
✔ 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

M101 専門 必修 情報学概論 本多　一彦 令４　かんたん合格ＩＴパスポ－ト教科書 坂下夕里 ,ラーニング編集部 インプレス 1,480 1,628

M102 事例で学ぶプログラミングの基礎　Scratch & VBA 実教出版編修部 実教出版 545 599

M103 アルゴリズムドリル 岩田智史 実教出版 300 330

M104 実践アルゴリズムドリル 岩田智史 実教出版 300 330

KFM101 基礎 必修 プラクティカル・イングリッシュⅠ 田中　明子/加藤　尚子/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

KFM102 基礎 必修 情報リテラシー 彦坂　和里 TypeQuick for Windows 日本データパシフィック社 2,500 2,750

M101 特別 選択 ＩＴパスポート 杉田　奈未穂 令４　かんたん合格ＩＴパスポ－ト教科書

M106 専門 選択 メディアデザイン入門 青山　太郎 デザインリサ－チの教科書 木浦幹雄 BNN新社 2,600 2,860

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 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

M201 大矢　信吾 写真がもっと上手くなるデジタル一眼撮影テクニック事典１０１＋：完全版 上田晃司 インプレスジャパン 1,600 1,760

M202 青山　太郎 批評の教室：チョウのように読み、ハチのように書く 北村紗衣 筑摩書房 820 902

M203 専門 必修 プログラム演習Ｉ 森　博 よくわかるＣ言語：イメ－ジと例題で理解する 長谷川聡 近代科学社 1,800 1,980

M204 専門 選択 情報倫理 世良　清 ソーシャルネットワーク時代の情報モラルとセキュリティ 山住富也 近代科学社Digital 1,600 1,760 予約販売

M205 専門 選択 色彩学 横田　正恵 色彩検定過去問題集 2021年度 ２級・3級 色彩検定協会(AFT) 1,800 1,980 予約販売

M206 専門 選択 映像史とアーカイブ 青山　太郎 映像文化の社会学 長谷正人 有斐閣 2,400 2,640

M207 専門 選択 音楽理論 岡田　ゆき 音楽理論まるごとハンドブック：バンド演奏に役立つ【2022】 自由現代社編集部 自由現代社 1,300 1,430

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

KM301 教職 選択 特別活動論 毛利　公 中学校学習指導要領解説　特別活動編 文部科学省 東山書房 275 302

✔ 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

M301 大矢　信吾 写真の教科書：さぁ、写真をはじめよう 大和田良他 インプレス 1,900 2,090

M305 周　欣欣  Ｕｎｉｔｙの教科書　Ｕｎｉｔｙ２０２１完全対応版 北村愛実 ＳＢクリエイティブ 2,700 2,970

M302 専門 選択 システム開発論 村山　聡江 キタミ式イラストＩＴ塾基本情報技術者．令和０４年 きたみりゅうじ 技術評論社 2,100 2,310

✔ 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

M303 情報科教育法 改訂3版 久野靖・辰巳丈夫 オーム社 2,400 2,640

M304 高校情報Ⅰ Python 萩谷昌己他 実教出版 1,022 ー 非課税・予約販売

✔ 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

M301 専門 必修 卒業演習Ⅰ 大矢　信吾 写真の教科書：さぁ、写真をはじめよう 大和田良他 インプレス 1,900 2,090

M401 専門 選択 映像メディア表現 青山　太郎 中動態の映像学 青山太郎 堀之内出版 2,200 2,420

教職　（情報メディア学科２年生）

情報メディア学科１年生

M1
必修セット

価格
￥8,563
（税込）

専門 必修 プログラミング入門 世良　清

必修の「情報学概論」で採用あります。

情報メディア学科２年生

基礎 必修 基礎演習Ⅰ

森　博

情報メディア学科４年生

情報メディア学科３年生

専門 必修 専門演習Ⅰ

教職　（情報メディア学科３年生）

教職 選択 情報科教育法Ⅰ

情 報 メ デ ィ ア 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


