
令和２年度　購入教科書一覧　　（新５年生）

○：必修科目、　選：選択科目

材：材料コース必修科目　、　生：生物コース必修科目

材選：材料コース選択科目　、　生選：生物コース選択科目

No. 購入教科書名 出版社 税込価格 M E J K C

501 法学 ポケット六法（令和２年度版） 有斐閣 ¥2,090 ○ ○

502 英語 英語モードが身につくライティング 研究社 ¥2,090 ○ ○ ○ ○ ○

503 中国語Ⅰ・Ⅱ しゃべっていいとも中国語（トータル版） 朝日出版社 ¥2,530 選 選 選 選 選

504 伝熱工学 伝熱工学　（改訂・新装版） 森北出版 ¥2,200 ○

505 内燃機関 内燃機関 森北出版 ¥2,750 ○

506 ロボット工学 ロボット工学の基礎　第２版 森北出版 ¥2,750 ○

507 環境材料学 腐食メカニズムと余寿命予測 コロナ社 ¥3,080 ○

508 機械力学 機械力学 コロナ社 ¥2,640 ○

509 制御工学 自動制御工学 森北出版 ¥2,530 ○

510 制御工学 現代制御の基礎 東京電機大学出版局 ¥2,530 ○

511 情報処理Ⅱ Cで学ぶ数値計算アルゴリズム 共立出版 ¥2,970 選

512 自動制御 自動制御理論 森北出版 ¥2,860 ○

513 通信工学 OHM大学テキスト 通信方式 オーム社 ¥2,860 ○

514 確率統計 新　確率・統計 大日本図書 ¥1,870 ○

515 確率統計 新　確率・統計問題集 大日本図書 ¥924 ○

516 電子材料基礎Ⅰ 工学系のための量子力学(第2版) 森北 ¥2,970 ○

517 電子回路Ⅱ パルス回路 コロナ社 ¥2,530 ○

518 伝送メディア工学 光・電磁波工学 コロナ社 ¥3,630 選

519 電気機器 First Stageシリーズ　電気機器概論 実教出版 ¥2,640 選

520 計算機工学 コンピュータアーキテクチャの基礎（改訂新版） 近代科学社 ¥4,180 選

521 現代科学概論 理科年表（令和２年度版・ポケット版） 丸善出版 ¥1,540 選

522 応用物理ＩＩＩ 振動・波動 裳華房 ¥2,200 選

523 オペレーティングシステム 情報工学レクチャーシリーズ　オペレーティングシステム（第2版） 森北出版 ¥3,080 ○

524 ディジタル通信 ディジタル通信［第2版］ 共立出版 ¥2,420 ○

547 電磁気学Ⅲ ★ よくわかる電磁気学 電気書院 ¥3,520 ○

525 計算機設計Ⅰ  トランジスタ技術SPECIAL No.95　わかるVerilog HDL入門 ＣＱ出版社 ¥2,420 選

526 制御工学 自動制御工学 森北出版 ¥2,530 選

527 集積回路工学 FPGA時代に学ぶ集積回路のしくみ コロナ社 ¥2,970 選

528 電子情報工学特論A ロボット工学の基礎 森北出版 ¥2,750 選

529 電子情報工学特論B ハッカーの手口 PHP研究所 ¥836 選

530 電子情報工学特論Ｃ データベースの基礎 コロナ社 ¥2,640 選

531 ソフトウェア工学 オブジェクト指向でなぜつくるのか第2版 日経BP社 ¥2,640 選

532 人工知能 人工知能入門 共立出版 ¥2,530 選

533 応用物理Ⅲ 振動・波動 裳華房 ¥2,200 選

534 物性化学 物性化学 講談社 ¥3,080 ○

535 環境化学 環境化学 裳華房 ¥2,530 ○

536 電気化学 エッセンシャル電気化学 東京化学同人 ¥1,980 ○

537 品質管理 改訂2版　品質管理入門テキスト 日本規格協会 ¥2,310 選

538 生物機能化学 天然物化学 コロナ社 ¥3,190 材選

539 光化学 光化学　-基礎から応用まで- 講談社 ¥3,520 材

540 触媒化学 触媒化学　―基礎から応用まで 講談社サイエンティフィック ¥3,300 材

541  生物機能化学天然物有機化学 天然物化学 コロナ社 ¥3,190 生

542 遺伝子工学 遺伝子工学　-基礎から応用まで- 東京化学同人 ¥4,620 生

543 計画数理 図説わかる土木計画 学芸出版 ¥3,300 ○

544 環境工学Ⅱ 廃棄物工学の基礎知識 技報堂出版 ¥3,080 ○

545 環境水工学 河川工学 コロナ社 ¥2,750 ○

546 環境生物Ⅱ 環境・都市システム教科書シリーズ　環境生態工学 コロナ社 ¥3,190 選

計 ¥22,660 ¥16,104 ¥11,110 ¥9,680 ¥13,310

★：平成31度（令和元年度）とは別の教科書です。留年生は購入する必要があります。 ※必修科目（○印）のみの合計

※該当の教科書をもっている場合は購入不要です。

・記載されている価格は参考価格です。

・教科書、参考書に関するお問い合わせは、煥乎堂外商部まで

　　　　　　〒370-0071 群馬県高崎市小八木町1740-5

　　　　　　℡ 027-381-8611

授業科目名


