
帯広畜産大学生活協同組合 

●教科書販売に関するお知らせ 

  3/28(月)から4/22（金）まで生協店舗内で販売いたします。 

  ・コロナ感染予防の観点から、店内混雑時は入場を制限する場合がございます。 

  ・店内でお友達同士の談笑や接触を極力避け、短時間でお買い求めください。 

  ・昼休憩（12時～13時）の時間帯は店内の混雑が予想されます。 

   教科書・参考書のご購入は、出来るだけ他の時間帯にご利用ください。 

 

  ご不便をお掛けしますが感染リスク軽減の為、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。  
     

2022年度前期 

 販売場所：大学生協 購買/書籍店（1階） 

 営業時間：3/28(月)～4/1（金） 10:30~15:00 

      4/4(月)～4/22 (金)   10:00~16:30 

      土・ 日曜休業 

 ⇐ 追加教科書は生協ツイッターで 

   随時アップします！ 

 販売期間： 3/28(月)- 4/22（金) 



V必修
教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

11501 無機化学
板谷 篤司
小嶋 道之

教科書 ステップアップ大学の無機化学　 2,640

11503 数学概論 太田 洋輝 参考書 大学教養微分積分　 2,750

11504 数学概論 太田 洋輝 参考書 大学教養線形代数　 2,750

11505 生物学実験 中馬 いづみ 教科書 キャンベル生物学　原書１１版 16,500

11506 生物学実験 中馬 いづみ 参考書 顕微鏡フル活用術イラストレイテッド　 3,850

11507 生物学実験
中馬 いづみ
得字 圭彦

教科書 誰も教えてくれなかった実験ノートの書き方　 1,320

11510 物理学概論 斉藤 準 教科書 物理学入門　第３版 2,200

11511 物理学概論 斉藤 準 参考書 レベル別に学べる物理学　１　改訂版 2,970

11512 物理学概論 斉藤 準 参考書 レベル別に学べる物理学　２　改訂版 2,970

11514 English I (Communication) デイビット キャンベル 教科書
Xreading VL: 6 month subscription
（カードタイプ）

1,760

11515 帯広基礎獣医学演習
小川 晴子
佐々木 基樹

参考書 獣医学概論　 3,300

11712 農畜産科学概論Ｉ 西田 武弘 教科書 畜産学概論　 3,740

V選択
教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

11502 化学実験
板谷 篤司・小嶋 道之
得字 圭彦 教科書 イラスト基礎化学実験 2,200

11508 物理学実験 斉藤 準 教科書 誰も教えてくれなかった実験ノートの書き方　 1,320

11509 化学実験
板谷 篤司・小嶋 道之
得字 圭彦 参考書 誰も教えてくれなかった実験ノートの書き方　 1,320

11701 スペイン語Ｉ ロメロ・イサミ 教科書 プラサ・アミーゴス　１　 2,090

11702 スペイン語Ｉ ロメロ・イサミ 教科書 スペイン語ミニ辞典　改訂版 3,080

11703 スペイン語Ｉ ロメロ・イサミ 参考書 現代スペイン語辞典　改訂版 4,400

11704 日本と世界の食文化 ロメロ・イサミ 教科書 バナナと日本人　 902

11705 日本と世界の食文化 ロメロ・イサミ 参考書 知っておきたい「食」の世界史　 616

11706 日本と世界の食文化 ロメロ・イサミ 参考書 知っておきたい「食」の日本史　 616

11707 日本と世界の食文化 ロメロ・イサミ 参考書 食べものから学ぶ世界史　 902

11708 ドイツ語文法Ｉ 白川 欽哉（釧路公立） 教科書 ゲナウ！グラマティックノイ　 2,420

11709 ドイツ語文法Ｉ 白川 欽哉（釧路公立） 参考書 初級者に優しい独和辞典　新装廉価版 2,200

11513 EnglishＩ Grammar ＆ Composition 寺内 麻紀 教科書 Writing from Within Level 1 : Student`s　 3,080

