
2021年度　リハビリテーション学科　後期教科書販売一覧 東京家政大学狭山キャンパス

《理学療法学専攻》

学年
開講
クラス

講義
コード

授業科目名 必選 授業担当者氏名 書名 出版社
税込販売

価格
必修セット

理学 6019 基礎統計・情報処理 必 根岸永建 医療系はじめまして！統計学 金芳堂 2,370

理学前半
理学後半

6028
6029

英語Ｂ 必 伊藤節 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｏｎｃｅ　Ｍｏｒｅ　！　（イングリッシュ・ワンス・モア！） 朝日出版社 1,780

作業・理学 6035 運動学 必 下田信明
ＰＴ・ＯＴのための運動学テキスト：基礎・実習・臨床　第１版補訂
版

金原出版 5,940

作業・理学 6037 公衆衛生学 必 北澤健文 医療職のための公衆衛生・社会医学　第７版 テコム出版事業部 3,160

作業・理学 6040 関係法規 必 北澤健文
系統看護学講座　専門基礎分野　看護関係法令　健康支援と
社会保障制度４　第５３版

医学書院 2,370

理学療法評価学　改訂第６版 金原出版 6,130

新・徒手筋力検査法　原著第１０版 協同医書出版社 7,720

理学 6051 運動療法学総論 必 齊藤展士 標準理学療法学専門分野　運動療法学　総論　第４版 医学書院 4,650

作業・理学 5002 多文化理解 選 五十嵐淳子 多文化理解・国際理解への学び　多様性の尊重を目指して 大学図書出版 1,980

作業・理学 6004 家族社会学 選 吉川侑輝 入門家族社会学 新泉社 2,270

作業・理学 6009 発達心理学 選 水野裕子 スタンダ－ド発達心理学 サイエンス社 2,570

作業・理学 6014 環境科学 選 大澤力 自然が子どもと未来を創る！　心と体にやさしい自然遊び 一藝社 1,780

作業・理学 6017 生化学 選 木元幸一
系統看護学講座専門分野　生化学　人体の構造と機能２　第１
４版
※前期選択科目「化学概論」を履修していた学生は不要

医学書院 2,170

すぐに使える医療・看護英語 メジカルビュー社 2,370

看護英語の基本用語と表現　改訂新版 メジカルビュー社 1,980

理学 6052 地域ボランティア活動論 選 下田信明.後藤寛司
新ボランティア学のすすめ：支援する／されるフィ－ルドで何を
学ぶか

昭和堂（京都） 2,370

学年
開講
クラス

講義
コード

授業科目名 必選 授業担当者氏名 書名 出版社
税込販売

価格
必修セット

作業・理学 6107 病理学 必 床枝康伸 わかりやすい病理学　改訂第７版 南江堂 2,670

作業・理学 6110 小児科学 必 岩田力
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 4,150

作業・理学 6112 臨床心理学 必 水野裕子 スタンダ－ド臨床心理学 サイエンス社 2,770

作業・理学 6119 リハビリテーション医学 必 和田太 リハビリテ－ション医学テキスト　改訂第４版 南江堂 5,240

作業・理学 6131 義肢装具学 必 清水順市.齊藤展士 リハビリテ－ション義肢装具学 メジカルビュー社 5,740

理学 6140 日常生活活動分析学 必 後藤寛司 ＰＴ・ＯＴビジュアルテキスト　ＡＤＬ 羊土社 5,140

15レクチャーシリーズ　理学療法テキスト　運動器障害理学療
法学Ⅰ　第２版

中山書店 2,570

15レクチャーシリーズ　理学療法テキスト　運動器障害理学療
法学Ⅱ　第２版
【8月下旬刊行予定の為、後日お渡し致します】

中山書店 2,570

理学 6143 神経機能理学療法学 必 齋藤昭彦.齊藤展士.平田恵介
シンプル理学療法学シリ－ズ　神経筋障害理学療法学　改訂
第３版

南江堂 4,950

理学 6144 呼吸・循環器理学療法学 必 齋藤昭彦 内部障害理学療法学　（最新理学療法学講座） 医歯薬出版 4,750

理学 6145 発達と理学療法学 必 米津亮
小児理学療法学テキスト　（シンプル理学療法学シリ－ズ）　改
訂第３版

南江堂 4,450

理学 6146 老年期理学療法学 必 村上幸士 Ｃｒｏｓｓｌｉｎｋ理学療法学テキスト　高齢者理学療法学 メジカルビュー社 4,750

理学 6150 地域理学療法学 必 平田恵介 地域理学療法学　第３版　（ビジュアルレクチャ－） 医歯薬出版 2,670

作業・理学 6116 リハビリテーション栄養学 選 内野美恵
PT・OT・STのための リハビリテーション栄養　第3版　基礎から
リハ栄養ケアプロセスまで

医歯薬出版 3,260

作業・理学 6132 リハビリテーション工学 選 石黒圭応 基礎バイオメカニクス　第２版 医歯薬出版 3,860
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理学 6225 神経機能理学療法学 必 齋藤昭彦.齊藤展士.平田恵介
シンプル理学療法学シリ－ズ　神経筋障害理学療法学　改訂
第３版

南江堂 4,950

理学 6228 内部疾患と理学療法学 必 村上幸士 Ｃｒｏｓｓｌｉｎｋ理学療法学テキスト　内部障害理学療法学 メジカルビュー社 4,750

学年
開講
クラス

講義
コード

授業科目名 必選 授業担当者氏名 書名 出版社
税込販売
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4 作業・理学 5301 国際関係論 選 五十嵐淳子 国際関係の学び　グローバル社会の子どもの未来を見据えて 大学図書出版 1,980

【国家試験対策用テキスト】

学年
開講
クラス

講義
コード

授業科目名 必選 授業担当者氏名 書名 出版社
税込販売

価格
必修セット

3 作業・理学 選 久篠奈苗
理学療法士・作業療法士国家試験必修ポイント　専門基礎分
野　臨床医学　オンラインテスト付　２０２２

医歯薬出版 4,350

教科書販売会社　株式会社紀伊國屋書店　

6142 運動器理学療法学 後藤寛司必理学

3 9,700

52,420

2

医療英会話作業・理学 6030 岩田力選

理学療法評価学Ⅰ6049理学 齊藤展士.平田恵介.村上幸士必

1

34,120


