
人間社会学域 総合教育部(文系) 

必修セット  
 ●教科書予約サイトから、下記セット分をお申し込みください。 

  角間キャンパス 大学会館 予約サイト  https://www.u-coop.net/textbook/kindai/kakum/indicate.php 

●生協組合員は定価の 5％割引価格（組合員価格）になります。 

●他の教科書（初習言語 等）は、4/3(土)9 時以降に履修登録の抽選結果が確認できた講義の教科書を、教科書

予約サイトからお申し込みください。 

科目

区分 

教科書

No. 
授業名 書名 出版社 

定価 組合員価格 

（税込） （税込） 

共通 

608 
 新入生全学類必修テキスト 4 点セット

(英語+大学社会生活論) 

 12,562 
11,935 

共通 

608 

セ ッ ト

内訳 

TOEIC 準備 TACTICS FOR THE TOEIC TEST Listening and 

Reading Test, Introductory Course 

Oxford University Press 3,465 3,292 

共通 TOEIC 準備 公式 TOEIC Listening & Reading 問題集 5 国際ビジネスコミュニケー

ション協会 

3,300 3,135 

共通 EAPⅠ 

（ライティング） 

Longman Academic Writing Series 2: 

Parafraphs(Third Edition) 

Pearson Education 3,817 3,627 

共通 大学・社会生

活論 

知的キャンパスライフのすすめ－スタディスキルズ

から自己開発へ－ 2021 年度版 

学術図書出版社 1,980 1,881 

  
   合計金額（生協価格）  ¥11,935 

↓法学類の方は、ご希望に応じて追加でご予約ください。 

専門 610  ポケット六法 

【カイチ君＆ぽっぽーコラボ缶バッジ付】  

有斐閣 2,290 2,081 

 609  ポケット六法  有斐閣 2,090 1,881 

●教科書予約サイトについて  

※お申し込みいただいた教科書は返品できません。よくお確かめの上、ご購入ください。 

 

●商品のお受け取り 

     

【1】お渡し会場でのお受け取り(予約時に、受け取り方法を「店舗」と選択してください。) 

     ・学類学年毎に指定されたお渡し会場で、ご注文済みのテキストをお受け取りいただけます。お渡し会場の日程については、 

 こちら【https://www.kindai-coop.jp/news/news_detail_424.html】をご確認ください。 

＜お支払い方法＞ 

・お支払い方法は、学生証の電子マネーチャージとなります。学生証を会場へお持ちいただき、必要額のチャージをすませて 

からお支払いください。 

 （生協加入 WEB システムで電子マネーチャージ金をお支払いの方は、会場で学生証にチャージ額を登録できます。 

 

【2】宅配でのお受け取り(予約時に、受け取り方法を「宅配」を選択してください。) 

・ご注文後、1 週間程度でお届けします(ヤマト便)。 

ご注文順に、順次発送します。お届け時にお受け取りができなかった場合は、不在通知票が投函されますので、必ず 

配送業者へご連絡いただき、お受け取りください。 

・在庫品のみ発送します。 

万が一、品切等で教科書が揃わない場合は、その時点であるもののみお送りします。 

なお、欠品については後日配送しませんので、ご注文の商品が届かなかった場合は、必要に応じて改めてご注文ください。 

送付できた商品の分だけ請求致します。 

＜お支払い方法＞ 

・お支払い方法は、代引（送料ご本人負担）となります。       

  



先導学類 必修セット  
 ●教科書予約サイトから、下記セット分をお申し込みください。 

  角間キャンパス 大学会館 予約サイト  https://www.u-coop.net/textbook/kindai/kakum/indicate.php 

●生協組合員は定価の 5％割引価格（組合員価格）になります。 

●他の教科書（初習言語 等）は、4/3(土)9 時以降に履修登録の抽選結果が確認できた講義の教科書を、教科書

予約サイトからお申し込みください。初習言語科目及び基礎科目は選択科目です。各自で必要な教科書を確認の上、

お申込みください。 

科目

区分 

教科書

No. 
授業名 先生名 書名 出版社 

定価 組合員価格 

（税込） （税込） 

共通 
608 

  新入生全学類必修テキスト 4 点セ

ット(英語+大学社会生活論) 

 12,562 
11,935 

共通 

608 

セ ッ ト

内訳 

TOEIC 準備  TACTICS FOR THE TOEIC TEST Listening and 

Reading Test, Introductory Course 

Oxford University 

Press 

3,465 3,292 

共通 TOEIC 準備  公式 TOEIC Listening & Reading 問題集 5 国際ビジネスコミュ

ニケーション協会 

3,300 3,135 

共通 EAPⅠ 

（ライティング） 

 Longman Academic Writing Series 2: 

Parafraphs(Third Edition) 

Pearson Education 3,817 3,627 

共通 大学・社会生活

論 

 知的キャンパスライフのすすめ－スタディスキル

ズから自己開発へ－ 2021 年度版 

学術図書出版社 1,980 1,881 

合計金額(生協価格)  ¥11,935 

↓必要な方は、お申込みください。 

共通 633 微分積分学ⅠA 榎本文彦 微分積分学講義 共立出版 2,420 2,299 

共通 639 線形代数学ⅠA 榎本文彦 大学教養線形代数 数研出版 2,750 2,613 

共通 88 化学ⅠA 櫻井武 アトキンス 一般化学（上） 東京化学同人 3,520 3,344 

共通 ５９4 物理学ⅠA 鎌田啓一 物理学（三訂版） 裳華房 2,420 2,299 

 

