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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

N65206 農学部生物環境科学科　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

N65207 農学部生物環境科学科　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

N65208 農学部生物環境科学科　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

N65216 農学部生物環境科学科　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

N65217 農学部生物環境科学科　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

N65218 農学部生物環境科学科　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

N65219 農学部生物環境科学科　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

N65220 農学部生物環境科学科　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

N65223 農学部生物環境科学科　1年次 生物学1 伊藤　玄 9784758121026 理系総合のための生命科学　第4版　→第5版 前期
東京大学生命科学教科書

編集委員
羊土社 3,762

N65227 農学部生物環境科学科　1年次 生物学実験 新妻　靖章　他 9784829911778
フィールドの観察から論文を書く方法 観察事例の報告から

研究論文まで
前期 濱尾章二 文一総合出版 1,188

N65236 農学部生物環境科学科　1年次 環境基礎理論
大浦健、村野宏

達
9784807907427 マクマリー　一般化学（上） 前期

McMurry・Fay　著　萩野・

山本・大野　訳
東京化学同人 3,168

N65237 農学部生物環境科学科　1年次 環境基礎理論
大浦健、村野宏

達
9784807907434 マクマリー　一般化学（下） 前期

McMurry・Fay　著　萩野・

山本・大野　訳
東京化学同人 3,168

N65238 農学部生物環境科学科　1年次 環境基礎理論 大浦健、村野宏 9784563045876 ハート　基礎有機化学　3訂版 前期 H．ハート　著 培風館 3,960

N65239 農学部生物環境科学科　1年次 生物環境科学演習1
大浦健、村野宏

達
9784807907441 マクマリー　一般化学　演習編 前期

McMurry・Fay　著　萩野・

山本・大野　訳
東京化学同人 3,366

N65240 農学部生物環境科学科　1年次 情報機器の操作1 丹羽　直美 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

N65241 農学部生物環境科学科　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

N65252 農学部生物環境科学科　2年次 生物環境科学演習２ 新妻　靖章 9784829911778 フィールドの観察から論文を書く方法 前期 濱尾章二 文一総合出版 1,188

N65253 農学部生物環境科学科　2年次 生物環境科学演習２ 新妻　靖章 9784890261802 統計学の基礎ーカラーイメージで学ぶ　新版 第2版 前期 市原清志・佐藤正一
日本教育研究セン

ター
4,455

N65254 農学部生物環境科学科　2年次 生物統計学
日野輝明、橋本

啓史
9784320110847 R　commanderによるデータ解析[第２版] 前期

大森崇・阪田真己子・宿久

洋
共立出版 2,772

N65257 農学部生物環境科学科　2年次 環境分析化学 大浦　健 9784782707685 環境分析化学　第3版 前期 合原、他 三共出版 2,871

N65274 農学部生物環境科学科　3年次 緑地材料学 橋本　啓史 9784274205682 わかりやすい造園実務ポケットブック 前期 木村　了 オーム社 2,970

N65275 農学部生物環境科学科　3年次 環境土壌学 村野　宏達 9784254400175 図説　日本の土壌 前期 岡崎正規他　著 朝倉書店 5,148

N65276 農学部生物環境科学科　3年次 環境土壌学 村野　宏達 9784815803148 土壌圏と地球環境問題 前期 木村眞人　編 名古屋大学出版 4,950

N65277 農学部生物環境科学科　3年次 環境土壌学 村野　宏達 9784254400236 土のひみつ　食料・環境・生命 前期
日本土壌肥料学会「土のひ

みつ」編集グループ　編
朝倉書店 2,772

N65280 農学部生物環境科学科　3年次 植物環境適応論 長田　典之 9784254470543 森林生態学 前期 石井弘明（編集代表） 朝倉書店 3,168

N65286 農学部生物環境科学科　2年次 土壌学 村野　宏達 9784540171055 新版　土壌学の基礎 後期 松中照夫　著 農山漁村文化協会 4,158

N65287 農学部生物環境科学科　2年次 水圏環境化学 大八木　麻希 9784320047334 陸水環境化学 後期 藤永薫 共立出版 2,574
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N65288 農学部生物環境科学科　3年次 機器分析化学 大浦　健 9784782707388 入門機器分析化学 （新版） 後期 庄野利之、他 三共出版 2,970


