
金沢工業大学 2020年3月28日～30日

【機械工学科用】
2020年度入学生 教科書・教育用品購入一覧リスト

販売会場 教科書及び教育用品名 価　格 備　　考

保護メガネ　(「裸眼&ｺﾝﾀｸﾄ用」と
　　　　　　　　　「ﾒｶﾞﾈ用」の2種類から選択)

1,793

➊ ８・３０１
キャンパスノート ノ-203AN
　　　　　　　　　　　　　(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ入門用)

275 ※セット販売です。

号室 線形代数Ⅰ 320

工学のための数理工Ⅰ 790

ＩＣＴ基礎　2020年 534

機械工学総論　：丸善出版 2,075

機械系製図 Solid Edgeの操作概要説明 1,275

新編JIS機械製図（第5版） ：森北出版 2,090

機械の原理－実習指導書－ 355

はじめての電気工学 ：森北出版 2,420

関数電卓 EL-501JX 1,287

上質紙製図用紙 A3×10枚セット 280

テンプレート 円定規 976 01 1,056

製図器セット　(ｺﾝﾊﾟｽ、ｽﾃﾝﾚｽ字消し板、ｼｬｰﾌﾟﾍﾟ
ﾝ0.3mm、ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝ0.7mm)

2,767

合　　計 17,317

販売会場 教育用品名 価　格 備　　考

➋ ８・３０８ 5,100 サイズ：ＳＳ～ＬＬ

号室 5,600 サイズ：ＥＬ(３Ｌ)～

販売会場 品　　　名

➌ ８・２０４

号室

➍ ８・２０１
体育館用シューズ

号室
マウス・パソコン周辺機器

パソコンバッグ・ＰＣインナーケース

電子辞書　　　　　　　　　　　　　　　など

➎ ２１号館
北鉄定期　申し込み窓口

➏
２階 KITブックセンター 【書籍・文具】

☆金沢工大限定☆厳選おみやげ販売中❕

➐ ２１号館
自転車　販売

１階
学研災付帯 学生生活総合保険

自動車学校　相談窓口

KITランチ回数券
(※KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居　事前申込者限定)

※KITランチ回数券を特別価格で引換え販売
【KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居者 事前申込者限定特典】

≪大学指定用品≫【※必ず購入して下さい！】

実験服（上着）

＜　推　奨　品　＞
〈授業や学業で必要になる商品〉

備　　考

体育用品
（トレーニングシャツ、トレーニングパンツ、
Tシャツ、ハーフパンツ）

※マウス・LANケーブルは授業で必須！

※パソコンの故障件数が多いです。
　 PCバッグ・インナーケースの使用を推奨！

※大学生には大学生専用
　【理系強化モデル】電子辞書！

　授業にふさわしい商品を特価にて販売。

《※体育用品で高校名が入ったものの
　　使用は出来ません。》

＊購入後は、
内容に間違いが無いか
必ずご確認ください。

※北陸鉄道 定期券 予約申し込み受付。

※保護者の方にもしもの事があっても、
　 卒業までの学費を補償　など。

※自動車免許が工大生特価で取得できる。

※裏面に販売会場の見取図がございます。
　順路に沿って販売会場を順番にお廻り下さい。

※ノート・筆記具・ファイル、PCｻﾌﾟﾗｲ(ﾏｳｽ･
LANｹｰﾌﾞﾙ等)、新生活向け図書など、生活や
学業に必要なものを販売。

※特価にて展示販売。

※体育授業・学外研修では必須です。



金沢工業大学 2020年3月28日～30日

【航空システム工学科用】
2020年度入学生 教科書・教育用品購入一覧リスト

販売会場 教科書及び教育用品名 価　格 備　　考

保護メガネ　(「裸眼&ｺﾝﾀｸﾄ用」と
　　　　　　　　　「ﾒｶﾞﾈ用」の2種類から選択)

1,793

➊ ８・３０１
リサーチラボノート ノ-LBB205S
　　　　　　　　　　　　　(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ入門用)

495 ※セット販売です。

号室 線形代数Ⅰ 320

工学のための数理工Ⅰ 790

ＩＣＴ基礎　2020年 534

機械系製図 Solid Edgeの操作概要説明 1,275

新編JIS機械製図（第5版）　：森北出版 2,090

機械の原理　THE DEVELOPMENT OF AVIATION 航空機の発達 439

工業力学　：森北出版 2,200

関数電卓 EL-501JX 1,287

上質紙製図用紙 A3×10枚セット 280

テンプレート 円定規 976 01 1,056

製図器セット　(ｺﾝﾊﾟｽ、ｽﾃﾝﾚｽ字消し板、ｼｬｰﾌﾟﾍﾟ
ﾝ0.3mm、ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝ0.7mm)

