
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

工科系の基礎微分積分学の基礎 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 基礎化学実験書 990 １４冊

化学 化学の視点 1,790 24,100

体育科学 大学生のための健康科学 2,280

ｺﾝﾋﾟﾕｰﾘﾃﾗｼｰ 大嶽 情報リテラシー 1,790

電気回路基礎 大原 例題で学ぶ　はじめての電気回路 2,160 ①

コンピューターアーキテクチャ 市川 コンピュータ概論　改訂版 2,780 ②

機械部品と材料 関山 機械要素設計 1,870 ③↓

人文科学基礎 河津 読解　評論文キーワード 910

英語 ① 山田㊶ Reading Cycle　　　/　ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ3000 1890・940

英語 ② 松村㊷ On Task 2       ／ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ３０００ 2280・940

英語 ③ 宮北㊸ A complete College English　／ ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ3000 1980・940

英語基礎演習 萩 Step up Your English Skills        1,890

英語基礎演習 advanced 蟹江 Active skills for Reading student book ３ 2,750

英語基礎演習 advanced 榎本 Reading Quset 1,690

ドイツ語 長澤 ドイツ語を知る 500

フランス語 太田 ヴィットフェ・ビヤンフェ 2,080

中国語 王・吉田 日中いぶこみ広場　簡明版 2,280

流体力学１ 佐伯 基礎から学ぶ流体力学 2,780 ④↑

応用数学Ⅰ 楊 ｼｽﾃﾑ解析のためのフーリエ交換ラプラス交換の基礎 2,380 ⑤

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌﾟシミュレーション 井上 Excelによる数値計算法 1,890 ⑥８冊

熱力学Ⅰ 岡村 わかりやすい熱力学 2,380 ⑦　22240

材料力学Ⅰ 藤山 機械工学エッセンス①　材料力学 2,880 ⑧

電磁気学Ⅰ 井上 納得しながら電磁気学 3,170 ⑨

電気設計・製図 星野 電気設計・製図テキスト　２０２０年度改訂版 1,500 ⑩

機構学 目黒 基礎から学ぶ機構学 2,780 ⑪

デジタル電子回路 鈴木 しっかり学べる　基礎デジタル回路 2,480 ⑫↓

英語 ① 岩住㊸ SCORE BOOSTER FOR～　　　/ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ４５００ 1980・980

英語 ② 子安㊹ Travel English at Your Fingertips /ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ４５００ 1690・980

英語 ③ 松本㊺ Outlook on Sience and ～　/データベース４５００ 2080・980

PRIMARY TRAINER FOR ～／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 再 山田 Reading Cycle 1,890

ドイツ語 中村（実） Ｄー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 寺澤・岩佐 中国の窓 2,480

欧米文化論 宮北 イギリスヘリテッジ文化をあるく 2,780

バイワイヤアーキテクチャ 関山 初めて学ぶ現代制御の基礎 2280 ⑬↑

医療機械工学 佐伯 はじめての生体工学 2780 ⑭９冊

振動学 村尾 機械力学 3470 ⑮　22100

制御工学２ 楊 わかりやすい制御工学 2580 ⑯

自動車工学Ⅰ 目黒・芦澤 自動車工学概論 2,280 ⑰

電機機器工学 山中 電気機器概論 2,380 ⑱

伝熱工学 松田 伝熱工学 1,870 ⑲

ネットワーク 中條 マスタリングＴＣＰ／ＩＰ入門編 2,180 ⑳

ﾊﾟ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 ㉑↓

国際経済論 名和 世界経済とグローバル化 1,690

プラクティカルイングリッシュ V.H.Geroge Cutting Edge Elementary 3,140

計測工学 横谷 計測工学 2,680 ㉒

電気法規 益田 完全マスター電験三種受験テキスト　法規 2,680 ㉓
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