
オナマエ（カタカナ）をご記入下さい

申込冊数（合計）
冊

※科目・曜日講時は大学発表の時間割表でご確認下さい。 ▼ ※履修授業の教科書が以下に記載のない場合には授業時担当教員様へご確認ください。

開設学科 開講曜日 講時 授業コード 授業科目名称 氏名 注文No チェック 教科書名 出版社 本体定価 備考

環境 月 1 1221160 環境工学　　 堤　仁美 E01 環境工学教科書 彰国社 3,500

環境 月 1 1228060 被服整理学　　 下村　久美子 E02 被服整理学 日本衣料管理協会 1,091

教職環境健康 月 2 1209080 家庭科教育法(中高)　　 今井　美樹 B53 中学校学習指導要領解説　技術・家庭編:平成２９年告示．平成２９年７月 開隆堂出版 143

教職環境健康 月 2 1209080 家庭科教育法(中高)　　 今井　美樹 B54 授業力ＵＰ家庭科の授業 日本標準 2,000

教職健康環境 月 3･4 1427310 調理学基礎実習(1A) 不破眞佐子平塚信子 SG01 新ビジュアル食品成分表:食品解説つき 大修館書店 1,000

環境 月 4 1221010 建築設備（前期）　　 袖川　政憲 E03 初学者の建築講座　建築設備 市ケ谷出版社 3,000

環境 火 1 1221080 構法･施工A　　 坪根　みさ子 E04 施工がわかるイラスト建築生産入門 彰国社 3,200

環境 火 2 1220930 建築史(日本)　　 礒野　さとみ Z12 日本建築史図集 彰国社 2,500

環境 火 3 1220940 建築材料学　　 中山　栄子 E05 初めての建築材料 学芸出版社（京都） 2,800

環境 火 3 1230440 染色加工学　　2019年度以降入学生より履修可 下村　久美子 E06 染色加工学 日本衣料管理協会 2,000

教職健康環境 火 3･4 1427320 調理学基礎実習(1B) 不破眞佐子平塚信子 SG01 新ビジュアル食品成分表:食品解説つき 大修館書店 1,000

環境 火 4 1427090 造形ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ1(ｸﾗﾌﾄ)　　 角田　由美子 E09 レザ－クラフトベストセレクション．ｖｏｌ．３（シンプル小物編） スタジオタッククリエイティブ 980

環境 火 4 1427120 造形ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ1(ﾓｰﾄﾞ)　　 石垣　理子 E07 誌上・パタ－ン塾．ｖｏｌ．１（トップ編） 文化出版局 1,667

環境 火 4 1427120 造形ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ1(ﾓｰﾄﾞ)　　 石垣　理子 E08 誌上・パタ－ン塾．ｖｏｌ．５（ジャケット＆コ－ト編） 文化出版局 2,000

環境 水 3 1228050 基礎科学(化学)　　 中山　栄子 E10 図表から学ぶ化学:カラ－版 浜島書店 1,600

教職環境健康 水 5 1209090 家庭科教育法(教材研究)　　「家庭科教育法」を優先して履修 今井　美樹 B61 中学校  技術・家庭 家庭分野 開隆堂 658 非課税・値引なし

教職環境健康 水 5 1209090 家庭科教育法(教材研究)　　「家庭科教育法」を優先して履修 今井　美樹 B62 新家庭総合 大修館 733 非課税・値引なし

環境 木 1 1221140 消費生活論　　 佐藤　寿美 E20 新版　消費生活論 日本衣料管理協会 1,700

環境 木 2 1221320 被服衛生学　　 成田　千恵 E12 アパレル生理衛生論 日本衣料管理協会 1,455

環境 木 2 1221350 装いの文化　　 角田　由美子 E11 きもの用語の基本:ひと目でわかる 世界文化社 1,600

教職環境健康 木 2 1230090 家庭科教育法(教材研究)　　 今井　美樹 B53 中学校学習指導要領解説　技術・家庭編:平成２９年告示．平成２９年７月 開隆堂出版 143

教職環境健康 木 2 1230090 家庭科教育法(教材研究)　　 今井　美樹 B54 授業力ＵＰ家庭科の授業 日本標準 2,000

環境 木 3 1221340 装いの心理　　 内藤　章江 E21 装いの心理と行動:被服心理学へのいざない アイ・ケイコ－ポレ－ション 1,500

環境 木 4 1427100 造形ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ1(ﾃｷｽﾀｲﾙ)　　 下村　久美子 E13 アパレル染色論 文化服装学院教科書出版部 2,550 Webサイト販売無し（授業にて確認ください）

環境 木 4 1427110 造形ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ1(ﾓｰﾄﾞ)　　 石垣　理子 E07 誌上・パタ－ン塾．ｖｏｌ．１（トップ編） 文化出版局 1,667

環境 木 4 1427110 造形ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ1(ﾓｰﾄﾞ)　　 石垣　理子 E08 誌上・パタ－ン塾．ｖｏｌ．５（ジャケット＆コ－ト編） 文化出版局 2,000

環境 金 1 1221300 被服材料学　　 小原　奈津子 E14 衣生活の科学:テキスタイルから流通マ－ケットへ アイ・ケイコ－ポレ－ション 2,600

環境 金 1 1220990 建築法規　　 藤賀　雅人 E22 建築法規用教材 日本建築学会 1,900

環境 金 3 1221310 被服構成学　　 石垣　理子 E15 衣服製作の科学 建帛社 2,400

環境 金 3 1221410 近代建築史　　 堀内　正昭 E16 近代建築史 昭和堂（京都） 2,400

環境 金 4 1220780 基礎科学(数学)　　 中山　栄子 E17 大学新入生のための数学入門 共立出版 2,100 ★K

環境 金 4 1221110 構造力学Ⅰ及び演習　　 森部　康司 E18 図説建築構造力学 学芸出版社（京都） 2,800

環境他学科 土 3 1221470 食物学概論(栄養学を含む)　　◎(健康･管理･安全を除く) 中津川　研一 E19 イラスト食品学総論 東京教学社 2,000

2020年度前期販売教科書　＜環境デザイン学科＞
㈱紀伊國屋書店 第三営業部
TEL03-6910-0523 担当:早田※教科書販売ページ（https://univ.swu.ac.jp/student/session/text/）をよくご確認ください。

※備考に「★K」とある書籍は、電子書籍「Kinoppy」でも購入が可能です。

---------------------------------------------------------
■購入キャンセル・返品・交換について
注文確定後のキャンセルは受付ておりません。※但し、以下の場合に限り、返品・交換の手続きを受付ます。
・授業の閉講・受講調整により履修ができなかった場合の商品の返品 ・商品に欠陥がある場合の交換

手続きの方法、日程については、学内への立ち入りが通常通り可能となりましたら、改めてご案内いたします。
手続きの際は、同梱されている納品書と現品を必ず持参してください。

対面販売の際は、下表の購入する教科書の注文NO（例:D01）の右にチェック後、必ずオナマエをご記入の上、スタッフにお渡し下さい。
※下記税抜価格から10％お値引します（10円未満切捨、一部除く）
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