2,767

合　　計 15,326

販売会場 教育用品名 価　格 備　　考

➋ ８・３０８ 5,100 サイズ：ＳＳ～ＬＬ

号室 5,600 サイズ：ＥＬ(３Ｌ)～

販売会場 品　　　名

➌ ８・２０４

号室

➍ ８・２０１
体育館用シューズ

号室
マウス・パソコン周辺機器

パソコンバッグ・ＰＣインナーケース

電子辞書　　　　　　　　　　　　　　　など

➎ ２１号館
北鉄定期　申し込み窓口

➏
２階 KITブックセンター 【書籍・文具】

☆金沢工大限定☆厳選おみやげ販売中❕

➐ ２１号館
自転車　販売

１階
学研災付帯 学生生活総合保険

自動車学校　相談窓口

KITランチ回数券
(※KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居　事前申込者限定)

※大学生には大学生専用
　【理系強化モデル】電子辞書！

＊購入後は、
内容に間違いが無いか
必ずご確認ください。

※北陸鉄道 定期券 予約申し込み受付。

体育用品
（トレーニングシャツ、トレーニングパンツ、
Tシャツ、ハーフパンツ） 　授業にふさわしい商品を特価にて販売。

《※体育用品で高校名が入ったものの
　　使用は出来ません。》

※マウス・LANケーブルは授業で必須！

※パソコンの故障件数が多いです。
　 PCバッグ・インナーケースの使用を推奨！

※裏面に販売会場の見取図がございます。
　順路に沿って販売会場を順番にお廻り下さい。

≪大学指定用品≫【※必ず購入して下さい！】

実験服（上着）

＜　推　奨　品　＞
〈授業や学業で必要になる商品〉

備　　考

※ノート・筆記具・ファイル、PCｻﾌﾟﾗｲ(ﾏｳｽ･
LANｹｰﾌﾞﾙ等)、新生活向け図書など、生活や
学業に必要なものを販売。

※特価にて展示販売。

※保護者の方にもしもの事があっても、
　 卒業までの学費を補償　など。

※自動車免許が工大生特価で取得できる。

※KITランチ回数券を特別価格で引換え販売
【KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居者 事前申込者限定特典】

※体育授業・学外研修では必須です。



金沢工業大学 2020年3月28日～30日

【ロボティクス学科用】
2020年度入学生 教科書・教育用品購入一覧リスト

販売会場 教科書及び教育用品名 価　格 備　　考

保護メガネ　(「裸眼&ｺﾝﾀｸﾄ用」と
　　　　　　　　　「ﾒｶﾞﾈ用」の2種類から選択)

1,793

➊ ８・３０１
リサーチラボノート ノ-LBB205S
　　　　　　　　　　　　　(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ入門用)

495 ※セット販売です。

号室 線形代数Ⅰ 320

工学のための数理工Ⅰ 790

ＩＣＴ基礎　2020年 534

機械系製図 Solid Edgeの操作概要説明 1,275

やさしく学べる統計学　：共立出版 2,200

新編JIS機械製図（第5版）　：森北出版 2,090

機械の基礎力学　：コロナ社 3,080

関数電卓 fx-375ES 2,075

上質紙製図用紙 A3×10枚セット 280

テンプレート 円定規 976 01 1,056

製図器セット　(ｺﾝﾊﾟｽ、ｽﾃﾝﾚｽ字消し板、ｼｬｰﾌﾟﾍﾟ
ﾝ0.3mm、ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝ0.7mm)

2,767

合　　計 18,755

販売会場 教育用品名 価　格 備　　考

➋ ８・３０８ 5,100 サイズ：ＳＳ～ＬＬ

号室 5,600 サイズ：ＥＬ(３Ｌ)～

販売会場 品　　　名

➌ ８・２０４

号室

➍ ８・２０１
体育館用シューズ

号室
マウス・パソコン周辺機器

パソコンバッグ・ＰＣインナーケース

電子辞書　　　　　　　　　　　　　　　など

➎ ２１号館
北鉄定期　申し込み窓口

➏
２階 KITブックセンター 【書籍・文具】

☆金沢工大限定☆厳選おみやげ販売中❕

➐ ２１号館
自転車　販売

１階
学研災付帯 学生生活総合保険

自動車学校　相談窓口

KITランチ回数券
(※KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居　事前申込者限定)

