
 

2021年度前学期　教科書リスト　(2年生 1/5)

2021/4/2発行　酪農学園生活協同組合

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

1 ドイツ語1 Bianca Furst Szenen1　新・スツェーネン1　場面で学ぶドイツ語 三修社 9784384122923 2,860

2 ハングル1　a、b、c 呉泰均 韓国語の世界へ入門編　三訂版 朝日出版社 9784255556475 2,530

3 フランス語1　a、b 小林敬 新・彼女は食いしん坊！　１　２訂新版 朝日出版社 9784255352312 2,640

4 英語演習1　a、b Denis Quinn Life - American English Level 2  : Stude Cengage Learning Asia ELT 9781305255777 3,311

5 中国語1　a、b 陳哲敏 日中いぶこみ広場 朝日出版社 9784255451930 2,750

6 中国語1　c 谷内哲治 ともだち・朋友スリム版　１ 朝日出版社 9784255451893 1,650

7 統計学　1 複数の先生がご担当 らくらく生物統計学　改訂版 ムイスリ出版 9784896412345 2,695

8 文学(管理栄養士コース) 藤田佳也 ハムレット　シェイクスピア全集　１ 筑摩書房 9784480033017 726

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

9 フランス語1　a、b 小林敬 これは似ている！英仏基本構文１００＋９５ 駿河台出版社 9784411004857 2,310

10 フランス語1　a、b 小林敬 ディコ仏和辞典　新装版 白水社 9784560000441 4,070

11 地学実験　b 馬場賢治 ニューステージ新地学図表 浜島書店 9784834340129 896

2年生 基盤教育 教科書

2年生 基盤教育 参考書

※リストは追加・変更等で更新されます。最新版をお求め下さい。
※このリストの定価には消費税10%が含まれています。
※教科書は返品できません。先生のガイダンスやUNIPAで教科書・参考書の別を含め必ずご確認下さい。
※担当の先生からテキスト未連絡の科目もあります。ガイダンス等で情報を得ましたら生協にお知らせ下さい。
※ツイッターやってます！教科書情報他オトクな情報いっぱい！→@pocotanRGU



 

2021年度前学期　教科書リスト　(2年生 2/5)

2021/4/2発行　酪農学園生活協同組合

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

12 マクロ経済学 小糸健太郎 マンキュー経済学　２（マクロ編）　第４版 東洋経済新報社 9784492315200 4,400

13 経営学総論 吉岡徹 経営学の基本　第６版　経営学検定試験公式テキスト 中央経済グループパブリッシング 9784502261114 2,860

14 情報処理演習 複数の先生がご担当 初歩から実用まで　１００題で学ぶ表計算　第４版 日経ＢＰマーケティング 9784296050109 1,760

15 食品学 舩津保浩
食べ物と健康　3　食品加工と栄養　第3版　※未刊・7月上旬入荷予定。書籍店舗にてお買い
求め下さい。

三共出版 9784782708040 2,750

16 中小企業論 本田康夫 ２１世紀中小企業論　第３版 有斐閣 9784641220096 2,420

17 中小企業論 本田康夫 北海道の企業　２ 北海道大学出版会 9784832966970 3,080

18 土壌学 澤本卓治 土壌学の基礎　新版 農山漁村文化協会 9784540171055 4,620

19 動物生態学 森さやか 生態学入門　第２版 東京化学同人 9784807907830 3,080

20 動物生理学 林英明 新編家畜生理学 養賢堂 9784842505350 6,600

21 品質管理論 　a、b 本田康夫 品質管理検定教科書ＱＣ検定３級　2015年改定レベル表対応 日本規格協会 9784542503885 2,750

22 無機化学　a、b 大和田秀一 視覚でとらえる　フォトサイエンス化学図録　３訂版 数研出版 9784410273865 1,210

23 有機化学　a 小澤修二 ビギナーズ有機化学　第２版 化学同人 9784759815399 2,640

24 有機化学b 早野清治 教養の現代化学　新版（第２版） 三共出版 9784782707340 2,640

2年生 農食環境学群 教科書

※リストは追加・変更等で更新されます。最新版をお求め下さい。
※このリストの定価には消費税10%が含まれています。
※教科書は返品できません。先生のガイダンスやUNIPAで教科書・参考書の別を含め必ずご確認下さい。
※担当の先生からテキスト未連絡の科目もあります。ガイダンス等で情報を得ましたら生協にお知らせ下さい。
※ツイッターやってます！教科書情報他オトクな情報いっぱい！→@pocotanRGU



 

2021年度前学期　教科書リスト　(2年生 3/5)

2021/4/2発行　酪農学園生活協同組合

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

25 経営学総論 吉岡徹 テキスト経営学　第３版 ミネルヴァ書房 9784623051298 3,520

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

26 簿記・会計学概論 玉川真弓 検定簿記講義　3級　商業簿記　2021年版 中央経済グループパブリッシング 9784502835636 880

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

27 応用栄養学1 小林道 栄養科学イラストレイテッド　応用栄養学　改訂第２版 羊土社 9784758113649 3,080

28 応用栄養学1 小林道 日本人の食事摂取基準　２０２０年版 第一出版 9784804114088 3,080

29 臨床栄養学1 大谷克城 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 羊土社 9784758108829 2,970

