﾄｰﾘ金４ ステップアップ大学の物理化学 裳華房

15427 化学基礎Ⅰ ｼﾞﾝﾁｪﾝｺｱﾅﾄｰﾘ金４ ステップアップ大学の有機化学 裳華房

解剖学I 亀高諭 人体解剖学 西村書店

生理学I 永田浩三 解剖生理学第１０版 医学書院

医療統計学 近藤高明 ていねいな保健統計学 羊土社

人体構造機能学IB 池田勝秀 組織学改訂２０版 南山堂

保健生化学Ｂ 佐藤光夫 シンプル生化学 南江堂

12419 生物学基礎Ⅰ 玉腰浩司 火４ 系統看護学講座基礎分野生物学 医学書院

14422 数学通論Ⅰ 谷本祥 木４ 入門微分積分 培風館

15324 物理学基礎Ⅰ 田代寛之 金３ 物理学（新物理学ライブラリ１）
サイエンス
社

15427 化学基礎Ⅰ ｼﾞﾝﾁｪﾝｺｱﾅﾄｰﾘ金４ ステップアップ大学の物理化学 裳華房

15427 化学基礎Ⅰ ｼﾞﾝﾁｪﾝｺｱﾅﾄｰﾘ金４ ステップアップ大学の有機化学 裳華房

医学部（保-理学） 医療統計学 近藤高明 ていねいな保健統計学 羊土社 1,980 372
解剖学I 亀高諭 人体解剖学 西村書店

生理学I 永田浩三 解剖生理学第１０版 医学書院

保健生化学A 石川哲也 わかりやすい生化学第５版
ヌーヴェル
ヒロカワ

理学療法学概論 内山靖 理学療法学概説 医学書院

12419 生物学基礎Ⅰ 玉腰浩司 火４ 系統看護学講座基礎分野生物学 医学書院

14423 数学通論Ⅰ 久保明達 木４ 現象から微積分を学ぼう 日本評論社

15427 化学基礎Ⅰ ｼﾞﾝﾁｪﾝｺｱﾅﾄｰﾘ金４ ステップアップ大学の物理化学 裳華房

15427 化学基礎Ⅰ ｼﾞﾝﾁｪﾝｺｱﾅﾄｰﾘ金４ ステップアップ大学の有機化学 裳華房

15324 物理学基礎Ⅰ 田代寛之 金３ 物理学（新物理学ライブラリ１）
サイエンス
社

解剖学I 亀高諭 人体解剖学 西村書店

生理学I 永田浩三 解剖生理学第１０版 医学書院

保健生化学A 石川哲也 わかりやすい生化学第５版
ヌーヴェル
ヒロカワ

作業学I 佐野美沙子 ひとと作業・作業活動新版 三輪書店

作業療法概論１ 星野藍子 Willardand Spackman's Occupational Therapy

作業療法概論II 星野藍子 標準作業療法学作業療法学概論第３版 医学書院

12419 生物学基礎Ⅰ 玉腰浩司 火４ 系統看護学講座基礎分野生物学 医学書院

14422 数学通論Ⅰ 谷本祥 木４ 入門微分積分 培風館

15323 物理学基礎Ⅰ 田原譲 金３ 物理学(新体系看護学全書基礎科目)
メヂカルフレ
ンド社

15426 化学基礎Ⅰ 日比野高士 金４ ステップアップ大学の物理化学 裳華房

15426 化学基礎Ⅰ 日比野高士 金４ ステップアップ大学の有機化学 裳華房

医学部（保-看護）教科書セット 32,405 402

医学部（保-放射）教科書セット 23,612 403

医学部（保-作業）教科書セット 46,025 406

医学部（保-検査）教科書セット

医（医）教科書セット 28,888 401

化学実験(秋学期)

37,967 404

医学部（保-理学）教科書セット 31,235 405



④工学部（理系基礎・専門）
時間割
コード

学部・クラス 科目名 教員名 時限 書名 出版社 価格 注文No

15342 工 国際関係論 山田高敬 金３ グローバル社会の国際関係論 有斐閣 1,980 246
15338 工 文学 飯田祐子 金３ 文学で考える〈仕事〉の百年 翰林書房 1,881 244
15340 工 法学 松中学 金３ 学生生活の法学入門 弘文堂 2,178 245
13123 工 教育と発達の心理 溝川藍 水１ ベーシック発達心理学