※大学生には大学生専用
　【理系強化モデル】電子辞書！

＊購入後は、
内容に間違いが無いか
必ずご確認ください。

※北陸鉄道 定期券 予約申し込み受付。

体育用品
（トレーニングシャツ、トレーニングパンツ、
Tシャツ、ハーフパンツ） 　授業にふさわしい商品を特価にて販売。

《※体育用品で高校名が入ったものの
　　使用は出来ません。》

※マウス・LANケーブルは授業で必須！

※パソコンの故障件数が多いです。
　 PCバッグ・インナーケースの使用を推奨！

※裏面に販売会場の見取図がございます。
　順路に沿って販売会場を順番にお廻り下さい。

≪大学指定用品≫【※必ず購入して下さい！】

実験服（上着）

＜　推　奨　品　＞
〈授業や学業で必要になる商品〉

備　　考

※ノート・筆記具・ファイル、PCｻﾌﾟﾗｲ(ﾏｳｽ･
LANｹｰﾌﾞﾙ等)、新生活向け図書など、生活や
学業に必要なものを販売。

※特価にて展示販売。

※保護者の方にもしもの事があっても、
　 卒業までの学費を補償　など。

※自動車免許が工大生特価で取得できる。

※KITランチ回数券を特別価格で引換え販売
【KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居者 事前申込者限定特典】

※体育授業・学外研修では必須です。



金沢工業大学 2020年3月28日～30日

2020年度入学生 教科書・教育用品購入一覧リスト

販売会場 教科書及び教育用品名 価　格 備　　考

保護メガネ　(「裸眼&ｺﾝﾀｸﾄ用」と
　　　　　　　　　「ﾒｶﾞﾈ用」の2種類から選択)

1,793

➊ ８・３０１ 線形代数Ⅰ 320 ※セット販売です。

号室 工学のための数理工Ⅰ 790

2020年度　プロジェクトデザイン入門（実験）（電気電子工学科） 954

ＩＣＴ基礎　2020年 534

基礎電気数学 621

基礎電気回路　第2版　新装版　：森北出版 2,200

合　　計 7,212

販売会場 教育用品名 価　格 備　　考

➋ ８・３０８ 5,100 サイズ：ＳＳ～ＬＬ

号室 5,600 サイズ：ＥＬ(３Ｌ)～

販売会場 品　　　名

➌ ８・２０４

号室

➍ ８・２０１
体育館用シューズ

号室
マウス・パソコン周辺機器

パソコンバッグ・ＰＣインナーケース

電子辞書　　　　　　　　　　　　　　　など

➎ ２１号館
北鉄定期　申し込み窓口

➏
２階 KITブックセンター 【書籍・文具】

☆金沢工大限定☆厳選おみやげ販売中❕

➐ ２１号館
自転車　販売

１階
学研災付帯 学生生活総合保険

自動車学校　相談窓口

KITランチ回数券
(※KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居　事前申込者限定)

※パソコンの故障件数が多いです。
　 PCバッグ・インナーケースの使用を推奨！

＊購入後は、
内容に間違いが無いか
必ずご確認ください。

※大学生には大学生専用
　【理系強化モデル】電子辞書！

備　　考

体育用品
（トレーニングシャツ、トレーニングパンツ、
Tシャツ、ハーフパンツ） 　授業にふさわしい商品を特価にて販売。

《※体育用品で高校名が入ったものの
　　使用は出来ません。》

※マウス・LANケーブルは授業で必須！

【電気電子工学科用】

※裏面に販売会場の見取図がございます。
　順路に沿って販売会場を順番にお廻り下さい。

≪大学指定用品≫【※必ず購入して下さい！】

実験服（上着）

＜　推　奨　品　＞
〈授業や学業で必要になる商品〉

※KITランチ回数券を特別価格で引換え販売
【KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居者 事前申込者限定特典】

※北陸鉄道 定期券 予約申し込み受付。

※ノート・筆記具・ファイル、PCｻﾌﾟﾗｲ(ﾏｳｽ･
LANｹｰﾌﾞﾙ等)、新生活向け図書など、生活や
学業に必要なものを販売。

※特価にて展示販売。

※保護者の方にもしもの事があっても、
　 卒業までの学費を補償　など。

※自動車免許が工大生特価で取得できる。

※体育授業・学外研修では必須です。



金沢工業大学 2020年3月28日～30日

【情報工学科用】
2020年度入学生 教科書・教育用品購入一覧リスト

販売会場 教科書及び教育用品名 価　格 備　　考

保護メガネ　(「裸眼&ｺﾝﾀｸﾄ用」と
　　　　　　　　　「ﾒｶﾞﾈ用」の2種類から選択)

1,793

➊ ８・３０１
キャンパスノート ノ-203AN
　　　　　　　　　　　　　(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ入門用)

