
申込締切

３月３１日（木）迄
台数限定のため満数になった場合は

終了します

２０２２年度 日本獣医生命科学大学

新入生の皆様へ

大学生のことを一番よく知っている大学生協がご提案する
「４年間安心して使えるパソコン」の購入をおすすめします

必ず保護者の方と一緒にご覧ください重要

日本獣医生命科学大学生活協同組合 購買書籍部

生協推奨オリジナルパソコン・
教科書・教材のご案内

４年間の保証

無料セットアップ講習会

日獣大で
必要なソフトが充実

ＴＥＬ 0422-32-2809 ＦＡＸ 0422-32-2807
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日本獣医生命科学大学
応用生命科学部
動物科学科 新２年

佐藤 託也さん

先輩からのアドバイス

僕は高校の頃、学校の授業以外ではあまりパソコンを使う機会が少なく、
自分用のパソコンも持っていなかったのですが、大学に入ってからレポー
ト作成など持っていないと不便だと思い、生協で購入しました。また、当
初は別のパソコンを購入することも検討していましたが、生協のパソコン
は一般のお店で購入するよりも安価でした。更には売られているどのパソ
コンよりも性能がよく、将来的にも長く使えるというのが魅力的でした。
購入後もセットアップ講習会やマニュアルなどがあり、使い方が分からな
いとなることが少なく購入後のケアもしっかりしており、安心して利用す
ることができました。新入生の皆さん、パソコンは大学が終わってからで
も長期的に利用することができるので自分に合ったパソコン選びが大事に
なってきます。もちろん自分がこれがいいというこだわりがあればそちら
を選ぶことが良いですが、特にこだわりがない方や長く使えるのが欲しい
と考える方は是非生協推奨のパソコンを購入することをお勧めします。

日獣大
生協HP→

日獣大生協新学期
商品購入サイト↓

http://www.univcoop.jp/nvlu/


パソコンがなければ、
大学生活は始まらない

レポート・プレゼン；卒業論文 就職活動にも不可欠

獣医学科へご入学の皆様へ

今回、日本獣医生命科学大学生協でご提案している生協推奨パソコンはパソコン本体保証や、動産保険、
Office 365やウイルスソフトの有効期限は４年間ですので、ご了承ください。延長手続きは、生協購買書籍部
店舗でご相談ください。また、修理に付きましても生協店舗で受け付けていますので、ご安心ください。

２

自分専用の「マイ・パソコン」は入学時から大学生活に欠かせないものですが、年次を追う毎にその重要性が高くな

り、新たな使用目的も生まれてきます。ここでは幅広い学年の先輩たちが、それぞれにパソコンの重要性や利用

シーンを語ってくれます。

1年生から使う
機会があります

日本獣医生命科学大学
生命科学部
食品科学科
新３年 佐々木 澪さん

2021年度は全学年で以下の通り、パソコンは大いに活用されました。
●オンライン、オンデマンド授業の受講 ●オンラインでの課題提出
●自宅での資料や課題の作成（印刷）

1年生からパソコンを使う機会はたくさんあります。オ
ンライン授業の受講はもちろん、ワードやパワーポイン
トを使ったレポート作成やプレゼン資料作成にはパソコ
ンが絶対に必要です。また現在大学ではほとんどの教
室やラウンジ、食堂ホールなど無線で学内ＬＡＮにつな
がるので、学内各所でパソコンが使えるようになってい
ます。利用しやすい環境を生かして、使いやすく安心で
きるパソコンを選んでみてくださいね。きっと強い味方
になってくれるはずです。



Panasonic （大学生協オリジナルモデル）

日獣大生に最適な機能やスペックを備えたモデルを厳選してご提供．プリンターもセットしました。

４年保証 高スペック（i7)・安心・頑丈モデル

ＣＦｰFＶ1M５ＬAＣ

2022年 日本獣医生命科学大学生協
生協推奨オリジナルモデル

３

パソコン本体のみ

ＰＣ+プリンターセット

199,800 円

Ａ 234,900 円

Ｂ

22/２/７（月）～22/３/３１（木）平日１0時～15時
パソコンとプリンターの現物見本は、学内の生
協店舗に展示予定。ぜひ、ご覧ください。
（来店前に生協店舗へ電話等でご連絡を）

