
2021年度後期　教科書リスト 最新更新日:

・教員の指示・シラバスなどを確認して、教科書番号と教科書名をメモして購入にお越しください。

・組合員証をご提示頂くと5%値引き。キャンパスペイでの購入は5%値引き+5%ポイント還元いたします。

・価格は変更となる場合がございます。

・ローマ数字の「Ⅰ・Ⅱ」などは「1・2」に置き換えて表記しています。　・語学のクラス名などは省略されている場合があります。教員名とシラバスを確認してください。

・参考書は在庫していないものもございます。ご注文によるお取り寄せとなります。

教科書を買い間違えた場合、返品はできません。事前によく確認してください。

学部 No 学年 曜日 時限 授業名 教員名 書名 出版社名 必要度 税込価格 販売状況

教養教育 1001 その他 金 2 教育制度論1 川口洋誉 未来を創る教育制度論　新版 北樹出版 教科書 ¥2,420 販売終了

教養教育 1002 1年(以上) 金 3 社会学入門 牛島佳代 命の格差は止められるか　 小学館 教科書 ¥792 販売終了

教養教育 1003 1年(以上) 金 3 文学入門 瀧内陽 蠅の王　新訳版 早川書房 参考書 ¥1,100 販売終了

教養教育 1004 1年(以上) 金 3 文学入門 瀧内陽 Lord of the Flies New Educational Editio　 Faber 教科書 ¥1,887 販売中

教養教育 1005 2年(以上) 火 1 ニュースメディアの英語 袖川裕美 １５章版:ニュースメディアの英語　２０２１年度版　 朝日出版社 教科書 ¥1,320 販売終了

教養教育 1006 1年(以上) 情報リテラシー 片山清和 情報リテラシーＷｉｎｄｏｗｓ１０・Ｏｆｆｉｃｅ２０１６対応　改訂版 富士通エフ・オー・エム教科書 ¥2,200 販売終了

教養教育 1007 1年(以上) 金 4 情報リテラシー 高比良宗一 情報リテラシー　 富士通エフ・オー・エム教科書 ¥2,200 販売終了

教養教育 1008 3年(以上) 月 2 読書と豊かな人間性 中西　由香里 読書教育を学ぶ人のために　 世界思想社 教科書 ¥2,530 販売終了

教養教育 1009 1年(以上) 月 4 多文化社会とコミュニケーション 小池康弘 外国人労働者受け入れを問う　新版 岩波書店 教科書 ¥638 販売中

教養教育 1010 1年(以上) 月 4 日本国憲法 近藤　真 憲法とそれぞれの人権　第３版 法律文化社 教科書 ¥2,860 販売中

教養教育 1101 2年(以上) 月 2 英語2A 杉浦恵美子 百万⾧者と結婚する方法　 開文社出版 教科書 ¥1,980 販売終了

教養教育 1102 2年(以上) 火 1 英語2 古田智子 速読の実践演習　最新版 成美堂 教科書 ¥2,090 販売終了

教養教育 1103 1年(以上) 火 2 英語1 古田智子 速読の発展演習　 成美堂 教科書 ¥1,870 販売終了

教養教育 1104 2年(以上) 火 1 英語2Ab 片岡由美子 ５分間英語イディオム表現　 南雲堂 教科書 ¥770 販売終了

教養教育 1105 1年(以上) 火 2 英語1Ab 片岡由美子 ＣＮＮ　１０　Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ｎｅｗｓ　Ｖｏｌ．９　 朝日出版社 教科書 ¥1,980 販売終了

教養教育 1106 1年(以上) 水 2 英語1Ac 片岡由美子 看護系学生のための実践英語　改訂版 朝日出版社 ¥1,870 販売終了

教養教育 1107 1年(以上) 木 2 English Communication 1B 千賀メリッサ Letʼs　Cｈat　 ESL Press 教科書 ¥2,750 販売終了

教養教育 1108 1年(以上) 月 1 英語1A(外)a ブルノティ・ジョシュ Reading Explorer 1: Student Book Split E　1B センゲージ 教科書 ¥2,200 販売終了

教養教育 1109 2年(以上) 月 2 英語2A(外)c ブルノティ・ジョシュ Reading Explorer 2 : Student Book Split　2B センゲージ 教科書 ¥2,200 販売終了

教養教育 1110 2年(以上) 火 1 英語2A(日)c ブルノティ・ジョシュ Reading Explorer 2 : Student Book Split　2B センゲージ 教科書 ¥2,200 販売終了