11711 ドイツ語会話Ｉ 佐々木 洋子 教科書 新ドイツ語コミュニケーション　 2,200

11713 家畜家禽論
西田・手塚・村西
後藤・撫

教科書 畜産学概論　 3,740

11714 家畜家禽論
西田・手塚・村西
後藤・撫

参考書 ウシの科学　 4,620

11715 家畜家禽論
西田・手塚・村西
後藤・撫

参考書 ヒツジの科学　 4,180

11716 家畜家禽論
西田・手塚・村西
後藤・撫

参考書 ニワトリの科学　 4,400

11717 家畜家禽論
西田・手塚・村西
後藤・撫

参考書 ヤギの科学　 4,180

11718 家畜家禽論
西田・手塚・村西
後藤・撫

参考書 ブタの科学　 4,400

帯広畜産大学  2022年度 　前期教科書・参考書注文書  1年生 獣医課程

●以下の教科書/参考書を販売していますが、店内混雑時は入場を制限させて頂く場合がございます。 

●ご希望の教科書/参考書が品切れの場合、注文扱いとなります。お早目にご購入をお願いします。 

※ 11514 EnglishⅠに関しては、大学生協ＨＰお知らせにて随時情報を更新しておりますので、ご確認ください 

※ 11514  Ｘreadingは4/25以降にお買上げの場合、550円の送料を別途頂戴いたします。 



A必修
教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

11603 入門生物学 田中 裕幸 教科書 新課程　チャート式シリーズ　生物基礎　 1,573

11604 入門化学 筒木 潔 教科書 これだけはおさえたい！化学　 2,530

11608 入門物理学 道房 隆照 教科書 物理学入門　第３版 2,200

11609 入門物理学 道房 隆照 参考書 基礎物理学　第５版 2,420

11610 入門数学 荻原 政明 教科書 大学新入生の数学　 2,750

11611 EnglishＩ (Grammar ＆ Composition) 寺内 麻紀 教科書 Writing from Within Level 1 : Student`s　 3,080

11613 EnglishＩ (Grammar ＆ Composition) 寺内 麻紀 教科書
Xreading VL: 6 month subscription
（カードタイプ）

1,760

11612 English I（Reading Skills） 落合 いずみ 教科書 リーディングフュージョン　１　 2,420

11613 English I（Reading Skills） 落合 いずみ 教科書
Xreading VL: 6 month subscription
（カードタイプ）

1,760

11613 English I (Communication) デイビット キャンベル 教科書
Xreading VL: 6 month subscription
（カードタイプ）

1,760

11712 農畜産科学概論Ｉ 西田 武弘 教科書 畜産学概論　 3,740

A選択
教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

11601 数学概論 太田 洋輝 参考書 大学教養微分積分　 2,750

11602 数学概論 太田 洋輝 参考書 大学教養線形代数　 2,750

11605 物理学概論 斉藤 準 教科書 物理学入門　第３版 2,200

11606 物理学概論 斉藤 準 参考書 レベル別に学べる物理学　１　改訂版 2,970

11607 物理学概論 斉藤 準 参考書 レベル別に学べる物理学　２　改訂版 2,970

11701 スペイン語Ｉ ロメロ・イサミ 教科書 プラサ・アミーゴス　１　 2,090

11702 スペイン語Ｉ ロメロ・イサミ 教科書 スペイン語ミニ辞典　改訂版 3,080

11703 スペイン語Ｉ ロメロ・イサミ 参考書 現代スペイン語辞典　改訂版 4,400

11704 日本と世界の食文化 ロメロ・イサミ 教科書 バナナと日本人　 902

11705 日本と世界の食文化 ロメロ・イサミ 参考書 知っておきたい「食」の世界史　 616

11706 日本と世界の食文化 ロメロ・イサミ 参考書 知っておきたい「食」の日本史　 616