より日常的に大学⇔自宅etc.持ち歩く
道具としての携帯性を最大限重視し、
学びのためのツールとして発揮

CPUと Intel Core i7-1165G7

メインメモリ 16GB（空なし）

大容量記憶装置 SSD 256GB

光学ドライブ なし

USBポート
USB3.0(Type-A) x3
USB3.1(Type-C) x2

液 晶
14.0型ワイド(3:2) QHD

ＴＦＴカラー液晶

プロジェクタへの 接
続ポート

VGA x1（ミニD-sub15ピン) 
HDMIx1

通信1 有線LAN
1000BASE-T / 100BASE-

TX / 10BASE-T

通信2 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠

バッテリ駆動時間 約21時間

本体重量 約1.099kg

OS Windows11 Pro

ソフトウェアについて

ウイルスバスタークラウド4年版
+Microsoft Officeはセットアップ

時にインストールが必要

保証期間
４年保証

または2026年3月31日

早期にＰＣがほしい方は、個別日程調整をして生協店

舗でセットアップ無料講習を行います。（大学登校不可

の場合は、セットアップ動画を送付予定。お急ぎでない

方は、４月１日に大学の教室で学科別に実施予定。）

通常では、左記と
同等のスペック+4

年間保証付でカス
タマイズをすると、
３０万円以上になり
ます。

エコタンクプリンターを推奨！

エプソン

プリンターも大学生協オリジナルモデルをすすめします

ＥＷ-Ｍ６３４T-U

4年間分のインクを同梱！

リモート授業時に
必須のカメラやマ
イクもついていま
す。



大学生に役立つ多彩なソフトを添付

注意）セキュリティソフトとマイクロソフトOfficeは、大学によってインストール方
法が違います。 日獣大ではセットアップ無料講習会でインストール作業を行い
ます。（自身で作業される方には、専用マニュアルを差し上げます。）

セキュリティソフト

高信頼のソフトが4年間更新費用なしで
続けて使える総合セキュリティソフト付
ウイルス対策にとどまらず、さまざまな脅威に対する信頼性の高い

総合セキュリティソフト、ウイルスバスタークラウド キャンパスOEM版

のIDとパスワードをお知らせします。（インストール方法については上

記のＭｉｃｒｏｓｏｆｔ365と同じです。）市販のセキュリティソフトは、購入後

1年あるいは3年で有料の契約更新が必要ですが、4年間更新費用を

かけることなく、セキュリティが確保された環境で卒業までパソコンを

安心してお使いいただけます。 ４

ＰＣは4/1（予）の無料セットアップ講

習時に受け取るすることをおすすめします。

講師は「先輩の学生」が務めます。

PCをはじめて持つ方や、お急ぎでない方は、４月１日

（予）に大学にて学科別に実施する講習会にご参加くだ

さい。（詳細は「セットアップ講習会のご案内」参照）。 ２

月～３月下旬までにＰＣがほしい方で、個別に生協店舗

でセットアップ講習をご希望の場合は実施日を調整しま

すので、生協店舗にご連絡ください。（この場合、「講習

会会場渡しではないＰＣセット」をお申込みください。）

最近ビジネスの社会ではMicrosoft 365の導入が急速に進んでいます。Microsoft 365は

Word、Excel、PowerPointだけではありません。クラウドサービスとして継続的な機能追加が

されるほか、クラウドストレージのOneDriveやコミュニケーションツールのTeamsを使い、場所

やデバイスを選ばず作業が出来たり、共同作業がスムーズに出来るように設計されています。

大学生協では新入生がそれらのツールを社会に出るまでに使いこなせる事を願い、新入生の

皆様にご案内するパソコンにはMicrosoft 365をご提案いたします。

Microsoft 365 Apps for Students
日本獣医生命科学大学生協版ライセンス

Microsoft 365 Apps for Studentsとは？

Microsoft 365 Apps for Studentsなら
●ご本人の所有するタブレットやスマホにもインストール可能です。（最大各5台まで）
●新しい機能が定期的に提供され、常に最新の機能を使い続ける事が出来ます。
●Teamsを使って仲間との共同作業をスムーズに進める事が出来ます。もはやメンバー全員が同じ場所に集まって作業する必要すらありません。

