
<<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 ＊物質・生命化学1
年

保倉理美
田嶋直樹

金2 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 ＊物質・生命化学1
年

古閑義之
佐藤勇二

水2 基礎から学ぶ線形代数 2,376

88 分析化学Ⅰ ＊物質・生命化学1
年

高橋透
内村智博

火2 基礎から学ぶ分析化学 2,592 本テキストを中心に講
述、講義と演習を行う。

87 基礎物理実験/
（物理学実験）

物質・生命化学1年
（生物応用化学科：未
履修者）

藤井・熊倉・
青木（藤井）

月4・
5

物理基礎実験　2019年
度版

980 必ず購入のこと

89 コンピュータ入
門

物質・生命化学1年 小高知宏 木2 コンピュータ科学とプログ
ラミング入門

2,484 授業は、この教科書に沿っ
て行います。また、期末試
験では教科書持ち込みが必
須です。

90 化学基礎 物質・生命化学1年 宇埜正美 木3 理工系のための化学入
門

2,484 教科書は毎回使用、教科
書中に演習問題あり

417 英語1-MB
（Pre-A1)
英語2-MB
（Pre-A1)

物質・生命化学1年 Hemmi
Yojiro

火4
木4

New Changing Times 2,160

409 英語1-MB（A1)
英語2-MB（A1)

物質・生命化学1年 Michael
Rich

火4
木4

Keynote (AME) Level 1 :
Combo Split 1A with My
Keynote Online

2,818

413 英語1-MB（A1)
英語2-MB（A1)

物質・生命化学1年 Paul Butler
Tanaka

火4
木4

Skillful: Listening &
Speaking Foundation

3,024

418 英語1-MB（A1)
英語2-MB（A1)

物質・生命化学1年 Astuko
Ibata

火4
木4

Tell Me More! 1,944

404 英語1-MB（A2)
英語2-MB（A2)

物質・生命化学1年 Chris
Hennessy

火4
木4

In My Life 2,484 教科書2冊有

405 英語1-MB（A2)
英語2-MB（A2)

物質・生命化学1年 Chris
Hennessy

火4
木4

Basic Grammar in Use
（マーフィーのケンブリッ
ジ英文法(初級編)第3版）

2,894 教科書2冊有

91 応用数学A
（微分方程式）

物質・生命化学2年 高木丈夫
林明久

月1 解析学概論　新版 2,700

92 生物化学Ⅱ 物質・生命化学2年 里村武範
寺田聡

月3 ホートン生化学　第5版 7,344 必ず購入のこと

93 応用数学E
（確率・統計）

物質・生命化学2年 橋本貴明 火4 統計学へのステップ 2,268 教科書に則して授業を進
める

94 材料力学 物質・生命化学2年 中根幸治 水1 よくわかる材料力学 2,700 初日に必ず用意すること

95 化学工学基礎 物質・生命化学2年 田上秀一
櫻井明彦

水2
金2

ビギナーズ化学工学 2,700

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

＜＜物質・生命化学科＞＞＊印は1年セット販売対象（二重購入に注意！）

*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。

＜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！

*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！



96 物理化学Ⅰ 物質・生命化学2年 浅井・平田
久田研次

水3 アトキンス物理化学　第
10版　上

6,156 「物理化学Ⅱ・Ⅲ」でも使
用します。

97 物質生命化学
実験Ⅰ

物質・生命化学2年 （MB）全教
員　（岡田）

木3・
4・5

物質・生命化学実験書2
平成31年度版

980 必ず購入のこと

412 英語5-MB
（Pre-A1)
英語6-MB
（Pre-A1)

物質・生命化学2年 中村太一 火2
木2

Reading Explorer
Foundations : Student
Book, Text Only

2,829 アクセスコードなし

402 英語5-MB（A1)
英語6-MB（A1)

物質・生命化学2年 Dee  Boyd 火2
木2

Reading Explorer 1　2nd
Edition

3,434

402 英語5-MB（A1)
英語6-MB（A1)

物質・生命化学2年 小寺光雄 火2
木2

Reading Explorer 1　2nd
Edition

3,434

414 英語5-MB（A1)
英語6-MB（A1)

物質・生命化学2年 Paul Butler
Tanaka

火2
木2

Password Level 1 :
Student Book with
Essential Online
Resources 3rd ed.

3,996

410 英語5-MB（A2)
英語6-MB（A2)

物質・生命化学2年 Michael
Rich

火2
木2

Reading Explorer
Foundations : Student
Book with Online
Workbook Access Code

3,434 アクセスコード有

98 物理学C
（波・光）

物質・生命化学3年 福成雅史 月5 振動と波動 2,700 準教科書として授業に持
参したほうが望ましい

99 物質生命化学
実験Ⅲ

物質・生命化学3年 （SB）全教
員
（浅井）

火3・
4・5

物質・生命化学実験書3
平成31年度版

700 必ず購入のこと

100 高分子合成 物質・生命化学3年 橋本保 水1 高分子合成 500 必ず購入のこと

101 高分子化学Ⅱ 物質・生命化学3年 佐々木隆
前田寧

木4 高分子の化学 3,024 必ず購入のこと

102 細胞生物学 物質・生命化学3年 寺田聡
小西慶幸

金2 細胞生物学 3,240 授業で使用しますので必
ず購入して下さい。これ
がないと授業は理解でき
ません。

＜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！