11707 日本と世界の食文化 ロメロ・イサミ 参考書 食べものから学ぶ世界史　 902

11708 ドイツ語文法Ｉ 白川 欽哉（釧路公立） 教科書 ゲナウ！グラマティックノイ　 2,420

11709 ドイツ語文法Ｉ 白川 欽哉（釧路公立） 参考書 初級者に優しい独和辞典　新装廉価版 2,200

11711 ドイツ語会話Ｉ 佐々木 洋子 教科書 新ドイツ語コミュニケーション　 2,200

11713 家畜家禽論
西田・手塚
村西・後藤・撫 教科書 畜産学概論　 3,740

11714 家畜家禽論
西田・手塚
村西・後藤・撫 参考書 ウシの科学　 4,620

11715 家畜家禽論
西田・手塚
村西・後藤・撫 参考書 ヒツジの科学　 4,180

11716 家畜家禽論
西田・手塚
村西・後藤・撫 参考書 ニワトリの科学　 4,400

11717 家畜家禽論
西田・手塚
村西・後藤・撫 参考書 ヤギの科学　 4,180

11718 家畜家禽論
西田・手塚
村西・後藤・撫 参考書 ブタの科学　 4,400

帯広畜産大学　2022年度　前期教科書・参考書注文書　1年生 畜産課程

●以下の教科書/参考書を販売していますが、店内混雑時は入場を制限させて頂く場合がございます。 

●ご希望の教科書/参考書が品切れの場合、注文扱いとなります。お早目にご購入をお願いします。 

※  11611，11612番は選択必修 ・11603～11604、11608～11610番は大学教育センターが指定した履修者。 

※  11613 Ｘreadingは4/25以降にお買上げの場合、550円の送料を別途頂戴いたします。 



教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

17601 人文科学総合演習 ロメロ・イサミ 教科書 私、日本に住んでいます　 880

17603 家畜管理学 瀬尾 哲也　 教科書 乳牛管理の基礎と応用　２０１２年改訂版 4,400

17605 農業機械学 岸本 正・藤本 与 参考書 生物生産工学概論　 3,960

17606 家畜飼養学
花田 正明・西田 武弘
福間 直希 教科書 畜産学概論　 3,740

教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

17602 生物学 田中 裕幸 教科書 新課程　チャート式シリーズ　生物基礎　 1,573

17604 化学 筒木 潔 教科書 これだけはおさえたい！化学　 2,530

17607 物理学 道房 隆照 教科書 物理学入門　第３版 2,200

帯広畜産大学　2022年度　前期教科書・参考書注文書 　１年生 別科

別科選択

別科必修

●以下の教科書/参考書を販売していますが、店内混雑時は入場を制限させて頂く場合がございます。 

●ご希望の教科書/参考書が品切れの場合、注文扱いとなります。お早目にご購入をお願いします。 



教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

12502 発生学（後期） 昆 泰寛・市居 修 教科書 獣医発生学　第２版 9,900

12503 組織学(後期）
佐々木 基樹
近藤 大輔

教科書 獣医組織学　第8版 10,450

12504 解剖学
佐々木 基樹
近藤 大輔

教科書 カラーアトラス獣医解剖学　上巻　増補改訂第２版 11,000

12505 解剖学
佐々木 基樹
近藤 大輔

教科書 カラーアトラス獣医解剖学　下巻　増補改訂第２版 11,000

12506 解剖学
佐々木 基樹
近藤 大輔

教科書
コア・カリキュラム準拠
獣医解剖・組織・発生学　第２版

9,900

12507 獣医倫理・動物福祉
渡邉 謙一
石塚 真由美（北大）

教科書 獣医倫理・動物福祉学　 3,300

12508 分子遺伝情報科学 玄 学南 参考書 獣医生化学　改訂 8,800

12509 分子遺伝情報科学 玄 学南 参考書 イラストレイテッド生化学　原書７版 8,580

12510 分子遺伝情報科学 玄 学南 参考書 分子生物学イラストレイテッド　改訂第３版 5,390

12511 共同獣医学課程 生理学関連 石川 透　 参考書 獣医生理学　第２版 18,700

