
<<2019年前期教科書・参考書リスト>>

教
科
書

番
号 小科目又は

講義課目

対象学生
（学科・学年・クラス）
*印：セット販売対象 担当教官

曜
日
・

時
限 教科書名

 税込価
格

備考
（教官アドバイス等）

2 微分積分Ⅰ ＊機械・システム1年 古閑義之
川崎大介

金1 微分と積分 1,728 毎回授業に持参、後期微
分積分IIでも用いる

3 線形代数Ⅰ ＊機械・システム1年 保倉理美
太田淳一

水1 基礎から学ぶ線形代数 2,376

6 物理学A（力学） ＊機械・システム1年 高田宗樹
新谷真功

火4 力学：理工系の基礎物理
新訂版

2,160

7 物理学A（力学） ＊機械・システム1年 高田宗樹
新谷真功

火4 詳解物理学演習（上） 2,700 演習書　レポート提出有

8 物理学A（力学） ＊機械・システム1年 高田宗樹
新谷真功

火4 力学　三訂版 3,024 参考書

10 物理化学 ＊機械・システム1年 酒井康行
有田裕二

水4 現代物理化学 5,940 章末問題等からレポート課
題を出します。試験持込不
可

5 情報処理演習 機械・システム1年 諏訪いずみ 月3・
4

Linuxコマンドブック　ビギ
ナーズ　第4版

2,052

9 機械システム材
料基礎

機械・システム1年 福元謙一 火5 機械システム材料基礎 1,080 授業用ノートとして使用

417 英語1-MS
（Pre-A1)
英語2-MS
（Pre-A1)

機械・システム1年 Hemmi
Yojiro

火2
木3

New Changing Times 2,160

401 英語1-MS（A1)
英語2-MS（A1)

機械・システム1年 Walter
Tsushima

火2
木3

Hot Topics Japan 1
Student Book with MP3
CD

2,484

406 英語1-MS（A1)
英語2-MS（A1)

機械・システム1年 Dykes
Kumiko

火2
木3

Inspire Level 1 : Student
Book

3,315

418 英語1-MS（A1)
英語2-MS（A1)

機械・システム1年 Astuko
Ibata

火2
木3

Tell Me More! 1,944

424
追加

英語1-MS（A1)
英語2-MS（A1)

機械・システム1年 Kihara
Yasuki

火2
木3

Hot Topics Japan 1
Student Book with MP3
CD

2,484

432 英語1-MS（A2)
英語2-MS（A2)

機械・システム1年 Junko Asai 火2
木3

Smart Choice: Level 2 :
Multi-Pack A with Online
Practice 3rd ed.

2,592

11 物理学B
（電磁気学）

機械・システム2年 西海豊彦
谷合由章

月1 電磁気学の考え方　物理
の考え方 2

2,700

12 応用数学B
（フーリエ解析）

機械・システム2年 小倉久和
黒岩丈介

月3 技術系の数学
～ベクトル解析・複素関
数・フーリエ級数・ラプラ
ス変換編～

3,024 毎回、講義中に演習レポートを
課す。教科書の例題、演習問
題、その他からレポート課題と
する。試験問題は、レポート課
題を基本として、出題する。

13 機械推論基礎 機械・システム2年
（機械/ロボティクス
コース）

小越 康宏 月4 離散数学入門 2,700 授業・演習・レポートで使
用

*リストに載っていない教科書/参考書・価格等の採用最新情報は、教科書会場または、ブックショップ明
日輪にて御確認下さい。　出版社の都合により、品切・価格変更が生じる場合があります。

*生協価格＝税込価格×0.92（8％off)+Ficポイント3％*赤字のクラスが追加/修正されています。確認の上ご購入下さい！

福井大学生協ブックショップ明日輪
平成31年3月15日作成

（追記）平成31年3月29日作成

＜＜機械・システム工学科＞＞＊印は1年セット販売対象（二重購入に注意！）

＜注意！＞共通英語のテキストについてはクラス編成後の指示に従うこと！



14 材料力学Ⅰ 機械・システム2年
（機械/原子力コース）

旭吉雅健 月5 材料力学　JSMEテキスト
シリーズ

2,036

15 製図・CAD基礎
(b)

機械・システム2年
（ロボティクスコース）

藤垣元治 月5 JISにもとづく標準製図法
第14全訂版

2,052 （ｂ）クラス対象

16 流れ学Ⅰ 機械・システム2年
（機械/原子力コース）

田中太 火2 流体力学　JSMEテキスト
シリーズ

2,036 後期の流れ学Ⅱでも、同
じ教科書を使います。

18 コンピュータ演
習

機械・システム2年 小高知宏 火5 C言語で学ぶ　コンピュー
タ科学とプログラミング

2,592 後期に購入していない人の
み　毎回の演習は教科書に
沿って行います。

19 応用数学C
（ベクトル解析）

機械・システム2年 田嶋直樹 水1 解析学概論　新版 2,700 参考書として推薦。試験
持込不可

20 応用数学A（a)
（微分方程式）

機械・システム2年
（機械/原子力コース）

川井昌之 水2 機械工学のための数学
JSMEテキストシリーズ

2,036 （a）クラス対象

21 応用数学A（ｂ)
（微分方程式）

機械・システム2年
（ロボティクスコース）

高田宗樹 水2 常微分方程式 (理工系の
数学入門コース 4)