東京大学出
版会 2,376 247

14353 工 システム工学入門 川尻喜章 木３ システム工学(第2版) 森北出版 2,970 352
14358 工 地球惑星の科学 平原靖大 木３ ニューステージ新地学図表 浜島書店 807 353

工 工学倫理 比屋根均 水５ 大学の学びガイド社会人・技術者倫理入門 理工図書 2,277 351
15430 工(化生)[１・２] 線形代数学Ⅰ 髙橋亮 金４ リメディアル線形代数 裳華房 2,376 356
11111 工(化生)[１・２] 微分積分学Ⅰ 川村友美 月１ 微分積分講義 裳華房 2,574 357

物理化学１及び演習 薩摩篤 木１ ボ－ル物理化学下第２版 化学同人

15236 化学基礎Ⅰ 内山峰人 金２ 理工系学生のための化学基礎
学術図書出
版

12325 力学Ⅰ 加藤博和 火３ 力学　新訂版（新物理学ライブラリ２）
サイエンス
社

12471 清水一憲 火４.火５理系基礎化学実験第２版
学術図書出
版

12471 清水一憲 火４.火５化学実験ノート（LaboratoryNotebook）

12471 清水一憲 火４.火５実験用安全めがね

12471 清水一憲 火４.火５名札 NL-8

11109 工(物工)前半60人 微分積分学Ⅰ 森本宏 月１ 初等微分積分学 裳華房 2,376 369
11110 工(物工)残り・工(エネ) 微分積分学Ⅰ 菅野浩明 月１ 入門微分積分 培風館 1,881 368
15429 工(物工)残り・工(エネ) 線形代数学Ⅰ 白水徹也 金４ 線形代数講義 裳華房 3,168 367
15234 化学基礎Ⅰ 片山尚幸 金２ 理工系学生のための化学基礎

学術図書出
版

12323 力学Ⅰ 小山剛史 火３ 力学　新訂版（新物理学ライブラリ２）
サイエンス
社

11471 渡辺賢一 月４.月５理系基礎化学実験　第２版
学術図書出
版

11471 渡辺賢一 月４.月５化学実験ノート（LaboratoryNotebook）

11471 渡辺賢一 月４.月５実験用安全めがね

11471 渡辺賢一 月４.月５名札 NL-8

11113 工(マテ)[７・８] 微分積分学Ⅰ 糸健太郎 月１ 微分積分 日本評論社 2,277 355
15237 化学基礎Ⅰ 入山恭寿 金２ はじめて学ぶ大学の無機化学 化学同人

12326 力学Ⅰ 髙嶋圭史 火３ 力学新訂版（新物理学ライブラリ２）
サイエンス
社

14471 鈴木淳巨 木４.木５理系基礎化学実験　第２版
学術図書出
版

14471 鈴木淳巨 木４.木５化学実験ノート（LaboratoryNotebook）

14471 鈴木淳巨 木４.木５実験用安全めがね

14471 鈴木淳巨 木４.木５名札 NL-8

15241 工(電情)[９・10] 線形代数学Ⅰ 中岡宏行 金２ 入門線形代数 培風館 1,485 365
12440 工(電情)[11・12] 微分積分学Ⅰ 吉田伸生 火４ 微分積分（数・学・探・検１） 共立出版 2,376 363
11118 工(電情)[11・12] 力学Ⅰ 尾﨑文宣 月１ 力学　新訂版（新物理学ライブラリ２）

サイエンス
社 1,584 364

離散数学及び演習 岩田哲 離散系の数学

化学基礎Ⅰ 植田/沢邊 火３ 理工系学生のための化学基礎
学術図書出
版

15471 安田啓司 金４.金５理系基礎化学実験　第２版
学術図書出
版

15471 安田啓司 金４.金５化学実験ノート（LaboratoryNotebook）

15471 安田啓司 金４.金５実験用安全めがね

15471 安田啓司 金４.金５名札 NL-8

15238 工(機航)[13・14] 線形代数学Ⅰ 松尾信一郎 金２ 応用がみえる線形代数 岩波書店 2,376 359
15239 工(機航)[15・16] 線形代数学Ⅰ 中西知樹 金２ 線形代数講義