＜ご注意事項＞
①このライセンスは2026年3月31日までの期間
限定のライセンスです。

② PC 本 体 へ の Microsoft 365 Apps for

Studentsのインストールは、ご自身で行っていた
だくか、講習会等で行う必要があります。

※インターネット環境が必要です。
③パソコンご購入者にはIDおよびパスワードをお
渡しします。再インストールの際に必要になるの

で、大切に保管してください。
④このライセンスは有期のライセンスであり、ライ
センス利用期間終了後大学院等に進学するなど

で継続使用を希望される場合は、追加でライセン
スを購入することで使用する事が出来ます。



4年間の安心をお約束

大学生協ならではのきめ細やかなサービス体制

自然故障に対応する長期メーカー保証

パソコンは精密な部品がたくさん
集約されてできている製品です。で
すから、正しい使い方をしていても、
どうしても故障してしまうことがあり
ます。この自然故障に対する修理
をカバーするのがメーカー保証です
が、ほとんどのケースが1年間の保
証期間。そこで大学生協では、入学
時に購入したパソコンを卒業まで安
心して使えるように、メーカー保証
を4年間に延長しています。

不注意による故障などをカバーできる
安心の保証

ユーザーの不注意による故障には

メーカー保証は適用されませんが、

大学生協オリジナルパソコンには、

5,000円の自己負担金で修理が受け

られる動産保証が含まれます。修理

が難しい全損扱いの場合は、再購入

のための補助もあります。 ※1

トラブルの程度に

もよりますが、通常

パソコンの修理に

はある程度の日数

が必要です。

セットアップ方法や使い方を親身にご指導

大学生協では、キャンパス内にある店

舗で修理などの受付を行っており、講義

の合間のちょっとした時間にも立ち寄っ

ていただくことができます。修理対応だ

けでなく、普段のパソコン利用での操作

方法や設定方法など、分からないことや

困ったことも、気軽にご相談ください。

※1 保証内容や自己負担金は、メーカーや大学によって異なる場合があります。また、補償金額は上限がありますので、保証規定をよくご確認ください。動産保証は、地

震や水害などの自然災害には適用されません。

※2 代替機は購入された機種と異なる場合があります。また、台数には限りがあります。大学によって貸し出し条件が異なります。

身近なキャンパス内に
サポート窓口があって安心

大学生協では、キャンパス内にある店

舗で修理などの受付を行っており、講義

の合間のちょっとした時間にも立ち寄っ

ていただくことができます。修理対応だ

けでなく、普段のパソコン利用での操作

方法や設定方法など、分からないことや

困ったことも、気軽にご相談ください。

夜間利用可能な電話サポートを1年間無料でご提供

大学生協の店舗が営業していない夜間や休日でもご相談いただけるよう、無料

の電話サポートを1年間ご提供しています。設定から普段の使用法、トラブル対

応まで、パソコン操作に精通したオペレーターが分かりやすくお答えします。

●対応期間 2021年12月1日～2023年2月28日まで
●受付時間 10:00~23:00（年末年始を含め土・日・祝日もご利用可能）

皆さんのすぐ近くに相談できるスタッフがいることも大学生協の大き

な特長です。

お問い合わせ内容 サポート対応

インター
ネット接続

無線でインターネットに接続したいのですが出来ませ
ん。

パソコン側の環境・設定には問題がないことを確認。
無線ルーターのSSIDを選択していただくことで正常に接続が出
来ました。

購入したパソコンをインターネットに接続したいのです
が何を準備すれば良いか。

ご自宅のインターネット環境と接続タイプ（無線）を確認し、無線
の親機ご準備についてご案内いたしました。

Microsoft

アカウント

作成時に存在しないメールアドレスを入力してしまい
ました。

新しくアカウントを取得して頂くようご案内いたしました。

プリンタ
プリンタとWi-Fi接続できない プリンタから無線ルーターに接続する手順をご案内いたしました。

