
★予約分書籍の引換券も兼ねています。失くさないでください！ 2020年前期 2020年前期

《栄養学科1年》 ◇学生控え◇ 《栄養学科1年》 ◇書店控え◇

氏名 ※　左右とも同じ内容をご記入ください 氏名 ※　左右とも同じ内容をご記入ください

No 必/選 教科名 教員名 教科書名 出版社 税込販売価
購入
○印

備考欄 No 必/選 教科名 教員名 教科書名 出版社 税込販売価
購入
○印

備考欄

1 必修 解剖生理学I 影山
管理栄養士を目指す学生のための解剖生
理学テキスト 第4版

文光堂 3,130 1 必修 解剖生理学I 影山
管理栄養士を目指す学生のための解剖生理
学テキスト 第4版

文光堂 3,130

2 必修 解剖生理学I 影山
解剖生理学まとめドリル(メディカル・ホーム
ワーク)

宣広社 1,350 2 必修 解剖生理学I 影山
解剖生理学まとめドリル(メディカル・ホーム
ワーク)

宣広社 1,350

3 必修 食品学Ⅰ 荒井
食品学<1> 食品の成分と機能を学ぶ(栄養
科学イラストレイテッド)

羊土社 2,710 3 必修 食品学Ⅰ 荒井
食品学<1> 食品の成分と機能を学ぶ(栄養科
学イラストレイテッド)

羊土社 2,710

4 必修
化学
生物有機化学

小林 サイエンスビュー化学総合資料 4訂版 実教出版 860 4 必修
化学
生物有機化学

小林 サイエンスビュー化学総合資料 4訂版 実教出版 860

5 必修 生物有機化学 小林
生命科学,食品・栄養学,化学を学ぶための
有機化学基礎の基礎 第3版

丸善出版 2,820 5 必修 生物有機化学 小林
生命科学,食品・栄養学,化学を学ぶための
有機化学基礎の基礎 第3版

丸善出版 2,820

6 必修 生物有機化学 小林
演習『生命科学,食品・栄養学,化学を学ぶた
めの有機化学基礎の基礎 第3版』

丸善出版 1,670 6 必修 生物有機化学 小林
演習『生命科学,食品・栄養学,化学を学ぶた
めの有機化学基礎の基礎 第3版』

丸善出版 1,670

7 必修 調理学実習Ⅰ 野沢　弘子 流れと要点がわかる調理学実習 第2版 光生館 2,920 7 必修 調理学実習Ⅰ 野沢　弘子 流れと要点がわかる調理学実習 第2版 光生館 2,920

8 必修 調理学実習Ⅰ 野沢　弘子 日本食品標準成分表<2015年版>
全国官報
販売協同

組合
1,930 8 必修 調理学実習Ⅰ 野沢　弘子 日本食品標準成分表<2015年版>

全国官報
販売協同

組合
1,930

9 必修 基礎英語Ⅰ 野中　博雄
現代の食を考える～Ｆｏｏｄ　ｆｏｒ　Ｔｈｏｕｇｈｔ
～

南雲堂 1,770 9 必修 基礎英語Ⅰ 野中　博雄 現代の食を考える～Ｆｏｏｄ　ｆｏｒ　Ｔｈｏｕｇｈｔ～ 南雲堂 1,770

10 必修 基礎栄養学 榮　昭博 基礎栄養学 3訂(Nブックス) 建帛社 2,610 10 必修 基礎栄養学 榮　昭博 基礎栄養学 3訂(Nブックス) 建帛社 2,610

11 必修
情報処理基礎
演習

石井 Office 2019(30時間アカデミック) 実教出版 1,350 11 必修
情報処理基礎
演習

石井 Office 2019(30時間アカデミック) 実教出版 1,350

12 必修 調理科学 野沢　弘子
調理学(ステップアップ栄養・健康科学シリー
ズ 7)

化学同人 2,400 12 必修 調理科学 野沢　弘子
調理学(ステップアップ栄養・健康科学シリー
ズ 7)

化学同人 2,400

必修金額合計 25,520 必修金額合計 25,520

13 選択 生物学 荒井 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 第3版 羊土社 3,340 13 選択 生物学 荒井　 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 第3版 羊土社 3,340