12512 共同獣医学課程 生理学関連 石川 透　 参考書 ギャノング生理学　原書26版 11,000

12513 共同獣医学課程 生理学関連 石川 透　 参考書 標準生理学　第9版 13,200

12518 基礎物理学 斉藤 準 教科書 現代物理学を学びたい人へ　 3,080

12519 基礎物理学 斉藤 準 参考書 レベル別に学べる物理学　１　改訂版 2,970

12520 基礎物理学 斉藤 準 参考書 レベル別に学べる物理学　２　改訂版 2,970

Ｖ選択
教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

12501 生物化学 木下 幹朗 教科書 基礎講義生化学　 3,080

12514 環境微生物学（後期） 橋本 靖 参考書 生態学入門　第２版 3,080

12515 環境昆虫学（後期） 山内 健生 参考書 生態学入門　第２版 3,080

12516 基礎経済学 岩本 博幸 教科書 ミクロ経済学の基礎　 2,200

12517 基礎経済学 岩本 博幸 参考書 しっかり基礎からミクロ経済学　 2,750

12521 EnglishＩＩＩ（Technical Writing） 落合 いずみ 教科書 基礎から書く英文パラグラフ　 2,145

12522 EnglishＩＩＩ　（CALL） 時岡 裕純 教科書 ＣＮＮ　１０　Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ｎｅｗｓ　Ｖｏｌ．１０　 1,980

12523 EnglishＩＩＩ（Current Topics） マーシャル スミス ※1）を参照 300

12524 English III（すべて）
マーシャル スミス
時岡 裕純・落合 いずみ 教科書

Xreading VL: 6 month subscription
（カードタイプ）

1,760

12525 遺伝学 加藤 清明 教科書 エッセンシャル遺伝学・ゲノム科学　原著第７版 9,240

12701 地球科学概論 木村 賢人 教科書 ニューステージ地学図表　 896

12702 情報処理演習ＩＩＩ 赤坂 卓美 参考書 図解！ＡｒｃＧＩＳ１０　ｐａｒｔ１　 2,860

帯広畜産大学　2022年度　前期教科書・参考書注文書　2年生 獣医課程

Ｖ必修

●以下の教科書/参考書を販売していますが、店内混雑時は入場を制限させて頂く場合がございます。 

●ご希望の教科書/参考書が品切れの場合、注文扱いとなります。お早目にご購入をお願いします。 

※1） 12523 EnglishⅢ（Ｃｕｒrｅｎｔ Topics）を履修される方は教科書売場で販売しているファイルを購入してください 

※  12524 Ｘreadingは4/25以降にお買上げの場合、550円の送料を別途頂戴いたします。 



A必修
教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

12605 環境生態学 生態学
熊野 了州・小山 耕平
赤坂 卓美 教科書 生態学入門　第２版 3,080

12607 環境生態学 動物生態学（後期） 熊野 了州・赤坂 卓美 参考書 生態学入門　第２版 3,080

12609 環境生態学 植物生態学（後期） 橋本 靖・小山 耕平 参考書 生態学入門　第２版 3,080
12611 環境生態学 環境微生物学（後期） 橋本 靖 参考書 生態学入門　第２版 3,080
12613 環境生態学 環境昆虫学（後期） 山内 健生 参考書 生態学入門　第２版 3,080
12619 農業経済学 基礎経済学 岩本 博幸 教科書 ミクロ経済学の基礎　 2,200
12620 農業経済学 基礎経済学 岩本 博幸 参考書 しっかり基礎からミクロ経済学　 2,750
12628 A EnglishＩＩＩ（Technical Writing） 落合 いずみ 教科書 基礎から書く英文パラグラフ　 2,145
12630 A EnglishＩＩＩ（CALL) 時岡 裕純 教科書 ＣＮＮ　１０　Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ｎｅｗｓ　Ｖｏｌ．１０　 1,980
12631 A EnglishＩＩＩ（Current Topics） マーシャル スミス ※1）を参照 300

