
 
 

科目 販売価格 セット価格

ｺｰﾄﾞ （税込） （税込）

42011
英語Ⅰ(基礎)
Intermediate Class用

坂部俊行
小野祥康

Let's Read Aloud ＆ Learn
English：On Campus

成美堂 2,299

42011
英語Ⅰ(基礎)
Advanced Class用

Kate Sato
Robert Olson

Hello,I'm Bradley-English for
Active Communication

南雲堂 2,090

42005 情報処理法 深井裕二
情報入門
－情報の基礎学習とスキル習得－

コロナ社 3,553

42008
日本語表現法Ⅰ
(作文、論文)

非）上戸理恵
非）澁谷寿継

失敗から学ぶ
大学生のレポート作成法

ひつじ書房 1,672 1年後期「日本語表現法Ⅱ
(読解、分析)」でも使用

標準理学療法学・作業療法学
基礎分野　解剖学　第5版

医学書院 6,270

プロメテウス解剖学コアアトラス
第3版

医学書院 9,927

標準理学療法学・作業療法学
専門基礎分野　生理学　第5版

医学書院 4,598

標準生理学　第9版 医学書院 12,540

基礎固めヒント式トレーニング 基
礎医学編

南江堂 3,971

42401 理学療法学概論 宮坂智哉 理学療法概論　第7版 医歯薬出版 5,643

42001 基礎数学 奥山豪
Primary大学テキスト　これだけは
おさえたい理工系の基礎数学

実教出版 2,299

42002 基礎物理学 内田尚志 物理学入門　第3版 学術図書出版社 2,090 4月上旬入荷予定

42004 基礎生物学 川嶋恵子 わかりやすい生化学　第5版
ヌーヴェルヒロ
カワ 2,403

※選択科目教科書はなし

科目 販売価格 セット価格

ｺｰﾄﾞ （税込） （税込）

42006 データサイエンス 松川瞬
大学生のためのデータサイエンス (Ⅰ)
改訂版 日本統計協会 1,100

42308 運動学演習Ⅰ

42309 運動学演習Ⅱ

42310 人間発達学 非）鈴木眞知子 イラストでわかる人間発達学 医歯薬出版 4,389

シンプル病理学　第8版 南江堂 3,135

コメディカルのための専門基礎分野
テキスト「内科学」

中外医学社 3,971

42322 整形外科学
非）伊藤雄人
非）佐々木祐介

標準整形外科学　第14版 医学書院 9,823

新・徒手筋力検査法　原著第10版 協同医書出版 8,151

理学療法評価法　第3版 神陵文庫 4,702

PT・OTのための測定評価DVDシリーズ1

ROM測定　第2版 三輪書店 3,971

42501 運動療法学演習
佐藤洋一郎　井野拓
実

理学療法学ゴールドマスターテキスト2

運動療法学
メジカルビュー社 5,120

42601 地域理学療法学 田中勇治　橋本伸也
ビジュアルレクチャー
地域理学療法学 第3版

医歯薬出版 2,821

※選択科目教科書はなし

科目 販売価格 セット価格

ｺｰﾄﾞ （税込） （税込）

42323 小児科学 非)新飯田裕一
標準理学療法学・作業療法学専門基
礎分野　 小児科学 第5版

医学書院 4,389

42330 画像診断学
菊池明泰　谷川原綾
子

PT・OTのための画像診断マニュアル 医学教育出版社 2,821

42403 理学療法学研究法
宮坂智哉　田中敏明
田中勇治

最新理学療法学講座
理学療法研究法

医歯薬出版 4,389

42506
中枢神経系理学療法学演
習Ⅰ

春名弘一　阿部由依
シンプル理学療法学シリーズ　神経
筋障害理学療法学テキスト（改訂第
3版）

南江堂 5,225

42512 小児理学療法学 非)西部寿人
シンプル理学療法シリーズ
小児理学療法テキスト改訂第3版

南江堂 4,702

理学療法テキスト
装具学(レクチャーシリーズ)第2版

中山書店 2,717

理学療法テキスト
義肢学(レクチャーシリーズ)第2版

中山書店 2,717

科目 販売価格 セット価格

ｺｰﾄﾞ （税込） （税込）

以前、下級学年で販売済みの教科書は上記リストに含まれていません。
(例：1年次前期開講科目で販売した教科書を、2年次後期開講の別科目でも使用する場合、
2年次後期の教科書販売リストにその教科書は記載されていません。)
必要な場合は個別販売致しますので、丸善キャンパスショップまでお問合せください。

丸善キャンパスショップ北海道科学大学店
Mail：cs.hus@maruzen.co.jp
Tel：011-688-0017

1年後期「英語Ⅱ(応用)」
2年前期「英語Ⅲ(実践)」
でも使用
「Hello,I'm Bradley-
English for Active
Communication」は4月上旬
入荷予定

1年後期「解剖学Ⅱ」
「解剖学演習」でも使用

3年後期「義肢装具学演習」
でも使用
理学療法テキスト義肢学は
4月入荷予定

田中勇治　佐藤洋一
郎

48,174

備　　　　考

田中敏明　加藤士雄 観察による歩行分析 医学書院 5,225

1年前期「基礎生物学」
1年後期「生理学Ⅱ」
「生理学演習」でも使用

52,408

出　版　社

書　　　　名

26,960

備　　　　考

42304 生理学Ⅰ 川嶋恵子

42451 理学療法基礎評価学演習
加藤士雄　井野拓実
棚橋嘉美

担当教員

42321 病理学 川嶋恵子

書　　　　名 出　版　社

42513 義肢装具学

出　版　社

　　　　　　　　　　　販売なし　　　

３年

2022年度　北海道科学大学　前期教科書販売リスト

保健医療学部　理学療法学科
１年

区分 授　業　科　目 担当教員 書　　　　名 出　版　社 備　　　　考

備　　　　考

必修

２年

春名弘一　野村知広
佐藤健斗

必修

42301 解剖学Ⅰ

４年

区分 授　業　科　目

必修

選択

区分 授　業　科　目

区分 授　業　科　目 担当教員

担当教員 書　　　　名

mailto:cs.hus@maruzen.co.jp