その間パソコンが使えないと、レポートが書けないといった困ったこ

とが起きてしまいます。ですので、大学生協では修理期間中でもパ

ソコンをお使いいただけるよう、代替機の貸出しを4年間無料で

行っています。

修理期間中は無料で代替機のお貸し出しが可能
※2

貸出

修理

５

症状：画面表示不良

修理費用：72,684円のところ

自己負担金額：5,000円

症状：液晶画面破損（亀裂が入った）

修理費用：75,924円のところ

自己負担金額：5,000円

症状：電源が入らない、

修理費用：135,324円のところ

自己負担金額：40,324円

①操作中に
茶をこぼして

しまった

②パソコンを
閉じる時に
筆記具を挟

んでしまった

③パソコンを机の上から
落としてしまった

■購入後3年目にあたり、補償限度額が100,000円の事例です。

修理費用が限度額を超える場合は、その差額に5,000円を加算し

た金額が自己負担金となります。

こんな故障でも、この金額で修理できました

●修理金額の年間補償限度額は、１年目15万円、２年目12万円、３年目10万円、４年目６万円（税込）です。（自然故障と動産修理の合算）

●「盗難」「紛失」「乱用」「自然災害」等、動産保険の対象となりません。

●保証内容の詳細については、５月以降に保証サービス会社より「サービス証書」が郵送されますので、そちらをご確認ください。

●修理不能な「全損」扱いの場合でも、再購入のための補助を受けることができます。



こんなに違う（生命科学部生向き）
大学生には大学生の電子辞書

上級生・院生になってからも使える

大学生のための電子辞書 英語（理系）モデル
大学生になったら大学生にふさわしい専門コンテンツ・語学辞書搭載の機能が必要。

大学生協が推薦する電子辞書は、高校生モデルとは一線を画す充実したコンテンツと便利な機能を
持っています。大学生ならではの電子辞書を是非お使いください。

６

C 電子辞書価格 税込

組価 37,000 円

AZ-SX９８５０

（注）第２外国語
コンテンツは別売
です。生協店舗
へご相談下さい。



こんなに違う
大学生には大学生の電子辞書

７

語学研究室 松藤先生より

先輩の声

『日獣大生の英語学習と電子辞書について』

応用生命科学部 食品科学科 英語 松藤 薫子
生協が推薦するカシオ大学生モデルEX-wordは、大学に入学してから卒業するま
で英語学習に大変役立つ電子辞書だと思う。①英和辞典・和英辞典ともに、語法
に詳しい中辞典、収録語数の多い大辞典、自然科学系の辞典が入っている。②単
語の詳細な意味やニュアンスと例文が調べられる英英辞典が入っている。③単語
の発音が聞ける。④発音練習ができ採点・アドバイスが得られる。⑤多数の学習コ
ンテンツに英文法学習書、文学作品、TOEIC・TOEFL対策コンテンツが収録され
ている。⑥学習履歴が表示され、学習継続を支援してくれる。⑦携帯できるサイズ
と軽さで、いつでもどこでも学習と検索・確認ができる。英語力向上のためには、授
業に加えて授業外学習（自習）が必要である。学習コンテンツが多数収録されてい
るため、自分のレベル・興味・ペースにあったものが必ず見つけられ、いろいろと試
しながら、学習が継続できそうである。大学の授業に、自習に、電子辞書を大いに
活用し、学習効果を上げよう。

応用生命科学部 食品科学科 １９年度卒 花岡 和泉
日獣では多くの場合電子辞書を１年次から使います。英語の授業において辞書
あるいは電子辞書を持ってくることが必須の科目がありますので、持ち運びに便
利な電子辞書を使う人がほとんどです。また専門教科では英語の論文を訳す機
会が多くあるので、常に携帯することが望ましいと思います。そして、大学生が
度々受験するTOEICのテキストや過去問のソフトが入っている電子辞書も多くあ
るのでオススメです。他にも日本語辞典や外国語辞典など、一台に数十冊分の
辞書やテキストが入っているため様々な場で活用できると思います。辞書を持っ
て行って荷物がかさばるよりも、コンパクトな電子辞書の方がスマートだと思いま
す！！