12632 A English III（すべて）
マーシャル スミス
時岡 裕純・落合 いずみ 教科書

Xreading VL: 6 month subscription
 （カードタイプ）

1,760

A選択
教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

12601
A・家畜〇・生態〇
食品〇・植物〇 生物化学 木下 幹朗 教科書 基礎講義生化学　 3,080

12602
A
生態〇・食品〇 無機化学 板谷 篤司・小嶋 道之 教科書 ステップアップ大学の無機化学　 2,640

12603 A 化学実験
板谷 篤司
小嶋 道之・得字 圭彦 教科書 イラスト基礎化学実験 2,200

12617 A 化学実験
板谷 篤司
小嶋 道之・得字 圭彦 参考書 誰も教えてくれなかった実験ノートの書き方　 1,320

12604 A 生物学実験 中馬 いづみ 教科書 キャンベル生物学　原書１１版 16,500

12606 A 生態学
熊野 了州・小山 耕平
赤坂 卓美 教科書 生態学入門　第２版 3,080

12608 A 動物生態学（後期） 熊野 了州・赤坂 卓美 参考書 生態学入門　第２版 3,080
12610 A・植物〇 植物生態学（後期） 橋本 靖・小山 耕平 参考書 生態学入門　第２版 3,080
12612 A 環境微生物学（後期） 橋本 靖 参考書 生態学入門　第２版 3,080
12614 A 環境昆虫学（後期） 山内 健生 参考書 生態学入門　第２版 3,080
12615 A 生物学実験 中馬 いづみ・得字 圭彦 教科書 誰も教えてくれなかった実験ノートの書き方　 1,320

12616 A 物理学実験 斉藤 準 教科書 誰も教えてくれなかった実験ノートの書き方　 1,320

12618 A・工学〇 循環型畜産科学 梅津 一孝 教科書 新編畜産環境保全論　 3,740
12621 A・植物〇 基礎経済学 岩本 博幸 教科書 ミクロ経済学の基礎　 2,200
12622 A・植物〇 基礎経済学 岩本 博幸 参考書 しっかり基礎からミクロ経済学　 2,750
12623 A 獣医公衆衛生学 廣井 豊子・山崎 栄樹 参考書 獣医公衆衛生学　１　 5,280
12624 A 獣医公衆衛生学 廣井 豊子 参考書 獣医公衆衛生学　２　 5,280

12625
Ａ 生態〇
工学〇 基礎物理学 斉藤 準 教科書 現代物理学を学びたい人へ　 3,080

12626
Ａ 生態〇
工学〇 基礎物理学 斉藤 準 参考書 レベル別に学べる物理学　１　改訂版 2,970

12627
Ａ 生態〇
工学〇 基礎物理学 斉藤 準 参考書 レベル別に学べる物理学　２　改訂版 2,970

12629 A・工学〇 水理学 宗岡 寿美・小松 淳一 教科書 絵とき水理学　改訂４版 2,860

12633
A・家畜〇
生態〇・植物〇 遺伝学

加藤 清明
萩谷 功一・後藤 達彦 教科書 エッセンシャル遺伝学・ゲノム科学　原著第７版 9,240

12634 A・工学〇 畜産機械・施設学 宮竹 史仁 参考書 乳牛管理の基礎と応用　２０１２年改訂版 4,400
12701 V・A 地球科学概論 木村 賢人 教科書 ニューステージ地学図表　 896
12702 V・A 情報処理演習ＩＩＩ 赤坂 卓美 参考書 図解！ＡｒｃＧＩＳ１０　ｐａｒｔ１　 2,860

