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税込
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N60010 辞書 辞書 （仏和） 9784385119663 ベーシッククラウン仏和・和仏辞典 辞書
三省堂編修所　編

村松　定史　監修
三省堂 2,673

N60011 辞書 辞書 （独和） 9784385119670 ベーシッククラウン独和・和独辞典 辞書
三省堂編修所　編

伊藤　眞　監修
三省堂 2,673

N60012 辞書 辞書 （中日） 9784385121680 デイリーコンサイス中日・日中辞典　第3版 辞書
杉本達夫, 牧田英二, 古屋

昭弘　他
三省堂 3,267

N65105 農学部応用生物化学科　1年次 日本国憲法 今井　良幸 9784782305461 ワンステップ憲法 前期 森口佳樹ほか 嵯峨野書院 2,376

N65106 農学部応用生物化学科　1年次 暮らしの中の法律 村上　広一 9784792306250 法学入門 前期
奥田進一・高橋雅人・長友

昭・長島光一　編著
成文堂 1,485

N65107 農学部応用生物化学科　1年次 暮らしの中の法律 村上　広一 9784641009202 ポケット六法　令和2年版 前期 佐伯　仁志, 大村　敦志　他 有斐閣 1,881

N65115 農学部応用生物化学科　1年次 中国語1 梁　紅 9784560069257 最新2訂版　中国語はじめの一歩 前期
竹島金吾監修　　尹景春・竹

島毅著
白水社 2,178

N65116 農学部応用生物化学科　1年次 ドイツ語1 中村　実生 9784255253800 ブーメラン・エルエー 前期 小野寿美子 他 朝日出版社 2,475

N65117 農学部応用生物化学科　1年次 フランス語1 井出　勉 9784255352114 パリのクール・ジャパン 前期 藤田裕二 朝日出版社 2,475

N65118 農学部応用生物化学科　1年次 日本語3 向井　淑子 9784883193691 留学生のためのストラテジーを使って学ぶ文章の読み方 前期 一橋大学留学生センター スリーエーネットワーク 1,188

N65121 農学部応用生物化学科　1年次 生物学1 高森　識史 9784758121026 理系総合のための生命科学　第5版 前期
東京大学生命科学教科書

編集委員会
羊土社 3,762

N65123 農学部応用生物化学科　1年次 生物学２ 高森　識史 9784758121026 理系総合のための生命科学　第5版 前期
東京大学生命科学教科書

編集委員会
羊土社 3,762

N65124 農学部応用生物化学科　1年次 化学1 田中　芳明 9784759815375 基礎固め　化学　第２版 前期 小島一光 化学同人 1,881

N65125 農学部応用生物化学科　1年次 化学２ 入澤　寿平 9784759815375 基礎固め　化学　第２版 前期 小島一光 化学同人 1,881

N65127 農学部応用生物化学科　1年次 食物文化論 湊　健一郎 9784874923337 新版　基礎食品学 前期 遠藤泰志，池田郁夫　編
アイ・ケイコーポレー

ション
2,475

N65135 農学部応用生物化学科　1年次 情報機器の操作1 大嶽　麻里子 9784865103472 情報リテラシー アプリ編（FPT1718） 前期 富士通エフ・オー・エム株式会 FOM出版 1,782

N65136 農学部応用生物化学科　1年次 教育心理学 木村　美奈子 9784623048861 絶対役立つ教育心理学 前期 藤田哲也 編著 ミネルヴァ書房 2,772

N65145 農学部応用生物化学科　2年次 無機化学２ 猪股　智彦 9784274209215 ベーシックマスター　無機化学 前期 増田秀樹 ほか オーム社 3,960

N65146 農学部応用生物化学科　2年次 有機化学２ 松儀　真人 9784807908967 キーノート有機化学　第2版 前期
Andrew F. Parsons/村田

滋（訳）
 東京化学同人 2,475

N65147 農学部応用生物化学科　2年次 生物化学２ 氏田　稔 9784524261994 Essential 細胞生物学　原書第4版 前期 南江堂 7,920

N65148 農学部応用生物化学科　2年次 生物化学２ 氏田　稔 9784807909254 ヴォート基礎生化学　第5版 前期 東京化学同人 7,524

N65149 農学部応用生物化学科　2年次 物理化学２ 天野　健一 9784909197009 Innovated　物理化学大義　第2版 前期 青木宏光ら 京都廣川書店 6,336

N65150 農学部応用生物化学科　2年次 栄養科学1 近澤　未歩 9784254431179 栄養機能化学　第3版 前期 栄養機能化学研究会 朝倉書店 3,366

N65151 農学部応用生物化学科　2年次 食品原料学 湊　健一郎 9784782707463 食べ物と健康I　（第2版）　食品の分類と成分 前期 荒川　編 三共出版 2,475

N65165 農学部応用生物化学科　3年次 農薬科学２ 山口　秀明 9784889261578 農薬概説　2019 前期 日本植物防疫協会 1,782

N65166 農学部応用生物化学科　3年次 動物生命科学 奥村　裕紀 9784524261994 Essential 細胞生物学　原書第4版 前期 南光堂 7,920

N65167 農学部応用生物化学科　3年次 動物生命科学 奥村　裕紀 9784807909254 ヴォート基礎生化学　第5版 前期 東京化学同人 7,524

N65168 農学部応用生物化学科　3年次 タンパク質・遺伝子工学 奥村　裕紀 9784524261994 Essential 細胞生物学　原書第4版 前期 南光堂 7,920

N65169 農学部応用生物化学科　3年次 タンパク質・遺伝子工学 奥村　裕紀 9784807909254 ヴォート基礎生化学　第5版 前期 東京化学同人 7,524

N65175 農学部応用生物化学科　1年次 微生物学２ 加藤　雅士 9784782826171 新版　生物反応工学 後期 山根恒夫他 産業図書 4,158

N65176 農学部応用生物化学科　2年次 微生物利用学 志水　元亨 9784782826171 新版　生物反応工学 後期 山根恒夫他 産業図書 4,158