サイエンス
社 1,832 361

14471 鈴木淳巨 木４.木５理系基礎化学実験　第２版
学術図書出
版

14471 鈴木淳巨 木４.木５化学実験ノート（LaboratoryNotebook）

14471 鈴木淳巨 木４.木５実験用安全めがね

14471 鈴木淳巨 木４.木５名札 NL-8

化学基礎Ⅰ 菊田/鈴木 火３ 理工系学生のための化学基礎
学術図書出
版

力学Ⅰ 稲守/松本 月１ 力学Ｉ（新装版）－質点・剛体の力学－ 裳華房

12436 微分積分学Ⅰ 山田陽滋 火４ 入門微分積分 培風館

11110 工(物工)残り・工(エネ) 微分積分学Ⅰ 菅野浩明 月１ 入門微分積分 培風館 1,881 368
15429 工(物工)残り・工(エネ) 線形代数学Ⅰ 白水徹也 金４ 線形代数講義 裳華房 3,168 367
15235 化学基礎Ⅰ 尾上順 金２ 量子化学 近代科学社

12324 力学Ⅰ 富田英生 火３ 力学　新訂版（新物理学ライブラリ２）
サイエンス
社

11471 渡辺賢一 月４.月５理系基礎化学実験　第２版
学術図書出
版

11471 渡辺賢一 月４.月５化学実験ノート（LaboratoryNotebook）

11471 渡辺賢一 月４.月５実験用安全めがね

11471 渡辺賢一 月４.月５名札 NL-8

6,534 413

工(エネ)教科書セット 8,978 414
化学実験

工(機航)教科書セット

工(電情)教科書セット 9,473 412
化学実験

工(マテ)教科書セット 8,384 411
化学実験

工(機航) 化学実験 4,622 370

工(物工)教科書セット 8,384 410
化学実験

工（化生）教科書セット 13,532 409

化学実験



時間割
コード

学部・クラス 科目名 教員名 時限 書名 出版社 価格 注文No

15240 工（土建） 線形代数学Ⅰ 古庄英和 金２ 入門線形代数 培風館 1,485 366
14471 鈴木淳巨 木４.木５理系基礎化学実験　第２版

学術図書出
版

14471 鈴木淳巨 木４.木５化学実験ノート（LaboratoryNotebook）

14471 鈴木淳巨 木４.木５実験用安全めがね

14471 鈴木淳巨 木４.木５名札 NL-8

図学 西澤泰彦 金１ 現代図学 森北出版

都市と文明の歴史 恒川和久 木１ 都市史図集 彰国社

情報処理序論 山本俊行 木２ Ｆｏｒｔｒａｎ９０／９５プログラミング 培風館

12329 化学基礎Ⅰ 薩摩篤 火３ 理工系学生のための化学基礎
学術図書出
版

11116 力学Ⅰ 長江拓也 月１ 力学　新訂版（新物理学ライブラリ２）
サイエンス
社

12438 微分積分学Ⅰ 中野正樹 火４ 入門微分積分 培風館

⑤情報・理・農学部（理系基礎・専門）
時間割
コード

学部・クラス 科目名 教員名 時限 書名 出版社 価格 注文No

14114 情(自然・ｺﾝ)・理・医・農 地理学 髙橋誠 木１ 食料の地理学の小さな教科書
ナカニシヤ
出版 1,980 237

14115 情(自然・ｺﾝ)・理・医・農 心理学Ⅰ 唐沢穣 木１ NLAS社会心理学 有斐閣 3,168 238
14117 情(自然・ｺﾝ)・理・医・農 法学 中野妙子 木１ 社会保障法 有斐閣 1,881 239
14118 情(自然・ｺﾝ)・理・医・農 経済学Ａ 清水克俊 木１ 入門経済学 日本評論社 2,970 240
12117 情(自然・ｺﾝ)・理・医・農 大気水圏環境の科学 篠田雅人 火１ 砂漠と気候　増補2訂版 成山堂 1,782 321
12417 情(コン) 線形代数学Ⅰ 加納成男 火４ 理工系のための線形代数 裳華房 2,673 313
11215 情(コン) 微分積分学Ⅰ 西村治道 月２ 解析学の基礎