8

88,000 円
税込

組価

こんなに違う （獣医学部向け）
大学生には大学生の電子辞書

獣医学部の皆さんには、就職してからの使える

医学系電子辞書をおすすめします

D 電子辞書価格

AZ-SX５９００MED

（注）第２外国語コンテンツは別売です。生協店舗へご相談下さい。

専門医学、実務での活用に

医学ハイエンドモデル

■充実の医学辞典・治療薬情報

ステッドマン 医学大／医学英和 南山堂 医学大／医学英和／医学略語 今日の治療薬2018

ジーニアス英和/和英
リーダーズ英和 自然科学系英和・和英

■英語辞典・ＴＯＥＩＣ

至高の模試600問 やりこみドリル

今日の臨床検査

広辞苑 明鏡国語辞典 新漢語林

ニッポニカ(日本大百科全書） ブリタニカ国際大百科事典

85
コンテンツ収録

日本文学

2,000
作品

英語文学

1,000
作品

クラシック

1,000
フレーズ



おすすめオプション インターネット提案

９

E

詳しくは、下記の番号へお問い合わせください。（同封の専用チラシを参照ください）

SOFTBANKは電話0120-989-677にご相談ください。
J:COMはＦAX番号0120-989-989へご相談ください。

◎自宅でも自宅外でも、どこでもインターネットを
つなぎたい方にはトレミールのルーターがおすすめ。

（同封の専用チラシをご参照ください。）

●電源入れたらつながる
●コンパクトで持ち運びやすい
●どこでもインタ＾ネット

月々３，８８０円
（２年契約プラン）

申し込み
はこちら
から→

◎自宅外生（集合住宅の方へ）

申し込みは
こちらから↓

申し込みは
こちらから↓
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２０２１年１２月１４日
生協推薦パソコンをご購入の新入生の皆様へ

パソコンセットアップ講習会のご案内
日本獣医生命科学大学生活協同組合（日獣大生協）

店長 伊藤 宏一
電話0422-32-2809

メルアド：nvlu-coopshop@univ.coop 

ご入学おめでとうございます。また、このたびは生協からパソコンをご購入の検討をいただきあり
がとうございます。４年間（あるいは６年間）の学生生活の中でパソコンを活用いただくために、下
記の通り、学科別セットアップ講習会を開催いたします。
① この講習会に参加予定の方は、参加時にパソコンをお渡ししますので、お申し込みの際は、（無

料講習会会場渡し）分のパソコンセットをお申し込みください。
（プリンターは配送先に配送いたします。）

① 下記日程で参加できない方や、早めにセットアップのサポートを受けたい方は、２月21日以降、
生協店舗で個別講習会を行いますが、この場合は、通常のパソコンセットをお申込みください。
（個別講習会については下記参照）

② セットアップ講習を受講しなくてもパソコンの初期設定ができる方は、通常のパソコンセットを
お申し込みください。セットアップのマニュアルも送ります。（自分のパソコンをはじめて持つ
方は、セットアップ講習の受講を強くお勧めします。）

なお、セットアップ講習会講師はいずれの回も、先輩学生が講師を務める予定です。
また、感染症の流行等により、学内で講習会ができない場合は、セットアップ作業を解説した動画

等を配付予定です。

記

１、学科別セットアップ講習会（無料）

★講習内容：①サポートとセットアップ準備 ②Windowsの簡単な設定
③ウィルス対策ソフトの設定 ④Microsoft 365の設定

★当日持ち物：筆記用具（パソコンは講習前に会場でお渡しします）
★日 時：202２年４月1日（木）
① 動物科学科・食品科学科（８時45分集合）９時～１１時
② 獣医保健看護学科 （11時集合）１１時１５分～１３時１５分
③ 獣医学科（13時45分集合）１４時～１６時
★会場：日本獣医生命科学大学 Ｂ棟 ５階 ５１１教室
★申込：無料講習会会場渡しのパソコンセットをお申込みください。

２、個別セットアップ講習会（無料）
★講習内容：上記と同じ ★会場：生協店舗（予定）
★当日持ち物：筆記用具（パソコンは講習前に会場でお渡しします）
★開催期間：２2年２月21日（月）～３月２５日（金）の平日（入試日や卒業式を除く）
★個別講習日程調整方法：生協店舗へご連絡ください。

＜お問い合わせ先＞
お問い合わせは極力メールでお願いします。
あて先：nvlu-ｃoopshop@univ.coop

講習会当日の緊急連絡先：0422-32-2809 または080-3155-6147

以上
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■オリジナルパソコンの為、数量限定での販売となります。
■予定数量が終了次第締め切らせていただきます。ご了承ください。
■ご不明な点は下記問い合わせ先へ（できるだけメールで）お問い合わせください。