帯広畜産大学　2022年度　前期教科書・参考書注文書　2年生 畜産課程

●以下の教科書/参考書を販売していますが、店内混雑時は入場を制限させて頂く場合がございます。 

●ご希望の教科書/参考書が品切れの場合、注文扱いとなります。お早目にご購入をお願いします。 

※1） 12631 EnglishⅢ（Ｃｕｒrｅｎｔ Topics）を履修される方は教科書売場で販売しているファイルを購入してください。 

※  12632  Ｘreadingは4/25以降にお買上げの場合、550円の送料を別途頂戴いたします。 



Ｖ必修
教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

13501 原虫病学・寄生虫病学 横山 直明 教科書 動物寄生虫病学　四訂版 13,200

13502 原虫病学・寄生虫病学 横山 直明 教科書 寄生虫病学　第３版 5,500

13503 獣医病理学総論
古岡 秀文
古林 与志安

教科書 動物病理学総論　第３版 8,800

13504 機能制御薬理学
石井 利明
室井 喜景

教科書 新図解表説薬理学・薬物治療学　第3版 7,040

13505 感染症学I 小川 晴子 教科書 動物の感染症　第４版 13,200

13506 感染症学I 小川 晴子 教科書 動物感染症学　 4,950

13507 感染症学I 小川 晴子 参考書 獣医感染症カラーアトラス　第２版 27,500

13508 感染症学I 小川 晴子 参考書 増補版　家畜疾病カラーアトラス 7,800

13509 家畜育種学 口田 圭吾 教科書 動物遺伝育種学　 3,740

13510 基礎動物衛生学
堀内 基広（北大）
迫田 義博（北大）
永野 昌志（北大）

教科書 動物衛生学　 10,780

Ｖ選択
教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

13701 農畜産関係法 野原 香織 教科書 食料農業の法と制度　 2,420

13702 国際開発経済学 耕野 拓一 教科書 開発経済学入門　第２版 2,860

帯広畜産大学　2022年度　前期教科書・参考書注文書　3年生 獣医課程

●以下の教科書/参考書を販売していますが、店内混雑時は入場を制限させて頂く場合がございます。 

●ご希望の教科書/参考書が品切れの場合、注文扱いとなります。お早目にご購入をお願いします。 



A必修
教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

13603 植物 植物病理学 小池 正徳 参考書 植物病理学　第二版 2,750

13605 食品科学 応用微生物学 大和田 琢二 教科書 応用微生物学　第３版 5,500

13606 家畜生産科学 家畜繁殖学Ｉ(繁殖生理） 宮本 明夫 参考書 繁殖生物学　改訂版 3,190

13609 環境生態学 野生動物科学 押田 龍夫 参考書 生態学入門　第２版 3,080

13613 食品科学 食品栄養学 永田 龍次 教科書 わかりやすい食品機能栄養学　 2,860

13615 環境生態学 害虫管理学 熊野 了州 参考書 昆虫生態学　 4,070

13616 環境生態学 害虫管理学 熊野 了州 参考書 行動生態学　 3,740

13621 家畜生産科学 家畜育種学 口田 圭吾 教科書 動物遺伝育種学　 3,740

13624 農業経済学 国際開発経済学 耕野 拓一 教科書 開発経済学入門　第２版 2,860

13625 植物生産科学 植物育種学 加藤 清明 教科書 植物育種学　 5,940

13627 食品科学 酵素化学 渡辺 純 参考書 これから学ぶ酵素科学　 3,630

13628 食品科学 酵素化学 渡辺 純 参考書 ストライヤー基礎生化学　第４版 7,700

A選択
教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