275 ※セット販売です。

号室 線形代数Ⅰ 320

工学のための数理工Ⅰ 790

ＩＣＴ基礎　2020年 534

やさしく学べる統計学　：共立出版 2,200

コンピュータ概論　第8版　：共立出版 3,080

スッキリわかるPython入門 ：インプレス 2,640

アセンブリ言語スタートブック：技術評論社 3,520

マイコン演習キット(Arduino ほか) 6,600

合　　計 21,752

販売会場 教育用品名 価　格 備　　考

➋ ８・３０８ 5,100 サイズ：ＳＳ～ＬＬ

号室 5,600 サイズ：ＥＬ(３Ｌ)～

販売会場 品　　　名

➌ ８・２０４

号室

➍ ８・２０１
体育館用シューズ

号室
マウス・パソコン周辺機器

パソコンバッグ・ＰＣインナーケース

電子辞書　　　　　　　　　　　　　　　など

➎ ２１号館
北鉄定期　申し込み窓口

➏
２階 KITブックセンター 【書籍・文具】

☆金沢工大限定☆厳選おみやげ販売中❕

➐ ２１号館
自転車　販売

１階
学研災付帯 学生生活総合保険

自動車学校　相談窓口

KITランチ回数券
(※KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居　事前申込者限定)

※大学生には大学生専用
　【理系強化モデル】電子辞書！

＊購入後は、
内容に間違いが無いか
必ずご確認ください。

※北陸鉄道 定期券 予約申し込み受付。

体育用品
（トレーニングシャツ、トレーニングパンツ、
Tシャツ、ハーフパンツ） 　授業にふさわしい商品を特価にて販売。

《※体育用品で高校名が入ったものの
　　使用は出来ません。》

※マウス・LANケーブルは授業で必須！

※パソコンの故障件数が多いです。
　 PCバッグ・インナーケースの使用を推奨！

※裏面に販売会場の見取図がございます。
　順路に沿って販売会場を順番にお廻り下さい。

≪大学指定用品≫【※必ず購入して下さい！】

実験服（上着）

＜　推　奨　品　＞
〈授業や学業で必要になる商品〉

備　　考

※ノート・筆記具・ファイル、PCｻﾌﾟﾗｲ(ﾏｳｽ･
LANｹｰﾌﾞﾙ等)、新生活向け図書など、生活や
学業に必要なものを販売。

※特価にて展示販売。

※保護者の方にもしもの事があっても、
　 卒業までの学費を補償　など。

※自動車免許が工大生特価で取得できる。

※KITランチ回数券を特別価格で引換え販売
【KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居者 事前申込者限定特典】

※体育授業・学外研修では必須です。



金沢工業大学 2020年3月28日～30日

【環境土木工学科用】
2020年度入学生 教科書・教育用品購入一覧リスト

販売会場 教科書及び教育用品名 価　格 備　　考

保護メガネ　(「裸眼&ｺﾝﾀｸﾄ用」と
　　　　　　　　　「ﾒｶﾞﾈ用」の2種類から選択)

1,793

➊ ８・３０１
キャンパスノート ノ-203AN
　　　　　　　　　　　　　(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ入門用)

275 ※セット販売です。

号室 測量野帳 レベルブック セ-Y1
　　　　　　　　　　　　　(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ入門用)

187

線形代数Ⅰ 320

工学のための数理工Ⅰ 790

ＩＣＴ基礎　2020年 534

大学新入生のためのリメディアル数学 第2版　：森北出版 2,640

エース測量学　：朝倉書店 4,290

空間情報工学概論 改訂版：日本測量協会 3,666

合　　計 14,495

販売会場 教育用品名 価　格 備　　考

➋ ８・３０８ 8,000 サイズ：Ｓ～ＬＬ

号室 8,500 サイズ：ＥＬ(３Ｌ)～

販売会場 品　　　名

➌ ８・２０４

号室

➍ ８・２０１
体育館用シューズ

号室
マウス・パソコン周辺機器

パソコンバッグ・ＰＣインナーケース

電子辞書　　　　　　　　　　　　　　　など

➎ ２１号館
北鉄定期　申し込み窓口

➏
２階 KITブックセンター 【書籍・文具】

☆金沢工大限定☆厳選おみやげ販売中❕

➐ ２１号館
自転車　販売

１階
学研災付帯 学生生活総合保険

自動車学校　相談窓口

KITランチ回数券
(※KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居　事前申込者限定)

