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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

物品 1年 調理学実習Ｉ 三浦　加代子
【割引無/税込】ヘアネット　税込￥408

107 ¥371 ¥408

物品 1年 調理学実習Ｉ 三浦　加代子
【割引無/税込】実習用エプロン　S M L LL
税込￥2，508 110 ¥2,280 ¥2,508

物品 1年 調理学実習Ｉ 三浦　加代子
【割引無/税込】実習用帽子　フリーサイズ
税込￥７５９ 113 ¥690 ¥759

物品 1年 栄養学実験 中野　博文
【割引無/税込】CO-OP白衣　S M L LL　税込
￥3，080 116 ¥2,800 ¥3,080

1年 １年生必修セット２０冊 ¥40,670 ¥44,737

必修S 1年 日本語表現I／II
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

必修S 1年 日本語表現I
実力チェック！漢検準２級実戦模試

高橋書店 2004 ¥750 ¥825

必修S 1年 日本語表現II
日本語検定公式練習問題集　３級　３訂版

東京書籍 2007 ¥900 ¥990

必修S 1年 初年次演習 山本　起世子 大学生学びのハンドブック　４訂版 世界思想社 2602 ¥1,200 ¥1,320

必修S 1年 食物栄養基礎演習III 酒井　清文
微生物学　新版

建帛社 3107 ¥2,600 ¥2,860

必修S 1年 大量調理実習 山崎　真利子
日本食品成分表２０２０　七訂

医歯薬出版

必修S 1年 食物栄養基礎演習I 山崎　真利子
日本食品成分表２０２０　七訂

医歯薬出版

必修S 1年 食物栄養基礎演習II 塩谷　育子
日本食品成分表２０２０　七訂

医歯薬出版

必修S 1年 大量調理実習 山崎　真利子
調理のためのベーシックデータ　第５版

女子栄養大学出版部

必修S 1年 食物栄養基礎演習I/II 山崎　真利子
調理のためのベーシックデータ　第５版

女子栄養大学出版部

必修S 1年 食物栄養基礎演習II 塩谷　育子
調理のためのベーシックデータ　第５版

女子栄養大学出版部

必修S 1年 調理学実習I 三浦　加代子
トータルクッキング　新版

講談社 5123 ¥2,900 ¥3,190

必修S 1年 調理学 三浦　加代子
調理科学　新訂

同文書院 5125 ¥2,200 ¥2,420

必修S 1年 食物栄養基礎演習II 塩谷　育子
めざせ！栄養士・管理栄養士まずはここから
ナビゲーション　第２版

第一出版（千代田区） 5129 ¥2,200 ¥2,420

必修S 1年 健康科学 本多　奈保子
健康管理概論　第３版

講談社 5162 ¥2,600 ¥2,860

必修S 1年 食品学各論　A・B 渡辺　敏郎
食品学各論　第３版

化学同人 5164 ¥2,500 ¥2,750

必修S 1年 食品学実験　A・B 渡辺　敏郎
図解食品学実験 アイ・ケイコーポ

レーション 5166 ¥2,800 ¥3,080

必修S 1年 栄養学総論Ｉ 田渕　正樹
基礎栄養学　２０２０年度対応版 アイ・ケイコーポ

レーション 5168 ¥2,500 ¥2,750

必修S 1年 大量調理実習 山崎　真利子
大量調理　改訂新版　第５版

学建書院 5170 ¥2,700 ¥2,970

必修S 1年 大量調理実習 山崎　真利子
ＰｌａｎーＤｏーＣｈｅｃｋーＡｃｔにそった給食運
営・経営管理実習のてびき　第５版

医歯薬出版 5174 ¥2,100 ¥2,310

必修S 1年 食品学総論　A・B 渡辺　敏郎
食品学総論　第３版

化学同人 3208 ¥2,800 ¥3,080

必修S 1年 食物栄養基礎演習IV 本多　奈保子
フォトサイエンス化学図録　三訂版

数研出版 5101 ¥820 ¥902

必修S 1年 社会保障論（A）（B） 中山　徹
社会保障

東山書房 5177 ¥2,300 ¥2,530

必修S 1年 栄養教育論Ｉ 松本　範子
栄養教育論　第２版

朝倉書店 5180 ¥2,700 ¥2,970

選択 1年 基礎化学（A）（B） 小林/岡田
高校やさしくわかりやすい化学基礎

文英堂 5107 ¥1,100 ¥1,210

選択 1年 基礎化学（A）（B） 小林/岡田
新リピートノート化学? 化学式・物質量・化学反応式

【直】浜島書店 5109 ¥276 ¥304

５ 食物栄養学科 教科書一覧表

川上/芹澤/吉
永

¥1,300 ¥1,430

5121 ¥1,800 ¥1,980

5119



選択 1年 基礎化学（A）（B） 小林/岡田
新リピートノート化学2 酸と塩基・酸化還元反
応

【直】浜島書店 5111 ¥238 ¥262

選択 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

選択 1年 中国語（１）（２） 談　謙
使って学ぶ！中国語コミュニケーション

朝日出版社 2906 ¥2,300 ¥2,530

必修 1年 英語コミュニケ―ションＩ／ＩＩＡ 平崎　永里子
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ

