
✔ 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

K101 基礎 必修 自然科学Ⅰ（生物学） 川畑　龍史 人体の中の自然科学 川畑龍史 東京教学社 2,200 2,420

K102 基礎から学ぶ調理学実習 犬飼陽子・宮澤洋子・森井沙衣子 晃学出版 2,728 3,000

K106 日本食品成分表2022：栄養計算ソフト・電子版付 医歯薬出版 医歯薬出版 1,500 1,650

K108 献立カード 三恵社 1,720 1,892

K103 調理学 (新食品・栄養科学シリーズ) 木戸詔子他 化学同人 2,500 2,750

K107 調理のためのベーシックデータ 第6版 松本仲子 女子栄養大学出版部 2,000 2,200

K104 専門 必修 食品衛生学 滝川　和郎 食品衛生学：食べ物と健康，食品と衛生 講談社 2,800 3,080

K105 専門 必修 栄養学Ⅰ 成田　裕一 基礎栄養学：食生活と健康について考えるための基礎 杉山英子他 化学同人 2,100 2,310

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

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

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

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

K201 専門 必修 解剖生理学実験Ⅰ 平林　義章 入門組織学 牛木辰夫 南江堂 5,000 5,500

K202 専門 必修 生化学Ⅰ 景山　節 生化学：人体の構造と機能　２ 畠山鎮次 医学書院 2,200 2,420

K203 専門 必修 病気の成り立ちⅠ 柴山　久代 なるほどなっとく！病理学：病態形成の基本的なしくみ 小林正伸 南山堂 2,200 2,420

K204 専門 必修 調理学実験 後藤　千穂 調理科学実験 長尾慶子・香西みどり編著 建帛社 1,900 2,090

K205 専門 必修 食品学Ⅱ 加藤　丈雄 食品学．２ 和泉秀彦 南江堂 2,500 2,750

K206 給食経営管理論 三好恵子他 第一出版 3,000 3,300

K207 日本人の食事摂取基準2020版の実践・運用 食事摂取基準の実践・運用を考える会 第一出版 2,100 2,310

K208 管理栄養士・栄養士必携　2022年度版 日本栄養士会 第一出版 2,600 2,860

K209 大量調理施設衛生管理のポイントHACCPの考え方に基づく衛生管理手法　7訂 中央法規出版 2,500 2,750

K301 専門 必修 公衆衛生学 滝川　和郎 エビデンスにもとづく公衆衛生学：ＷＥＢ連動テキスト 城憲秀・宮下和久 培風館 2,900 3,190

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

✔ 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

K301 専門 必修 公衆衛生学 滝川　和郎 エビデンスにもとづく公衆衛生学：ＷＥＢ連動テキスト 城憲秀・宮下和久 培風館 2,900 3,190

K308 専門 必修 公衆栄養学 後藤　千穂 公衆栄養学：公衆栄養活動の実践のための理論と展開．２０２２年版 日本栄養改善学会監修 医歯薬出版 3,200 3,520

K302 専門 必修 社会福祉概論 水谷　優子 六訂 栄養士・管理栄養士をめざす人の社会福祉：人の生活を支える食と社会福祉を学ぶ 岩松珠美・三谷嘉明編 みらい 2,300 2,530

K304 専門 必修 ライフステージ栄養学実習 高橋　圭 ライフステ－ジ・ライフスタイル栄養学実習書 堀江祥允・片山直美・堀江和代 編著 光生館 1,900 2,090

K305 専門 必修 栄養教育実習Ⅰ 北川　絵里奈 栄養教育・栄養指導論演習・実習 辻とみ子・堀田千津子・平光美津子 編 みらい 2,600 2,860

K306 専門 必修 臨床栄養管理論Ⅰ 中村　秀貴 わかりやすい疾患別栄養ケア・マネジメント：献立から指導まで 江上いすず　岡本夏子　他 学建書院 2,800 3,080

K307 専門 必修 栄養疫学 後藤　千穂 わかりやすいＥＢＮと栄養疫学 佐々木敏 同文書院 2,500 2,750

K309 専門 必修 臨地実習Ⅰ/臨地実習Ⅱ 石川　豊美/高橋　圭 臨地・校外実習 改訂 加藤昌彦他 建帛社 1,800 1,980

K312 専門 必修 臨床栄養管理実習Ⅱ 中村　秀貴 腎臓病食品交換表：治療食の基準 黒川清 医歯薬出版 1,500 1,650

K309 特別 選択 臨地実習指導 高橋　圭 臨地・校外実習 改訂

教職（健康栄養学科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

K310 【４訂】栄養教諭論：理論と実際 金田雅代 建帛社 2,800 3,080

K311 食に関する指導の手引き 文部科学省 健学社 1,300 1,430

教職（健康栄養学科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

K310 【４訂】栄養教諭論：理論と実際 金田雅代 建帛社 2,800 3,080 購入済

K311 食に関する指導の手引き 文部科学省 健学社 1,300 1,430 購入済

学校食教育論 伊與田　敬子選択教職

学校食教育論 伊與田　敬子選択教職

石川　豊美必修専門

専門 必修

専門 必修

必修基礎

K2
必修セット

価格
￥29,590
（税込）

健康栄養学科１年生

健康栄養学科２年生

健康栄養学科３年生

K3
必修セット

価格
￥23,650
（税込）

K3必修セットの「臨地実習Ⅰ/臨地実習Ⅱ」で採用あります。

K1
必修セット

価格
￥26,302
（税込）

調理学実習Ⅰ 山田　直子

調理学 山田　直子

情報リテラシー 大崎　正幸

給食実務論

健 康 栄 養 学 科 年 クラス ・ 氏 名 ： 〔商品の乱丁・落丁以外の返本は原則承っておりません〕

★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

４月 日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

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


