
■理学部 21前期 教科書リスト 2021/3/30

本リストに掲載している教科書および参考書は教員の皆様から生協にご連絡いただいたものです。3月29日時点での最新情報です。

本リストにない場合は店頭またはメールにてお問い合わせください。 textorder@coop.hokudai.ac.jp

ご購入後の返品・交換は一切できません。

学科 学年 講義名 教員名 必要度 書名 出版社名 税込価格

全学科共通 2年 代数学・幾何学序論 澁川陽一 教科書 線型代数の基礎 内田老鶴圃 ¥3,520

全学科共通 2年 基礎有機化学 鈴木　孝紀 教科書 ブルース有機化学　上　第７版 化学同人 ¥7,150

全学科共通 2年 生物系のための有機化学 比能　洋 教科書 ブルース有機化学　上 化学同人 ¥7,150

全学科共通 2年 基礎物理化学 佐田　和己 教科書 アトキンス物理化学　上　第１０版 東京化学同人 ¥6,270

全学科共通 2年 生物系のための物理学 佐藤　勝彦 参考書 初歩の物理　 裳華房 ¥2,090

化学科 2年 化学実験 今枝　佳祐 教科書 実験を安全に行うために　第８版 化学同人 ¥880

化学科 2年 化学実験 今枝　佳祐 教科書 実験を安全に行うために　続（基本操作・基本測定編）　第４版 化学同人 ¥880

化学科 2年 物理化学１ 武次　徹也 教科書 アトキンス物理化学　上 東京化学同人 ¥6,270

化学科 2年 無機化学１ 分島　亮 教科書 シュライバー・アトキンス無機化学　上 東京化学同人 ¥7,150

化学科 2年 分析化学１ 上野　貢生 教科書 定量分析化学　改訂版 培風館 ¥3,960

化学科 2年 分析化学２ 上野　貢生 教科書 定量分析化学　改訂版 培風館 ¥3,960

化学科 3年 生物化学２ 村上　洋太 教科書 ヴォート基礎生化学 東京化学同人 ¥8,360

化学科 3年 有機反応化学 南　篤志 教科書 マクマリー生化学反応機構　第２版 東京化学同人 ¥5,940

化学科 3年 化学実験５ 坂口　和靖 教科書 ヴォート基礎生化学　第５版 東京化学同人 ¥8,360

化学科 3年 無機化学３ 加藤　昌子 教科書 シュライバー・アトキンス無機化学　上 東京化学同人 ¥7,150

化学科 3年 無機化学３ 加藤　昌子 教科書 シュライバー・アトキンス無機化学　下　第６版 東京化学同人 ¥7,150

化学科 3年 情報生化学 坂口　和靖 教科書 ヴォート基礎生化学　第５版 東京化学同人 ¥8,360

化学科 3・4年 量子化学１ 小林　正人 教科書 マッカーリ・サイモン物理化学　上 東京化学同人 ¥5,940

化学科 3・4年 量子化学１ 小林　正人 講義指定図書 初等量子化学 化学同人 ¥3,850

化学科 3・4年 量子化学１ 小林　正人 講義指定図書 入門分子軌道法 講談社 ¥2,989

化学科 3・4年 量子化学１ 小林　正人 講義指定図書 マッカーリ化学数学 丸善出版 ¥4,180

化学科 4年 触媒化学 福岡　淳 教科書 触媒化学 裳華房 ¥2,860

化学科 4年 熱・統計力学２ 丸田　悟朗 教科書 アトキンス物理化学　上　第１０版 東京化学同人 ¥6,270

化学科 4年 熱・統計力学２ 丸田　悟朗 教科書 アトキンス物理化学　下　第１０版 東京化学同人 ¥6,380

数学科 2年 基礎数学E 小林政晴 教科書 数・学・探・検・共立講座　第１３巻 共立出版 ¥2,750

数学科 2年 基礎数学B１ 石川　剛郎 参考書 集合と位相への入門 サイエンス社 ¥1,815

数学科 2年 基礎数学B１ 石川　剛郎 参考書 論理・集合・数学語 共立出版 ¥2,530

数学科 2年 基礎数学B１ 石川　剛郎 参考書 位相のあたま 共立出版 ¥2,750

数学科 2年 微分積分学続論 栄　伸一郎 教科書 常微分方程式論 朝倉書店 ¥4,180

数学科 2年 確率・統計入門 坂井　哲 教科書 新装版 確率の基礎から統計へ 日本評論社 ¥2,420

数学科 2年 基礎数学Ａ１ 跡部　発 教科書 線形代数学　 京都大学学術出版会 ¥2,750

数学科 2年 基礎数学Ｃ１ 浜向　直 参考書 これからの微分積分　 日本評論社 ¥3,300

数学科 3年 幾何学基礎 古畑　仁 教科書 曲面　 数学書房 ¥2,860

数学科 3年 解析学基礎A 小林政晴 教科書 数・学・探・検・共立講座　第１３巻　 共立出版 ¥2,750