※大学生には大学生専用
　【理系強化モデル】電子辞書！

＊購入後は、
内容に間違いが無いか
必ずご確認ください。

※北陸鉄道 定期券 予約申し込み受付。

体育用品
（トレーニングシャツ、トレーニングパンツ、
Tシャツ、ハーフパンツ） 　授業にふさわしい商品を特価にて販売。

《※体育用品で高校名が入ったものの
　　使用は出来ません。》

※マウス・LANケーブルは授業で必須！

※パソコンの故障件数が多いです。
　 PCバッグ・インナーケースの使用を推奨！

※裏面に販売会場の見取図がございます。
　順路に沿って販売会場を順番にお廻り下さい。

≪大学指定用品≫【※必ず購入して下さい！】

実験服（上着＋ズボン）

＜　推　奨　品　＞
〈授業や学業で必要になる商品〉

備　　考

※ノート・筆記具・ファイル、PCｻﾌﾟﾗｲ(ﾏｳｽ･
LANｹｰﾌﾞﾙ等)、新生活向け図書など、生活や
学業に必要なものを販売。

※特価にて展示販売。

※保護者の方にもしもの事があっても、
　 卒業までの学費を補償　など。

※自動車免許が工大生特価で取得できる。

※KITランチ回数券を特別価格で引換え販売
【KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居者 事前申込者限定特典】

※体育授業・学外研修では必須です。



金沢工業大学 2020年3月28日～30日

【メディア情報学科用】
2020年度入学生 教科書・教育用品購入一覧リスト

販売会場 教科書及び教育用品名 価　格 備　　考

➊ ８・３０１
リサーチラボノート ノ-LBB205S
　　　　　　　　　　　　　(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ入門用)

495 ※セット販売です。

号室 線形代数Ⅰ 320

情報のための数学 464

基礎情報数理 509

ＩＣＴ基礎　2020年 534

Webデザイン 改訂第5版　：CG-ARTS協会 3,960

スラスラわかるHTML&CSSのきほん 第2版：SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 2,178

CROQUIS Section 10 ：maruman
　　　　　　　　　　　　　(後学期「ドローイング」用)

616

PIGMA03 (黒)、PIGMA05 (黒)、白色鉛筆
　　　　　　　　　　　　　(後学期「ドローイング」用)

414

合　　計 9,490

販売会場 教育用品名 価　格 備　　考

➋ ８・３０８
号室

販売会場 品　　　名

➌ ８・２０４

号室

➍ ８・２０１
体育館用シューズ

号室
マウス・パソコン周辺機器

パソコンバッグ・ＰＣインナーケース

電子辞書　　　　　　　　　　　　　　　など

➎ ２１号館
北鉄定期　申し込み窓口

➏
２階 KITブックセンター 【書籍・文具】

☆金沢工大限定☆厳選おみやげ販売中❕

➐ ２１号館
自転車　販売

１階
学研災付帯 学生生活総合保険

自動車学校　相談窓口

KITランチ回数券
(※KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居　事前申込者限定)

※大学生には大学生専用
　【理系強化モデル】電子辞書！

＊購入後は、
内容に間違いが無いか
必ずご確認ください。

※北陸鉄道 定期券 予約申し込み受付。

体育用品
（トレーニングシャツ、トレーニングパンツ、
Tシャツ、ハーフパンツ） 　授業にふさわしい商品を特価にて販売。

《※体育用品で高校名が入ったものの
　　使用は出来ません。》

※マウス・LANケーブルは授業で必須！

※パソコンの故障件数が多いです。
　 PCバッグ・インナーケースの使用を推奨！

※裏面に販売会場の見取図がございます。
　順路に沿って販売会場を順番にお廻り下さい。

≪大学指定用品≫【※必ず購入して下さい！】

※メディア情報学科は、
実験服は不要です！

＜　推　奨　品　＞
〈授業や学業で必要になる商品〉

備　　考

※ノート・筆記具・ファイル、PCｻﾌﾟﾗｲ(ﾏｳｽ･
LANｹｰﾌﾞﾙ等)、新生活向け図書など、生活や
学業に必要なものを販売。

※特価にて展示販売。

※保護者の方にもしもの事があっても、
　 卒業までの学費を補償　など。

※自動車免許が工大生特価で取得できる。

※KITランチ回数券を特別価格で引換え販売
【KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居者 事前申込者限定特典】

※体育授業・学外研修では必須です。



金沢工業大学 2020年3月28日～30日

【経営情報学科用】
2020年度入学生 教科書・教育用品購入一覧リスト

販売会場 教科書及び教育用品名 価　格 備　　考

➊ ８・３０１
キャンパスノート ノ-203AN
　　　　　　　　　　　　　(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ入門用)