●教科書予約サイトについて  

※お申し込みいただいた教科書は返品できません。よくお確かめの上、ご購入ください。 

 

●商品のお受け取り 

    【1】お渡し会場でのお受け取り(予約時に、受け取り方法を「店舗」と選択してください。) 

     ・学類学年毎に指定されたお渡し会場で、ご注文済みのテキストをお受け取りいただけます。 

先導学類のお渡し会場の日程： 3 月 31 日(水)17:00～18:00 大学会館食堂 

 ＜お支払い方法＞ 

・お支払い方法は、学生証の電子マネーチャージとなります。学生証を会場へお持ちいただき、必要額のチャージをすませて 

からお支払いください。 

 （生協加入 WEB システムで電子マネーチャージ金をお支払いの方は、会場で学生証にチャージ額を登録できます。 

 

【2】宅配でのお受け取り(予約時に、受け取り方法を「宅配」を選択してください。) 

・ご注文後、1 週間程度でお届けします(ヤマト便)。 

ご注文順に、順次発送します。お届け時にお受け取りができなかった場合は、不在通知票が投函されますので、必ず 

配送業者へご連絡いただき、お受け取りください。 

・在庫品のみ発送します。 

万が一、品切等で教科書が揃わない場合は、その時点であるもののみお送りします。 

なお、欠品については後日配送しませんので、ご注文の商品が届かなかった場合は、必要に応じて改めてご注文ください。 

送付できた商品の分だけ請求致します。 

＜お支払い方法＞ 

・お支払い方法は、代引（送料ご本人負担）となります。       

 



総合教育部(理系) 必修セット  
 ●教科書予約サイトから、下記セット分をお申し込みください。 

  角間キャンパス 大学会館 予約サイト  https://www.u-coop.net/textbook/kindai/kakum/indicate.php 

●生協組合員は定価の 5％割引価格（組合員価格）になります。 

●他の教科書は、各自で必要な教科書を確認の上、教科書予約サイトからお申し込みください。 

科目

区分 

教科書

No. 
授業名 先生名 書名 出版社 

定価 組合員価格 

（税込） （税込） 

共通 
608 

  新入生全学類必修テキスト 4 点セ

ット(英語+大学社会生活論) 

 12,562 
11,935 

共通 

608 

セ ッ ト

内訳 

TOEIC 準備  TACTICS FOR THE TOEIC TEST Listening and 

Reading Test, Introductory Course 

Oxford University 

Press 

3,465 3,292 

共通 TOEIC 準備  公式 TOEIC Listening & Reading 問題集 5 国際ビジネスコミュ

ニケーション協会 

3,300 3,135 

共通 EAPⅠ 

（ライティング） 

 Longman Academic Writing Series 2: 

Parafraphs(Third Edition) 

Pearson Education 3,817 3,627 

共通 大学・社会生活

論 

 知的キャンパスライフのすすめ－スタディスキル

ズから自己開発へ－ 2021 年度版 

学術図書出版社 1,980 1,881 

共通 634 微分積分学ⅠA 榎本文彦 微分積分学講義 共立出版 2,420 2,299 

共通 640 線形代数学ⅠA 榎本文彦 大学教養線形代数 数研出版 2,750 2,613 

共通 8７ 化学ⅠA 櫻井武 アトキンス 一般化学（上） 東京化学同人 3,520 3,344 

共通 ５９３ 物理学ⅠA 鎌田啓一 物理学（三訂版） 裳華房 2,420 2,299 

合計金額(生協価格) \22,490 円 

※下記を履修する方は、合わせてご予約ください。 

共通 611 地学ⅠA 長谷川他 ニューステージ新地学図表 浜島書店 897 853 

●教科書予約サイトについて  

※お申し込みいただいた教科書は返品できません。よくお確かめの上、ご購入ください。 

 

●商品のお受け取り 

     

【1】お渡し会場でのお受け取り(予約時に、受け取り方法を「店舗」と選択してください。) 

     ・学類学年毎に指定されたお渡し会場で、ご注文済みのテキストをお受け取りいただけます。 

総合教育部(理系)のお渡し会場の日程： 学籍番号が奇数の方…4 月 1 日（木）15:00～16:00 中福利食堂 

      学籍番号が偶数の方…4 月 1 日（木）16:00～17:00 中福利食堂 

＜お支払い方法＞ 

・お支払い方法は、学生証の電子マネーチャージとなります。学生証を会場へお持ちいただき、必要額のチャージをすませて 

からお支払いください。 

 （生協加入 WEB システムで電子マネーチャージ金をお支払いの方は、会場で学生証にチャージ額を登録できます。 

 

【2】宅配でのお受け取り(予約時に、受け取り方法を「宅配」を選択してください。) 

・ご注文後、1 週間程度でお届けします(ヤマト便)。 

ご注文順に、順次発送します。お届け時にお受け取りができなかった場合は、不在通知票が投函されますので、必ず 

配送業者へご連絡いただき、お受け取りください。 

・在庫品のみ発送します。 

万が一、品切等で教科書が揃わない場合は、その時点であるもののみお送りします。 

なお、欠品については後日配送しませんので、ご注文の商品が届かなかった場合は、必要に応じて改めてご注文ください。 

送付できた商品の分だけ請求致します。 

＜お支払い方法＞ 

・お支払い方法は、代引（送料ご本人負担）となります。       

 

 

 


