
【理工学部】
★同じ講義名でも教員によって教科書が異なります。
★購入時のレシートは捨てずに保管してください。大学の都合で受講できなくなった場合のみ、返品のご相談を承ります。※未使用品であることと、購入時のレシートが必要です。

【１年】

曜 時限 講義名 担当教員
教科書/
参考書

テキスト

コード
書名 出版社 税込価格

5･6 無機化学I 岡崎雅明 教科書 TS002 基本無機化学 （第３版） 東京化学同人 ¥3,080

7~10 基礎物理学実験 岡和彦 教科書 TS062 基礎物理学実験の手引き 2021年度版 その他 ¥1,210

9･10 反応物理化学I 阿部敏之 教科書 TS052 マッカーリ・サイモン物理化学 下 東京化学同人 ¥6,160

分析化学I 北川文彦 教科書 TS025
クリスチャン分析化学〈１〉基礎編 （原書７

版）
丸善（出版事業部） ¥4,290

TS028 工科の数学 確率・統計 （第２版） 森北出版 ¥1,650

eTS028 【電子版】工科の数学 確率・統計 （第２版） 森北出版 ¥1,650

教科書 TS013 やさしく学べるＣ言語 森北出版 ¥2,200

教科書 TS014 Processingをはじめよう 第2版 オライリー・ジャパン ¥2,200

統計学の基礎 守真太郎 教科書 TS022 統計学入門（基礎統計学Ⅰ） 東京大学出版会 ¥3,080

構造物理化学I 宮本量 教科書 TS055 マッカーリ・サイモン物理化学 上 東京化学同人 ¥5,940

化学概論 川上淳 教科書 TS001 化学第4版物質・エネルギー・環境 学術図書出版社 ¥2,420

電磁気学I 岡本浩 教科書 TS010 物理学の基礎（3）電磁気学 培風館 ¥3,850

地質学I
根本直樹，佐々

木実
教科書 TS015 もういちど読む数研の高校地学 数研出版 ¥2,200

電磁気学I 岡和彦 教科書 TS031 物理学の基礎（3）電磁気学 培風館 ¥3,850

TS032 物理入門コース 物理のための数学（新装版） 岩波書店 ¥2,860

eTS032
【電子版】物理入門コース 物理のための数学

（新装版）
岩波書店 ¥2,860

TS003 電磁気学〈１〉電場と磁場 （新装版） 岩波書店 ¥2,640

eTS003
【電子版】電磁気学〈１〉電場と磁場 （新装

版）
岩波書店 ¥2,640

電磁気学I 花田修賢 教科書 TS004 物理学の基礎（3）電磁気学 培風館 ¥3,850

微分積分学 成田明子 教科書 TS054 入門講義 微分積分 裳華房 ¥2,750

5･6 機械材料工学 佐藤裕之 教科書 TS068 機械材料学 （第２版） 朝倉書店 ¥3,850

教科書 TS007 初心者のための機械製図 （第５版） 森北出版 ¥2,750

S001 機械製図機セット ¥6,599

化学概論 中澤日出樹 教科書 TS051 化学入門―物質の機能からみた 裳華房 ¥2,640

力学II 御領潤 教科書 TS060 テキストシリーズ 振動・波動 裳華房 ¥2,200

【２年】

曜 時限 講義名 担当教員
教科書/
参考書

テキスト

コード
書名 出版社 税込価格

確率・統計I 永瀬範明 教科書 TS023 確率・統計 共立出版 ¥2,750

教科書 TS041 材料力学 朝倉書店 ¥3,740

参考書 TS042 詳解材料力学演習 〈上〉 共立出版 ¥3,960

参考書 TS043 材料力学の学び方・解き方 共立出版 ¥3,630

参考書 TS044 材料力学 丸善（出版事業部） ¥2,074

電子回路演習 金本俊幾 教科書 TS039 アナログ電子回路の基礎 東京電機大学出版局 ¥2,310

機械加工学 藤崎和弘 教科書 TS056 生産加工入門 コロナ社 ¥3,080

9･10 エネルギー材料工学 任皓駿 教科書 TS018 材料科学者のための固体物理学入門 内田老鶴圃 ¥3,080

TS019 生体情報工学 東京電機大学出版局 ¥2,750

eTS019 【電子版】生体情報工学 東京電機大学出版局 ¥2,750

TS005 センサ・マイクロマシン工学 オーム社 ¥3,520

eTS005 【電子版】センサ・マイクロマシン工学 オーム社 ¥3,520

代数学II 別宮耕一 教科書 TS021 対称性からの群論入門 丸善（出版事業部） ¥3,080

5~8 基礎物理学実験II 増田亮 教科書 TS035 基礎物理学実験（数物学科用の手引き） 弘前大学出版会 ¥880