275 ※セット販売です。

号室 線形代数Ⅰ 320

情報のための数学 464

基礎情報数理 509

ＩＣＴ基礎　2020年 534

HTML&CSSとWebデザインが1冊できちんと身につく本：技術評論社 2,508

１からの経営学：中央経済社(碩学舎) 2,640
統計学〈1〉データ分析の基礎　オフィシャルスタディ
ノート 改定第2版：日本統計協会

1,100

合　　計 8,350

販売会場 教育用品名 価　格 備　　考

➋ ８・３０８
号室

販売会場 品　　　名

➌ ８・２０４

号室

➍ ８・２０１
体育館用シューズ

号室
マウス・パソコン周辺機器

パソコンバッグ・ＰＣインナーケース

電子辞書　　　　　　　　　　　　　　　など

➎ ２１号館
北鉄定期　申し込み窓口

➏
２階 KITブックセンター 【書籍・文具】

☆金沢工大限定☆厳選おみやげ販売中❕

➐ ２１号館
自転車　販売

１階
学研災付帯 学生生活総合保険

自動車学校　相談窓口

KITランチ回数券
(※KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居　事前申込者限定)

※大学生には大学生専用
　【理系強化モデル】電子辞書！

＊購入後は、
内容に間違いが無いか
必ずご確認ください。

※北陸鉄道 定期券 予約申し込み受付。

体育用品
（トレーニングシャツ、トレーニングパンツ、
Tシャツ、ハーフパンツ） 　授業にふさわしい商品を特価にて販売。

《※体育用品で高校名が入ったものの
　　使用は出来ません。》

※マウス・LANケーブルは授業で必須！

※パソコンの故障件数が多いです。
　 PCバッグ・インナーケースの使用を推奨！

※裏面に販売会場の見取図がございます。
　順路に沿って販売会場を順番にお廻り下さい。

≪大学指定用品≫【※必ず購入して下さい！】

※経営情報学科は、
実験服は不要です！

＜　推　奨　品　＞
〈授業や学業で必要になる商品〉

備　　考

※ノート・筆記具・ファイル、PCｻﾌﾟﾗｲ(ﾏｳｽ･
LANｹｰﾌﾞﾙ等)、新生活向け図書など、生活や
学業に必要なものを販売。

※特価にて展示販売。

※保護者の方にもしもの事があっても、
　 卒業までの学費を補償　など。

※自動車免許が工大生特価で取得できる。

※KITランチ回数券を特別価格で引換え販売
【KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居者 事前申込者限定特典】

※体育授業・学外研修では必須です。



金沢工業大学 2020年3月28日～30日

【心理科学科用】
2020年度入学生 教科書・教育用品購入一覧リスト

販売会場 教科書及び教育用品名 価　格 備　　考

➊ ８・３０１
リサーチラボノート ノ-LBB205S
　　　　　　　　　　　　　(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ入門用)

495 ※セット販売です。

号室 線形代数Ⅰ 320

情報のための数学 464

基礎情報数理 509

ＩＣＴ基礎　2020年 534

心理学［第5版　補訂版］　：東京大学出版会 2,640

合　　計 4,962

販売会場 教育用品名 価　格 備　　考

➋ ８・３０８
号室

販売会場 品　　　名

➌ ８・２０４

号室

➍ ８・２０１
体育館用シューズ

号室
マウス・パソコン周辺機器

パソコンバッグ・ＰＣインナーケース

電子辞書　　　　　　　　　　　　　　　など

➎ ２１号館
北鉄定期　申し込み窓口

➏
２階 KITブックセンター 【書籍・文具】

☆金沢工大限定☆厳選おみやげ販売中❕

➐ ２１号館
自転車　販売

１階
学研災付帯 学生生活総合保険

自動車学校　相談窓口

KITランチ回数券
(※KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居　事前申込者限定)

※大学生には大学生専用
　【理系強化モデル】電子辞書！

＊購入後は、
内容に間違いが無いか
必ずご確認ください。

※北陸鉄道 定期券 予約申し込み受付。

体育用品
（トレーニングシャツ、トレーニングパンツ、
Tシャツ、ハーフパンツ） 　授業にふさわしい商品を特価にて販売。

《※体育用品で高校名が入ったものの
　　使用は出来ません。》

※マウス・LANケーブルは授業で必須！

※パソコンの故障件数が多いです。
　 PCバッグ・インナーケースの使用を推奨！

※裏面に販売会場の見取図がございます。
　順路に沿って販売会場を順番にお廻り下さい。

≪大学指定用品≫【※必ず購入して下さい！】

※心理科学科は、
実験服は不要です！

＜　推　奨　品　＞
〈授業や学業で必要になる商品〉

備　　考

※ノート・筆記具・ファイル、PCｻﾌﾟﾗｲ(ﾏｳｽ･
LANｹｰﾌﾞﾙ等)、新生活向け図書など、生活や
学業に必要なものを販売。

※特価にて展示販売。

※保護者の方にもしもの事があっても、
　 卒業までの学費を補償　など。

※自動車免許が工大生特価で取得できる。

※KITランチ回数券を特別価格で引換え販売
【KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居者 事前申込者限定特典】