14 選択 化学 小林 はじめて学ぶ化学 化学同人 2,090 14 選択 化学 小林 はじめて学ぶ化学 化学同人 2,090

15 選択 化学 小林 インプレス　化学基礎ノート 浜島書店 570 15 選択 化学 小林 インプレス　化学基礎ノート 浜島書店 570

16 選択 心理学 大澤　靖彦 ワ－クショップ心理学 ナカニシヤ出版 2,090 16 選択 心理学 大澤　靖彦 ワ－クショップ心理学 ナカニシヤ出版 2,090

17 選択 教育心理学 大澤　靖彦 実践につながる教育心理学 北樹出版 2,290 17 選択 教育心理学 大澤　靖彦 実践につながる教育心理学 北樹出版 2,290

18 選択 統計学 石井 はじめての統計学
日本経済
新聞出版

社
2,330 18 選択 統計学 石井 はじめての統計学

日本経済
新聞出版

社
2,330

【販売のご案内】

　 誤って購入してしまった場合でも返品はお受け出来ませんので、各自購入前に必ず確認して下さい。

　　教科書購入票 　　教科書購入票
学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名 学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

合 計 金 額 合 計 金 額

場所　：　　11号館　2階　1102教室　

※教科書は現金のみの販売とさせて頂きます。お釣りのない様にご用意下さい。

　 現金をお持ちでない場合はお売り出来ませんのでご了承下さい。

※購入票・受渡票とも、間違いのない様に記入をお願いします。ご購入分には必ず○印を記入下さい。

※予約書籍・品切れ書籍は先に代金を頂戴し、後日書籍をお渡しいたします。

※ご購入頂きました教科書の返品は原則お受け出来ませんのでご了承下さい。過去に購入した教科書と同じ教科書を



★予約分書籍の引換券も兼ねています。失くさないでください！ 2020年前期 2020年前期

《栄養学科2年》 ◇学生控え◇ 《栄養学科2年》 ◇書店控え◇

氏名 ※　左右とも同じ内容をご記入ください 氏名 ※　左右とも同じ内容をご記入ください

No 必/選 教科名 教員名 教科書名 出版社 税込販売価
購入
○印

備考欄 No 必/選 教科名 教員名 教科書名 出版社 税込販売価
購入
○印

備考欄

1 必修 栄養教育論Ⅰ 宮原公子
栄養教育論 改訂第4版(健康・栄養科学シ
リーズ)

南江堂 3,340 1 必修 栄養教育論Ⅰ 宮原公子
栄養教育論 改訂第4版(健康・栄養科学シ
リーズ)

南江堂 3,340

2 必修
給食経営管理
論Ⅰ

神戸
給食経営管理論 第7版(サクセス管理栄養
士・栄養士養成講座)

第一出版 2,610 2 必修
給食経営管理
論Ⅰ

神戸
給食経営管理論 第7版(サクセス管理栄養
士・栄養士養成講座)

第一出版 2,610

3 必修 応用栄養学Ⅰ 増野弥生 食事摂取基準<2020年版> 第一出版 2,920 未刊4月
中旬

3 必修 応用栄養学Ⅰ 増野弥生 食事摂取基準<2020年版> 第一出版 2,920 未刊4月
中旬

4 必修 応用栄養学Ⅰ 増野弥生
応用栄養学 第3版(食物と栄養学基礎シリー
ズ 8)

学文社 未定 未刊5月
上旬

4 必修 応用栄養学Ⅰ 増野弥生
応用栄養学 第3版(食物と栄養学基礎シリー
ズ 8)

学文社 未定 未刊5月
上旬

5 必修 食品衛生学 宮本　雄基
食品衛生学 改訂第2版(栄養科学イラストレ
イテッド)

羊土社 2,920 5 必修 食品衛生学 宮本　雄基
食品衛生学 改訂第2版(栄養科学イラストレイ
テッド)

羊土社 2,920

必修金額合計 11,790 必修金額合計 11,790

6 選択 中国語 佐々木百合 中国語はじめの一歩 最新2訂版 白水社 2,290 6 選択 中国語 佐々木百合 中国語はじめの一歩 最新2訂版 白水社 2,290

7 選択 実践英会話 野中　博雄 リッスン・アンド・スピ－ク 三修社 2,090 7 選択 実践英会話 野中　博雄 リッスン・アンド・スピ－ク 三修社 2,090

【販売のご案内】

　 誤って購入してしまった場合でも返品はお受け出来ませんので、各自購入前に必ず確認して下さい。

　　教科書購入票 　　教科書購入票
学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名 学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

