
№ 学年 科目名 担当教員 教科書名 出版社 ISBN 税込価格

1 １年生 機械工作および実習Ａ
雨森　修二
阿部　治久

「機械加工実技教科書」 雇用問題研究会 9784875630876 ¥3,630

2 １年生 情報社会リテラシおよび演習
平井　聖児
外處　泰之

「実習情報リテラシ」第2版 サイエンス社 9784781913520 ¥2,178

3 １年生 ＮＣ工作基礎実習 田口　裕之 「NC工作概論」改訂4版 雇用問題研究会 9784875634249 ¥1,320

4 ２年生 工業数学Ａ 香村　誠 「物理のための数学」新装版 岩波書店 9784000298704 ¥2,860

5 ２年生 プログラミング技術および演習 外處　泰之 「Pythonで始めるプログラミング入門」 コロナ社 9784339024982 ¥2,200

３年生 機械工作法Ａ 武雄　靖

３年生 機械工作法Ｂ 西　直美

7 ３年生 材料力学II 堀内　勉 「図解でわかるはじめての材料力学」 技術評論社 9784774107257 ¥2,178

8 ３年生 Ｃ言語応用および実習 菅谷　諭 「入門ソフトウェアシリーズ1　Ｃ言語」 ナツメ社 9784816310317 ¥1,925

9 ３年生 デジタルメディアデザイン実習
高橋　正明
永井　孝

「世界一わかりやすい Illustrator & Photoshop 操作とデザインの教科書」  技術評論社 9784774195513 ¥2,728

10 ３年生 実用英語Ａ
土井　香乙里
内田　和子

Earth Watch Student Book Cengage Learning 9784863123700 ¥2,805

「技術英語Ⅰ」の教科書は、クラス分け結果の掲示を確認してどちらか1冊を購入してください。

№ 学年 科目名 担当教員 教科書名 出版社 ISBN 税込価格

11 ①「Tech Talk Pre-intermediate 」 Oxford University Press 9780194574587 ¥3,223

12 ②「Tech talk Elementary 」 Oxford University Press 9780194574532 ¥3,223

「人体の構造と機能」の教科書は、後日、本部棟１階の教務係窓口で販売予定です。第1回目の授業で購入方法について説明します。

学年 科目名 担当教員 教科書名 出版社 ISBN 税込価格

３年生 人体の構造と機能 龍前　三郎 「シンプル生理学 」 南江堂 9784524266647 ¥3,300

「英語コミュニケーションⅠ」、「英語基礎Ⅰ」の教科書は、クラス分けテスト後に本部棟１階の教務係窓口で販売予定です。詳細は、別途掲示します。

学年 科目名 担当教員 教科書 出版社 ISBN 税込価格

①「Skills for Success Listening and speaking2」(Third Edition) Oxford University Press 9780194905145 ¥3,630

②「Speak Now 2」 Oxford University Press 9780194030168 ¥3,289

①「Business Venture 1 」（Third Edition) Oxford University Press 9780194578172 ¥3,421

②「Business Venture 2 」 (Third Edition) Oxford University Press 9780194578189 ¥3,421

販売済み教科書（未購入の場合は各自購入すること）
学年 科目名 担当教員 教科書 出版社 備考

２年生 機械製図および実習Ⅱ 常勤新任 「新編JIS機械製図第５版」 森北出版 1年次に販売済
３年生 工業数学Ｄ 香村　誠 「物理のための数学」和達三樹 岩波書店 2年次に販売済

