
情報メディア学科１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

M101 専門 プログラム演習Ｉ 石郷　祐介/長谷川　聡 改訂新版 よくわかるＣ言語 －イメージと例題で理解する 長谷川聡 著 近代科学社 1,800 1,980

M102 基礎 ＩＣＴ基礎 世良　清 基本情報技術者合格教本 角谷一成 技術評論社 1,680 1,848

M103 専門 選択 情報処理演習 松原　友子 はじめての最新 Excel VBA［決定版］ 金城　俊哉 秀和システム 1,800 1,980

M104 専門 選択 情報基礎理論 彦坂　和里 情報の表現とコンピュータの仕組み（第5版） 青木征男 ムイスリ出版 2,250 2,475

M105 専門 選択 情報管理 世良　清 出るとこだけ！情報セキュリティマネジメントテキスト＆問題集２０２２年版 橋本祐史 翔泳社 1,780 1,958

情報メディア学科２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

M201 専門 選択 情報と職業 世良　清 情報と職業 （改定2版） 駒谷昇一、辰巳丈夫 オーム社 2,500 2,750

M202 専門 選択 CG演習 周　欣欣 世界で一番やさしい3ds Max建築CGパースの教科書 高畑　真澄 エクスナレッジ 3,900 4,290

M203 専門 選択 コンピュータネットワークⅠ 石郷　祐介 ネットワ－クはなぜつながるのか知っておきたいＴＣＰ／ＩＰ、ＬＡＮ、光ファイバの基礎知識 戸根勤 日経ＢＰ 2,400 2,640

M204 専門 選択 情報管理 世良　清 出るとこだけ！情報セキュリティマネジメントテキスト＆問題集２０２２年版 橋本祐史 翔泳社 1,780 1,958

M301 専門 選択 写真技術 大矢　信吾 写真の教科書 大和田良他 インプレス 1,900 2,090

KFM201 基礎 選択 ﾌﾟﾗｸﾃｨｶﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅣ 田中　明子 Side by Side Extra Edition Level 4: Student Book and eText  Steven J. Molinsky & Bill Bliss Pearson Japan 2,900 3,190

M101 専門 選択 プログラム演習Ⅱ 森　博 改訂新版 よくわかるＣ言語 －イメージと例題で理解する 長谷川聡 著 近代科学社 1,800 1,980 購入済

情報メディア学科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

M302 専門 選択 ﾒﾃﾞｨｱ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 木場　安莉沙 One-minute Presentation in English 1分間・英語プレゼンテーション 松岡昇、傍島一夫 松柏社 2,000 2,200

教職（情報メディア学科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

M303 教職 選択 教育実習指導 濱口　輝士 社情311　最新社会と情報 新訂版 岡本敏雄、山極隆 実教出版 967 - 非課税・予約販売

必修

必修セット
価格

￥3,828
（税込）

★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年後期教科書リスト

〔商品の乱丁・落丁以外の返本は原則承っておりません〕
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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

【お問い合わせ先】　　

10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

25 26 27 28 29

販
　
売
　
日

23
/ 30

24
/31

【販売場所】　　N307教室

【販売日・時間】　　※最終販売日　　１０月６日（木）

　　　・９月１２日（月）、１３日(火）、１０月６日（木）・・・１０時～１６時

　　　・９月１６日（金）、２８日（水）・・・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。

情報メディア学科　　　年　　　氏名


