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学年 科目名 担当教員 教科書 出版社名 ISBN 税込価格

1年生 安全衛生 小塚　高史 「新入社員・学生のための－入門－職場の安全衛生」第4版 中央労働災害防止協会 9784805919040 ¥1,100

２年生 統計的データ解析 龍前　三郎 「入門 統計学 -検定から多変量解析・実験計画法まで」 オーム社 9784274068553 ¥2,640

２年生 電気電子技術 三井　実 「世界一わかりやすい電気・電子回路 これ1冊で完全マスター! 」 講談社 9784061565739 ¥3,190

３年生 ＣＡＥ基礎および演習 香村　誠 「有限要素法解析 基礎と実践　Femap with NX Nastran(体験版)を用いて」 丸善出版  (POD版) 9784621086476 ¥4,180

３年生 ロボット技術Ⅰおよび実験 永井　孝 「基礎からのロボット工学」 日新出版 9784817302427 ¥2,970

３年生 ＮＣ機械工作実習Ｂ 田口　裕之 「NC工作機械[2］マシニングセンタ」 雇用問題研究会 9784875634263 ¥2,090

３年生 メカトロニクスおよび実験
三井　実
龍前　三郎 「メカトロニクス入門」 実教出版 9784407335446 ¥2,750

学年 科目名 教科書 出版社 備考

１年生 英語基礎Ⅲ

ゾルナースコット
Haynes　Anthony
鍔木　元
土井　香乙里

「Business Venture 1 」（Third Edition)あるいは「Business Venture 2 」 (Third Edition) Oxford University Press 1Q販売済み

１年生 英語コミュニケーションⅢ
ゾルナースコット
Haynes　Anthony
鍔木　元

「Skills for Success Listening and speaking2」(Third Edition)あるいは「Speak Now 2」 Oxford University Press 1Q販売済み

１年生 数学Ｂおよび演習
三井　実
平井　聖児
齋藤　清貴

「わかる基礎の数学」 日本理工出版会
入学前に
各自用意済み

１年生 物理学Ｂおよび演習
菅谷　諭
外處　泰之 「大学新入生のための物理入門」第2版 共立出版

入学前課題で
各自用意済み

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 1Q販売済み

１年生 ＩＣＴ基礎および実習
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 1Q販売済み

2年生 技術英語Ⅱ

ゾルナースコット
Haynes　Anthony
鍔木　元
土井　香乙里

「Tech Talk Pre-intermediate 」あるいは「Tech talk Elementary 」 Oxford University Press 1Q販売済み

２年生 工業数学B 香村　誠 「物理のための数学」新装版 岩波書店 1Q販売済み

２年生 機械設計製図Ⅰ

平岡　尚文
佐久田　茂
小塚　高史
原　薫

「基礎から学ぶ機械製図」 オーム社 1年次販売済み

３年生 実用英語Ｃ
鍔木　元
ゾルナースコット 「Earth Watch Student Book」 Cengage Learning 1Q販売済み

３年生 ＮＣ機械工作実習Ａ 武雄　靖 「NC工作機械[1］　NC旋盤」 雇用問題研究会 2Q販売済み

【総合機械学科】2020年度3Q教科書販売一覧

以下の教科書は、販売済み　＊未購入の場合は各自で用意
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【建設学科】2020年度3Q教科書販売一覧

学年 科目名 担当教員 教科書 出版社 ISBN 税込価格

１年生 溶接基礎および実習
大垣　賀津雄
久保　隆太郎

「アーク溶接等作業の安全」　第6版 中央労働災害防止協会 9784805919194 ¥1,100

１年生 心理学 川上　正倫 「安全で心地よい環境をつくる　人間都市学」 井上書院 9784753017553 ¥2,970

１年生 建設化学 大塚　秀三 「建築材料用教材」　改訂第４版 丸善 9784818922297 ¥2,090

１年生 コンピュータ基礎および実習Ⅱ
松岡　大介
今　知亮
中村　亮太

「30時間アカデミック 情報リテラシー Office2016」 実教出版 9784407340235 ¥1,430

2年生 建築法規Ⅰ、建築法規Ⅱ 岡田　公彦 「基本建築関係法令集　法令編」　令和２年度版 井上書院 9784753021598 ¥3,080

2年生 測量Ⅰ　 山﨑　健二 ①「最新測量学」　第3版 ①森北出版 9784627471436 ¥2,860

2年生 測量実習Ⅰ 田尻　要 ②「よくわかる測量実習（増補）」 ②コロナ社 9784339052237 ¥3,080

３年生 日本文化論Ⅰ 土居　浩 「中世の罪と罰」 講談社 9784065178690 ¥1,265

３年生 日本文化論Ⅱ 土居　浩 「テキスト経営人類学」 東方出版 9784862493668 ¥2,200

３年生 木造住宅設計Ⅲ 横山　晋一 「2級建築士試験設計製図テキスト」　令和2年度版 総合資格 9784864173421 ¥4,180

以下の教科書は、販売済み　＊未購入の場合は各自で用意

学年 科目名 担当教員 教科書 出版社名 備考

1年生 英語Ⅱ
菊池　せつ子
大野　純子
ゾルナースコット

「It's　a　Wired World」
 （インターネットが生み出す未来社会）

SEIBIDO 2Q販売済み

1年生 建設物理
小野　泰
長谷川　正幸
坂口　昇

「建築構造設計概論」 実教出版 1Q販売済み

1年生 構造・材料Ⅲ
小野　泰
長谷川　正幸
坂口　昇

「建築構造設計概論」 実教出版 1Q販売済み

1年生 木造基礎および実習Ⅲ
戸田　都生男
林　英昭
横山　晋一

「木造建築実技教科書」　改定4版 雇用問題研究会 1Q販売済み

2年生 木造応用および実習Ⅰ 深井　和宏 「木造建築実技教科書」 雇用問題研究会 1年次販売済み

2年生 構造・材料Ⅵ
長谷川　正幸
坂口　昇 「建築構造設計概論」 実教出版 1年次販売済み

3年生 建築構法 三原　斉 「施工がわかるイラスト建築生産入門」 彰国社 2年次販売済み

3年生 環境設備設計 田中　裕二 「初学者の建築講座　建築設備」 市ヶ谷出版社 1Q販売済み

3年生 環境・設備および総合実習 久保　隆太郎 「初学者の建築講座　建築設備」 市ヶ谷出版社 1Q販売済み



2020/9/4 掲載

【大学院】2020年度3Q教科書販売一覧

学年 科目名 担当教員 教科書名 出版社 ＩＳＢＮ 税込価格

1年生 都市計画特論 田尻　要 新都市計画総論 鹿島出版会 9784306073081 ¥3,080
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