
学年 お名前

住所

チェック欄 講座名 クラス 先生 書名 販売価格
工科系の微分積分学の基礎 1,780 　↑
演習工科系の微分積分学の基礎 1,570
理工系のための詳解線形代数入門 1,570
演習理工系のための詳解線形代数入門 1,780

物理学 力学の基礎 1,190
物理学実験 物理学実験指導書 1,980
物理学演習 新・物理学演習問題集 570
化学実験 基礎化学実験 990

化学１ 化学の視点 1,790
体育科学 大学生のための健康科学 2,280 17冊

電気基礎理論 村上 現代基礎電気数学 3,270 ①　27950
電気回路Ⅰ 伊藤 基礎からの電気回路論 3,370 ②

新明解Ｃ言語　　入門編 2,280 ③
学生のためのアカデミック情報リテラシー 1,330 ④
理科系の作文技術 700 ⑤
日本語の作文技術 600 ⑥　　　
わかりやすい説明の技術 900 ⑦↓

人文科学基礎 河津 読解評論文キーワード 910
英語 A① 久米 　×　　　／データベース3000 940
英語 A② 松本① Skills for Better Reading　／データベース3000 1790・940
英語 A③ 武藤② AFP World News Report 5 ／データベース３０００ 2480・940
英語 Ｂ① 永井③ General Science　他1冊／データベース3000 3960・940
英語 Ｂ② 中村栄 　×　　　　／データベース3000 940
英語 Ｂ③ 松村④ On task 2　　　　／データベース3000 2280・940

英語基礎演習 岩塚 Step Up your English Skills 1,890
英語基礎演習 advanced 蟹江 Active Skill for Reading Student book  3 2,750
英語基礎演習 advanced 榎本 Reading Quest 1,690

ドイツ語 山村 ゲナウ！グラマティック　ノイ 2,180
フランス語 内田 フランス語へのパスポート 1,790

中国語 岩佐・張 一冊目の中国語　　　講読クラス 2,280

電気計測 伊藤 電磁気計測 2,880 ⑧↑
電子回路A 児玉 電子回路概論 2,580 ⑨　5冊
電気磁気学 竹田・太田 電気磁気学 2,780 ⑩　12900

電気基礎理論③ 堀田 わかりやすい制御工学 2,580 ⑪
電気基礎理論④ 村本 データ科学の数理　統計学講義 2,080 ⑫

英語 A① 森岡① Reading Explorer 2 ／ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ4500 2750・980
英語 A② 松岡 ×　　　　　　　／ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ4500 980

PRIMARY TRAINER FOR THE ～／データベース４５００ 2080・980 ４冊セット
データベース4500ワークブックＡ・Ｂ 200・200 3460

英語 Ｂ① 榎本        ×　　　／データベース４５００ 980
英語 Ｂ② 久米        ×　　　／データベース４５００ 980
英語 Ｂ③ 松浦④ Reading for Today3:Issues～／ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ4500 3160・980

ドイツ語 中村 Ｄ－ＰｏＰで学ぶドイツ語 2,480
フランス語 丸岡 アミカルマン（プリュス） 2,280

中国語 陳・秋元 中国の窓 2,480
人文科学 再 星 人工知能に哲学を教えたら 820

情報理論 小林 情報理論 3,070 ⑬↑
パワーエレクトロニクス 長野 パワーエレクトロニクス 2,280 ⑭　7冊
エネルギー伝送工学 山中 電力システム工学 2,280 ⑮　17740
電気機器工学 山中 電気機器概論 2,380 ⑯

電子計測 内田 電気電子基礎計測 3,370 ⑰
ディジタル信号処理 熊谷 ディジタル信号処理 2,180 ⑱

ネットワーク 中條 マスタリングＴＣＰ／ＩＰ 入門編 2,180 ⑲↓
電気電子実験 電気電子実験指導書Ⅱ 900
国際経済論 名和 世界経済とグローバル化 1,690

ﾌﾟﾗｸﾃｲｶﾙｲﾝｸﾞﾘﾂｼﾕ WOOD Life 2  ／　Life 2   Workbook 3010・1810 4820

電機設計概論 2,380 ⑳
電気製図入門 3,470 ㉑

電気法規 益田 電顕三種受験テキスト　法規 2,680 ㉒
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電話番号

山本茂③A③英語

微分積分

山﨑・児玉ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾘﾃｲﾗシー

児玉

４年生

電気設計製図 大野

１年生

電気電子ゼミナール

２年生

３年生