合 計 金 額 合 計 金 額

場所　：　　11号館　2階　1102教室　

※教科書は現金のみの販売とさせて頂きます。お釣りのない様にご用意下さい。

　 現金をお持ちでない場合はお売り出来ませんのでご了承下さい。

※購入票・受渡票とも、間違いのない様に記入をお願いします。ご購入分には必ず○印を記入下さい。

※予約書籍・品切れ書籍は先に代金を頂戴し、後日書籍をお渡しいたします。

※ご購入頂きました教科書の返品は原則お受け出来ませんのでご了承下さい。過去に購入した教科書と同じ教科書を



★予約分書籍の引換券も兼ねています。失くさないでください！ 2020年前期 2020年前期

《栄養学科3年》 ◇学生控え◇ 《栄養学科3年》 ◇書店控え◇

氏名 ※　左右とも同じ内容をご記入ください 氏名 ※　左右とも同じ内容をご記入ください

No 必/選 教科名 教員名 教科書名 出版社 税込販売価
購入
○印

備考欄 No 必/選 教科名 教員名 教科書名 出版社 税込販売価
購入
○印

備考欄

1 必修 公衆衛生学Ⅰ 岩田　昇
社会・環境と健康 改訂第6版(健康・栄養科
学シリーズ)

南江堂 3,340 1 必修 公衆衛生学Ⅰ 岩田　昇
社会・環境と健康 改訂第6版(健康・栄養科
学シリーズ)

南江堂 3,340

2 必修
栄養教育論実
習Ⅰ

宮原公子
齋藤陽子

楽しく学ぶ献立の教材化の理論と実践 東山書房 2,290 2 必修
栄養教育論実
習Ⅰ

宮原公子
齋藤陽子

楽しく学ぶ献立の教材化の理論と実践 東山書房 2,290

3 必修 応用栄養学Ⅲ 増野弥生 食事摂取基準<2020年版> 第一出版 2,920 未刊4月
中旬

3 必修 応用栄養学Ⅲ 増野弥生 食事摂取基準<2020年版> 第一出版 2,920 未刊4月
中旬

4 必修
応用栄養学実
習

増野弥生
四訂　応用栄養学実習－ケーススタディーで
学ぶ栄養マネージメント-2020年版準拠

建帛社 2,920 未刊4月
中旬

4 必修
応用栄養学実
習

増野弥生
四訂　応用栄養学実習－ケーススタディーで
学ぶ栄養マネージメント-2020年版準拠

建帛社 2,920 未刊4月
中旬

5 必修
臨床栄養学実
習Ⅰ

島田 臨床栄養学実習 改訂第2版 建帛社 2,710 重版中5
月上旬

5 必修
臨床栄養学実
習Ⅰ

島田 臨床栄養学実習 改訂第2版 建帛社 2,710 重版中5
月上旬

6 必修
臨床栄養学実
習Ⅰ

島田 糖尿病食事療法のための食品交換表 第7版 文光堂 940 6 必修
臨床栄養学実
習Ⅰ

島田 糖尿病食事療法のための食品交換表 第7版 文光堂 940

7 必修
臨床栄養学実
習Ⅰ

島田 腎臓病食品交換表　第9版 医歯薬出版 1,560 7 必修
臨床栄養学実
習Ⅰ

島田 腎臓病食品交換表　第9版 医歯薬出版 1,560

8 必修 病理学 岡安　勲
臨床医学 改訂第2版(栄養科学イラストレイ
テッド)

羊土社 2,920 8 必修 病理学 岡安　勲
臨床医学 改訂第2版(栄養科学イラストレイ
テッド)

羊土社 2,920

必修金額合計 19,600 必修金額合計 19,600

9 選択 栄養教諭論 神戸 栄養教諭論<1>　4訂　理論と実際 建帛社 2,920 9 選択 栄養教諭論 神戸 栄養教諭論<1>　4訂　理論と実際 建帛社 2,920

10 選択 栄養教諭論 神戸 食に関する指導の手引　第2次改訂版 健学社 1,350 10 選択 栄養教諭論 神戸 食に関する指導の手引　第2次改訂版 健学社 1,350

【販売のご案内】

　 誤って購入してしまった場合でも返品はお受け出来ませんので、各自購入前に必ず確認して下さい。

　　教科書購入票 　　教科書購入票
学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名 学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