補足

左記の「新学期商品購入サイト」では対応できませ

んので、生協店舗にご連絡ください。

WEB上で申込ができるようになりましたので、以前

より簡単になりました。（まれに来店してただく場合

もございます。）

＜大学生協ローン＞
支払い例：パソコン+プリンタセット234,900円の場合
（ボーナス加算なし）
12回払い→1回あたり約20,500円
24回払い→1回あたり約10,700円

電話： ０４２２-３２-２８０９（平日10時から16時）
★電話はつながりにくい場合があります。

日本獣医生命科学大生協（日獣大生協）

※ 2月・3月は春休み期間中で、閉店している場合があります。
生協ホームページにて営業時間をご確認ください。 （生協HPの二次元コード→）

１.購入方法

１）新学期商品購入サイトにてお申込みください。

https://okaimono.univ.coop/nvlu/

購入サイトの二次元コード→

（ご注意）
最初にユーザー登録が必要です。

２.お支払い

①配送料金として一律1000円加算されます。

②クレジット払い

③代引き（受取時現金払い）

代引手数料がかかります
代金１ ～ 9999円 275円

10000～ 29999円 330円
30000～ 99999円 640円

100000～299999円 660円

３.品渡し（配送）について

①「セットアップ講習会会場渡しPCセット」以外の
商品は注文後1週間位で配送されます。
②セットアップ会場渡しを申し込んだ場合も、プリ
ンターはご自宅等へ直送します。
③2月19日～3月30日までに個別のセットアップ

講習を希望する場合は、注文する前にメールや
電話等で講習日程を生協店舗にご相談ください。
④パソコンの配送可能日2月19日以降の予定で
す。

お問合せ
先

お申込み方法

分割払い（大学生協ローン）をご希望の場合

購買書籍部 パソコン係

３月３1日（木）迄に
お申し込みを。但し、
その前に満数に
なった場合はご容
赦下さい。

FAX：０４２２-３２-２８０７

メール：nvlu-coopshop@univ.coop

生協店舗でお支払いをご希望の場合

左記の「新学期商品購入サイト」では対応できませ

んので、生協店舗にメールにてご相談ください。

（注意）同封してあるチラシの
MacBook等のＡpple社の商品の申

込は、チラシに掲載の専用申込先に
お申込み下さい。

https://okaimono.univ.coop/nvlu/


Macも取り扱っています（Macファンにおすすめ）

詳しくは同封のチラシをご覧ください。①

日獣大生協は日獣生の勉学・生活を
バックアップします

１２



Macも取り扱っています（Macファンにおすすめ）

詳しくは同封のチラシをご覧ください。②

日獣大生協は日獣生の勉学・生活を
バックアップします

１３



２２年度前期教科書販売の場所と期間
★特設教科書販売所（変更の場合は掲示等でお知らせします）

生協食堂「むらさき」ホールの一角

★販売期間：
４月１１日（月）～２８日（木）（土・日・祝祭日は閉店）
販売期間終了後、教科書は取り寄せになります（1週間以上かかる場合あり）

★販売時間
１０：００～１６：００

★前期教科書一覧表配布
４月 ６日（予）入学式終了後の生協主催の「キャンパスライフ説明会」
会場等で配布予定（その後教科書販売所で配布。 生協HPにも掲載します）

販売期間前に生協にご加入くださるようお願いいたします。
加入後にもらえる生協「組合員証」提示で書籍は10％引きとなります。
（以下は大学の行事が予定通り行われる場合の予定です。）

教科書購入方法
①生協に加入して、

教科書リストを入
手（生協店舗にあ
り）

②オリエンテーション
等で先生の指示を受
けて、購入教科書を
選択

③教科書販売
所で、期間内購入

返品不可ですので、
ご注意を

①大学の教科書・参考書は、まず自分の受講する授業を決めてから購入します。
何をいつ購入するかは、オリエンテーション等でよく確認してください。

②ただし、教科書販売期間内に購入しないと、授業に間に合わない場合がありますの
で、ご注意ください。遅れて入荷の教科書を除き、販売期間外では、購入しにくい教科
書があります。
③生協で販売している教科書・参考書は担当の先生からの指示に基づいて販売してい
ます。
④教科書販売所では、現金で購入できます。（図書カード、クレジットカードやスイカも利
用できるように準備していますが、会場の関係で時間がかかる場合があります）
⑤教科書・参考書は返品できません。よく検討してご購入下さい。