松柏社 2703 ¥1,850 ¥2,035

必修 1年 英語コミュニケ―ションＩ／ＩＩＢ 衣笠　知子
会話からディベートまでスピーキング基本演
習

金星堂 2706 ¥1,800 ¥1,980

必修 1年 英語コミュニケ―ションＩ／ＩＩＣ 廣内　裕子
ディクトグロスで学ぶコミュニカティブ英文法

金星堂 2711 ¥1,800 ¥1,980

必修 1年 英語コミュニケ―ションＩ／ＩＩＤ 井上　稔浩
読解と表現をめざす基礎文法　A First Step
toward College English

朝日出版社 2709 ¥1,700 ¥1,870

2年 ２年生必修セット　７冊 ¥19,600 ¥21,560

必修S 2年 公衆栄養学Ｉ 本多　奈保子
社会・環境と健康　第６版

南江堂 3205 ¥3,200 ¥3,520

必修S 2年 公衆栄養学Ｉ 木林　悦子
公衆栄養学　第３版

建帛社 5202 ¥2,600 ¥2,860

必修S 2年 生化学Ｉ 田渕　正樹
ヒトの基礎生化学

アイ・ケイコーポレーション 5208 ¥3,000 ¥3,300

必修S 2年 給食経営管理 山崎　真利子
給食経営管理用語辞典　第２版

第一出版（千代田区）

必修S 2年 給食計画論 山崎　真利子
給食経営管理用語辞典　第２版

第一出版（千代田区）

必修S 2年 給食計画論 山崎　真利子
エッセンシャル給食経営管理論　第４版

医歯薬出版 5266 ¥3,100 ¥3,410

必修S 2年 栄養学実習 松葉　真
応用栄養学実習書　改訂

建帛社 5268 ¥2,400 ¥2,640

必修S 2年 食品衛生学ＡＢ 中野　博文
新食品衛生学要説　２０２０年版

医歯薬出版 5224 ¥2,800 ¥3,080

必修 2年 公衆栄養学Ｉ 木林　悦子
【5205に変更】食事摂取基準　第３版

医歯薬出版

必修 2年 栄養生理学 松葉　真
【5205に変更】食事摂取基準　第３版

医歯薬出版

必修 2年 公衆栄養学Ｉ 木林　悦子
【４月中旬刊予定】日本人の食事摂取基準
（2020年版）の実践・運用

第一出版

必修 2年 栄養生理学 松葉　真
【４月中旬刊予定】日本人の食事摂取基準
（2020年版）の実践・運用

第一出版

必修 2年 食物栄養基礎演習II 塩谷　育子
【4月上旬出来予定】新臨床栄養学

学文社 5222 ¥3,000 ¥3,300

選択 2年 給食経営管理実習 山崎　真利子
【19年購入済】調理のためのベーシックデータ
第５版

女子栄養大学出版部 5121 ¥1,800 ¥1,980

選択 2年 給食経営管理実習 山崎　真利子
【19年購入済】大量調理　改訂新版，第４版

学建書院 5170 ¥2,700 ¥2,970

選択 2年 給食経営管理実習 山崎　真利子
【19年購入済】ＰｌａｎーＤｏーＣｈｅｃｋーＡｃｔに
そった給食運営・経営管理実習のてびき　第
５版

医歯薬出版

選択 2年 給食経営管理 山崎　真利子
【19年購入済】ＰｌａｎーＤｏーＣｈｅｃｋーＡｃｔに
そった給食運営・経営管理実習のてびき　第
５版

医歯薬出版

選択 2年 生化学II 田渕　正樹
ヒトの基礎生化学

アイ・ケイコーポレーション 5208 ¥3,000 ¥3,300

選択 2年 栄養管理学 松葉　真
【４月中旬改訂出来予定】スタディ応用栄養
学

建帛社 5226 ¥2,800 ¥3,080

選択 2年 栄養学総論II 田渕　正樹
【19年購入済】基礎栄養学　新版

アイ・ケイコーポレーション 5228 ¥2,400 ¥2,640

選択 2年 公衆衛生学ＩＩ（食栄） 本多　奈保子
公衆衛生学健康管理概論　２０２０年版　第９
版

第一出版（千代田区） 5262 ¥2,200 ¥2,420

選択 2年 食料経済学 小野　雅之
フードシステム入門

建帛社 5270 ¥2,200 ¥2,420

選択 2年 つながりプロジェクト 岩田　さやか
【取寄品】ランディ・バンクロフト氏が答える
Q&A ドメスティック・バイオレンスの真実

【直】レジリエンス 2605 ¥630 ¥693

教職 2年 教育課程論 石井　稔
教育課程論