※体育授業・学外研修では必須です。



金沢工業大学 2020年3月28日～30日

【建築学科用】
2020年度入学生 教科書・教育用品購入一覧リスト

販売会場 教科書及び教育用品名 価　格 備　　考

保護メガネ　(「裸眼&ｺﾝﾀｸﾄ用」と
　　　　　　　　　「ﾒｶﾞﾈ用」の2種類から選択)

1,793

➊ ８・３０４
リサーチラボノート ノ-LBB205S
　　　　　　　　　　　　　(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ入門用)

495 ※セット販売です。

号室 線形代数Ⅰ 320

建築のための数理工Ⅰ・Ⅱ 897

ＩＣＴ基礎　2020年 534

図表でわかる建築生産レファレンス　：彰国社 2,530

第3版 コンパクト建築設計資料集成　：丸善出版 5,280

初学者の建築講座　建築製図　第３版　：市ヶ谷出版社 2,970

名作住宅で学ぶ建築製図　：学芸出版社 3,080

建築構造のしくみ 第２版　：彰国社 2,970

基礎教材 建築環境工学　：井上書院 2,970

建築環境工学用教材 環境編　：丸善出版 2,090

クロッキー帳 CROQUIS SCHOOL A4 S1020A 396

製図器セット 13,862

合　　計 40,187

販売会場 教育用品名 価　格 備　　考

➋ ８・３０８ 5,100 サイズ：ＳＳ～ＬＬ

号室 5,600 サイズ：ＥＬ(３Ｌ)～

販売会場 品　　　名

➌ ８・２０４

号室

➍ ８・２０１
体育館用シューズ

号室
マウス・パソコン周辺機器

パソコンバッグ・ＰＣインナーケース

電子辞書　　　　　　　　　　　　　　　など

➎ ２１号館
北鉄定期　申し込み窓口

➏
２階 KITブックセンター 【書籍・文具】

☆金沢工大限定☆厳選おみやげ販売中❕

➐ ２１号館
自転車　販売

１階
学研災付帯 学生生活総合保険

自動車学校　相談窓口

KITランチ回数券
(※KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居　事前申込者限定)

※大学生には大学生専用
　【理系強化モデル】電子辞書！

＊購入後は、
内容に間違いが無いか
必ずご確認ください。

※北陸鉄道 定期券 予約申し込み受付。

体育用品
（トレーニングシャツ、トレーニングパンツ、
Tシャツ、ハーフパンツ） 　授業にふさわしい商品を特価にて販売。

《※体育用品で高校名が入ったものの
　　使用は出来ません。》

※マウス・LANケーブルは授業で必須！

※パソコンの故障件数が多いです。
　 PCバッグ・インナーケースの使用を推奨！

※裏面に販売会場の見取図がございます。
　順路に沿って販売会場を順番にお廻り下さい。

≪大学指定用品≫【※必ず購入して下さい！】

実験服（上着）

＜　推　奨　品　＞
〈授業や学業で必要になる商品〉

備　　考

※ノート・筆記具・ファイル、PCｻﾌﾟﾗｲ(ﾏｳｽ･
LANｹｰﾌﾞﾙ等)、新生活向け図書など、生活や
学業に必要なものを販売。

※特価にて展示販売。

※保護者の方にもしもの事があっても、
　 卒業までの学費を補償　など。

※自動車免許が工大生特価で取得できる。

※KITランチ回数券を特別価格で引換え販売
【KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居者 事前申込者限定特典】

※体育授業・学外研修では必須です。



金沢工業大学 2020年3月28日～30日

【応用化学科用】
2020年度入学生 教科書・教育用品購入一覧リスト

販売会場 教科書及び教育用品名 価　格 備　　考

保護メガネ　(オーバーグラス) 1,793

➊ ８・３０１
リサーチラボノート ノ-LBB205S
　　　　　　　　　　　　　(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ入門用)

495 ※セット販売です。

号室 線形代数Ⅰ 320

バイオ・化学のための数理Ⅰ 859

ＩＣＴ基礎　2020年 534

アトキンス物理化学要論　第7版　：東京化学同人 6,490

マクマリー有機化学概説 第7版　：東京化学同人 5,720

合　　計 16,211

販売会場 教育用品名 価　格 備　　考

➋ ８・３０８
実験服（白衣） 4,600 サイズ：Ｓ～５Ｌ

号室
実験室シューズ　【推奨】 4,500 サイズ：各種

販売会場 品　　　名

➌ ８・２０４

号室

➍ ８・２０１
体育館用シューズ

号室
マウス・パソコン周辺機器

パソコンバッグ・ＰＣインナーケース

電子辞書　　　　　　　　　　　　　　　など

➎ ２１号館
北鉄定期　申し込み窓口

➏
２階 KITブックセンター 【書籍・文具】

☆金沢工大限定☆厳選おみやげ販売中❕

➐ ２１号館
自転車　販売

１階
学研災付帯 学生生活総合保険

自動車学校　相談窓口

KITランチ回数券
(※KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居　事前申込者限定)

