
【Ａ】必修科目
授業科目 発行所 教番 定　　価 ME IE CA

大日本 1,944円 関数論と同じ ○
大日本 907円 関数論と同じ ○

応用物理 森北 2,592円 ○ ○ ○
朝日出版 1,944円 ○
朝日出版 1,728円 ○
南雲堂 1,296円 ○
桐原 1,944円 ○
桐原 1,620円 ○

金星堂 2,052円 ○
Macmillan 2,916円 ○ ○
Pearson 2,808円 ○
大日本 1,944円 ○
大日本 907円 ○

確率・統計 大日本 1,836円 ○
電気回路Ⅱ コロナ 2,592円 ○
電子回路Ⅱ 電気書院 2,592円 ○
電磁気学 森北 2,268円 ○
制御工学Ⅰ 講談社 2,808円 ○
機械力学Ⅰ 共立出版 3,240円 ○
熱力学 コロナ 3,240円 ○
機械設計論Ⅰ 実教 3,564円 ○
設計製図Ⅱ 実教 2,160円 ○
情報理論 コロナ 2,700円 ○
電磁気学 電気学会 2,808円 ○
情報通信工学 数理工学社 2,700円 ○
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｱｰｷﾃｸﾁｬ 朝倉 4,104円 ○
データベース サイエンス 2,052円 ○
社会情報ｼｽﾃﾑ 実教 648円 ○
構造力学 森北 3,240円 ○
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ工学 森北 3,024円 ○
鋼構造学I 共立出版 4,320円 ○
道路工学Ⅰ 丸善 3,240円 ○
環境衛生工学 実教 2,484円 ○
都市計画 彰国社 3,942円 ○
建築環境工学 市ヶ谷出版 3,240円 ○
確率・統計 森北 1,620円 ○

37,627円 26,935円 32,562円

【Ｂ】選択科目
授 業 科 目 発行所 教番 定　　価 ME IE CA
生物学 三修社 2,052円
物理化学 共立出版 3,672円

大日本 1,944円 関数論と同じ ﾍﾞｸﾄﾙ解析と同じ

大日本 907円 関数論と同じ ﾍﾞｸﾄﾙ解析と同じ

朝日出版 2,376円
三修社 4,428円

中国語 白水社 2,376円
河海工学I コロナ 2,700円
建築施工法 市ヶ谷出版 3,240円

◆販売日・場所のご案内

【販売店】　　　
山口教科図書販売株式会社　 周南営業所
周南市北山１丁目１－３
ＴＥＬ　（０８３４）３４－０２７７
FAX　（０８３４）３４－０２７８

※臨時駐車場から販売場所まで徒歩３分（右図参照）

◆教科書販売についての厳守事項
　①教科書は図書券・図書カードでの購入は出来ません
　②必ず指定日に指定場所で購入して下さい
　③かなりの冊数になります。必ず袋物を御持参下さい
　④混雑が予想されます。お釣りの要らないよう代金を御用意下さい

英会話
Macmillan Breakthrough Plus３（student book） 2nd Edition
Side by Side Extra Edition Student Book and eText (レベル 2)

［新訂版］TOEIC®テスト文法・読解頻出ポイント 
クイズで攻略！ ＴＯＥＩＣテストボキャブラリー 
SUCCESSFUL KEYS TO THE TOEIC® LISTENING AND
MASTERY DRILLS FOR THE TOEIC(R)  L&R TEST Listening
THE HIGH ROAD TO THE TOEIC® LISTENING AND READING TEST

電子計算機工学 新版 

情報セキュリティ読本 ５訂版 

平成31年度　教科書定価表　（4年生)　
徳　山　工　業　高　等　専　門　学　校

教　　　科　　　書　　　名

ﾍﾞｸﾄﾙ解析 関数論
新応用数学
新応用数学問題集
高専の応用物理（第2版）

新応用数学
新応用数学 問題集

関数論

データベース入門

オペアンプの基礎マスター  基礎マスターシリーズ 

総合英語演習Ⅰ

TOEIC® L&R テスト戦略的トレーニング：レベル400

確率・統計 工科の数学 －第2版ー

道路交通技術必携 2018

必修科目合計金額

新確率統計 
電気回路 ２ 回路網・過渡現象編

構造力学 下（不静定編） 第２版 

電気磁気学 第２版・新装版 
はじめての制御工学 改訂第２版 
基礎振動工学 第２版
工業熱力学 機械系教科書シリーズ
専門基礎ライブラリー 機械設計 
専門基礎ライブラリー 実例で学ぶ機械設計製図 
マルチメディア時代の情報理論  改訂
基礎電磁気学 改訂版 
情報ネットワークの基礎 第２版 

コンクリート構造工学（第４版）
新編橋梁工学 第５版

ｐｒｏｆｆｅｓｉｎａｌ engineering Library 環境工学
都市計画教科書 第３版 

  初学者の建築講座 建築環境工学 第３版   

選択科目に○
教　　　科　　　書　　　名

ＣＬＩＬ英語で学ぶ身体のしくみと働き 

応用解析学概
論

新応用数学 
新応用数学問題集 

物理化学の基礎 

ドイツ語
 ドイツ語の時間話すための文法 ｗｅｂ練習問題付 

アクセス独和辞典 第３版 

販　売　時　間 10:00　～　18:00
場　所 山口教科図書販売（株）周南営業所

１年生のコミュニケーション中国語 
河川工学
初学者の建築講座 建築施工 第三版

選択科目合計金額 円

販　売　日 　　3月30日（土）　・　4月1日(月)