学術図書出
版社 2,376 312

11214 情(自然) 微分積分学Ⅰ 小野廣隆 月２ 解析学の基礎
学術図書出
版社 2,376 314

15209 吉田久美 金２ ブルース有機化学概説 化学同人

15209 吉田久美 金２ Molecular Model Kit #3

13109 情(自然・コン) 生物学基礎Ⅰ 荒木聡彦 水１ アメリカ版新・大学生物学の教科書　第１・２巻 講談社 3,960 316

13109 情(自然・コン) 生物学基礎Ⅰ 荒木聡彦 水１
アメリカ版新・大学生物学の教科書　第３巻（4月中旬
発売　南部プラザで販売）

講談社 ― ×

14371 情(自然・コン) 物理学実験 中村泰之 木３.木４物理学実験指針
学術図書出
版社 1,683 320

15208 情（人社） 微分積分学Ⅰ BUSCEMI 金２ 演習で学ぶ微分積分 共立出版 1,485 323
12416 情（人社・自然） 線形代数学Ⅰ 吉信康夫 火４ 線形代数(ライブラリ基本例解テキスト1）

サイエンス
社 1,436 322

13333 生物学基礎Ⅰ 肘井直樹 水３ キャンベル生物学 丸善出版

11108 化学基礎Ⅰ・Ⅱ 福島/野村 月１ マクマリー一般化学（上）
東京化学同
人

12322 化学基礎Ⅱ 野村信嘉 火３ マクマリー一般化学（下）
東京化学同
人

13114 微分積分学Ⅰ 谷川好男 水１ 入門微分積分 培風館

15233 線形代数学Ⅰ 大舘/松原 金２ テキスト線形代数 共立出版

13218 物理学基礎Ⅰ 山﨑真理子 水２ 生命・環境科学のための物理学 東京教学社

13333 生物学基礎Ⅰ 肘井直樹 水３ キャンベル生物学 丸善出版

11107 化学基礎Ⅰ・Ⅱ 小鹿/中野 月１ マクマリー一般化学（上）
東京化学同
人

12321 化学基礎Ⅱ 中野秀雄 火３ マクマリー一般化学（下）
東京化学同
人

13113 微分積分学Ⅰ 伊藤仁一 水１ 入門微分積分 培風館

13217 物理学基礎Ⅰ 吉田正人 水２ 生命・環境科学のための物理学 東京教学社

13213 線形代数学Ⅰ 谷本祥 水２ 線形代数学初歩からジョルダン標準形 培風館

14417 微分積分学Ⅰ 菅野浩明 木４ 入門微分積分 培風館

13214 線形代数学Ⅰ 金銅誠之 水２ 線型代数入門
東京大学出
版会

14418 微分積分学Ⅰ 藤江双葉 木４ 入門微分積分 培風館

13215 線形代数学Ⅰ 藤原一宏 水２ 線形代数入門
東京大学出
版会

14419 微分積分学Ⅰ 松本耕二 木４ 入門微分積分 培風館

14420 理［10～12］ 微分積分学Ⅰ 加藤淳 木４ 解析学の基礎
学術図書出
版 2,376 308

13112 理［９～12］ 化学基礎Ⅰ 髙木秀夫 水１ 基礎から学ぶ量子化学 三共出版 2,772 309
11435 理 地球科学基礎Ⅰ 渡邊/藤田 月４ ニューステージ新地学図表 浜島書店 807 311

理［７～９］ 3,762 304

理［４～６］ 3,762 304

工（土建） 化学実験 4,622 370

工（土建）教科書セット 15,246 415

408農（生命） 25,047

理［１～３］ 3,762 302

情(自然・コン) 化学基礎Ⅰ 7,590 318

農（環境・資生）教科書セット 23,859 407


