
✔ No 分野系列 選必 科目名 担当教員名 書名 著者名 出版社 本体価格 税込価格 備考

F101 基礎 必修 日本語力Ⅰ/Ⅱ 小林　あづみ 世界のトップデザインスクールが教える　デザイン思考の授業 佐宗邦威 日経BP 950 1,045

F102 専門 必修 簿記 吉田　洋 簿記ワークブック日商簿記３級 for LECTURES 東京ＣＰＡ会計学院 税務経理協会 1,000 1,100

F103 食物学．１ 日本フードスペシャリスト協会 建帛社 2,200 2,420

F105 食物学．２ 日本フードスペシャリスト協会 建帛社 2,200 2,420

F104 専門 必修 フードスペシャリスト論 中村　麻理 フ－ドスペシャリスト論　４訂第7版 日本フードスペシャリスト協会 建帛社 2,000 2,200

KF101 実践ドリルで学ぶOffice活用術 noa出版 1,204 1,324

KFM102 TypeQuick for Windows 日本データパシフィック社 2,500 2,750

KFM101 基礎 必修 プラクティカル・イングリッシュⅠ 木場　安莉沙/田中　明子 Side by Side Level 3 Extra : Student Book and eText Steven J. Molinsky & Bill Bliss Pearson Longman 2,660 2,926

F106 専門 選択 BATIC（国際会計検定） 松田　修 ＢＡＴＩＣ（国際会計検定）公式テキスト 東京商工会議所編 東京商工会議所 2,750 3,025

FM101 基礎 選択 自然科学Ⅰ 大矢　信吾 新物理学：シップマン自然科学入門 J.T.Shipman著／勝守寛訳 学術図書出版社 2,200 2,420

FM102 基礎 選択 芸術 小林　あづみ カラー版 鳥獣戯画の世界 上野憲示 宝島社 1,180 1,298

KFM103 基礎 選択 心理学 山田　ゆかり ベ－シック心理学 第2版 二宮克美・山田ゆかり 他 医歯薬出版 2,900 3,190

KFM104 基礎 選択 法学 楓　森博 はじめての法律学：ＨとＪの物語 第6版 松井・松宮・曽野 有斐閣 1,700 1,870

KFM105 基礎 選択 日本国憲法 大橋　典子 グラフィック憲法入門 第2版 毛利透 新世社 2,250 2,475

KFM106 基礎 選択 中国語Ⅰ 鄭　躍慶 音読から始める中国語アイテム１５ 鄭高咏編著 朝日出版社 2,300 2,530

KFM107 基礎 選択 韓国語Ⅰ 崔　恩熙 12課で学ぶ韓国語の入門 山崎玲美奈 白水社 2,300 2,530

✔ No 分野系列 選必 科目名 担当教員名 書名 著者名 出版社 本体価格 税込価格 備考

F202 専門 必修 食文化論 中村　麻理 新・フ－ドコ－ディネ－タ－教本：３級資格認定試験対応テキスト．２０２２ 日本フードコーディネーター協会 柴田書店 3,000 3,300

F203 専門 必修 食品流通論 岩橋　涼 食品の消費と流通 日本フードスペシャリスト協会編 建帛社 1,900 2,090

F204 専門 必修 食品表示制度 食品表示検定認定テキスト・中級：「食品」の安全と信頼をめざして 食品表示検定協会（編著） ダイヤモンド社 2,500 2,750

F201 基礎 必修 食品表示制度／基礎演習Ⅰ 食品表示検定初級・問題集 食品表示検定協会（編著） ダイヤモンド・リテイルメディア 1,400 1,540

F205 選択 マーケティング論 渡邉　正樹 １からのマーケティング（第4版） 石井淳蔵・廣田章光 碩学舎 2,400 2,640

KFM201 基礎 選択 プラクティカル・イングリッシュⅢ 田中　明子 Side by Side Extra Edition Level 4: Student Book and eText Steven J. Molinsky & Bill Bliss Pearson Longman  2,660 2,926

フードビジネス学科３年生
✔ No 分野系列 選必 科目名 担当教員名 書名 著者名 出版社 本体価格 税込価格 備考

F204 専門 必修 専門演習Ⅰ 内田　英伸 食品表示検定認定テキスト・中級：「食品」の安全と信頼をめざして 食品表示検定協会（編著） ダイヤモンド社 2,500 2,750 購入済

F301 専門 選択 会社法 楓　森博 ここだけ押さえる！会社法のきほん 第2版 神田秀樹 ナツメ社 1,400 1,540

F302 選択 カフェ・レストランプロデュースⅡ 阿部川勝義 フードサービス経営戦略論―繁盛店のしくみと作り方 阿部川勝義 中央経済社 3,000 3,300

フードビジネス学科４年生
✔ No 分野系列 選必 科目名 担当教員名 書名 著者名 出版社 本体価格 税込価格 備考

F401 専門 必修 卒業演習Ⅰ 吉田　洋 マネして完成！事業計画書：１０業種３６の事例で事業計画のまとめ方がよくわかる ドリームゲート 技術評論社 1,980 2,178

フードビジネス学科1年生

F1
必修セット

価格
￥16,185
（税込）

フードビジネス学科２年生

F2
必修セット

価格
￥9,680
（税込）

食品学Ⅰ 堤　浩一

情報リテラシー 杉江　晶子

必修専門

必修基礎

内田　英伸

フ ー ド ビ ジ ネ ス 学 科 年 クラス ・ 氏 名：

★必要な教科書の左端に✔をつけて販売員にお渡し下さい。　★表示価格は予価です。変更になる場合があります。

★予約販売になる場合があります。ご了承下さい。 ★リストにない科目の教科書は先生までお問合せ下さい。
名古屋文理大学2022年前期教科書リスト
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販
　

売
　
日

・４月５日（火）、６日(水）、２５日（月）・・・１０時～１６時

・４月８日（金）、１４日（木）・・・１０時～１５時

　★販売期間中に品切れとなる場合がございますので、お早めにご購入下さい。

【販売日・時間】　　※最終販売日　　４月２５日（月）

　

【お問い合わせ先】

紀伊國屋書店　中部営業部

担当：鹿島・岩中

TEL：052-265-0161

MAIL：nagoya@kinokuniya.co.jp