教養教育 1111 1年(以上) 火 2 英語1A(教)c ブルノティ・ジョシュ Reading Explorer 1: Student Book Split E　1B センゲージ 教科書 ¥2,200 販売終了

教養教育 1112 1年(以上) 金 1 英語1B 宮崎尚一 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ　ｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｗｉｔｈ　ｇｌｅｅ　３　 松柏社 教科書 ¥2,420 販売終了

教養教育 1113 2年(以上) 金 2 英語2B 宮崎尚一 『プラダを着た悪魔』で学ぶコミュニケーション英語　 松柏社 教科書 ¥2,420 販売終了

教養教育 1114 2年(以上) 火 1 英語2A 宮崎尚一 Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｉｎ　３０　Ｓｅｃｏｎｄｓ　 南雲堂 教科書 ¥2,750 販売終了

教養教育 1115 1年(以上) 金 1 英語1B 瀧内陽 Successful Presentations: An Interactive　 センゲージラーニング 教科書 ¥2,365 販売終了

教養教育 1116 1年(以上) 金 1 英語1B 葛谷明美 『パターン』で学ぶ英語コミュニケーション　３　 南雲堂 教科書 ¥2,200 販売終了

教養教育 1117 2年(以上) 金 2 英語2B 葛谷明美 Ｂｒｉｄｇｉｎｇ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｋｉｌｌｓ　 金星堂 教科書 ¥2,420 販売終了

教養教育 1118 2年(以上) 金 2 英語2B 田村朋子 World Link Level 2 : Combo Split 2B with　 教科書 ¥2,970 販売中

教養教育 1119 1年(以上) 金 1 英語1B 田村朋子 World Link Level 1 : Combo Split 1B with　 センゲージ 教科書 ¥2,970 販売中

教養教育 1120 2年(以上) 月 2 英語2A 大塚辰夫 １５章版:ニュースメディアの英語　２０２１年度版　 朝日出版社 教科書 ¥1,320 販売終了

教養教育 1121 1年(以上) 火 2 英語1A 佐野浩子 絵画を彩る食文化　 朝日出版社 教科書 ¥1,870 販売終了

教養教育 1122 1年(以上) 金 1 英語1B 蟹江弘子 World Link Level 1 : Combo Split 1B with　 センゲージ 教科書 ¥2,970 販売中

教養教育 1123 2年(以上) 金 2 英語2B 蟹江弘子 World Link Level 2 : Combo Split 2B with　 センゲージ 教科書 ¥2,970 販売中

教養教育 1124 1年(以上) 火 2 英語1A 服部肇 マクベイ先生と行くイギリスを知る１５日間の旅　 金星堂 教科書 ¥1,980 販売終了

教養教育 1125 1年(以上) 金 1 英語1B 有為楠香 World Link Level 1 : Combo Split 1B with　 教科書 ¥2,970 販売中

教養教育 1126 2年(以上) 金 2 英語2B 有為楠香 World Link Level 2 : Combo Split 2B with　 教科書 ¥2,970 販売中

教養教育 1127 1年(以上) 木 2 英語1 キャメロンノース Way To Go　 ESL 教科書 ¥2,398 販売終了

教養教育 1128 1年(以上) 木 2 英語1B オムラティグロサ World Link Level 1 : Combo Split 1B with　 センゲージ 教科書 ¥2,970 販売中

教養教育 1129 2年(以上) 金 2 英語2B オムラティグロサ World Link Level 2 : Combo Split 2B with　 センゲージ 教科書 ¥2,970 販売中

教養教育 1130 2年(以上) 木 1 英語2B オムラティグロサ World Link Level 3 : Combo Split 3B with　 センゲージ 教科書 ¥2,970 販売終了

教養教育 1131 1年(以上) 金 1 英語1B オムラティグロサ World Link Intro : Combo Split Intro B w　 センゲージ 教科書 ¥2,970 販売終了

教養教育 1132 1年(以上) 火 2 英語1A オムラティグロサ Level 5 Intermediate : The Speckled Band　 マクミランランゲージハウス教科書 ¥880 販売終了

教養教育 1133 1年(以上) 月 1 英語1A オムラティグロサ Level 3 : The Return of Sherlock Holmes　 マクミラン　ランゲージハウス教科書 ¥781 販売終了

教養教育 1134 2年(以上) 火 1 英語2A オムラティグロサ Oxford Bookworms Library: Stage 4: Persu　 マクミラン　ランゲージハウス教科書 ¥891 販売中