教科書購入の注意事項

教科書購入についてのご案内

１４

★大学に登校できない場合は、ネット上に4/6より開設さ
れる「教科書購入サイト」で教科書が購入（配送・代引き）
できるようにします。詳しい利用方法やサイトのURL等は、
生協のホームページ（HP）で案内いたします。
HPと教科書購入サイトの二次元コードはこちら→→→

教科書購入サイト
の二次元コード↓

生協HPの
二次元コード↓



★獣医学科 ６～７万円（割引額6-7千円以上）

★獣医保健看護学科 ４～５万円（割引額4-5千円以上）

★動物科学科 ６～７万円（割引額6-7千円以上）

★食品科学科 ４～５万円（割引額4-5千円以上）

（昨年の１年前期教科書の価格から算出。選択する授業によって異なります。）

1年生（前期）教科書代のおおよその目安（割引後）

教科書購入についてのご案内

１５

教科書一覧表配布は2２年４月６日入学式後から

レジで組合員証の提示
をすると、教科書の本体
価格(税抜価格）の1割引

に消費税（１０％）を加算
した金額（組価）で購入
できます。

☆以下は昨年の例です（１年生分の抜粋版）

割引額は4年～6年間で約1.5～4万円以上になりますので、生協に加入しましょう。

No. 学年 講義名 書名 出版社 教員名 本体価格 税込価格 備考

1 1 獣医解剖学Ⅰ カラーアトラス　獣医解剖学（上巻） 緑書房 添田・大塚 10,000 11,000

2 1 獣医解剖学Ⅰ 獣医解剖・組織・発生学 学窓社 添田・大塚 9,000 9,900

3 1 化学 一般化学 化学同人 佐藤  稲子 2,000 2,200

4 1 健康科学 大学生の健康・スポーツ科学　第５版 道和書院 野口　泰子 2,600 2,860

5 1 仏語V２ エマのフランス 駿河台出版社 黒木　朋興 2,000 2,200

6 1 中国語V1・V2 大学生のための初級中国語２４回　改訂版 白帝社 大江　平和 2,400 2,640

7 1 仏語V１ 話してみようフランス語ーOui 朝日出版社 大柳　貴 2,300 2,530

8 1 English Communication Ⅰ V1
English for Students of Vetrinary Science
獣医学系学生のための総合英語

