
 
 

科目 販売価格 セット価格

ｺｰﾄﾞ （税込） （税込）

52010
英語Ⅰ(基礎)
Intermediate Class用

佐々木智之
非)伊藤芳明

Let's Read Aloud ＆ Learn
English：On Campus

成美堂 2,299

52010
英語Ⅰ(基礎)
Advanced Class用

土田邦彦
Hello,I'm Bradley-English for
Active Communication

南雲堂 2,090

52001 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

52006
日本語表現法Ⅰ
(作文、論文)

非)酒井駿太郎
非)尾山智子

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

52014 フレッシュマンセミナー 梶谷崇 大学生学びのハンドブック　5訂版 世界思想社 1,254

よくわかる　Microsoft Excel 2019 基礎 FOM出版 2,090

30時間でマスター　Word 2019 実教出版 992 3月下旬入荷予定

52400 経営学概論 谷川寿郎
経営学検定試験公式テキスト
①経営学の基本　一般社団法人
第６版

中央経済社 2,717

52410 マーケティング論 坂井俊文 1からのマーケティング　第4版 碩学舎 2,508

52501 社会学概論 梶谷崇
新版補訂版社会学のエッセンス
世の中のしくみを見ぬく

有斐閣 2,090

52516 社会調査法 非)本多悠葵 入門・社会調査法 法律文化社 2,612

52601 コミュニケーション心理学 佐々木智之 コミュニケーションプロセス 二瓶社 2,090

科目 販売価格 セット価格

ｺｰﾄﾞ （税込） （税込）

専攻共通 52003 統計分析法 高村政志 計算力が身に付く統計基礎 学術図書出版社 1,045

社会 52302 人間社会基礎研究
濱谷雅弘　梶谷崇
高村茂

基礎ゼミ社会学 世界思想社 2,194 2年後期「人間社会応用研
究」でも使用

52323 データサイエンス・AIと社会 非)新倉正三 いまこそ知りたいAIビジネス
ディスカヴァー・
トゥエンティワン 1,672

52324 情報システム論 非)新倉正三
【令和４年度】
いちばんやさしいITパスポート
絶対合格の教科書＋出る順問題集

SBクリエイティブ 1,651

52403 経営組織論 谷川寿郎 はじめての経営組織論 有斐閣 1,985

52407 人的資源管理論 谷川寿郎 人事管理 有斐閣 2,194

52412 流通戦略論 谷川寿郎 はじめての流通 有斐閣 1,985

52417 原価計算論 檜山純
簿記教科書パブロフ流でみんな合格
日商簿記3級工業簿記　テキスト＆
問題集　2022年版

翔泳社 1,567

専攻共通

出　版　社区分 授　業　科　目 担当教員 書　　　　名
対象
専攻

必修

選択

52321

備　　　　考

コンピュータリテラシⅠ
非)獅子原学
非)佐藤優

専攻共通

必修

２年

選択

2022年度　北海道科学大学　前期教科書販売リスト

未来デザイン学部　人間社会学科
１年

区分 授　業　科　目 担当教員 書　　　　名 出　版　社 備　　　　考
対象
専攻

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

専攻共通

9,561



※必修科目教科書はなし

科目 販売価格 セット価格

ｺｰﾄﾞ （税込） （税込）

52309
商法各論
(会社法、商行為法）

非)遠山りえ 基礎から学べる会社法第5版 弘文堂 2,612

52314 経済政策論 非)北崎千鶴 経済政策 新世社 2,299

経営

社会

経営

社会

経営

社会

経営

社会

経営

社会

心理

健スポ

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

　　　　　　　　　　　　販売なし

専攻共通

52704 心理療法論 牧野高壮

管理会計論 檜山純

量的解析法 非)本多悠葵

４年

区分 授　業　科　目 担当教員

選択

対象
専攻

52504 社会政策論 濱谷雅弘 よくわかる社会政策　第3版 ミネルヴァ書房 2,717

弘文堂 2,508

出　版　社

52410 意思決定論 坂井俊文

52421

2,508

52562 プログラミング基礎 非)新倉 正三
これからWebをはじめる人の
HTML&CSS, JavaScriptのきほんのき
ほん

マイナビ出版

書　　　　名

2,696

備　　　　考

備　　　　考対象
専攻

３年

区分 授　業　科　目 担当教員 書　　　　名

１からのアントレプレナーシップ 碩学舎

52560

出　版　社

碩学舎１からの管理会計

社会調査の応用　量的調査編：
社会調査士Ｅ・Ｇ科目対応

2,612
サイコセラピー練習帳
—グレーテルの宝捜し

岩崎学術出版社

2,508

mailto:cs.hus@maruzen.co.jp