教養教育 1135 1年(以上) 火 2 英語1A 加藤尚子 Real Reading  Level 3: Student Book with　 ELT 教科書 ¥4,202 販売終了

教養教育 1136 2年(以上) 月 2 英語2A 加藤尚子 Great Writing Series Level 3 : From Grea　 センゲージ 教科書 ¥3,938 販売終了

教養教育 1137 2年(以上) 火 1 英語1A 加藤尚子 Great Writing Series Level 3 : From Grea　 センゲージ 教科書 ¥3,938 販売終了

教養教育 1138 2年(以上) 木 1 英語2B 加藤尚子 World Link Level 2 : Student Book (218 p　 センゲージ 教科書 ¥3,619 販売終了

教養教育 1139 1年(以上) 木 2 英語1B 加藤尚子 World Link Level 2 : Student Book (218 p　 センゲージ 教科書 ¥3,619 販売終了

教養教育 1140 1年(以上) 金 1 英語1B フレイザー・スミス English File: Pre-Intermediate : Student　 ELT 教科書 ¥3,520 販売中

教養教育 1141 2年(以上) 金 2 英語2B フレイザー・スミス English File: Intermediate : Student`s B　 ELT 教科書 ¥3,520 販売終了

教養教育 1142 1年(以上) 金 4 キャリア実践 小池康弘 Project　Support　Note　ｂook ベネッセコーポレーション教科書 ¥1,967 販売中

教養教育 1143 1年(以上) 月|木 1|2 ポルトガル語1ｂ 渡会環 医療の場でのコミュニケーションのためのポルトガル語 教科書 ¥1,276 販売終了

教養教育 1144 1年(以上) 月 1 英語1 大塚辰夫 時事英語の総合演習　２０２１年度版　 朝日出版社 教科書 ¥1,870 販売中

教養教育 1145 1年(以上) 月 1 中国語1 山本恭子 初級中国語この１冊　 金星堂 教科書 ¥2,420 販売中

外国語 1201 2年(以上) 月 2 日本語音声学 金村久美 日本語教育よくわかる音声　 アルク（千代田区）教科書 ¥2,200 販売終了

外国語 1202 1年(以上) 火 2 Communicative English 1 水谷 謙太 グローバル人材をめざす大学生の英語スキル＆コミュニケーション　 金星堂 教科書 ¥2,090 販売終了

外国語 1203 3年(以上) 火 5 Academic Writing 2 水谷 謙太 Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ:Ｆｏｃｕｓ　ｏｎ　Ｇｌｏ　金星堂 教科書 ¥2,200 販売終了

外国語 1204 2年(以上) 木 2 Academic Writing 1 水谷 謙太 構造から学べるパラグラフ・ライティング入門　改訂版 松柏社 教科書 ¥2,090 販売終了

外国語 1205 1年(以上) 水 2 研究概論（フランス語学） 岸本聖子 フランス語を知る、ことばを考える　 朝日出版社 教科書 ¥2,970 販売終了

外国語 1206 2年(以上) 木 3 基礎演習2（言語・文化） 平井守 ヨーロッパの昔話　 岩波書店 教科書 ¥1,067 販売終了

外国語 1207 1年(以上) 金 5 歴史・社会研究入門 竹中克行 人文地理学への招待　 ミネルヴァ書房 教科書 ¥3,300 販売終了
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外国語 1208 2年(以上) 木 3 基礎演習2（言語・文化） 人見　明宏 言語学への招待　 大修館書店 教科書 ¥2,200 販売終了

外国語 1209 1年(以上) 木 1 基礎演習1 A 山本順子 レポート・論文の書き方入門　第４版 慶應義塾大学出版会教科書 ¥1,100 販売終了

外国語 1210 2年(以上) ドイツ語2 クリストフ・ライヒェンベヒャー Menschen A2/2. Arbeitsbuch mit Audio-CD　 Hueber　Verlag 教科書 ¥1,852 販売終了

外国語 1211 3年(以上) ドイツ語3 （作文） クリストフ・ライヒェンベヒャー Menschen B1/2. Arbeitsbuch mit Audio-CD　 Hueber　Verlag 教科書 ¥1,852 販売終了

外国語 1212 3年(以上) 木 3 研究購読（国際関係） 山下朋子 International Law:A Very Short Introduct　 Oxford　University　Pre教科書 ¥1,628 販売終了

