
駒場キャンパスで授業をされる先生方へ 教科書指定のお願い 

Dear the instructor in The University of Tokyo Komaba Campus.The English version is from page 3. 

 

日頃より東大生協をご利用頂き、誠にありがとうございます。 

駒場キャンパス開講授業で使用される教科書、参考書、レポート課題図書につきまして、 

東大生協へのご連絡を頂きたくご案内申し上げます。 

ご連絡を頂いた書籍につきましては、下記日程で東大生協が販売をいたします。 

先生方のご協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 

また 2022 年度 A セメスターより、電子教材の使用実態を把握する目的のアンケートを実施しておりま

す。紙の教科書を使用しない（あるいは紙と電子併用の）授業について、アンケートにご協力頂けます

と幸いです。Googleフォームが開きます→ https://forms.gle/UWxrs6gdzVRJDFa66 

 

■東大生協の教科書販売日程（予定） 

→https://www.utcoop.or.jp/service/books/textbook/ 

特設販売所：駒場 Iキャンパス内コミュニケーション・プラザ北館 2階 多目的教室 4 

特設販売所営業日時：9/28 日（水）〜10/19（水）土日祝除く 10：00 ～17：30 

販売形式：来場による対面販売および通信販売（個別宅配） 

 

■教科書指定連絡の受付期間 

7/1(金)～8/5(金)の期間中にご指示をお願いいたします。 

※8/5以降も随時ご連絡と手配を承りますが、授業開始に間に合わない可能性があります。 

※海外調達をする書籍は仕入条件に制約があり、ご希望に沿えないことがあります。 

 

■教科書指定のご連絡方法（方法は 2通りございます） 

1)生協の運営する「指示書サイト」よりご連絡ください。 

https://bpos.univcoop.or.jp/whs/main/kyoukasyo/K16-M01.php?cd=0000321102 

※ワンタイムパスワードが無効になった場合は、 

同じメールアドレスで再度パスワードを発行してログインしてください。 

※別冊資料や教員用講義資料が必要な場合は「生協へのメモ」欄にご記入ください（献本とは異なりま

す）。特に語学テキストの別冊資料は、ご指示がないと送付されないことがあります。 

 

2)上記サイトで入力が難しい場合や、ご相談事項がある場合などは下記メールアドレス 

宛てにご連絡ください。記入事項は当ご案内 2ページ目をご参照ください。 

E-mailアドレス: textbook-komaba@mail.utcoop.or.jp 

 

■ご連絡頂いた情報の公開範囲および個人情報の取り扱いにつきまして 

○教科書一覧表として学生に公開する事項→当ご案内 2ページ目に記載の必須項目全て 

○教科書の出版社に公開する事項→先生のお名前、講義名、教科書参考書の種別 

○教科書担当でのみ共有し外部公開しない事項→先生のご連絡先（メールアドレスなど） 

その他、東大生協の個人情報保護指針もご参照ください。 

http://www.utcoop.or.jp/wp-content/themes/todaiseikyo/files/privacy.pdf 

 

■お問合せ先 東京大学生協駒場書籍部 

教科書担当メールアドレス：textbook-komaba@mail.utcoop.or.jp  TEL：03-3469-7145 

担当：長岡梨加  店長：足立裕太
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https://bpos.univcoop.or.jp/whs/main/kyoukasyo/K16-M01.php?cd=0000321102
mailto:textbook-komaba@mail.utcoop.or.jp
http://www.utcoop.or.jp/wp-content/themes/todaiseikyo/files/privacy.pdf
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■指示書サイト入力事項（メール記入事項） 

※の付いた項目は必須事項です。 

 

項目名          補足説明 

※教員名  

※ターム・学期  

※科目区分  

※開講科目名  

※対象クラス  

※曜限  

予想履修人数  

※必要度（教科書、参考書、

レポート課題の区別） 

 

※ISBN 不明の場合は、書名、著者名、出版社をできるだけ正確にご記入ください。 

※書名  

著者名 ISBNがわかれば、記入不要です。 

出版社 ISBNがわかれば、記入不要です。 

教員用の献本が 

必要ですか？ 

出版社の判断によっては、献本が提供できないことがあります。 

献本が届き次第、お渡し方法についてご連絡します。 

別冊資料や教員用講義資

料のご希望、その他気にな

ること、ご相談など生協へ

のご連絡事項メモ 

 

 



Dear the instructor in The University of Tokyo Komaba Campus 

Thank you for using The University of Tokyo CO-OP always. 

Please let us know the information of using textbook, reference book, assignment book  

in A semester 2022. 

The books you inform will be sold by the UT CO-OP on the following schedule.  

We will only prepare the books that we have been informed. 

We ask for the cooperation of the instructors. 

 

■Textbook sales information 

→https://www.utcoop.or.jp/service/books/textbook/ 

Special sales place：Komaba Communication Plaza North Bdg. 2F 

Date：9/28（Wen）～10/19（Wen）only weekdays 10：00 ～17：30 

Sales method：Store sales and mail order. 

 

■Acceptance period for the textbook directions 

Please give us directions between 7/1 and 8/5. 

The textbooks will arrive by the start of course. 

If you contact us after 8/5, the textbook may not arrive in time. 

Imported books are restricted and may not meet your wishes. 

 

■Contact method (2 ways) 

1)Please inform us from website of the textbooks directions.  

※I’m sorry but the website is written japanese only. 

https://bpos.univcoop.or.jp/whs/main/kyoukasyo/K16-M01.php?cd=0000321102 

The necessary information are written on the 2 page. 

※If the one-time password becomes invalid,  

please issue the password again with the same email address. 

※If you need teachers material, please fill in the "生協へのメモ" field. 

 

2)Please inform us by E-mail.  

The necessary information are written on the 2 page. 

E-mail：textbook-komaba@mail.utcoop.or.jp 

 

■Handling of personal information 

○The information marked with ※ in 2 page will be distributed as a textbook list for students. 

○The instructor name will be notified to the publisher. 

○We will not disclose your email address.  

The University of Tokyo CO-OP personal information protection guidelines 

http://www.utcoop.or.jp/wp-content/themes/todaiseikyo/files/privacy.pdf 

 

■Contact 

E-mail：textbook-komaba@mail.utcoop.or.jp  

Person in charge： R.Nagaoka 

 

Best regards, The University of Tokyo CO-OP Komaba bookstore manager Yuta Adachi  

https://bpos.univcoop.or.jp/whs/main/kyoukasyo/K16-M01.php?cd=0000321102
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■The necessary information 

 Please be sure to write the information marked with ※. 

 

※Instructor name  

※Term・Semester  

※Course group  

※Course  

※Applicable classes  

※Day&comma;Period  

Expected number of 

students 

 

※Textbook or reference 

book or assignment book 

 

※ISBN If ISBN is unknown, please fill in Author and publisher. 

※Title  

Author If the ISBN is filled in, you do not need to fill it in. 

Publisher If the ISBN is filled in, you do not need to fill it in. 

Do you need 

complimentary copy for 

instructor or teachers 

material? 

At the discretion of the publisher, we don’t provide it. 

Other information, 

consultation 

 

 

 