合 計 金 額 合 計 金 額

場所　：　　11号館　2階　1102教室　

※教科書は現金のみの販売とさせて頂きます。お釣りのない様にご用意下さい。

　 現金をお持ちでない場合はお売り出来ませんのでご了承下さい。

※購入票・受渡票とも、間違いのない様に記入をお願いします。ご購入分には必ず○印を記入下さい。

※予約書籍・品切れ書籍は先に代金を頂戴し、後日書籍をお渡しいたします。

※ご購入頂きました教科書の返品は原則お受け出来ませんのでご了承下さい。過去に購入した教科書と同じ教科書を



★予約分書籍の引換券も兼ねています。失くさないでください！ 2020年前期 2020年前期

《栄養学科4年》 ◇学生控え◇ 《栄養学科4年》 ◇書店控え◇

氏名 ※　左右とも同じ内容をご記入ください 氏名 ※　左右とも同じ内容をご記入ください

No 必/選 教科名 教員名 教科書名 出版社 税込販売価
購入
○印

備考欄 No 必/選 教科名 教員名 教科書名 出版社 税込販売価
購入
○印

備考欄

1 必修 公衆栄養学Ⅱ 橘
公衆栄養学　改訂第7版(健康・栄養科学シ
リーズ)

南江堂 3,130 1 必修 公衆栄養学Ⅱ 橘
公衆栄養学　改訂第7版(健康・栄養科学シ
リーズ)

南江堂 3,130

2 必修
公衆栄養学実
習Ⅰ

橘 食事摂取基準<2020年版> 第一出版 2,920 未刊4月
中旬

2 必修
公衆栄養学実
習Ⅰ

橘 食事摂取基準<2020年版> 第一出版 2,920 未刊4月
中旬

必修金額合計 6,050 必修金額合計 6,050

【販売のご案内】

　 誤って購入してしまった場合でも返品はお受け出来ませんので、各自購入前に必ず確認して下さい。

　　教科書購入票 　　教科書購入票
学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名 学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

合 計 金 額 合 計 金 額

場所　：　　11号館　2階　1102教室　

※教科書は現金のみの販売とさせて頂きます。お釣りのない様にご用意下さい。

　 現金をお持ちでない場合はお売り出来ませんのでご了承下さい。

※購入票・受渡票とも、間違いのない様に記入をお願いします。ご購入分には必ず○印を記入下さい。

※予約書籍・品切れ書籍は先に代金を頂戴し、後日書籍をお渡しいたします。

※ご購入頂きました教科書の返品は原則お受け出来ませんのでご了承下さい。過去に購入した教科書と同じ教科書を



★予約分書籍の引換券も兼ねています。失くさないでください！ 2020年前期 2020年前期

《看護学科1年》 ◇学生控え◇ 《看護学科1年》 ◇書店控え◇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号 氏名 ※　左右とも同じ内容をご記入ください 学籍番号 氏名 ※　左右とも同じ内容をご記入ください

No 必/選 教科名 教員名 教科書名 出版社 税込販売価
購入
○印

備考欄 No 必/選 教科名 教員名 教科書名 出版社 税込販売価
購入
○印

備考欄

1 必修 看護技術学概論 伊藤美鈴
専門分野(1)　基礎看護学<2>　第5版　基礎看護技術(1)(新
体系看護学全書)

メヂカルフレンド社 3,340 1 必修 看護技術学概論 伊藤美鈴
専門分野(1)　基礎看護学<2>　第5版　基礎看護技術(1)(新
体系看護学全書)

メヂカルフレンド社 3,340

2 必修 看護技術学Ⅰ 伊藤美鈴
専門分野(1)　基礎看護学<3>　第4版　基礎看護技術(2)(新
体系看護学全書)

メヂカルフレンド社 3,340 2 必修 看護技術学Ⅰ 伊藤美鈴
専門分野(1)　基礎看護学<3>　第4版　基礎看護技術(2)(新
体系看護学全書)

メヂカルフレンド社 3,340

3 必修 看護技術学Ⅰ 伊藤美鈴 看護がみえる<vol.1>　基礎看護技術 メディックメディア 3,440 3 必修 看護技術学Ⅰ 伊藤美鈴 看護がみえる<vol.1>　基礎看護技術 メディックメディア 3,440

4 必修 看護技術学Ⅰ 伊藤美鈴 看護がみえる<vol.2>　臨床看護技術 メディックメディア 3,440 4 必修 看護技術学Ⅰ 伊藤美鈴 看護がみえる<vol.2>　臨床看護技術 メディックメディア 3,440