13601 食品科学 酪農資源化学
福田 健二
浦島 匡

教科書 乳の科学　 3,960

13602 食品科学 酪農資源化学
福田 健二
浦島 匡

参考書 おっぱいの進化史　 2,068

13604 A 植物病理学 小池 正徳 参考書 植物病理学　第二版 2,750

13607 A 家畜繁殖学Ｉ(繁殖生理） 宮本 明夫 参考書 繁殖生物学　改訂版 3,190

13608
A・食品〇
経済〇

食肉加工利用学 島田 謙一郎 教科書 乳肉卵の機能と利用　新版 4,070

13610 A 野生動物科学 押田 龍夫 参考書 生態学入門　第２版 3,080

13611 A・工学〇 農作業システム学 佐藤 禎稔 教科書 生物生産工学概論　 3,960

13612 家畜生産科学 家畜管理学ＩＩ 瀬尾 哲也　 参考書 乳牛管理の基礎と応用　２０１２年改訂版 4,400

13614 A 食品栄養学 永田 龍次 教科書 わかりやすい食品機能栄養学　 2,860

13619 A・植物〇 害虫管理学 熊野 了州 参考書 昆虫生態学　 4,070

13620 A・植物〇 害虫管理学 熊野 了州 参考書 行動生態学　 3,740

13622 A 家畜育種学 口田 圭吾 教科書 動物遺伝育種学　 3,740

13623 A 家畜栄養学II
花田 正明・西田 武弘
福間 直希 教科書 畜産学概論　 3,740

13626 A 植物育種学 加藤 清明 教科書 植物育種学　 5,940

13701
V・Ａ
経済〇・植物〇 農畜産関係法 野原 香織 教科書 食料農業の法と制度　 2,420

13702 V・A 国際開発経済学 耕野 拓一 教科書 開発経済学入門　第２版 2,860

帯広畜産大学　2022年度　前期教科書・参考書注文書　3年生 畜産課程

●以下の教科書/参考書を販売していますが、店内混雑時は入場を制限させて頂く場合がございます。 

●ご希望の教科書/参考書が品切れの場合、注文扱いとなります。お早目にご購入をお願いします。 



教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

14501 獣医公衆衛生学実習 山崎 栄樹 教科書 獣医公衆衛生学実習　新版 5,280

14502 食品衛生学実習 岡村 雅史 教科書 獣医公衆衛生学実習　新版 5,280

14504 獣医公衆衛生学実習 山崎 栄樹 教科書 獣医公衆衛生学　１　 5,280

14505 獣医公衆衛生学実習 山崎 栄樹 教科書 獣医公衆衛生学　２　 5,280

14503 臨床薬理学 乙黒 兼一（北大薬理学） 教科書 獣医臨床薬理学　 5,500

14506 食品衛生学実習 岡村 雅史 教科書 獣医公衆衛生学　１　 5,280

14507 人獣共通感染症学 苅和 宏明（北大） 教科書 獣医公衆衛生学　２　 5,280

14508 環境衛生学 石塚 真由美（北大） 教科書 獣医公衆衛生学　２　 5,280

14509
放射線獣医療・画像診断学／
放射線獣医療・画像診断学実習

都築 直 参考書 犬と猫のベーシック画像診断学　腹部編　 11,000

14510
放射線獣医療・画像診断学／
放射線獣医療・画像診断学実習

都築 直 参考書
犬と猫のベーシック画像診断学
　画像診断の基礎／胸部編

11,000

14511
放射線獣医療・画像診断学／
放射線獣医療・画像診断学実習

都築 直 参考書
犬と猫のベーシック画像診断学
骨と関節／頭部／脊柱／内分泌器官編

11,000

教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

15501 獣医法規
昆 泰寛（北大）
近藤 大輔

教科書 獣医事法規　 3,080

15502 獣医法規
昆 泰寛（北大）
近藤 大輔

教科書 獣医倫理・動物福祉学　 3,300

15503 獣医倫理
昆 泰寛（北大）
渡邉 兼一

教科書 獣医倫理・動物福祉学　 3,300