数学科 4年 代数学続論 続・環論 朝倉　政典 講義指定図書 層とホモロジー代数　 共立出版 ¥4,400

数学科 4年 代数学続論 続・環論 朝倉　政典 講義指定図書 代数学　３　 日本評論社 ¥4,620

数学科 4年 数理解析学続論 鈴木　悠平 教科書 関数解析　 共立出版 ¥5,390

物理学科 2年 電磁気学１ 柳澤　達也 参考書 マクスウェル方程式から始める電磁気学　 裳華房 ¥2,970

物理学科 2年 電磁気学１ 柳澤　達也 参考書 理論電磁気学　第３版 紀伊國屋書店 ¥4,620

物理学科 2年 電磁気学演習１ 柳澤　達也 参考書 電磁気学演習 岩波書店 ¥3,190

物理学科 2年 力学１ 松永　悟明 教科書 力学　１ 裳華房 ¥2,750

生物科学科 2年 分子生物学概論 尾瀬　農之 教科書 Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ細胞生物学　原書第４版 南江堂 ¥8,800

生物科学科 3年 脳と行動の進化 相馬　雅代 参考書 オールコック・ルーベンスタイン動物行動学　原書１１版 丸善出版 ¥17,600

生物科学科 3年 行動神経生物学I 松島　俊也 参考書 オールコック・ルーベンスタイン動物行動学　原書１１版 丸善出版 ¥17,600

生物科学科 3年 脳と行動の進化 水波　誠 参考書 昆虫　 中央公論新社 ¥968

生物科学科 3年 細胞構造科学２ 金城　政孝 教科書 Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ細胞生物学　原書第４版 南江堂 ¥8,800

生物科学科 3年 分子遺伝科学２ 相沢　智康 教科書 Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ細胞生物学　原書第４版 南江堂 ¥8,800

地球惑星科学科 2年 地球惑星科学のための物理数学１ 稲津　將 教科書 解ける！使える！微分方程式　 北海道大学出版会 ¥3,300

地球惑星科学科 2年 地球惑星科学のための古典力学 田中　良 参考書 解析力学　 講談社 ¥2,750

地球惑星科学科 2年 地球惑星科学のための古典力学 田中　良 参考書 よくわかる解析力学　 東京図書 ¥3,080

地球惑星科学科 2年 地球惑星科学のための古典力学 田中　良 参考書 スバラシク実力がつくと評判の解析力学キャンパス・ゼミ　改訂３ マセマ ¥2,486

地球惑星科学科 2年 地球惑星科学のための物理数学１演習 稲津　將 教科書 解ける！使える！微分方程式　 北海道大学出版会 ¥3,300

地球惑星科学科 2年 地球惑星科学のための古典力学演習 田中　良 参考書 解析力学　 講談社 ¥2,750

地球惑星科学科 2年 地球惑星科学のための古典力学演習 田中　良 参考書 よくわかる解析力学　 東京図書 ¥3,080

地球惑星科学科 2年 地球惑星科学のための古典力学演習 田中　良 参考書 スバラシク実力がつくと評判の解析力学キャンパス・ゼミ　改訂３ マセマ ¥2,486

地球惑星科学科 2年 地球惑星科学セミナー 栗谷　豪 教科書 地球惑星科学入門　第２版 北海道大学出版会 ¥3,300

地球惑星科学科 3年 気象学 佐藤　陽祐 参考書 一般気象学 東京大学出版会 ¥3,080

地球惑星科学科 2年 地球惑星基礎化学 圦本　尚義 教科書 物理化学　 岩波書店 ¥4,290

地球惑星科学科 3年 地球惑星科学実験2 沢田　健 教科書 新・天気予報の手引　新改訂版 クライム気象図書出版 ¥1,666

M1・M2 科学技術コミュニケーション特論3　科学技術社会論の理論と実践 三上　直之 参考書 リスク社会における市民参加 放送大学教育振興会 ¥3,520

M1・M2 場の統計力学 北　孝文 教科書 統計力学から理解する超伝導理論[第２版] サイエンス社 ¥3,080

総合化学院 M1・M2 有機反応・構造論 新井　則義 教科書 大学院講義有機化学　１ 東京化学同人 ¥7,590

総合化学院 M1・M2 有機反応・構造論 新井　則義 参考書 March`s Advanced Organic Chemistry 7th e John Wiley and Sons ¥23,493

生協推薦 生協推薦 ブルース有機化学　第７版［英語版〕 化学同人 ¥6,600

生協推薦 生協推薦 アトキンス物理化学問題の解き方　（学生版）　第１０版 東京化学同人 ¥6,600