5 必修
人体の構造と機能Ⅰ、
人体の構造と機能Ⅱ

煙山健仁
人体の構造と機能１　解剖生理学(系統看護学講座　専門
基礎分野)

医学書院 3,970 5 必修
人体の構造と機能Ⅰ、
人体の構造と機能Ⅱ

煙山健仁
人体の構造と機能１　解剖生理学(系統看護学講座　専門
基礎分野)

医学書院 3,970

6 必修 看護学原論Ⅰ 三木園生 看護学概論　第4版(NURSING TEXTBOOK SERIES) 医歯薬出版 3,130 6 必修 看護学原論Ⅰ 三木園生 看護学概論　第4版(NURSING TEXTBOOK SERIES) 医歯薬出版 3,130

7 必修 看護学原論Ⅰ 三木園生 看護覚え書　改訳第７版 現代社 1,770 7 必修 看護学原論Ⅰ 三木園生 看護覚え書　改訳第７版 現代社 1,770

8 必修 看護学原論Ⅰ 三木園生 看護の基本となるもの 日本看護協会出版会 1,250 8 必修 看護学原論Ⅰ 三木園生 看護の基本となるもの 日本看護協会出版会 1,250

9 必修 人体の生化学 榮　昭博
人体の構造と機能２　生化学(系統看護学講座　専門基礎
分野)

医学書院 2,290 9 必修 人体の生化学 榮　昭博
人体の構造と機能２　生化学(系統看護学講座　専門基礎
分野)

医学書院 2,290

10 必修 栄養学 榮　/吉村
人体の構造と機能３　栄養学　［第13版］(系統看護学講座
専門基礎分野)

医学書院 2,090 10 必修 栄養学 榮　/吉村
人体の構造と機能３　栄養学　［第13版］(系統看護学講座
専門基礎分野)

医学書院 2,090

11 必修 情報処理基礎演習 HTマチヤコン 医療・看護系のための情報リテラシー 東京図書 2,290 11 必修 情報処理基礎演習 HTマチヤコン 医療・看護系のための情報リテラシー 東京図書 2,290

12 必修 基礎英語Ⅰ 女鹿　喜治 ジャズとポップスで学ぶ大学英語 金星堂 2,400 12 必修 基礎英語Ⅰ 女鹿　喜治 ジャズとポップスで学ぶ大学英語 金星堂 2,400

13 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連 成人看護学２　呼吸器(系統看護学講座　専門分野Ⅱ) 医学書院 2,500 13 必修

疾病の回復促進関連
成人看護方法関連 成人看護学２　呼吸器(系統看護学講座　専門分野Ⅱ) 医学書院 2,500

14 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連 成人看護学３　循環器(系統看護学講座　専門分野Ⅱ) 医学書院 2,500 14 必修

疾病の回復促進関連
成人看護方法関連 成人看護学３　循環器(系統看護学講座　専門分野Ⅱ) 医学書院 2,500

15 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学４　血液・造血器(系統看護学講座　専門分野
Ⅱ)

医学書院 1,670 15 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学４　血液・造血器(系統看護学講座　専門分野
Ⅱ)

医学書院 1,670

16 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連 成人看護学５　消化器(系統看護学講座　専門分野Ⅱ) 医学書院 2,820 16 必修

疾病の回復促進関連
成人看護方法関連 成人看護学５　消化器(系統看護学講座　専門分野Ⅱ) 医学書院 2,820

17 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学６　内分泌・代謝(系統看護学講座　専門分野
Ⅱ)

医学書院 2,190 17 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学６　内分泌・代謝(系統看護学講座　専門分野
Ⅱ)

医学書院 2,190

18 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連 成人看護学７　脳・神経(系統看護学講座　専門分野Ⅱ) 医学書院 2,500 18 必修

疾病の回復促進関連
成人看護方法関連 成人看護学７　脳・神経(系統看護学講座　専門分野Ⅱ) 医学書院 2,500

19 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連 成人看護学８　腎・泌尿器(系統看護学講座　専門分野Ⅱ) 医学書院 2,400 19 必修

疾病の回復促進関連
成人看護方法関連 成人看護学８　腎・泌尿器(系統看護学講座　専門分野Ⅱ) 医学書院 2,400

20 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連 成人看護学１０　運動器(系統看護学講座　専門分野Ⅱ) 医学書院 2,500 20 必修

疾病の回復促進関連
成人看護方法関連 成人看護学１０　運動器(系統看護学講座　専門分野Ⅱ) 医学書院 2,500

21 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学１１　アレルギー・膠原病感染症　［第15版］(系
統看護学講座　専門分野Ⅱ)

