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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

N64001 理工学部建築学科　1年次 建築計画概論 佐藤布武.谷田 9784844607922 建築計画学 前期 松本直司編著 理工図書 3,564

N64007 理工学部建築学科　1年次 構造力学概論 松田　和浩 9784761524685 わかる建築学4　建築構造力学 前期

安達洋・丸田榮藏　編　岡田

章・神田亮・北嶋圭二・田嶋

和樹

学芸出版社 2,772

N64021 理工学部建築学科　1年次 デザイン基礎1
武保学、小林アツ

シ
9784761525873 初歩からの建築製図 前期 藤木康介、柳沢究　他 学芸出版社 2,772

N64023 理工学部建築学科　1年次 フランス語1 内田　智秀 9784560061114 フランス語へのパスポート 前期 内藤陽哉・玉田健二 白水社 1,782

N64025 理工学部建築学科　1年次 中国語1
張書涵、岩佐一

枝
9784560069196 1冊めの中国語　(購読クラス) 前期

劉　穎、　喜多山　幸子、

松田　かの子
白水社 2,277

N64026 理工学部建築学科　1年次 コンピューターリテラシー
丹羽淳一、安田

倫代
9784865103441 情報リテラシー（FPT1715） 前期 富士通エフ・オー・エム（株） ＦＯＭ出版 1,980

N64032 理工学部建築学科　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

N64033 理工学部建築学科　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

N64034 理工学部建築学科　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

N64038 理工学部建築学科　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

N64042 理工学部建築学科　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

N64043 理工学部建築学科　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

N64047 理工学部建築学科　2年次 建築環境工学 石井　仁 9784395320233 はじめての建築環境工学 前期 小林茂雄他 彰国社 2,772

N64048 理工学部建築学科　2年次 建築材料 平岩　陸 9784844607403 建築材料を学ぶ―その選択から施工まで 前期 谷川恭雄他 理工図書 3,168

N64049 理工学部建築学科　2年次 建築計画1
佐藤布武、谷田

真
9784844607922 建築計画学 前期

松本直司、高井宏之、谷田

真他
理工図書 3,564

N64056 理工学部建築学科　2年次 構造力学２ 高橋　広人 9784761524685 わかる建築学4　建築構造力学 前期

安達洋・丸田榮藏　編　岡田

章・神田亮・北嶋圭二・田嶋

和樹

学芸出版社 2,772

N64060 理工学部建築学科　2年次 建築各種構造1
松田和浩、大塚

貴弘
4320076461 鉄骨の設計　増訂2版 前期 若林　實 共立出版 2,871

N64061 理工学部建築学科　2年次 建築各種構造1
松田和浩、大塚

貴弘
9784761524777 図説　やさしい建築一般構造 前期 今村仁美・田中美都 学芸出版社 2,772

N64063 理工学部建築学科　2年次 基本空間デザイン1 生田　京子　他 9784844608622 発想し創造する建築 設計製図 前期
松本直司，生田京子，谷

田真　他
理工図書 3,168

N64064 理工学部建築学科　2年次 中国語3 吉田仁、董紅俊 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

N64067 理工学部建築学科　2年次 欧米文化論1 宮北　惠子 9784779122309
イギリス・ヘリテッジ文化を歩くーー歴史・伝承・世界遺産の

旅
前期

宮北惠子・平林美都子（共

著）
彩流社 2,772

N64077 理工学部建築学科　3年次 建築計画3
生田京子、高井

宏之
9784844607922 建築計画学 前期

松本直司、高井宏之、谷田

真、ほか
理工図書 3,564

N64080 理工学部建築学科　3年次 生産工学1 井上　誠喜 9784844607960 建築施工を学ぶ 前期 谷川　恭雄　宇野　康則他 理工図書 3,564
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N64081 理工学部建築学科　3年次 建築設備工学1 吉永　美香 9784753017539 最新建築設備工学　改訂版 前期 宇田川光弘他 井上書院 3,168

N64082 理工学部建築学科　3年次 建築構造デザイン1 大塚　貴弘 4320076461 鉄骨の設計増訂2版 前期 若林　實 共立出版 2,871

N64089 理工学部建築学科　4年次 建築維持保全
山田昌喜、寺西

浩司
9784902611649 新築現場が知らない知識 前期 リニューアル技術開発協会

日刊建設通信新聞

社
1,782

N64090 理工学部建築学科　4年次 都市環境デザイン 吉久　光一 9784627552524 都市環境学 前期 都市環境学教材編集委員 森北出版 3,168