30 臨床栄養学1 大谷克城 栄養科学イラストレイテッド　臨床栄養学　疾患別編　改訂第２版 羊土社 9784758108836 3,080

2年生 農食環境学群 参考書

2年生 食と健康学類 管理栄養士コース 教科書

2年生 循環農学類 教科書

※リストは追加・変更等で更新されます。最新版をお求め下さい。
※このリストの定価には消費税10%が含まれています。
※教科書は返品できません。先生のガイダンスやUNIPAで教科書・参考書の別を含め必ずご確認下さい。
※担当の先生からテキスト未連絡の科目もあります。ガイダンス等で情報を得ましたら生協にお知らせ下さい。
※ツイッターやってます！教科書情報他オトクな情報いっぱい！→@pocotanRGU



 

2021年度前学期　教科書リスト　(2年生 4/5)

2021/4/2発行　酪農学園生活協同組合

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

31 動物倫理・動物福祉学 高橋優子 獣医倫理・動物福祉学　獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠 緑書房 9784895310444 3,300

32 動物倫理・動物福祉学 高橋優子 動物倫理の新しい基礎 白揚社 9784826990622 5,500

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

33 獣医ウイルス学 萩原克郎 獣医微生物学　第４版 文永堂出版 9784830032707 12,650

34 獣医細菌学 内田郁夫 獣医微生物学　第４版 文永堂出版 9784830032707 12,650

35 分子遺伝学 岩野英知 ベーシックマスター　分子生物学　改訂２版 オーム社 9784274214684 4,400

36 分子遺伝学 岩野英知 獣医遺伝育種学　獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠 朝倉書店 9784254460339 4,180

2年生 獣医学類 教科書

2年生 獣医学群 教科書

※リストは追加・変更等で更新されます。最新版をお求め下さい。
※このリストの定価には消費税10%が含まれています。
※教科書は返品できません。先生のガイダンスやUNIPAで教科書・参考書の別を含め必ずご確認下さい。
※担当の先生からテキスト未連絡の科目もあります。ガイダンス等で情報を得ましたら生協にお知らせ下さい。
※ツイッターやってます！教科書情報他オトクな情報いっぱい！→@pocotanRGU



 

2021年度前学期　教科書リスト　(2年生 5/5)

2021/4/2発行　酪農学園生活協同組合

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

37 基礎動物看護学 八百坂紀子 専門分野　基礎動物看護学 ＥＤＵＷＡＲＤ　Ｐｒｅｓｓ 9784899958161 3,300

38 基礎動物看護技術A 八百坂紀子 専門分野　基礎動物看護技術 ＥＤＵＷＡＲＤ　Ｐｒｅｓｓ 9784899958178 3,300

39 動物栄養管理学 菅野美樹夫 専門分野　動物栄養管理学 ＥＤＵＷＡＲＤ　Ｐｒｅｓｓ 9784899958208 3,300

40 動物行動学 郡山尚紀
応用動物看護学　3　動物行動学 / 伴侶動物学 / 産業動物学 / 実験動物学 / 野生動物学
認定動物看護師教育コアカリキュラム2019準拠

ＥＤＵＷＡＲＤ　Ｐｒｅｓｓ 9784866710853 3,850

41 動物飼養管理学 菅野美樹夫 専門基礎分野　動物飼養管理学 ＥＤＵＷＡＲＤ　Ｐｒｅｓｓ 9784899958154 3,300

42 動物飼養管理学 菅野美樹夫 動物看護の教科書　第４巻　新訂版 緑書房 9784895314145 4,950

43 動物微生物学 萩原克郎 基礎動物看護学　3　動物感染症学　認定動物看護師教育コアカリキュラム2019準拠 ＥＤＵＷＡＲＤ　Ｐｒｅｓｓ 9784866710877 3,850

44 動物薬理学 北澤多喜雄
基礎動物看護学　2　動物病理学 / 動物薬理学　認定動物看護師教育コアカリキュラム2019
準拠

ＥＤＵＷＡＲＤ　Ｐｒｅｓｓ 9784866710860 3,850

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

45 基礎動物看護技術A 八百坂紀子 動物看護学テキスト　第２版補訂版 ファームプレス 9784863821002 10,450

2年生 獣医保健看護学類 教科書

2年生 獣医保健看護学類 推薦図書

※リストは追加・変更等で更新されます。最新版をお求め下さい。
※このリストの定価には消費税10%が含まれています。
※教科書は返品できません。先生のガイダンスやUNIPAで教科書・参考書の別を含め必ずご確認下さい。
※担当の先生からテキスト未連絡の科目もあります。ガイダンス等で情報を得ましたら生協にお知らせ下さい。
※ツイッターやってます！教科書情報他オトクな情報いっぱい！→@pocotanRGU