外国語 1213 1年(以上) 金 2 Grammar & Basic Writing 森田　久司 Grammar in Use: Intermediate Student`s B　 ELT 教科書 ¥3,509 販売終了

外国語 1214 3年(以上) 水 2 研究講読２ 瀧内陽 熊のパディントン　 金星堂 教科書 ¥880 販売終了

外国語 1215 3年(以上) 火 1 Communicative English 3 葛谷明美 Ｉｎｓｐｉｒｉｎｇ　Ｖｏｉｃｅｓ　１５　Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗｓ　ｆｒｏｍ　ＮＨＫ　金星堂 教科書 ¥2,860 販売終了

外国語 1216 3年(以上) 火 2 Academic Writing 2 葛谷明美 パラグラフ・ライティング技法 南雲堂 教科書 ¥1,980 販売終了

外国語 1217 2年(以上) 火 3 Academic Writing 1 葛谷明美 効果的な英文エッセイの書き方　 南雲堂 教科書 ¥2,200 販売終了

外国語 1218 2年(以上) 水 2 基礎演習2（フランス語圏文化）b ⾧沼圭一 フランス語圏の社会と文化　 駿河台出版社 教科書 ¥1,980 販売終了

外国語 1219 2年(以上) 木 4 各論宗教学 谷口智子 プレステップ宗教学　第３版 弘文堂 教科書 ¥1,980 販売終了

外国語 1220 2年(以上) 水 1 研究講読１（英語教育学） 宮田学 Strategies for Success: A practical guid　 Addison　Wesley　Longma教科書 ¥2,607 販売終了

外国語 1221 3年(以上) 月 4 研究各論（英語教育学） 松村昌紀 Foundational Principles of Task-Based La　 Routledge 教科書 ¥7,322 販売終了

外国語 1222 3年(以上) 木 3 福祉医療中国語 陳晏 実用医学漢語・語言篇3　 北京外語教学与研究出版社教科書 ¥4,175 販売終了

外国語 1223 1年(以上) 月 2 中国語1（文法作文） b 寺澤知美 中国語ステップ・バイ・ステップ　 白水社 教科書 ¥2,200 販売終了

外国語 1224 2年(以上) 火 5 研究各論(言語民族） 袁暁今 巨大中国の今　 朝日出版社 教科書 ¥2,310 販売終了

外国語 1225 1年(以上) 木 4 Communicative　English1 今井隆夫 Improve　Your　Communication　Skills　ｔｈｒough Crossroads Cafe&Image English Grammar　Takao　Imai 教科書 ¥891 販売終了

外国語 1226 2年(以上) 月|木 1|2 スペイン語講読a.b 江澤照美 Las　ｌeyendas tambien matan Ramon　Femandez教科書 ¥1,221 販売終了

外国語 1227 2年(以上) 木 5 研究講読（国際関係） 山?雄史 Yo` Mama`s Disfunktional!: Fighting the　 Beacon　Press 教科書 ¥3,141 販売終了

外国語 1228 3年(以上) 火 4 Interpreting 2 袖川裕美 ラジオビジネス英語10月号 NHK出版 教科書 ¥550 販売終了

外国語 1229 2年(以上) 水 2 Introduction to Intercultural Communication袖川裕美 コミュニケーション論序説　 放送大学教育振興会教科書 ¥2,750 販売終了

外国語 1230 3年(以上) 木 4 スペイン語文献読解 千葉裕太 世界遺産を訪ねて　改訂版 朝日出版社 教科書 ¥2,530 販売終了

外国語 1231 2年(以上) 木 5 通訳技法 榊原　アイリン マスターコースウィスパリング同時通訳　 南雲堂 参考書 ¥2,750 販売終了

外国語 1232 2年(以上) 木 4 Interpreting 1 榊原　アイリン マスターコースウィスパリング同時通訳　 南雲堂 参考書 ¥2,750 販売終了

外国語 1233 2年(以上) 火 2 諸地域言語　イタリア語 柴田有香 ピュ・アッティーヴォ!　改訂版 白水社 教科書 ¥2,420 販売終了

外国語 1234 2年(以上) 木 4 東アジア言語上海語 吉田陽子 上海語　 白水社 教科書 ¥3,740 販売中

外国語 1235 2年(以上) 木 5 観光中国語（b） 吉田陽子 中国語で案内する日本　 研究社 教科書 ¥1,980 販売終了

外国語 1236 2年(以上) 月 1 Communicative English 2 服部肇 Cambridge English Skills: Real Listening　 Cambridge University教科書 ¥3,080 販売終了