2,916 （ｂ）クラス対象

教
室
販
売

ロボット工学基
礎実験Ⅰ

機械・システム2年
（ロボティクスコース）

全教員
（谷合）

水3・
4

ロボット工学基礎実験
Ⅰ・Ⅱ

900 定価販売
4/11　13：00～ロボット工
房にて販売

22 加工学Ⅰ 機械・システム2年
（機械コース）

岡田将人 木3 はじめての生産加工学1
基本加工技術編

2,376 教科書2冊有　教科書を頻
繁に使用する　後期も使用

23 加工学Ⅰ 機械・システム2年
（機械コース）

岡田将人 木3 はじめての生産加工学2
応用加工技術編

2,376 教科書2冊有　教科書を頻
繁に使用する　後期も使用

24 デジタル回路 機械・システム2年
（ロボティクスコース）

藤垣元治 木3 図解　論理回路入門 2,376

25 熱力学Ⅰ 機械・システム2年
（機械/原子力コース）

酒井康行 金1 熱力学　JSMEテキストシ
リーズ

2,036 後期の熱力学Ⅱでも、同
じ教科書を使います。

26 生物とロボット 機械・システム2年
（ロボティクスコース）

浅井竜哉 金1 神経生物学入門 (図説神
経科学)

3,780

17 応用電気電子
回路

機械・システム2年
（ロボティクスコース）

後藤優太 集中 現代電子回路学Ⅰ 2,808 教科書は必ず購入するこ
と。

420 英語5-MS
（Pre-A1)
英語6-MS
（Pre-A1)

機械・システム2年 皆島博 火3
木4

リーダーズフォーラムプレ
フェス　～SIMPLY
ENGLISH～

2,268

402 英語5-MS（A1)
英語6-MS（A1)

機械・システム2年 Dee  Boyd 火3
木4

Reading Explorer 1　2nd
Edition

3,434

402 英語5-MS（A1)
英語6-MS（A1)

機械・システム2年 小寺光雄 火3
木4

Reading Explorer 1　2nd
Edition

3,434

407 英語5-MS（A1)
英語6-MS（A1)

機械・システム2年 Dykes
Kumiko

火3
木4

Reading Explorer Level 1
: Student Book, Text
Only. 2nd ed

2,829

410 英語5-MS（A1)
英語6-MS（A1)

機械・システム2年 Yasuki
Kihara

火3
木4

Reading Explorer
Foundations : Student
Book with Online
Workbook Access Code

3,434 アクセスコード有

416 英語5-MS（A2)
英語6-MS（A2)

機械・システム2年 Junko Asai 火3
木4

Q: Skills for Success -
Reading and Writing:
Level 2 : Student Book B
with iQ Online 2nd ed.

2,754

27 制御工学Ⅱ（ｂ) 機械・システム3年
（ロボティクスコース）

浪花智英 月3 現代制御の基礎 1,836 (ｂ)クラスのみ　試験場持込
不可・レポート提出有

28 制御工学Ⅱ（a) 機械・システム3年
（機械/原子力コース）

川谷亮治 水1 フリーソフトで学ぶ線形
制御

3,888 (a)クラスのみ

＜注意！＞共通英語のテキストについてはクラス編成後の指示に従うこと！



29 数値解析入門 機械・システム3年 桑水流理
太田貴士

月5 数値計算法基礎 2,592 今回からの新しいテキスト
です。シラバス指定参考書
はブックショップ明日輪にて
販売中

30
追加

ロボット材料学 機械・システム3年
（機械/ロボティクスコー
ス）

庄司英一 火2 三訂 高分子化学入門―
高分子の面白さはどこか
らくるか

4,104 版が変わりました。

31 機械力学Ⅱ 機械・システム3年
（機械/原子力コース）

鞍谷文保 水2 振動工学の基礎 新装版 3,024

32 伝熱工学 機械・システム3年
（機械/原子力コース）

永井二郎 水3 伝熱工学　JSMEテキスト
シリーズ

2,036 講義中に頻繁に参照する教
科書です。必ず購入して下
さい。試験時持込不可

33 インテリジェント
システム処理論

機械・システム3年
（ロボティクスコース）

小越康宏 水3 人工知能システムの構成 2,916 シラバス指定参考書

34 ロボットメカニズ
ム

機械・システム3年
（機械/ロボティクスコー
ス）

田中完爾 木2 ロボット工学の基礎　第2
版

2,700

35 創造演習Ⅰ（R） 機械・システム3年
（ロボティクスコース）

高橋泰岳
長宗高樹

木3・
4

創造演習Ⅰ＆Ⅱ 1,720 必ず購入のこと

36 材料力学Ⅲ 機械・システム3年
（機械/原子力コー
ス）

雷霄ブン 金2 材料力学 (機械系コアテ
キストシリーズ)

4,212

14 材料力学Ⅲ 機械・システム3年
（機械/原子力コー
ス）

雷霄ブン 金2 材料力学　JSMEテキスト
シリーズ

2,036 参考書　既に購入した人
は不要。


