
<<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 ＊電気電子情報1年 古閑義之
堀邊稔

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 ＊電気電子情報1年 保倉理美
小野田信春

水2 基礎から学ぶ線形代数 2,376

6 物理学A（力学） ＊電気電子情報1年 光藤誠太郎
菊池彦光

月1 力学：理工系の基礎物理
新訂版

2,160

417 英語1-EI
（Pre-A1)
英語2-EI
（Pre-A1)

電気電子情報1年 Hemmi
Yojiro

月4
水4

New Changing Times 2,160

404 英語1-EI（A1)
英語2-EI（A1)

電気電子情報1年 小寺光雄 月4
水4

In My Life 2,484

409 英語1-EI（A1)
英語2-EI（A1)

電気電子情報1年 Michael
Rich

月4
水4

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

2,818

422 英語1-EI（A1)
英語2-EI（A1)

電気電子情報1年 Jim Gray 月4
水4

World Link Level 1 :
Student Book (218 pp),
Text Only 3rd ed

2,926

408 英語1-EI（A2)
英語2-EI（A2)

電気電子情報1年 Yaka Ikeda 月4
水4

Four Corners Level 2 :
Student's Book with
Self-study CD-ROM

3,078

38 電磁気学Ⅰ 電気電子情報2年 山本晃司 月1 マクスウェル方程式から
始める電磁気学

2,916 電磁気学Ⅱでも使用しま
す。

39 電子回路 電気電子情報2年
（電子/電気コース）

塩島謙次 月4 アナログ電子回路 2,808 試験時持参否

40 論理回路（a) 電気電子情報2年
(電子/電気コース）

廣瀬勝一 火2 論理回路の基礎 2,484 (a)クラス対象

40 論理回路（ｂ) 電気電子情報2年
（情報コース）

森眞一郎 火4 論理回路の基礎 2,484 (ｂ)クラス対象

41 論理回路（ｂ) 電気電子情報2年
（情報コース）

森眞一郎 火4 論理回路とオートマトン 2,484 (ｂ)クラス対象　　講義では使
用しませんが、「論理回路」と
「形式言語とオートマトン」の講
義をつなぐ参考書と思って下さ
い。

42 物理学D
（熱・波・光）

電気電子情報2年 吉田拓生 水1 波・光・熱 1,620

43 形式言語とオー
トマトン

電気電子情報2年
(電気/情報コース）

山上智幸 水3 オートマトン・言語理論の
基礎

2,700 授業は教科書に沿って
行います。

44 計測工学 電気電子情報2年
(電子/電気コース）

牧野哲征 水4 電気・電子計測　第3版 2,376 教科書持ち込み不可

＜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！

*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
（追記）平成31年4月01日作成

＜＜電気電子情報工学科＞＞＊印は1年セット販売対象（二重購入に注意！）



45 計測工学 電気電子情報2年
(電子/電気コース）

牧野哲征 水4 基礎からのベイズ統計学 3,456 参考書

46 量子力学 電気電子情報2年
（電子コース）

仁木秀明 木2 演習で学ぶ量子力学 2,484 講義は教科書に沿って
行う。

47 エネルギー工学 電気電子情報2年
(電子コース）

牧野哲征 木3 熱力学 3,780 昨年とテキストが変わり
ました。

48 エネルギー工学 電気電子情報2年
(電子コース）

牧野哲征 木3 統計力学〈1〉 (新物理学
シリーズ)

3,672 参考書

49 エネルギー工学 電気電子情報2年
(電子コース）

牧野哲征 木3 統計力学〈2〉 (新物理学
シリーズ)

3,564 参考書

50 電気回路Ⅰ（a) 電気電子情報2年
(電子/電気コース）

茂呂征一郎 木4 電気回路基礎ノ－ト 2,916 (a)クラス対象

51 ベクトル解析 電気電子情報2年 山本晃司 金2 ベクトル解析　～道具と
考え　ていねいに～

2,484 今回からの新しいテキス
トです。

410 英語5-EI
（Pre-A1)
英語6-EI
（Pre-A1)

電気電子情報2年 Yasuki
Kihara

月3
水2

Reading Explorer
Foundations : Student
Book with Online
Workbook Access Code
2nd ed.