医学書院 2,290 21 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学１１　アレルギー・膠原病感染症　［第15版］(系
統看護学講座　専門分野Ⅱ)

医学書院 2,290

22 必修 看護技術学Ⅰ 伊藤美鈴 看護がみえる<vol.3>　フィジカルアセスメント メディックメディア 3,440 22 必修 看護技術学Ⅰ 伊藤美鈴 看護がみえる<vol.3>　フィジカルアセスメント メディックメディア 3,440

必修金額合計 57,560 必修金額合計 57,560

23 選択 化学 煙山健仁 看護系で役立つ化学の基本 化学同人 1,250 23 選択 化学 煙山健仁 看護系で役立つ化学の基本 化学同人 1,250

24 選択 生物学 荒井 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 第3版 羊土社 3,340 24 選択 生物学 荒井 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 第3版 羊土社 3,340

25 選択 心理学 大澤　靖彦 ワ－クショップ心理学 ナカニシヤ出版 2,090 25 選択 心理学 大澤　靖彦 ワ－クショップ心理学 ナカニシヤ出版 2,090

26 選択 人間発達学 大澤　靖彦 みるよむ生涯発達心理学 北大路書房 2,610 26 選択 人間発達学 大澤　靖彦 みるよむ生涯発達心理学 北大路書房 2,610

27 選択 教育心理学 大澤　靖彦 実践につながる教育心理学 北樹出版 2,290 27 選択 教育心理学 大澤　靖彦 実践につながる教育心理学 北樹出版 2,290

【販売のご案内】

　 誤って購入してしまった場合でも返品はお受け出来ませんので、各自購入前に必ず確認して下さい。

　　教科書購入票 　　教科書購入票

合 計 金 額 合 計 金 額

場所　：　　11号館　2階　1102教室　

※教科書は現金のみの販売とさせて頂きます。お釣りのない様にご用意下さい。

　 現金をお持ちでない場合はお売り出来ませんのでご了承下さい。

※購入票・受渡票とも、間違いのない様に記入をお願いします。ご購入分には必ず○印を記入下さい。

※予約書籍・品切れ書籍は先に代金を頂戴し、後日書籍をお渡しいたします。

※ご購入頂きました教科書の返品は原則お受け出来ませんのでご了承下さい。過去に購入した教科書と同じ教科書を



★予約分書籍の引換券も兼ねています。失くさないでください！ 2020年前期 2020年前期

《看護学科2年》 ◇学生控え◇ 《看護学科2年》 ◇書店控え◇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号 氏名 ※　左右とも同じ内容をご記入ください 学籍番号 氏名 ※　左右とも同じ内容をご記入ください

No 必/選 教科名 教員名 教科書名 出版社 税込販売価 購入
○印

備考欄 No 必/選 教科名 教員名 教科書名 出版社 税込販売価 購入
○印

備考欄

1 必修 成人看護学概論 吉田幸枝
成人看護学１　成人看護学総論(系統看護学講座
専門分野Ⅱ)

医学書院 2,400 1 必修 成人看護学概論 吉田幸枝
成人看護学１　成人看護学総論(系統看護学講座
専門分野Ⅱ)

医学書院 2,400

2 必修 在宅看護学概論 高橋美砂子 在宅看護論(系統看護学講座　統合分野) 医学書院 2,710 2 必修 在宅看護学概論 高橋美砂子 在宅看護論(系統看護学講座　統合分野) 医学書院 2,710

3 必修 母性看護学概論 黒澤やよい
母性看護学１　母性看護学概論(系統看護学講座
専門分野Ⅱ)

医学書院 2,500 3 必修 母性看護学概論 黒澤やよい
母性看護学１　母性看護学概論(系統看護学講座
専門分野Ⅱ)

医学書院 2,500

4 必修 社会保障論 松原直樹
健康支援と社会保障制度３　社会保障・社会福祉
［第21版］(系統看護学講座　専門基礎分野)

医学書院 2,400 4 必修 社会保障論 松原直樹
健康支援と社会保障制度３　社会保障・社会福祉
［第21版］(系統看護学講座　専門基礎分野)

医学書院 2,400

5 必修 臨床心理学 大澤　靖彦 面白いほどよくわかる!臨床心理学 西東社 1,460 5 必修 臨床心理学 大澤　靖彦 面白いほどよくわかる!臨床心理学 西東社 1,460