土井　香乙里
Haynes　Anthony
鍔木　元
ゾルナースコット

土井　香乙里
Haynes　Anthony
鍔木　元
ゾルナースコット

１年生

英語コミュニケーションⅠ

英語基礎Ⅰ

２年生 技術英語Ⅰ

「機械系教科書シリーズ3　機械工作法」増補 コロナ社 9784339044812

【総合機械学科】2020年度1Q教科書販売一覧（№1～№12まで）

１年生
Haynes　Anthony
内田　和子
ゾルナースコット

¥2,7506



№ 学年 科目名 担当教員 教科書 出版社名 ISBN 税込価格

1 １年生 構造・材料Ⅰ
小野　泰
大垣　賀津雄
今井　弘

「建築構造設計概論」 実教出版 9784407340334 ¥3,300

2 １年生 建設数学Ⅰ
新井　幸男
大谷　芳滋
星野　隆一

「大学新入生のための数学入門」増補版 共立出版 9784320017696 ¥2,310

3 １年生 建設製図Ⅰ
林　英昭
大竹　由夏
今井　弘

「名作住宅で学ぶ建築製図」 学芸出版社 978471524388 ¥3,080

4 １年生 木造基礎および実習Ⅰ
小野　泰
横山　晋一
佐々木　昌孝

「木造建築実技教科書」改定4版 雇用問題研究会 9784875630920 ¥1,980

5 １年生 測量基礎および実習
三原　斉
大垣　賀津雄
田尻　要

「図説　建築測量」 産業図書 9784782861028 ¥2,970

6 ①「最新版 大学生のためのレポート・論文術」 ①講談社現代新書 9784065135020 ¥880

7 ②「つくりたい!がカタチになる　学生のためのOfficeスキル活用&情報モラル」 ②noa出版 ¥1,324

8 １年生 リベラル・アーツ 土居　浩 「1本5000円のレンコンがバカ売れする理由」 新潮社（新潮新書） 9784106108082 ¥792

9 ２年生 環境Ⅰ・Ⅱ 松岡　大介 「最新建築環境工学」　改訂4版 井上書院 9784753017577 ¥3,300

10 ２年生 建築計画I
岡田　公彦
今井　弘 「現代建築学　建築計画I」　新訂 鹿島出版会 9784306033788 ¥3,190

11 ２年生 救命法・衛生Ⅰ 高橋　宏樹 「心肺蘇生教本　JRC蘇生ガイドライン2015準拠」日本ライフセービング協会編 大修館書店 9784469268089 ¥770

12 ２年生 建築施工 久保　隆太郎 「施工がわかるイラスト建築生産入門」（一社）日本建設業連合会編 彰国社 9784395321001 ¥3,520

13 ３年生 ものつくり・ひとつくり総合講義Ｂ 土居　浩 「ふれる社会学」 北樹出版 9784779306181 ¥1,980

14 ３年生 建設設備Ⅰ 久保　隆太郎 「初学者の建築講座　建築設備」第4版 市ヶ谷出版社 9784870711174 ¥3,300

15 ３年生 建築計画II 大島 博明 「ラクラク突破の１級建築士スピード学習帳」（2020） エクスナレッジ 9784767826929 ¥3,520

16 ３年生 ＲＣ施工Ｉ 大塚 秀三 「ポイントで学ぶ鉄筋コンクリート工事の基本と施工管理」 井上書院 9784753005895 ¥2,970

「木質材料および木材乾燥」の教科書は、4/10発売予定のため4/13（月）13時〜4/17（金）17時までの期間、本部棟１階の教務係窓口で販売します。

4/15（水）3限の2回目の授業に間に合うように受講者は、必ず購入してください。2冊の合計が税込みで「3,960円」です。お釣りの無いよう代金を用意してください。

学年 科目名 担当教員 教科書 出版社名 ISBN 税込価格

①「木材の乾燥、Ⅰ基礎篇」 ①海青社
 9784860993757
 ¥1,760

②「木材の乾燥、Ⅱ応用編」 ②海青社 9784860993764 ¥2,200

販売済み教科書（未購入の場合は各自購入すること）
学年 科目名 担当教員 教科書 出版社 備考

２年生 建設基礎設計Ⅱ
八代　克彦
岡田　公彦
大竹　由夏

「名作住宅で学ぶ建築製図」  藤木庸介ほか（2008） 学芸出版 1年次販売済み

２年生 構造・材料Ⅴ
長谷川　正幸
坂口　昇

「建築構造設計概論」和田章・竹内徹監修 実教出版 1年次販売済み

２年生 仕上材料学 高橋　宏樹 「建築材料用教材」　日本建築学会編 日本建築学会 1年次販売済み
３年生 環境設計 松岡　大介 「最新建築環境工学」　田中俊六　他 井上書院 2年次販売済み
３年生 木造総合および実習Ⅰ・Ⅱ 林　英昭 「木造建築実技教科書」　高齢・障害・求職者雇用支援機構編集（2018） 雇用問題研究会 1年次販売済み
３年生 鉄筋コンクリート構造Ⅰ 長谷川　正幸 「建築構造設計概論」　和田章・竹内徹監修（2016） 実教出版 1年次販売済み
３年生 鉄筋コンクリート構造Ⅱ 長谷川　正幸 「建築構造設計概論」　和田章・竹内徹監修（2016） 実教出版 1年次販売済み
３年生 建築荷重および設計 坂口　昇 「建築構造設計概論」　和田章・竹内徹監修（2016） 実教出版 1年次販売済み

【建設学科】2020年度1Q教科書販売一覧（№1～№16まで）

２年生 木質材料および木材乾燥 信田 聡

１年生 コンピュータ基礎および実習Ⅰ 土居　浩



学年 科目名 担当教員 教科書名 税込価格

1年生 維持保全技術および演習 横山　晋一 建物のライフサイクルと維持保全 ￥1,980

【大学院】2020年度1Q教科書販売一覧
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