
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

管理 月 1 1221860 臨床医学総論(病理も含む)　　(2A) 中西　員茂 F01 臨床医学:疾病の成り立ち 羊土社 2,800 ★K

管理 月 2 1221870 臨床医学総論(病理も含む)　　(2B) 中西　員茂 F01 臨床医学:疾病の成り立ち 羊土社 2,800 ★K

管理 月 3 1427180 基礎調理学及び実習Ⅰ　　omnibus(1A) 横塚　昌子 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

管理 月 3 1627400 臨床栄養学実習　　omnibus(3B) 調所　勝弘 F02 腎臓病食品交換表:治療食の基準 医歯薬出版 1,500

管理 月 3 1627400 臨床栄養学実習　　omnibus(3B) 調所　勝弘 F04 糖尿病食事療法のための食品交換表 文光堂 900

管理 月 3 1627460 食品学実験　　omnibus(2B) 竹山　恵美子 F03 食品学実験 建帛社 2,100

管理 月 4 1326590 公衆栄養学実習　　(3A)*後半 小西　香苗 F05 公衆栄養学実習 建帛社 2,400

管理 火 1 1627380 給食経営管理実習　　(3A) 教員未定 F06 ＰＤＣＡによる給食マネジメント実習:トレ－ニ－ガイド 医歯薬出版 2,400

管理 火 2 1221640 化学B　　(1AB) 竹山　恵美子 F07 健康と栄養のための有機化学 建帛社 2,400

管理 火 2 1221950 食品素材の科学　　(2A) 佐川　敦子 F08 マスタ－食品学:食べ物と健康．２ 建帛社 2,500

管理 火 2 1221950 食品素材の科学　　(2A) 佐川　敦子 F09 食品成分表:便利な２分冊．２０２０ 女子栄養大学出版部 1,400

管理 火 4 1326600 公衆栄養学実習　　(3B)*後半 小西　香苗 F05 公衆栄養学実習 建帛社 2,400

管理 水 2 1221940 食品素材の科学　　(2B) 佐川　敦子 F08 マスタ－食品学:食べ物と健康．２ 建帛社 2,500

管理 水 2 1221940 食品素材の科学　　(2B) 佐川　敦子 F09 食品成分表:便利な２分冊．２０２０ 女子栄養大学出版部 1,400

管理 水 3 1221570 健康管理概論　　omnibus(1AB) 中西　員茂 F10 社会・環境と健康公衆衛生学・健康管理概論サクセス管理栄養士講座 第一出版 2,200

管理 木 1 1221530 人体の構造と機能A(総論)　　(1B) 今田　正人 F11 解剖生理学 南江堂 3,200

管理 木 1 1221730 栄養教育論総論　　(2A) 石井　幸江 F13 栄養教育論:栄養の指導 学建書院 3,000

管理 木 1 1221770 生化学　　(1A) 川崎　広明 F12 栄養科学イラストレイテッド　生化学 羊土社 2,800 ★K

管理 木 1 1627390 給食経営管理実習　　(3B) 教員未定 F06 ＰＤＣＡによる給食マネジメント実習:トレ－ニ－ガイド 医歯薬出版 2,400

管理 木 2 1221540 人体の構造と機能A(総論)　　(1A) 今田　正人 F11 解剖生理学 南江堂 3,200

管理 木 2 1221740 栄養教育論総論　　(2B) 石井　幸江 F13 栄養教育論:栄養の指導 学建書院 3,000

管理 木 2 1221750 栄養生化学　　(2A) 海老沢　秀道 F14 栄養生化学:人体の構造と機能 講談社 2,600

管理 木 2 1221780 生化学　　(1B) 川崎　広明 F12 栄養科学イラストレイテッド　生化学 羊土社 2,800 ★K

管理 木 3 1627410 臨床栄養学実習　　omnibus(3A) 調所　勝弘 F02 腎臓病食品交換表:治療食の基準 医歯薬出版 1,500

管理 木 3 1627410 臨床栄養学実習　　omnibus(3A) 調所　勝弘 F04 糖尿病食事療法のための食品交換表 文光堂 900

管理 木 3 1627470 食品学実験　　omnibus(2A) 竹山　恵美子 F03 食品学実験 建帛社 2,100

管理 金 1 1221660 応用栄養学A(母性･乳幼児)　　(2A) 横塚　昌子 F15 応用栄養学 南江堂 3,200

管理 金 1 1221660 応用栄養学A(母性･乳幼児)　　(2A) 横塚　昌子 SG09 日本人の食事摂取基準　2020年版 第一出版 2,800

管理 金 2 1221670 応用栄養学A(母性･乳幼児)　　(2B) 横塚　昌子 F15 応用栄養学 南江堂 3,200

管理 金 2 1221670 応用栄養学A(母性･乳幼児)　　(2B) 横塚　昌子 SG09 日本人の食事摂取基準　2020年版 第一出版 2,800

管理 金 2 1221820 科学英語(食品と栄養学を学ぶために)　　(2A)　　【複回】火3 増野　華菜子 増野　華菜子 F16 これからの健康的な社会へ 南雲堂 1,800

管理 金 2 1221850 給食経営管理論　　(3B) 教員未定 F17 給食経営管理論:管理栄養士養成テキストブック みらい 2,800

管理 金 3 1221810 科学英語(食品と栄養学を学ぶために)　　(2B)　　【複回】火2 増野　華菜子 増野　華菜子 F16 これからの健康的な社会へ 南雲堂 1,800

管理 金 3 1221840 給食経営管理論　　(3A) 教員未定 F17 給食経営管理論:管理栄養士養成テキストブック みらい 2,800

管理 金 3 1427190 基礎調理学及び実習Ⅰ　　omnibus(1B) 横塚　昌子 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

管理 金 4 1221760 栄養生化学　　(2B) 海老沢　秀道 F14 栄養生化学:人体の構造と機能 講談社 2,600

管理 土 1 1221650 学校栄養教育論Ⅰ　　omnibus 佐川　敦子 F18 栄養教諭のための学校栄養教育論 医歯薬出版 2,800

管理 土 1 1221650 学校栄養教育論Ⅰ　　omnibus 佐川　敦子 F19 食に関する指導の手引き 健学社 1,300

2020年度前期販売教科書　＜管理栄養学科＞
㈱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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