外国語 1237 1年(以上) 月 2 Communicative English 1 服部肇 Cambridge English Skills: Real Listening　 Cambridge University教科書 ¥3,080 販売終了

外国語 1238 3年(以上) 火 1 Communicative English 3 服部肇 Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｎｅｗｓ　Ｕｐｄａｔｅ　 金星堂 教科書 ¥2,860 販売終了

外国語 1239 2年(以上) 火 3 Research & Discussion 1 服部肇 Global Revised Edition : Upper-Intermedi　 Macmillan Education教科書 ¥3,630 販売終了

外国語 1240 2年(以上) 水 1 中国語2（講読）a 張　文菁 時事中国語の教科書　２０２１年度版　 朝日出版社 教科書 ¥2,090 販売終了

外国語 1241 1年(以上) 火 4 基礎演習１ 西野真由 ピアで学ぶ大学生の日本語表現　第２版 ひつじ書房 教科書 ¥1,760 販売終了

外国語 1242 2年(以上) 木 2 Academic Writing 1 Pharis Andrew Read to Write Compositions　 イングリッシュブックス 教科書 ¥1,870 販売終了

外国語 1243 1年(以上) 木 4 Communicative English 1 Pharis Andrew Nice to Meet  You(2nd Ed)　 イングリッシュブックス 教科書 ¥2,090 販売終了

外国語 1244 1年(以上) 火 4 基礎演習1a 月田尚美 大学生のためのリサーチリテラシー入門　 ミネルヴァ書房 教科書 ¥2,640 販売終了

外国語 1245 2年(以上) 水 1 研究講読　1 木全滋 新鋭アメリカ短編集　１　 英宝社 教科書 ¥1,650 販売終了

外国語 1246 3年(以上) 水 2 研究講読　2 木全滋 フィッツジェラルド短篇集　新装版 研究社 教科書 ¥1,540 販売終了

外国語 1247 2年(以上) 木 2 研究各論（社会言語学） 佐野直子 社会言語学のまなざし　 三元社（文京区）教科書 ¥1,760 販売終了

外国語 1248 1年(以上) 水 1 研究概論 榎本洋 イギリス学入門　 萌書房 教科書 ¥2,420 販売終了

外国語 1249 2年(以上) 月 2 共通各論（日本語音声学） 東　弘子 日本語教育よくわかる音声　 アルク（千代田区）教科書 ¥2,200 販売終了

外国語 1250 3年(以上) 金 3 Academic　Writing　2 フレイザー・スミス Headway Academic Skills: Reading， Writin　 Oxford 教科書 ¥2,640 販売中

外国語 1251 1年(以上) 火 2 研究概論(フランス語圏社会） 伊藤滋夫 図説フランスの歴史　増補新版 河出書房新社 教科書 ¥2,200 販売終了

外国語 1252 2年(以上) 水 2 基礎演習2（フランス語圏社会） 伊藤滋夫 フランス史入門　 白水社 教科書 ¥1,320 販売終了

外国語 1253 1年(以上) 金 1 中国語1(文法作文） とう秀 知っておきたい中国事情　 白水社 教科書 ¥2,420 販売中

外国語 1254 2年(以上) 金 2 ビジネス中国語ｂ とう秀 商経学部生のための読む中国語　 白水社 教科書 ¥2,420 販売終了

外国語 1255 3年(以上) 金 3 Academic　Writing　2 オオカドゴーフ　デミエン English　Writing　Manual　 BTB 教科書 ¥550 販売中

外国語 1256 1年(以上) 金 2 Grammar & Basic Writing オオカドゴーフ　デミエン Grammar in Use Intermediate Student`s Bo　 教科書 ¥4,180 販売中

