
【2020年度　後期　教科書リスト（栄養学科）】 値段はサイトに記載があります。

番号
必修
選択

学年 科目名 書名 著者 出版社 ISBN 担当 備考

1 選択 １年 ポルトガル語 Vamos falar português! Edição revisada 重松由美 朝日 978-4-255-55505-8 伊勢島セリア明美

2 選択 １年 スペイン語 ¡ Hola！ 粕谷てる子 第三書房 978-4-8086-3035-5 伊勢島セリア明美

3 選択 １年 臨床医学概論
栄養科学イラストレイテッド-臨床医学-（疾病
の成り立ち）改訂第2版

田中明 羊土社 978-4-7581-0881-2 山﨑　純一

4 必修 １年 食品学Ⅱ
栄養科学イラストレイテッド
食品学Ⅱ 食品の分類と特性、加工を学ぶ

編/栢野新市・水品善之・
小西洋太郎

羊土社 978-4-7581-0880-5 荒井

5 必修 １年 生化学I
健康・栄養化学シリーズ　生化学　人体と構造
と昨日その疾病の成り立ち

石堂一巳・福渡　努 南江堂 978-4-524-24182-8 小林

6 必修 １年 生化学I サイエンスビュー生物総合試料(最新） 実教出版 978-4-407-34696-1 小林

7 必修 １年 生化学I 生化学ドリル 田村隆明 南山堂 978-4-525-13161-6 小林

8 選択 １年 教育心理学 実践につながる教育心理学 桜井茂男監修 北樹出版 978-4-7793-0325-8 大澤靖彦 前期に一部の学生が購入済

9 必修 １年 基礎英語Ⅱ
Can't Stop Writing
「英語で書いてみよう」

宮田学 他 三修社
4-384-33361-7

C1082
野中博雄

10 必修 ２年 免疫学 休み時間の免疫学 齋藤紀先 講談社 978-4061557185 影山晴秋

11 必修 ２年 食品衛生学実験
スタンダード人間栄養学
食品・環境の衛生検査

桑原祥浩，上田成子 他 株式会社　朝倉書店 978-4-254-61055-0 宮本　雄基

12 選択 ２年 フードスペシャリスト論 四訂 フードスペシャリスト論 第6版
日本フードスペシャリスト

協会　編
建帛社 978-4-7679-0660-7 金澤

13 選択 ２年 医療保健英語 はじめての栄養英語 清水雅子 講談社サイエンティフィック 978-4-06-155613-3 女鹿

14 選択 ２年 情報処理応用演習
よくわかる統計学　介護福祉・栄養管理データ
編（第3版）

石村友二郎・廣田直子・石
村貞夫

東京図書 978-4-489-02340-8 石井

15 必修 ２年 臨床栄養学Ⅰ
栄養科学イラストレイテッド臨床栄養学　基礎
編　改訂第２版

本田佳子，土江節子，曽根
博仁／編

羊土社 978-4-7581-0882-9 町田大輔

16 選択 ２年 調理科学実験 食事設計と栄養のための調理学実験 奥田弘枝 光生館 978-4-332-05035-3 野沢　弘子

17 必修 ３年 公衆栄養学Ⅰ
健康・栄養科学シリーズ 公衆栄養学 改訂第７
版

吉池信男　ほか 南江堂 978-4-524-22527-9 橘

18 選択 ３年 学校食育指導論 小学校　わたしたちの家庭科　5　6 文部科学省 開隆堂 978-4-304-08064-7　C4377 宮原　公子

19 選択 ３年 学校食育指導論 小学校　新しい保健　新編　5･6 文部科学省 東京書籍 ９７8-4-487-10493-2　C4375 宮原　公子

20 選択 ３年 学校食育指導論 小学校　新しい保健　新編　3･4 文部科学省 東京書籍 978-4-487-10495-6　C4375 宮原　公子

21 選択 ３年 学校食育指導論 中学校　新しい技術・家庭　家庭分野 文部科学省 東京書籍 978-4-487-12282-0　C4377 宮原　公子

22 選択 ３年 学校食育指導論 中学校　新しい　保健体育 文部科学省 東京書籍 978-4-487-12271-4　C4375 宮原　公子

23 選択 ３年 食品バイオテクノロジー バイオテクノロジー入門
髙畑京也・蔡晃植・齊藤修

編著
建帛者 978-4-7679-4639-9 荒井

24 必修 ３年 栄養生命科学 栄養科学シリーズ　NEXT　分子栄養学 宮本賢一他 講談社 978-4-406-155397-2 小林

25 選択 ３年 文献検索とクリティーク
大学生のためのリサーチリテラシー入門 研究
のための８つの力

山田剛史・林創 ミネルヴァ書房 9.78462E+12 石井

26 必修 ３年 臨床栄養学実習Ⅱ 三訂 臨床栄養学実習 逸見幾代・津田とみ　編著 建白社 978-4-7679-0578-5 町田大輔

27 必修 ３年 臨床栄養学Ⅳ 栄養食事療法必携 第4版 中村丁次 医歯薬出版株式会社 978-4-263-70797-5 島田

28 選択 ３年 英書講読
Quality of Life
(Making Smart, Healthy Choices)

園城寺康子 他 南雲堂
978-4-523-17639-8

C0082
野中博雄

29 選択 ４年 環境論
改訂７版 環境社会検定試験®
（ｅｃｏ検定）

東京商工会議所 日本能率協会マネジメントセンター 4820727028 園田

30 選択 ４年 薬理学 イラストでまなぶ薬理学 田中越郎 医学書院 978-4260025027 影山/山科

31 選択 ４年 特別演習Ⅳ 国民衛生の動向2020/2021 一般財団法人　厚生労働統計協会

宮原、岩
田、齋藤、

橘

32 選択 ４年 フードコーディネート論 三訂 フードコーディネート論
（公社）日本フードスペ

シャリスト協会
建帛社 978-4-7679-0440-5 金澤


