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学年　　　　　　年 お名前(ひらがな)

組合員証　有　・　無　　　お支払方法　ＩＣﾌﾟﾘﾍﾟ　・　現金　・　図書カード ↓購入するものに〇

必選学年 授業科目 担当者 書名 出版社 CODE 本体 税込価格

1年

共通 1年 日本語表現　I/II 吉永　尚
大学生のための日本語表現実践ノート　改訂
版

風間書房 2001 ¥1,000 ¥1,100

共通 1年 心理学 善明　宜夫
教養の心理学　４訂版

培風館 2005 ¥2,100 ¥2,310

共通 1年 フランス語（短大共通） 高岸　敦夫
パリのクール・ジャパン

朝日出版社 2902 ¥2,500 ¥2,750

選択 1年 色彩学I 井上　裕之
【講義で案内があります】
新配色カード１９９ａ

日本色研事業株式会社 7113 ¥780 ¥858

選択 1年 色彩学I 井上　裕之
【講義で案内があります】
色彩検定　公式テキスト3級編（最新版）

AFT企画 7107 ¥2,200 ¥2,420

選択 1年 色彩学I 井上　裕之
【講義で案内があります】
色彩検定　過去問題集2018年度版2・3級編
（最新版）

AFT企画 7110 ¥1,800 ¥1,980

選択 1年 フードコーディネート論 林　淑美
フードコーディネート論　３訂

建帛社 5402 ¥1,900 ¥2,090

選択 1年 調理学 林　淑美
基礎調理学

講談社 7101 ¥2,600 ¥2,860

選択 1年 食生活論 林　淑美
食学入門

光生館 7104 ¥2,200 ¥2,420

選択 1年 消費者論 神澤　佳子
くらしの豆知識　２０２０年版

国民生活センター 7165 ¥476 ¥524

選択 1年 秘書学概論 岸本　隆子
新しい時代の秘書ビジネス実務

紀伊國屋書店 7168 ¥1,600 ¥1,760

選択 1年 秘書学概論 岸本　隆子
これでじゅうぶん　一瞬できめる好感マナー

【直】ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗﾎﾟｰﾙ

選択 1年 社会生活のマナー 岸本　隆子
これでじゅうぶん　一瞬できめる好感マナー

【直】ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗﾎﾟｰﾙ

生活キャリアコース

選択 1年 英語コミュニケーション 廣内/柳瀬
スヌーピーと学ぶ英文法と表現・読解

朝日出版社 7143 ¥1,800 ¥1,980

選択 1年 情報リテラシー 永村　悦子
キーワードで学ぶ最新情報トピックス　２０２０

日経ＢＰ 7133 ¥1,300 ¥1,430

選択 1年 キャリアデザイン 垣東　弘一
キャリアデザイン講座　第３版

日経ＢＰ社 7136 ¥1,850 ¥2,035

選択 1年 ビジュアルデザイン演習 垣東　弘一
ＣＧリテラシーＰｈｏｔｏｓｈｏｐ　＆　Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ
ＣＣ　＋　ＣＳ６

実教出版 7139 ¥2,800 ¥3,080

選択 1年 キャリアスキルアップＩ 赤井　孝史
求められる人材になるための社会人基礎力
講座　第２版

日経ＢＰ 7146 ¥1,100 ¥1,210

選択 1年 キャリアアップＩＩ 永村　悦子
文系学生のためのＳＰＩ３完全攻略問題集　’
２２

高橋書店 7173 ¥1,300 ¥1,430

2年

選択 2年 ファッションビジネス論 井上　裕之
ファッション販売　３　改訂版 日本ファッション教育

振興協会 7203 ¥2,100 ¥2,310

選択 2年 ファッションビジネス論 井上　裕之
ファッション販売能力検定試験問題集３級
改訂版

日本ファッション教育
振興協会 7206 ¥1,333 ¥1,466

選択 2年 秘書実務 岸本　隆子
【19年秘書学概論受講者不要】
新しい時代の秘書ビジネス実務

紀伊國屋書店 7168 ¥1,600 ¥1,760

選択 2年 インテリアビジネス論 永村　悦子
1級・2級リビングスタイリスト資格試験公式テ
キスト

【直】日本ライフスタイ
ル協会 7209 ¥2,400 ¥2,640

製菓コース

選択 1年 英語コミュニケーション(製菓) 菅原　愛理
大学英語の総合的アプローチ　基礎編

金星堂 7641 ¥1,900 ¥2,090

選択 1年 栄養学I/ＩＩ 眞木　優子
栄養と健康　３訂

建帛社 7611 ¥2,000 ¥2,200

選択 1年 食品衛生学I 眞木　優子
食品の安全性　３訂第２版

建帛社 7627 ¥2,100 ¥2,310

選択 1年 食品学 眞木　優子
食品学　２　改訂第３版

南江堂 7665 ¥2,400 ¥2,640

7171 ¥950 ¥1,045

７ 生活文化学科 教科書一覧表



選択 1年 食品加工貯蔵学 眞木　優子
新しい食品加工学　改訂第２版

南江堂 7668 ¥2,400 ¥2,640

選択 1年 公衆衛生学I 小西　春江
学生のための健康管理学　改訂２版

南山堂 7671 ¥2,000 ¥2,200

選択 1年 接客方法論 岸本　隆子
これでじゅうぶん　一瞬できめる好感マナー

【直】ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗﾎﾟｰﾙ 7171 ↑↑ ¥0

2年

選択 2年 フードスペシャリスト論 林　淑美
フードスペシャリスト論　４訂（第５版）

建帛社 5404 ¥2,000 ¥2,200

選択 2年 食品の官能評価・鑑別論 林　淑美
食品の官能評価・鑑別演習　３訂

建帛社 5441 ¥2,200 ¥2,420

選択 2年 食品衛生学II/ＩＩＩ 眞木　優子
【19年購入済】食品の安全性　３訂第２版

建帛社 7627 ¥2,100 ¥2,310

選択 2年 接客方法論 岸本　隆子
サービス接遇検定３級公式テキスト

早稲田教育出版 7630 ¥1,100 ¥1,210

選択 2年 公衆衛生学II／III（製菓) 小西　春江
公衆衛生学　２０１９／２０２０　第１０版

同文書院 7633 ¥2,500 ¥2,750

※　返品・返金はうけたまわれません。　お間違いの無いようご購入下さい。

※　【未刊】【未入荷】の書籍は生協の《入荷連絡》の掲示を確認して、忘れずにご購入下さい。

学年　　　　　　年お名前(ひらがな)

園田学園女子大学生活協同組合

教科書購入特設会場

２号館『地階202講義室です