一藝社 1521 ¥2,200 ¥2,420

教職 2年 教育課程論 石井　稔
高等学校学習指導要領解説　総則編　平成
３０年７月

東洋館出版社 1524 ¥380 ¥418

教職 2年 特別支援教育 野口　佳子
ライフステージを見通した障害児保育と特別
支援教育　新版

みらい 1527 ¥2,400 ¥2,640

英語コミュニケーションI/IIはクラス分け確定後、購入下さい

5174 ¥2,100 ¥2,310

5216 ¥2,500 ¥2,750

5205 ¥2,100 ¥2,310

5204 ¥2,100 ¥2,310



教職 2年 発達心理学 善明　宜夫
学校教育心理学　改訂版

福村出版 1565 ¥2,300 ¥2,530

3年

必修 3年 給食経営管理臨地実習I 山崎　真利子
医療・介護老人保健施設における臨地実習
マニュアル　第５版

建帛社 5303 ¥2,400 ¥2,640

必修 3年 食事療法 辻　秀美
腎臓病食品交換表　第９版

医歯薬出版 5311 ¥1,500 ¥1,650

選択 3年 臨床栄養学 辻　秀美
【4月上旬出来予】新臨床栄養学

学文社 5222 ¥3,000 ¥3,300

選択 3年 臨床栄養学実習 塩谷　育子
臨床栄養学実習　改訂第２版

建帛社 5301 ¥2,600 ¥2,860

選択 3年 臨床栄養学実習 塩谷　育子
医療・介護老人保健施設における臨地実習
マニュアル　第５版

建帛社 5303 ¥2,400 ¥2,640

選択 3年 食事療法 辻　秀美
【4月上旬出来予定】実践臨床栄養学実習
第２版

第一出版（千代田区） 5305 ¥2,400 ¥2,640

選択 3年 食事療法 辻　秀美
糖尿病食事療法のための食品交換表　第７
版

文光堂 5307 ¥900 ¥990

選択 3年 食事療法実習 辻　秀美
【4月上旬出来予定】実践臨床栄養学実習
第２版

第一出版（千代田区） 5305 ↑↑ ¥2,400 ¥2,640

選択 3年 食事療法実習 辻　秀美
糖尿病食事療法のための食品交換表　第７
版

文光堂 5307 ↑↑ ¥900 ¥990

選択 3年 食事療法実習 辻　秀美
腎臓病食品交換表　第９版

医歯薬出版 5311 ¥1,500 ¥1,650

選択 3年 栄養機能学 松葉　真
環境・スポーツ栄養学　改訂

建帛社 5314 ¥2,500 ¥2,750

選択 3年 食品マーケティング論 小野　雅之
食品の消費と流通　３訂

建帛社 5317 ¥1,900 ¥2,090

選択 3年 学校栄養指導論I／II 三浦　加代子
栄養教諭論　４訂

建帛社 5342 ¥2,800 ¥3,080

選択 3年 食品加工学　AB 渡辺　敏郎
食品加工学　第２版

化学同人 5360 ¥2,100 ¥2,310

選択 3年 臨床検査法実習 松葉　真
看護・栄養指導のための臨床検査ハンドブッ
ク　第５版

医歯薬出版 5363 ¥2,700 ¥2,970

教職 3年 生徒・進路指導論 善明　宜夫
学校教育心理学　改訂版

福村出版 1565 ¥2,300 ¥2,530

教職 3年 生徒・進路指導論 善明　宜夫
生徒指導提要

教育図書 6278 ¥337 ¥371

教職 3年 道徳教育の研究 植田　清宏
中学校学習指導要領解説　特別の教科道徳
編　平成２９年７月

教育出版 1562 ¥156 ¥172

4年

選択 4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 4年 フードスペシャリスト論AB 渡辺　敏郎
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 4年 臨床栄養管理 辻　秀美
【19年購入済】臨床栄養学　基礎編　改訂第
２版

羊土社 5406 ¥2,700 ¥2,970

選択 4年 食品の官能評価・鑑別法 林　淑美
食品の官能評価・鑑別演習　３訂

建帛社 5441 ¥2,200 ¥2,420

※　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




