
健康栄養学科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

K101 専門 応用栄養学 第3版 江上いすず，多賀昌樹編 朝倉書店 2,700 2,970

K108 専門 日本人の食事摂取基準　2020年版 伊藤貞嘉，佐々木敏 第一出版 2,800 3,080 9/13入荷

K102 専門 健康管理概論 國友　宏渉 社会・環境と健康　改訂第７版 医薬基盤・健康・栄養研究所 南江堂 3,200 3,520

K103 専門 解剖生理学Ⅰ 平林　義章 系統看護学講座　解剖生理学 坂井建雄、岡田隆夫 医学書院 3,800 4,180

K104 専門 食品学Ⅰ 加藤　丈雄 食品学I　食品の化学・物性と機能性 中山勉、和泉秀彦 南江堂 2,300 2,530

K105 専門 食品学実験Ⅰ 大島　健司/加藤　丈雄 新・図解食品学実験　 新美康隆他 みらい 2,667 2,933

K106 専門 食品衛生学実験 石田　和夫 食品衛生学実験書 石田和夫 三恵社 1,800 1,980

K107 基礎 自然科学Ⅱ（化学） 落合　洋文 食と栄養を学ぶための化学 有井・川畑・升井・吉岡 化学同人 2,200 2,420

K109 専門 調理学実習Ⅱ 山田　直子 献立カード 三恵社 1,720 1,892

K110 基礎 選択 生物特論 市原　俊 視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録 鈴木孝仁 数研出版 950 1,045

健康栄養学科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

K201 専門 栄養教育論Ⅰ 北川　絵里奈 栄養教育論 改定第5版 武見ゆかり・足立淑子・木村典代・林芙美 編 南江堂 3,200 3,520

K202 専門 公衆栄養学 後藤　千穂 公衆栄養学　2022年版　公衆栄養活動の実践のための理論と展開 日本栄養改善学会監修 医歯薬出版 3,200 3,520

K203 専門 病気の成り立ちⅡ 柴山　久代 疾病の成り立ち：臨床医学　第4版 田中明 建帛社 2,500 2,750

K204 専門 臨床栄養学実習書 玉川和子 医歯薬出版 2,700 2,970

K208 専門 臨床栄養学実習第2版 塚原丘美 講談社 2,700 2,970

K205 専門 トレーニーガイド PDCAによる給食マネジメント実習 第2版 松月弘恵他 医歯薬出版 2,400 2,640

K209 専門 改訂新版 大量調理 殿塚婦美子 学建書院 2,700 2,970

K206 専門 実践給食マネジメント論 高城孝助他 第一出版 3,000 3,300

K210 専門 カレント給食経営管理論 松井元子・冨田圭子 建帛社 3,000 3,300

K207 専門 ライフステージ栄養学Ⅲ 高橋　圭 糖尿病食事療法のための食品交換表 第7版 日本糖尿病学会編 文光堂 900 990

K211 専門 病態栄養学Ⅰ 鈴木　富夫 エッセンシャル臨床栄養学 第9版 佐藤和人 医歯薬出版 3,700 4,070

K101 専門 必修 ライフステージ栄養学Ⅲ 高橋　圭 応用栄養学 第3版 江上いすず，多賀昌樹編 朝倉書店 2,700 2,970 購入済

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

教職（健康栄養学科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

K212 教職 選択 生徒指導論 堀田　義賢 生徒指導提要 文部科学省 教育図書 337 370

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

K301 専門 必修 公衆栄養学実習 後藤　千穂 公衆栄養学実習ワークブック 徳留裕子、東あかね編 みらい 2,200 2,420

給食経営管理学

石川　豊美

必修

必修

必修セット
価格

￥33,000
（税込）

ライフステージ栄養学Ⅰ 高橋　圭

必修セット
価格

￥25,505
（税込）

臨床栄養管理実習Ⅰ 中村　秀貴

給食経営管理実習Ⅰ

★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】　　
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【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。

健康栄養学科　　　年　　　氏名


