
 2021年度前学期　教科書リスト　(3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 プレゼンテーション 上野岳史 大学生からのプレゼンテーション入門 ナカニシヤ出版 9784779506543 2,090

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

2 教育実習(教職コースのみ) 複数の先生がご担当 教育実習の手引　第７版　※「教育実習日誌　第4版」とのセット販売となります。 学術図書出版社 9784780607772 440

3 教育実習(教職コースのみ) 複数の先生がご担当 教育実習日誌　第４版　※「教育実習の手引　第7版」とのセット販売となります。 学術図書出版社 9784780607789 880

4 教職概論 川原茂雄 ブラック生徒指導 海象社 9784907717469 1,650

5 農業科教育法1 飛谷淳一 農業と環境　農業302　※電子マネーポイントは付きません。 農山漁村文化協会 9786202357760 1,262

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

6 サステイナビリティ学 小川健太 文明崩壊　上巻 草思社 9784794219398 1,320

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

7 食品資源学 舩津保浩 食べ物と健康　１　食品の分類と成分　第２版 三共出版 9784782707463 2,750

3年生 教職課程 教科書

3年生 農食環境学群 教科書

3年生 基盤教育 教科書

3年生 農食環境学群 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　(3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

8 家畜管理・栄養学実験1 三枝俊哉 草地学の基礎　維持管理の理論と実際 農山漁村文化協会 9784540141188 4,180

9 家畜管理・栄養学実験1 三枝俊哉
北海道施肥ガイド　2020　※取り寄せとなります。カウンターでご注文下さい。(金額には送料360
円含みます)

北海道農業改良普及協会 9786202357708 1,289

10 家畜管理・栄養学実験1 三枝俊哉 目で見る飼料作物のすべて デーリィマン社 9784947707390 2,095

11 家畜管理・栄養学実験1 三枝俊哉 目で見る牧草と草地　最新版 デーリィマン社 9784938445997 2,619

12 家畜繁殖学 今井敬 繁殖生物学　改訂版 ＥＤＵＷＡＲＤ　Ｐｒｅｓｓ 9784866711102 3,190

13 畜産物利用学 宮崎早花 畜産物利用学 文永堂出版 9784830041211 5,280

14 畜産物利用学 宮崎早花 乳肉卵の機能と利用　新版 アイ・ケイコーポレーション 9784874923542 4,070

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

15 環境気象・気候学 馬場賢治 一般気象学　第２版補訂版 東京大学出版会 9784130627252 3,080

16 環境気象・気候学 馬場賢治 気候変動 丸善出版 9784621062777 4,180

17 環境気象・気候学 馬場賢治 詳解大気放射学 東京大学出版会 9784130627290 9,680

18 環境気象・気候学 馬場賢治 雪と氷の事典　新装版　※取り寄せとなります。カウンターでご注文下さい。 朝倉書店 9784254161311 17,600

19 環境気象・気候学 馬場賢治 大気力学の基礎 東京大学出版会 9784130627269 5,390

20 環境気象・気候学 馬場賢治 地球気候学 東京大学出版会 9784130627283 3,740

3年生 循環農学類 参考書

3年生 環境共生学類 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　(3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

21 食品微生物学 村松圭 シラバスには「現場で役立つ食品微生物Q&A第4版」が掲載されておりますが、使用しません。 0

22 食品栄養学 小野寺秀一 エスカベーシック　基礎栄養学　第２版 同文書院 9784810314533 2,095

23 生化学実験 岩崎智仁 はじめてみよう生化学実験 三共出版 9784782705551 2,420

24 調理学概論 宮崎早花 食べ物と健康　４　食事設計と栄養・調理 三共出版 9784782707128 2,310

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

25 栄養指導論実習1 杉村留美子
改訂　マスター栄養教育論実習　※未刊・4/22頃入荷予定。4/23以降も書籍店舗で継続販
売します。

建帛社 9784767906997 2,530

26 臨床栄養学実験・実習2 杉村留美子 腎臓病食品交換表　第９版 医歯薬出版 9784263706749 1,650

27 免疫学 大谷克城 ケアに役立つ！ナースのためのカンタン免疫学 学研プラス 9784780912395 3,080

3年生 食と健康学類 教科書

3年生 食と健康学類 管理栄養士コース 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　(3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