6 必修 公衆衛生看護学概論 檀原
公衆衛生看護学概論　［第5版］(標準保健師講座
１)

医学書院 3,230 6 必修 公衆衛生看護学概論 檀原
公衆衛生看護学概論　［第5版］(標準保健師講座
１)

医学書院 3,230

7 必修 高齢期看護学概論 田中光子 老年看護学概論 改訂第3版(看護学テキストNiCE) 南江堂 2,920 7 必修 高齢期看護学概論 田中光子 老年看護学概論 改訂第3版(看護学テキストNiCE) 南江堂 2,920

8 必修 精神看護学概論 片野吉子 精神看護学<1> 第6版 精神保健学 ヌーヴェルヒロカワ 2,290 8 必修 精神看護学概論 片野吉子 精神看護学<1> 第6版 精神保健学 ヌーヴェルヒロカワ 2,290

9 必修 精神看護学概論 片野吉子 精神看護学<2> 第6版 精神臨床看護学 ヌーヴェルヒロカワ 2,820 9 必修 精神看護学概論 片野吉子 精神看護学<2> 第6版 精神臨床看護学 ヌーヴェルヒロカワ 2,820

10 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学２　呼吸器(系統看護学講座　専門分野
Ⅱ)

医学書院 2,500 10 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学２　呼吸器(系統看護学講座　専門分野
Ⅱ)

医学書院 2,500

11 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学３　循環器(系統看護学講座　専門分野
Ⅱ)

医学書院 2,500 11 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学３　循環器(系統看護学講座　専門分野
Ⅱ)

医学書院 2,500

12 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学４　血液・造血器(系統看護学講座　専門
分野Ⅱ)

医学書院 1,670 12 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学４　血液・造血器(系統看護学講座　専門
分野Ⅱ)

医学書院 1,670

13 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学５　消化器(系統看護学講座　専門分野
Ⅱ)

医学書院 2,820 13 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学５　消化器(系統看護学講座　専門分野
Ⅱ)

医学書院 2,820

14 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学６　内分泌・代謝(系統看護学講座　専門
分野Ⅱ)

医学書院 2,190 14 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学６　内分泌・代謝(系統看護学講座　専門
分野Ⅱ)

医学書院 2,190

15 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学７　脳・神経(系統看護学講座　専門分野
Ⅱ)

医学書院 2,500 15 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学７　脳・神経(系統看護学講座　専門分野
Ⅱ)

医学書院 2,500

16 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学８　腎・泌尿器(系統看護学講座　専門分
野Ⅱ)

医学書院 2,400 16 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学８　腎・泌尿器(系統看護学講座　専門分
野Ⅱ)

医学書院 2,400

17 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学１０　運動器(系統看護学講座　専門分
野Ⅱ)

医学書院 2,500 17 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学１０　運動器(系統看護学講座　専門分
野Ⅱ)

医学書院 2,500

18 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学１１　アレルギー・膠原病感染症　［第15
版］(系統看護学講座　専門分野Ⅱ)

医学書院 2,290 18 必修
疾病の回復促進関連
成人看護方法関連

成人看護学１１　アレルギー・膠原病感染症　［第15
版］(系統看護学講座　専門分野Ⅱ)

医学書院 2,290

19 必修 機能看護学概論 島崎すえ子 看護管理学　改訂第2版(NURSING) 南江堂 2,610 19 必修 機能看護学概論 島崎すえ子 看護管理学　改訂第2版(NURSING) 南江堂 2,610

20 必修 小児看護学概論 佐光恵子 小児看護学概論　改訂第3版(NURSING) 南江堂 3,130 20 必修 小児看護学概論 佐光恵子 小児看護学概論　改訂第3版(NURSING) 南江堂 3,130

必修金額合計 49,840 必修金額合計 49,840

21 選択 中国語 佐々木百合 中国語はじめの一歩 最新2訂版 白水社 2,290 21 選択 中国語 佐々木百合 中国語はじめの一歩 最新2訂版 白水社 2,290

22 選択 実践英会話 HTマチヤコン Performance: Student Book Language Solutions 2,710 22 選択 実践英会話 HTマチヤコン Performance: Student Book Language Solutions 2,710

