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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

N63126 理工学部情報工学科　1年次 フランス語1 山口　憲男 9784860420130 新　ゼフィール　フランス語文法の基礎 前期 E.E.F.L.E.U.K 早美出版社 1,980

N63128 理工学部情報工学科　1年次 中国語1 龍神　邦男 9784560069196 1冊目の中国語　購読クラス 前期
劉頴　喜多山幸子　松田か

の子
白水社 2,277

N63129 理工学部情報工学科　1年次 中国語1 武田　みゆき 9784255453170 あなたが主役演じる入門中国語 前期 余瀾、中桐典子 朝日出版社 2,277

N63130 理工学部情報工学科　1年次 コンピューターリテラシー 福間　功史 9784822292355 情報リテラシー入門 2019年版 前期 平田 浩一 ほか 日経BP社 2,277

N63136 理工学部情報工学科　1年次 人文科学基礎1 星　揚一郎 9784797392616 人工知能に哲学を教えたら 前期 岡本裕一朗 ＳＢクリエイティブ 811

N63137 理工学部情報工学科　1年次 人文科学基礎1 星　揚一郎 9784022516060 アイデンティティ　尊厳の欲求と憤りの政治 前期 フランシス・フクヤマ 朝日新聞出版 1,980

N63138 理工学部情報工学科　1年次 人文科学基礎1 河津　邦喜 9784480917263 読解　評論文キーワード 前期 斎藤哲也 筑摩書房 910

N63139 理工学部情報工学科　1年次 英語基礎演習1 岩塚　さおり 9784875717409 Step Up! Your English Skills 前期 Kenji Mizoguchi et. al. 開文社 1,881

N63142 理工学部情報工学科　1年次 基礎ゼミナール1 榎本　暁 9784384334852 Reading Quest 前期 松尾秀樹　他 三修社 1,683

N63146 理工学部情報工学科　1年次 基礎ゼミナール1 吉久　光一 9784765534369 音響学ＡＢＣ 前期
久野和宏、吉久光一、岡田

恭明　他
技報堂出版 2,772

N63147 理工学部情報工学科　1年次 離散数学 中野　倫明 9784320018464 やさしく学べる離散数学 前期 石村 園子 共立出版株式会社 1,980

N63149 理工学部情報工学科　1年次 プログラミング演習1
旭健作、中村寛

則
9784407320893 初級C言語　やさしいC 前期

後藤 良和, 佐久間 修一,

高田 大二
実教出版 2,178

N63150 理工学部情報工学科　1年次
プログラミング演習２

（再）
川澄　未来子 9784407320893 初級Ｃ言語　やさしいＣ 前期

後藤 良和, 佐久間 修一,

高田 大二
実教出版 2,178

N63151 理工学部情報工学科　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

N63166 理工学部情報工学科　2年次 電気電子回路1 中野　倫明 9784627732537 電気回路の基礎　第3版 前期
西巻正郎・森　武昭・荒井俊

彦
森北出版 1,980

N63167 理工学部情報工学科　2年次 フランス語3 河脇　都美 9784560061367 アクティヴ！２ 前期 今中舞衣子、中條健志 白水社 2,277

N63168 理工学部情報工学科　2年次 中国語3 熊谷、寺澤 9784863982680 中国語中級テキスト『新版・中国の窓』 前期 村松恵子・前田光子・董紅 白帝社 2,475

N63170 理工学部情報工学科　2年次 データベース 亀谷　由隆 9784274223730 データベースの基礎 前期 吉川正俊 オーム社 2,871

N63173 理工学部情報工学科　2年次 情報数学基礎 川澄　未来子 9784274222801 信号処理入門 前期 雨宮好文・佐藤幸男 Ohmsha 2,772

N63174 理工学部情報工学科　2年次 電磁気学1 向井　利春 9784785322496 マクスウェル方程式から始める電磁気学 前期 小宮山進・竹川敦 裳華房 2,673

N63179 理工学部情報工学科　3年次 情報セキュリティ 野崎　佑典 9784320123021 情報セキュリティの基礎 前期
佐々木 良一(監修)、手塚

悟(編著)
共立出版 2,772

N63184 理工学部情報工学科　3年次 ディジタル信号処理２ 坂野　秀樹 9784274216077 ディジタル信号処理 前期 有木康雄 編著 オーム社 2,574

N63185 理工学部情報工学科　3年次 システム制御1 小中　英嗣 9784864810241 制御工学の基礎 前期 高橋宏治 数理工学社 2,326

N63186 理工学部情報工学科　3年次 コンパイラ 佐川　雄二 9784320123441 コンパイラ 前期 佐渡，寺島，水野 共立出版 2,574

N63187 理工学部情報工学科　3年次 国際経済論 名和　洋人 9784762023347 世界経済とグローバル化 前期
渋谷博史・河﨑信樹・田村

太一（編）
学文社 1,881

N63188 理工学部情報工学科　3年次 国際経済論 名和　洋人 9784762023354 アメリカ経済とグローバル化 前期
渋谷博史・樋口均・塙武郎

（編）
学文社 1,683

N63191 理工学部情報工学科　4年次 符号理論 宇佐見　庄五 9784627817319 誤り訂正技術の基礎 前期 和田山正 森北出版 3,366

N63199 理工学部情報工学科　3年次 信号伝送論 旭　健作 9784274207921 無線通信工学 後期 片山正昭 オーム社 2,277