※自動車免許が工大生特価で取得できる。

※KITランチ回数券を特別価格で引換え販売
【KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居者 事前申込者限定特典】

体育用品
（トレーニングシャツ、トレーニングパンツ、
Tシャツ、ハーフパンツ） 　授業にふさわしい商品を特価にて販売。

※ノート・筆記具・ファイル、PCｻﾌﾟﾗｲ(ﾏｳｽ･
LANｹｰﾌﾞﾙ等)、新生活向け図書など、生活や
学業に必要なものを販売。

※特価にて展示販売。

※保護者の方にもしもの事があっても、
　 卒業までの学費を補償　など。

＊購入後は、
内容に間違いが無いか
必ずご確認ください。

※裏面に販売会場の見取図がございます。
　順路に沿って販売会場を順番にお廻り下さい。

≪大学指定用品≫【※必ず購入して下さい！】

＜　推　奨　品　＞
〈授業や学業で必要になる商品〉

備　　考

※北陸鉄道 定期券 予約申し込み受付。

《※体育用品で高校名が入ったものの
　　使用は出来ません。》

※マウス・LANケーブルは授業で必須！

※パソコンの故障件数が多いです。
　 PCバッグ・インナーケースの使用を推奨！

※大学生には大学生専用
　【理系強化モデル】電子辞書！

※体育授業・学外研修では必須です。



金沢工業大学 2020年3月28日～30日

【応用バイオ学科用】
2020年度入学生 教科書・教育用品購入一覧リスト

販売会場 教科書及び教育用品名 価　格 備　　考

保護メガネ　(オーバーグラス) 1,793

➊ ８・３０１
リサーチラボノート ノ-LBB205S
　　　　　　　　　　　　　(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ入門用)

495 ※セット販売です。

号室 線形代数Ⅰ 320

バイオ・化学のための数理Ⅰ 859

ＩＣＴ基礎　2020年 534

大学生のための考えて学ぶ基礎生物学　：共立出版 2,750

合　　計 6,751

販売会場 教育用品名 価　格 備　　考

➋ ８・３０８
実験服（白衣） 4,600 サイズ：Ｓ～５Ｌ

号室
実験室シューズ　【推奨】 4,500 サイズ：各種

販売会場 品　　　名

➌ ８・２０４

号室

➍ ８・２０１
体育館用シューズ

号室
マウス・パソコン周辺機器

パソコンバッグ・ＰＣインナーケース

電子辞書　　　　　　　　　　　　　　　など

➎ ２１号館
北鉄定期　申し込み窓口

➏
２階 KITブックセンター 【書籍・文具】

☆金沢工大限定☆厳選おみやげ販売中❕

➐ ２１号館
自転車　販売

１階
学研災付帯 学生生活総合保険

自動車学校　相談窓口

KITランチ回数券
(※KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居　事前申込者限定)

※自動車免許が工大生特価で取得できる。

※KITランチ回数券を特別価格で引換え販売
【KIT指定ｱﾊﾟｰﾄ・寮入居者 事前申込者限定特典】

体育用品
（トレーニングシャツ、トレーニングパンツ、
Tシャツ、ハーフパンツ） 　授業にふさわしい商品を特価にて販売。

※ノート・筆記具・ファイル、PCｻﾌﾟﾗｲ(ﾏｳｽ･
LANｹｰﾌﾞﾙ等)、新生活向け図書など、生活や
学業に必要なものを販売。

※特価にて展示販売。

※保護者の方にもしもの事があっても、
　 卒業までの学費を補償　など。

＊購入後は、
内容に間違いが無いか
必ずご確認ください。

※裏面に販売会場の見取図がございます。
　順路に沿って販売会場を順番にお廻り下さい。

≪大学指定用品≫【※必ず購入して下さい！】

＜　推　奨　品　＞
〈授業や学業で必要になる商品〉

備　　考

※北陸鉄道 定期券 予約申し込み受付。

《※体育用品で高校名が入ったものの
　　使用は出来ません。》

※マウス・LANケーブルは授業で必須！

※パソコンの故障件数が多いです。
　 PCバッグ・インナーケースの使用を推奨！

※大学生には大学生専用
　【理系強化モデル】電子辞書！

※体育授業・学外研修では必須です。