5･6 機械力学I 佐川貢一 教科書 TS006 機械力学 朝倉書店 ¥3,960

応用数学II 齊藤玄敏 教科書 TS030
やさしく学べるラプラス変換・フーリエ解析

（増補版）
共立出版 ¥2,310

組込みシステム基礎演習 今井雅 教科書 TS034
ＨＤＬによるＶＬＳＩ設計 - ＶｅｒｉｌｏｇＨ

ＤＬとＶＨＤＬによるＣＰＵ設計 （第２版）
共立出版 ¥4,290

計算科学基礎演習 別宮耕一 教科書 TS020 やさしく学べるＣ言語入門 第２版 サイエンス社 ¥2,860

電気工学 千坂光陽 教科書 TS037 基本から学ぶ電気回路 オーム社 ¥3,190

TS012 メカトロニクスのための電子回路基礎 （新版） コロナ社 ¥3,300

eTS012
【電子版】メカトロニクスのための電子回路基

礎 （新版）
コロナ社 ¥3,300

無機化学演習 竹内大介 教科書 TS057 演習無機化学（第２版） 東京化学同人 ¥2,640

解析学序論II 中里博 教科書 TS016 微分積分学 裳華房 ¥3,080

エネルギー電気化学 千坂光陽 参考書 TS036 電子移動の化学 - 電気化学入門 朝倉書店 ¥3,850

教科書 TS045 JSMEテキストシリーズ 機械要素設計 丸善（出版事業部） ¥2,074

参考書 TS046 わかる機械要素設計 日刊工業新聞社 ¥2,750

TS047 流体力学 （第２版） 森北出版 ¥2,860

eTS047 【電子版】流体力学 （第２版） 森北出版 ¥2,860

参考書 TS048 岩波基礎物理シリーズ 〈２〉 連続体の力学 岩波書店 ¥4,510

参考書 TS049 連続体の力学 裳華房 ¥3,190

参考書 TS050 明解水理学 丸善（出版事業部） ¥4,180

参考書

機械製図基礎
村田裕幸，宮川

泰明

機械要素学 笹川和彦

地球流体力学 岡﨑淳史

統計学の基礎 中村雅之 教科書

電子回路 今西悦二郎 教科書

マイクロ・ナノマシニング 花田修賢 教科書

機械科学プログラミング 岩谷靖

応用数学I 小林康之 教科書

生体情報工学 矢野哲也 教科書

電磁気学I 手塚泰久 教科書

 材料力学I 笹川和彦
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コンピュータアーキテクチャ 成田明子 教科書 TS053
情報工学レクチャーシリーズ コンピュータアー

キテクチャ
森北出版 ¥3,080

5~8 電子情報工学実験II 渡邊良祐，今井雅，金本俊幾，黒川敦教科書 TS040 電子情報工学実験Ⅱ 弘前大学出版会 ¥1,320

熱力学 遠田義晴 教科書 TS009 物理学講義 熱力学 裳華房 ¥2,640

自然防災学 片岡俊一，前田拓人参考書 TS017 弾性体力学 変形の物理を理解するために 共立出版 ¥2,200

9･10 固体物理学 遠田義晴 教科書 TS008 固体物理学 朝倉書店 ¥4,180

【３年】

曜 時限 講義名 担当教員
教科書/
参考書

テキスト

コード
書名 出版社 税込価格

月 9･10 情報セキュリティ 一條健司 教科書 TS029 暗号技術を支える数学 弘前大学出版会 ¥2,750

火 7･8 複素解析 立谷洋平 教科書 TS024 複素関数入門 共立出版 ¥2,750

1･2 固体化学 増野敦信 教科書 TS026 ウエスト固体化学―基礎と応用 講談社 ¥6,050

5･6 組込みシステム実践演習 金本俊幾 教科書 TS038

トライアルシリーズ 超入門！ＦＰＧＡスター

タ・キットＤＥＯで始めるＶｅｒｉｌｏｇ Ｈ

ＤＬ

ＣＱ出版 ¥5,280

3･4 環境アセスメント概論 小林史尚 教科書 TS011 環境アセスメント学の基礎 恒星社厚生閣 ¥3,300

5~8 知能科学設計（後期） 鳥飼宏之 教科書 TS027 手巻ウインチの設計 改訂版 パワー社 ¥1,320

電子制御工学 今井雅 教科書 TS033 ディジタル制御工学 共立出版 ¥3,410

伝熱工学 松下洋介 教科書 TS061 ＪＳＭＥテキストシリーズ 伝熱工学 丸善（出版事業部） ¥2,074

数理経済学 守真太郎 教科書 TS063 ミクロ経済学の力 日本評論社 ¥3,520

1･2 情報と職業 岡崎功 教科書 TS058 情報と職業 丸善（出版事業部）

3･4 地震工学 上原子晶久 教科書 TS059 耐震工学入門 （第３版・補訂版） 森北出版 ¥2,970
金

5･6

水

木

9･10