3,434 アクセスコード有

420 英語5-EI（A1)
英語6-EI（A1)

電気電子情報2年 皆島博 月3
水2

リーダーズフォーラムプ
レフェス　～SIMPLY
ENGLISH～

2,268

410 英語5-EI（A1)
英語6-EI（A1)

電気電子情報2年 Michael
Rich

月3
水2

Reading Explorer
Foundations : Student
Book with Online
Workbook Access Code

3,434 アクセスコード有

402 英語5-EI（A1)
英語6-EI（A1)

電気電子情報2年 小寺光雄 月3
水2

Reading Explorer 1　2nd
Edition

3,434

421 英語5-EI（A2)
英語6-EI（A2)

電気電子情報2年 チャール
ズ・ジャヌッ
ツイ

月3
水2

Core English for Science,
Technology, and
Engineering

2,000

52 半導体工学 電気電子情報3年
(電子コース）

葛原正明
ｼﾞｮｴﾙ･ｱｽ
ﾊﾞｰﾙ

月1 半導体工学　第3版　　～
半導体物性の基礎～

3,456

53 コンピュータネッ
トワーク

電気電子情報3年
(電気/情報コース）

廣瀬勝一
橘拓至

月3 マスタリングTCP/IP入門
編　第5版

2,376

54
追
加

エネルギー変換
工学

電気電子情報3年
(電子/電気コース）

重信颯人 月4 基礎電気機器学：電気学
会大学講座

2,268

55 電気電子情報
工学実験Ⅱ（a）

電気電子情報3年
(電子/電気コース）

（E）全教員
（田邉）

火3・
4・5

電気電子情報工学実験
Ⅱ・Ⅲ（a）

2,000 必ず購入のこと

56 制御理論基礎 電気電子情報3年
(電子/電気コース）

小原敦美 水2 フィードバック制御入門 3,240

57 信号処理（a） 電気電子情報3年
(電気コース）

坂口文則 水3 信号処理論 2,052

58 信号処理（b） 電気電子情報3年
(情報コース）

森幹男 水2 信号処理の基礎 3,672

59 計算論とアルゴ
リズム設計

電気電子情報3年
(情報コース）

山上智幸 水4 Introduction to
Algorithms. 3rd ed.
hardcover

13,420 試験持込可　（概価：
13,420円）

60 パワーエレクト
ロニクス

電気電子情報3年
(電子/電気コース）

伊藤雅一 水4 パワーエレクトロニクス
(セメスター大学講義)

3,240

＜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！



61 量子エレクトロ
ニクス

電気電子情報3年
(電子コース）

金邊忠 木2 レーザー工学　（新世代
工学シリーズ）

3,024

62 応用電気数学 電気電子情報3年
(電子/電気コース）

坂口文則 木3 複素関数論：技術者のた
めの高等数学4 第8版

2,160

63 電磁波工学 電気電子情報3年
(電子/電気コース）

葛原正明 木4 光・電磁波工学 3,564 講義で使用するので必ず
購入すること。

64 電気エネルギー
発生

電気電子情報3年
(電気コース）

橋本明弘 木5 電力発生工学 3,672

65 オペレーティン
グシステムⅠ

電気電子情報3年
(電気/情報コース）

樋口健 金1・
2

オペレーティングシステ
ムの基礎

1,728 教科書必携

67 電気エネルギー
伝送

電気電子情報4年
(電気コース）

田岡久雄 月3 電力システム工学の基
礎

1,674

68 電気機器設計 電気電子情報4年
(電気コース）

田岡久雄 火2 電機設計概論　4版改訂
版

2,592

70 データサイエン
ス

電気電子情報4年
(情報コース）

森眞一郎 木1 データサイエンティスト・
ハンドブック

2,700 履修条件があるので初回授
業4/11受講後に購入するこ
と。