15504 臨床薬理学 乙黒 兼一（北大薬理学） 教科書 獣医臨床薬理学　 5,500

15505 産業動物獣医療実習 南保 泰雄 教科書 馬臨床学　 5,280

教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

19601 外交と食料 ロメロ・イサミ 教科書 日本の外交　 726

19602 外交と食料 ロメロ・イサミ 教科書 新・日本の外交　 814

19603 外交と食料 ロメロ・イサミ 教科書 現代日本外交史　 968

帯広畜産大学　2022年度　前期教科書・参考書注文書　4・5年生 獣医課程　大学院

●以下の教科書/参考書を販売していますが、店内混雑時は入場を制限させて頂く場合がございます。 

●ご希望の教科書/参考書が品切れの場合、注文扱いとなります。お早目にご購入をお願いします。 

４年生Ｖ 必修 

５年生Ｖ 必修 

大学院 選択 



教科書番号 講義名 教員名 必要度 書　名 税込価格

10001 社会の認識（メディア人類学入門） 藤野 陽平 教科書 モノとメディアの人類学　 2,860

10002 科学・技術の世界 河原 純一郎 教科書 マイヤーズ心理学　 10,450

10003
科学・技術の世界
（現代生物科学への誘い1　春・夏）

小川 宏人 教科書 キャンベル生物学　原書１１版 16,500

10004
一般教育演習
（フレッシュマンセミナー）

土橋 宣典 教科書 コンピュータグラフィックス　改訂新版 3,960

帯広畜産大学　2022年度　前期教科書・参考書注文書 　連携教育総合Ⅰ

指定教科書

●以下の教科書/参考書を販売していますが、店内混雑時は入場を制限させて頂く場合がございます。 

●ご希望の教科書/参考書が品切れの場合、注文扱いとなります。お早目にご購入をお願いします。 



教科書の購入方法 

① 

•まず、履修する講義を決めよう! 

 

② 

•『教科書リスト』から自分が受講する講義の教科書を確認する。 

 

③ 
•教科書を選んで生協で購入する（生協電子マネー「Chicca」 or 現金） 

④ 

•品切れの場合は・・・ 

•『教科書注文票』に必要事項を記入しレジへGo!（前金制です） 

⑤ 

•入荷したら・・・ 

• Twitterにつぶやき、店頭の教科書掲示板へ貼り出します。体裁 

•教科書の[タイトル]と[注文№]を確認の上,予約控えをお持ち下さい. 

 畜大生協の組合員加入し、生協電子マネー（Chicca）から

教科書をお支払いすると、5％分のポイント（P）が付与され

ます！！ 

例えば･･･ 

 教科書や参考書を2万円分購入し、お支払いを生協電子マ

ネーで精算した場合、5％分のポイントが付与されるため、

ご利用後に1000Pチャージとなります。 

貯まったポイントは「300P」毎に、次回からご利用できる

300円分の電子マネーとしてオートチャージとなりますので、

現金でお支払いするよりとてもお得です。 

 

 組合員加入には2万円の出資金をお預かりいたしますが、

出資金は卒業時に全額お返しいたします。 

【生協電子マネー「Chicca」のご利用方法】 

・予めレジで「チャージをお願いします」と伝え、事前

に現金を学生証へチャージしておきます。 

（チャージは購買/食堂レジで可能です。教科書だけでなく学食

や購買店を利用した際のお支払い、学内自販機も生協電子マネー

が使えるところもあります。電子マネーの残額が少なくなりまし

たら、レジで繰り返しチャージしてご利用ください。） 

 

・お会計は、電子マネーがチャージ済みの学生証をレジ

の読取リーダーへかざして（置いて）ください。 

 

生協電子マネーで教科書をお支払いすると5％還元の他、

学食や購買の食品類をご利用いただいた場合も1％還元し

ます。 

大学生協でのお買い物は生協電子マネーを利用して賢く

お買い物を行ってください。 