28 公衆衛生学総論 村松康和 獣医公衆衛生学　１ 文永堂出版 9784830032509 5,280

29 実験動物学 大杉剛生 実験動物学　第２版　獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠 朝倉書店 9784254460360 5,940

30 獣医寄生虫病学 浅川満彦 最新獣医寄生虫学・寄生虫病学 講談社 9784061537446 13,200

31 獣医寄生虫病学 浅川満彦 書き込んで理解する動物の寄生虫病学実習ノート 文永堂出版 9784830032776 4,620

32 獣医病理学各論 松田一哉 動物病理カラーアトラス　第２版 文永堂出版 9784830032684 18,700

33 獣医病理学各論 松田一哉 動物病理学各論　第3版 文永堂出版 9784830032806 11,000

34 獣医麻酔疼痛管理学 山下和人 獣医臨床麻酔学　獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠 学窓社 9784873627557 3,300

35 伴侶動物内科学各論B 大田寛 獣医内科学　第２版 文永堂出版 9784830032523 31,900

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

36 獣医薬理学実習 寺岡宏樹 薬理学・毒性学実験　第３版 文永堂出版 9784830032165 4,620

3年生 獣医学類 教科書

3年生 獣医学類 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　(3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 基礎動物看護技術実習B 佐野忠士 動物看護師のための麻酔超入門　はじめの一歩　改訂版　asBOOKs ＥＤＵＷＡＲＤ　Ｐｒｅｓｓ 9784899958628 7,700

38 基礎動物看護技術実習B 佐野忠士
臨床動物看護学　1　動物内科看護学 / 動物外科看護学 / 動物医療コミュニケーション　認
定動物看護師教育コアカリキュラム2019準拠

ＥＤＵＷＡＲＤ　Ｐｒｅｓｓ 9784866710907 3,850

39 公衆衛生学 横山敦志
応用動物看護学　2　公衆衛生学 / 動物医療関連法規　認定動物看護師教育コアカリキュラ
ム2019準拠

ＥＤＵＷＡＲＤ　Ｐｒｅｓｓ 9784866710891 3,850

40 動物臨床検査学B 上野博史
臨床動物看護学　2　動物臨床栄養学 / 動物臨床検査学　認定動物看護師教育コアカリキュ
ラム2019準拠

ＥＤＵＷＡＲＤ　Ｐｒｅｓｓ 9784866710914 3,850

41 動物臨床検査学実習Ａ 宮庄拓 犬と猫の臨床検査マスターブック　asBOOKs ＥＤＵＷＡＲＤ　Ｐｒｅｓｓ 9784899955061 8,360

42 臨床動物看護学各論A 浅川満彦 専門基礎分野　動物寄生虫学 ＥＤＵＷＡＲＤ　Ｐｒｅｓｓ 9784899958123 3,300

43 臨床動物看護学各論B 椿下早絵
臨床動物看護学　3　動物臨床看護学総論 / 動物臨床看護学各論　認定動物看護師教育コ
アカリキュラム2019準拠

ＥＤＵＷＡＲＤ　Ｐｒｅｓｓ 9784866710921 3,850

講義名 教員名 書名 出版社 商品コード 税込定価

44 基礎動物看護技術実習B 佐野忠士 獣医臨床麻酔オペレーション・ハンドブック　第5版 エルゼビア・ジャパン 9784899959212 16,500

45 基礎動物看護技術実習B 佐野忠士 伴侶動物の麻酔テクニック 緑書房 9784895312813 8,580

3年生 獣医保健看護学類 教科書

3年生 獣医保健看護学類 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


