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学科 学年 講義名 教員名 必要度 書名 出版社名 税込価格

数学科 2年 基礎数学B2 神保　秀一 教科書 位相空間　 数学書房 ¥2,640

数学科 2年 ベクトル解析 小林　康明 講義指定図書 ベクトル解析からの幾何学入門　改訂新版 現代数学社 ¥2,860

数学科 2年 基礎数学C2 洞　彰人 推薦書 定本解析概論　 岩波書店 ¥3,520

数学科 2年 基礎数学D 本多　尚文 教科書 定本解析概論　 岩波書店 ¥3,520

数学科 2年 基礎数学D 本多　尚文 教科書 解析入門　１　 東京大学出版会 ¥3,080

数学科 2年 基礎数学D 本多　尚文 教科書 解析入門　２　 東京大学出版会 ¥3,740

数学科 2年 代数学C 跡部　発 講義指定図書 代数学３体とガロア理論　 東京大学出版会 ¥2,640

数学科 3年 統計学 小林　真平 参考書 確率・統計　３ 丸善出版 ¥3,300

数学科 3年 解析学B 久保　英夫 教科書 基礎課程微分方程式　 サイエンス社 ¥2,090

数学科 3年 数理科学演習 小林　康明 参考書 Ｃ言語による数値計算入門　 サイエンス社 ¥2,640

数学科 3年 解析学F 長谷部　高広 教科書 確率論 朝倉書店 ¥4,950

数学科 3年 解析学F 長谷部　高広 参考書 ルベーグ積分要点と演習　 共立出版 ¥3,080

数学科 3年 解析学F 長谷部　高広 参考書 測度・積分論　 横浜図書 ¥1,886

数学科 3年 数理科学A 長山　雅晴 講義指定図書 数値計算　 岩波書店 ¥3,190

数学科 3年 数理科学A 長山　雅晴 講義指定図書 数値解析入門　 東京大学出版会 ¥3,300

数学科 3年 数理科学A 長山　雅晴 講義指定図書 数値解析　数・学・探・検・共立講座　第１７巻　 共立出版 ¥2,750

数学科 3年 数理科学A 長山　雅晴 教科書 数値解析入門　増訂版 サイエンス社 ¥2,200

数学科 3年 解析学基礎Ｂ 正宗　淳 教科書 ルベーグ積分要点と演習　 共立出版 ¥3,080

数学科 3年 幾何学A 秋田　利之 教科書 多様体の基礎　 東京大学出版会 ¥3,520

数学科 3年 代数学Ａ 山下　博 講義指定図書 代数学　２　 日本評論社 ¥3,300

数学科 3年 代数学Ａ 山下　博 講義指定図書 代数入門　 裳華房 ¥3,410

数学科 3年 代数学Ａ 山下　博 講義指定図書 入門代数学　 培風館 ¥3,300

物理学科 2年 熱物理学 北　孝文 教科書 演習しよう熱・統計力学　 数理工学社 ¥2,200

物理学科 2年 力学２ 松永　悟明 教科書 解析力学　 東京図書 ¥3,300

化学科 2年 有機化学２ 谷野　圭持 教科書 ブルース有機化学　下　第７版 化学同人 ¥7,150
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化学科 2年 生物化学１ 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 2年 無機化学２ 鈴木　孝紀 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 2年 無機化学２ 鈴木　孝紀 教科書 シュライバー・アトキンス無機化学　上　第６版 東京化学同人 ¥7,150

化学科 3年 分子分光学 内田　毅 参考書 分子分光学　 東京化学同人 ¥2,640

化学科 3年 錯体化学 小林　厚志 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 機能性化学 村上　洋太 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 有機金属化学 清水　洋平 教科書 有機金属化学　 丸善出版 ¥3,300

生物科学科 2年 生物多様性概論 小川　宏人 教科書 キャンベル生物学　原書１１版 丸善出版 ¥16,500

生物科学科 2年 生物系の分析化学(冬ターム) 相沢　智康 参考書 生命科学のための分析化学　 化学同人 ¥2,420

生物科学科 2年 生物系の分析化学(冬ターム) 相沢　智康 参考書 スタンダード分析化学　 裳華房 ¥3,520

生物科学科 2年 生物系の分析化学(冬ターム) 相沢　智康 参考書 ＮＭＲ　 共立出版 ¥3,190

生物科学科 2年 生命有機化学 門出　健次 教科書 ブルース有機化学　上 化学同人 ¥7,150

地球惑星科学科 2年 惑星学 鎌田 俊一 教科書 太陽・惑星系と地球　 共立出版 ¥5,280

地球惑星科学科 2年 データ解析学 青山　裕 教科書 数値計算のためのＦｏｒｔｒａｎ９０／９５プログラミング入門 森北出版 ¥3,520

地球惑星科学科 2年 地球惑星科学のための電磁気学 橋本　武志 参考書 電磁気学 岩波書店 ¥3,080

地球惑星科学科 2年 地球惑星科学のための電磁気学 橋本　武志 推薦書 物理のための数学　新装版 岩波書店 ¥2,860

地球惑星科学科 2年 地球惑星科学のための電磁気学 橋本　武志 推薦書 物理数学の直観的方法 講談社 ¥1,188

全学科共通 3年 統計学 小林　真平 参考書 確率・統計　３　 丸善出版 ¥3,300

総合化学院 院 構造有機化学 鈴木　孝紀 教科書 構造有機化学　 東京化学同人 ¥5,280
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