
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

健康 月 1 1222420 栄養指導論総論　　(2B) 黒谷　佳代 G01 栄養教育論:理論と実践 医歯薬出版 2,400

健康 月 1 1230480 生物学　　 中津川　研一 G02 やさしい基礎生物学 羊土社 2,900 ★K

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(発売:開隆館出版販売) 143

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

健康 月 2 1222410 栄養指導論総論　　(2A) 黒谷　佳代 G01 栄養教育論:理論と実践 医歯薬出版 2,400

健康 月 2 1222680 調理学　　 秋山　久美子 G03 調理学 建帛社 1,900

健康 月 2 1222680 調理学　　 秋山　久美子 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

健康 火 3 1222140 ﾌｰﾄﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ論　　 関本　美貴 G04 フ－ドコ－ディネ－ト論 建帛社 1,900

教職環境健康 水 1 1222170 人体の構造と機能B　　(2A) 山下　晶子 G05 解剖生理学:人体の構造と機能 羊土社 2,900

教職環境健康 水 1 1222170 人体の構造と機能B　　(2A) 山下　晶子 G06 解剖生理学ノ－ト:人体の構造と機能 羊土社 2,600

健康 水 2 1222180 人体の構造と機能B　　(2B) 山下　晶子 G05 解剖生理学:人体の構造と機能 羊土社 2,900

教職環境健康 水 2 1222180 人体の構造と機能B　　(2B) 山下　晶子 G06 解剖生理学ノ－ト:人体の構造と機能 羊土社 2,600

教職環境健康 水 2 1222260 健康管理とｽﾎﾟｰﾂ医学　　 花香　博美 G07 スポ－ツ指導者のためのスポ－ツ医学 南江堂 3,200

健康 水 2 1222260 健康管理とｽﾎﾟｰﾂ医学　　 花香　博美 G08 健康運動指導士試験要点整理と実践問題 (第２版 ) 文光堂 2,800

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

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

健康 木 1 1222730 食品ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論　　omnibus 湯川　剛一郎 G09 食品の消費と流通 建帛社 1,900

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(発売:開隆館出版販売) 143

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

健康 木 3 1627480 栄養指導論実習　　(3A) 黒谷　佳代 G01 栄養教育論:理論と実践 医歯薬出版 2,400

健康 木 3 1222770 食品鑑別論演習　　 村松　朱喜 G10 食品の官能評価・鑑別演習 建帛社 2,200

健康 金 3 1627490 栄養指導論実習　　(3B) 黒谷　佳代 G01 栄養教育論:理論と実践 医歯薬出版 2,400

健康 土 1 1427410 HACCP管理論　　omnibus 不破　眞佐子 Z13 ＨＡＣＣＰ管理者認定テキスト 建帛社 2,000

2020年度前期販売教科書　＜健康デザイン学科＞
㈱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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※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

健康 月 3･4 1427310 調理学基礎実習(1A) 不破眞佐子平塚信子

健康 火 3･4 1427320 調理学基礎実習(1B) 不破眞佐子平塚信子

健康 木 3 1230470 化学 圷 信子 SG02 食を中心とした化学 東京教学社 2,000

健康 木 1 1222740 食品学（基礎） 渡辺　睦行 SG03 マスタ－食品学:食べ物と健康．２ 建帛社 2,500

健康 木 4 1222400 栄養学（基礎） 小川　睦美 SG04 イラスト栄養学総論 東京教学社 2,000

健康 金 1 1222630 給食運営論(2A) 不破眞佐子

健康 金 2 1222640 給食運営論(2B) 不破眞佐子

健康 月 1 1222750 食品衛生学(2A) 村松　朱喜

健康 火 1 1222760 食品衛生学(2B) 村松　朱喜

健康 火 3~5 1627550 食品科学実験　　(2B) 渡辺　睦行

健康 木 3~5 1627540 食品科学実験　　(2A) 渡辺　睦行

健康 火 1 1222380 応用栄養学　　(2A) 池田　尚子

健康 火 2 1222390 応用栄養学　　(2B) 池田　尚子

健康 火 1 1222380 応用栄養学　　(2A) 池田　尚子

健康 火 2 1222390 応用栄養学　　(2B) 池田　尚子

健康 木 1~3 1627510 臨床栄養学実習　　(3B) 池田尚子阿出川國雄

健康 金 1~3 1627500 臨床栄養学実習　　(3A) 池田尚子細井みどり

健康 木 1~3 1627510 臨床栄養学実習　　(3B) 池田尚子阿出川國雄

健康 金 1~3 1627500 臨床栄養学実習　　(3A) 池田尚子細井みどり

健康 木 1~3 1627510 臨床栄養学実習　　(3B) 池田尚子阿出川國雄

健康 金 1~3 1627500 臨床栄養学実習　　(3A) 池田尚子細井みどり

健康 月 1 1222660 臨床栄養学各論　　(3B) 花香　博美

健康 火 1 1222650 臨床栄養学各論　　(3A) 花香　博美

3年生セット販売

SG13「栄養科学イ
ラストレイテッド　臨床
栄養学．疾患別
編」:★K

SG10 糖尿病食事療法のための食品交換表

SG11

SG12

SG13

腎臓病食品交換表:治療食の基準 医歯薬出版

文光堂 900

1,500

臨床栄養学実習:栄養補給マネジメント実務

栄養科学イラストレイテッド　臨床栄養学．疾患別編

建帛社 2,700

羊土社 2,800

2年生セット販売

SG05

SG06

SG07

SG08

SG09

給食経営管理テキスト

Ｖｉｓｕａｌ栄養学テキストシリーズ　食べ物と健康．３　食品衛生学―食品の安全と衛生管理

Ｎブックス実験シリーズ　食品学実験

コンパクト応用栄養学

日本人の食事摂取基準（2020年版）

学建書院

中山書店

建帛社

朝倉書店

第一出版

2,800

2,700

2,100

2,800

2,800

1年生セット販売

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
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