外国語 1257 3年(以上) 月 4 研究演習(フランス語圏政治・経済) 白谷　望 アフリカ経済の真実　 筑摩書房 教科書 ¥1,034 販売中

外国語 1258 3年(以上) 月 3 研究各論（EU経済論） 坂入　遼 はじめて学ぶＥＵ　 法律文化社 教科書 ¥2,640 販売中

日本文化 1301 2年(以上) 月 2 比較社会論 本　秀紀 法システム　２　 放送大学教育振興会教科書 ¥2,420 販売終了

日本文化 1302 2年(以上) 水 2 人文地理学 服部　亜由未 フリーＧＩＳソフトＭＡＮＤＡＲＡ１０入門　 古今書院 教科書 ¥2,640 販売終了

日本文化 1303 1年(以上) 水 2 社会文化学基礎演習 栗田 メディア社会　 岩波書店 教科書 ¥858 販売終了

日本文化 1304 1年(以上) 水|木 1|2 書道1 日比野秀花 美しく魅せる書道 株式会社イクシー 教科書 ¥2,801 販売中

日本文化 1305 2年(以上) 金 4 国文学各論(上代） 大浦誠士 万葉集　本文篇　補訂版 塙書房 教科書 ¥2,310 販売中

日本文化 1306 1年(以上) 金 5 国文基礎研究（上代） 大浦誠士 万葉集　本文篇　補訂版 塙書房 教科書 ¥2,310 販売中

教育福祉 1401 2年(以上) 火 2 乳児保育1 近藤みえ子 資料でわかる乳児の保育新時代　改訂５版 ひとなる書房 教科書 ¥1,980 販売終了

教育福祉 1402 2年(以上) 木 4 保育内容・言葉 服部裕子 保育言葉の実際　第２版 建帛社 教科書 ¥2,310 販売終了

教育福祉 1403 2年(以上) 木 3 児童文学 服部裕子 児童文学概論　新版 樹村房 教科書 ¥2,200 販売終了

教育福祉 1404 1年(以上) 火 3 ソーシャルワーク演習1 田川佳代子 価値と倫理を根底に置いたソーシャルワーク演習　 中央法規出版 教科書 ¥3,080 販売終了

教育福祉 1405 2年(以上) 木 3 高齢者に対する支援と介護保険制度 田川佳代子 総介護社会　 岩波書店 教科書 ¥924 販売終了

教育福祉 1406 3年(以上) 水 2 子ども家庭支援の心理学 瀬野　由衣 子ども家庭支援の心理学　 ひとなる書房 教科書 ¥2,420 販売終了

教育福祉 1407 3年(以上) 火 4 ソーシャルワーク論3 田川佳代子 ソーシャルワークの実践モデル　 川島書店 教科書 ¥2,970 販売終了

教育福祉 1408 1年(以上) 水 1 教育原理 田村佳子 教育入門　 岩波書店 教科書 ¥902 販売終了

教育福祉 1409 その他 木 4 医学概論 鈴木康元 新・社会福祉士養成講座　１　第３版 中央法規出版 教科書 ¥2,420 販売終了

教育福祉 1410 1年(以上) 火 1 保育内容論・人間関係 近藤みえ子 人間関係　新訂 萌文書林 教科書 ¥2,200 販売終了

教育福祉 1411 2年(以上) 水 2 発達心理学 瀬野　由衣 新・育ちあう乳幼児心理学　 有斐閣 教科書 ¥2,200 販売中

教育福祉 1412 2年(以上) 木 5 教育発達統計法 三山岳 心理学・社会科学研究のための調査系論文の読み方　改訂版 東京図書 教科書 ¥3,080 販売中

情報科学 1501 2年(以上) 確率統計1 平尾 将剛 確率・統計の基礎　 学術図書出版社 教科書 ¥1,980 販売終了

情報科学 1502 2年(以上) 水 1 応用数学2 代田健二 数理計画法入門　 森北出版 教科書 ¥2,640 販売終了

情報科学 1503 2年(以上) 形式言語とオートマトン 辻　孝吉 オートマトン・言語理論　第２版 森北出版 教科書 ¥3,080 販売終了



情報科学 1505 3年(以上) 水 1 通信ネットワーク 田学軍 わかりやすい情報交換工学　 森北出版 教科書 ¥3,080 販売終了

情報科学 1506 3年(以上) 木 2 通信理論 田学軍 通信工学　 オーム社 教科書 ¥2,750 販売終了

情報科学 1507 3年(以上) 火 2 音声・音響情報処理論 金森康和 音声工学　 森北出版 教科書 ¥3,740 販売終了

情報科学 1508 2年(以上) 木 2 コンピュータアーキテクチャ1（旧カリ） 大久保弘崇 コンピュータの構成と設計　上　第５版 日経ＢＰ 教科書 ¥4,620 販売中

情報科学 1509 1年(以上) （新カリ）コンピュタアーキテクチャ1 佐々木敬泰 コンピュータの構成と設計　上　第５版 日経ＢＰ 教科書 ¥4,620 販売中