23 選択 英書講読 女鹿　喜治 事例で学ぶ看護英語 成美堂 1,880 23 選択 英書講読 女鹿　喜治 事例で学ぶ看護英語 成美堂 1,880

【販売のご案内】

※購入票・受渡票とも、間違いのない様に記入をお願いします。ご購入分には必ず○印を記入下さい。

※予約書籍・品切れ書籍は先に代金を頂戴し、後日書籍をお渡しいたします。

※ご購入頂きました教科書の返品は原則お受け出来ませんのでご了承下さい。過去に購入した教科書と同じ教科書を

　 誤って購入してしまった場合でも返品はお受け出来ませんので、各自購入前に必ず確認して下さい。

　　教科書購入票 　　教科書購入票

合 計 金 額 合 計 金 額

※教科書は現金のみの販売とさせて頂きます。お釣りのない様にご用意下さい。

　 現金をお持ちでない場合はお売り出来ませんのでご了承下さい。

場所　：　　11号館　2階　1102教室　



★予約分書籍の引換券も兼ねています。失くさないでください！ 2020年前期 2020年前期

《看護学科4年》 ◇学生控え◇ 《看護学科4年》 ◇書店控え◇

氏名 ※　左右とも同じ内容をご記入ください 氏名 ※　左右とも同じ内容をご記入ください

No 必/選 教科名 教員名 教科書名 出版社 税込販売価
購入
○印

備考欄 No 必/選 教科名 教員名 教科書名 出版社 税込販売価
購入
○印

備考欄

1 必修 疫学 岩田　昇 はじめて学ぶやさしい疫学　改訂第3版 南江堂 2,090 1 必修 疫学 岩田　昇 はじめて学ぶやさしい疫学　改訂第3版 南江堂 2,090

2 必修
医療関係法
規

松原直樹

健康支援と社会保障制度４　看護関係
法令　［第52版］(系統看護学講座　専
門基礎分野)

医学書院 2,500 2 必修 医療関係法規 松原直樹

健康支援と社会保障制度４　看護関係
法令　［第52版］(系統看護学講座　専
門基礎分野)

医学書院 2,500

3 必修
看護専門職
論Ⅶ

森島 家族看護学(系統看護学講座　別巻) 医学書院 2,290 3 必修 看護専門職論Ⅶ 森島 家族看護学(系統看護学講座　別巻) 医学書院 2,290

4 必修
公衆衛生看
護活動論Ⅲ

檀原
最新保健学講座<5> 第4版 公衆衛生
看護管理論

メヂカル
フレンド社 3,130 4 必修 公衆衛生看護活

動論Ⅲ
檀原

最新保健学講座<5> 第4版 公衆衛生
看護管理論

メヂカル
フレンド社 3,130

必修金額合計 10,010 必修金額合計 10,010

5 選択
学校保健Ⅲ
(健康相談論)

間戸
養護教諭の行う健康相談 新版(養護教
諭必携シリーズ No.2)

東山書房 2,290 5 選択 学校保健Ⅲ
(健康相談論)

間戸
養護教諭の行う健康相談 新版(養護教
諭必携シリーズ No.2)

東山書房 2,290

6 選択
学校保健Ⅳ
(小児救急)

間戸
養護教諭、看護師、保健師のための学
校看護 改訂

東山書房 2,400 6 選択 学校保健Ⅳ
(小児救急)

間戸
養護教諭、看護師、保健師のための学
校看護 改訂

東山書房 2,400

7 選択
教育実習事
前事後指導

間戸
養護実習ハンドブック 改訂(養護教諭
必携シリーズ NO.4)

東山書房 2,290 重版中４月
上旬

7 選択 教育実習事前事
後指導

間戸
養護実習ハンドブック 改訂(養護教諭
必携シリーズ NO.4)

東山書房 2,290 重版中４月
上旬

【販売のご案内】

※ご購入頂きました教科書の返品は原則お受け出来ませんのでご了承下さい。過去に購入した教科書と同じ教科書を

　 誤って購入してしまった場合でも返品はお受け出来ませんので、各自購入前に必ず確認して下さい。

　　教科書購入票 　　教科書購入票
学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名 学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

合 計 金 額 合 計 金 額

場所　：　　11号館　2階　1102教室　

※教科書は現金のみの販売とさせて頂きます。お釣りのない様にご用意下さい。

　 現金をお持ちでない場合はお売り出来ませんのでご了承下さい。

※購入票・受渡票とも、間違いのない様に記入をお願いします。ご購入分には必ず○印を記入下さい。

※予約書籍・品切れ書籍は先に代金を頂戴し、後日書籍をお渡しいたします。