南雲堂
JEFFREYS,
Atsuko Marie

1,900 2,090

No. 学年 講義名 書名 出版社 教員名 本体価格 本体価格 備考

101 1 動物形態学 基礎動物看護学　１ インターズー 山本(昌)・吉村 3,500 3,850

102 1 動物形態学 ビジュアルで学ぶ伴侶動物解剖生理学 緑書房 山本(昌)・吉村 4,500 4,950

103 1 獣医保健看護学概論 応用動物看護学　１ インターズー 石岡　克己 3,500 3,850

104 1 化学Ⅰ 例題で学ぶ基礎化学 森北出版 片山　欣哉 2,000 2,200

105 1 動物機能学 シンプル生理学　第８版 南江堂 袴田　陽二 3,000 3,300

106 1 動物生化学 生化学　人体の構造と機能 医学書院 近江　俊徳 2,200 2,420

107 1 動物品種論 日本の家畜・家禽 学研プラス 近江　俊徳 3,000 3,300

108 1 数学 生物統計学　基礎生物学テキストシリーズ９ 化学同人 三浦　広美 3,200 3,520

109 1 法学 法の世界へ 有斐閣アルマ 牧野　ゆき 1,700 1,870

110 1 English Communication(a)N1 動物専門職のための総合英語 南雲堂 中江　篤子 1,900 2,090

111 1 English Communication(a)N2 動物専門職のための総合英語 南雲堂
Jason
Kushnir

1,900 2,090

112 1 English Communication(a)N2 Earth Watch
センゲージラーニン
グ

Jason
Kushnir

2,550 2,805

113 1 Reading English (a) N2
What's the Picture Saying ?
リスニングと語彙のミニテスト

朝日出版社 鴇﨑　敏彦 1,000 1,100

114 1 Reading English (a)  N1 Notting Hill
Ｐｅａｒｓｏｎ
Ｌｏｎｇｍａｎ

井上　啓介 710 781

獣医学部

2021年　前期教科書一覧表（21/4/1現在）　1年生分抜粋版

獣医看護学科　N

獣医学科　V
No. 学年 講義名 書名 出版社 教員名 本体価格 本体価格 備考

201 1 野生動物学概論 増補版　野生動物管理　　　-理論と技術－ 文永堂出版 加藤　卓也 7,200 7,920

202 1 基礎実験動物学 実験動物の技術と応用　実践編 アドスリー 藤平　篤志 9,800 10,780

203 1 動物生体機構学 ビジュアルで学ぶ　伴侶動物　解剖生理学 緑書房 倉岡・渡辺 4,500 4,950

204 1 化学Ⅰ 大学生のための例題で学ぶ化学入門 共立出版 田崎　弘之 2,300 2,530

205 1 数学Ⅰ 理工系の確率・統計入門　第４版 学術図書出版 中澤　秀夫 2,200 2,420

206 1 English Listening  Za
Environment Health＆Reports
VOA　健康と環境レポート４

松柏社 中江　篤子 1,800 1,980

207 1 English Listening  Zb2 英語耳を鍛えるリスニングドリル 南雲堂 松藤　薫子 1,300 1,430

208 1 English Listening  Zb1 楽しいリスニングツアー 金星堂 鴇﨑　敏彦 1,700 1,870

209 1 English Reading Ⅰ Za
What's the Picture Saying ?
リスニングと語彙のミニテスト

朝日出版社 鴇﨑　敏彦 1,000 1,100

210 1 English Reading Ⅰ Zb1 Supreme Reading ２ 成美堂 佐々木 牧子 1,900 2,090

211 1 English Reading Ⅰ Zb2 Notting Hill
Ｐｅａｒｓｏｎ
Ｌｏｎｇｍａｎ

井上　啓介 710 781

No. 学年 講義名 書名 出版社 教員名 本体価格 本体価格 備考

301 1 基礎化学 基礎化学 東京化学同人 松田　寛子 2,500 2,750

302 1 食品成分化学 食品の機能化学　新訂 ｱｲｹｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 松石　昌典 2,500 2,750

303 1 歴史学 戦中史 角川書店 福井　紳一 1,800 1,980

304 1 歴史学 戦後日本史 講談社 福井　紳一 920 1,012

305 1 法学 法の世界へ 有斐閣アルマ 牧野　ゆき 1,700 1,870

306 1 数学Ⅰ 理工系の確率・統計入門　第４版 学術図書出版 中澤　秀夫 2,200 2,420

307 1 化学Ⅰ 大学生のための例題で学ぶ化学入門 共立出版 田崎　弘之 2,300 2,530

308 1 独語Ⅰ プラクシス 白水社 森　正史 2,400 2,640

309 1 中国語Ⅰ 学ぶ中国語 朝日出版社 蒋　彧婷 2,200 2,420

310 1 仏語Ⅰ カジュアルにフランス語 朝日出版社 大柳　貴 2,200 2,420

311 1 Basic English (A) Fb2
A Matter of Taste <Intro>
健康生活に見る食育と栄養（入門編）

南雲堂 松藤　薫子 1,700 1,870

312 1 Basic English (A) Fa
ビッグ・ファット・キャットの世界一簡単な
英語の本

幻冬舎
JEFFREYS,
Atsuko Marie

1,300 1,430

313 1 Basic English (A) Fb1 Basic Skills of English Language 木戸　充 3,200 3,520

314 1
Comprehensive English
(A)Fb1

じゃれマガ２０１８ 浜島書店 松藤　薫子 463 509

315 1
Comprehensive English
(A)Fb2

Fun 'n' Talk
プラネットメディ
アラボ

井上　啓介 1,000 1,100

316 1 Comprehensive English (A)Fa
Make It Simple　メイク・イット・シンプル
基礎からの実践英語

三修社 大味　潤 0

2021年　前期教科書一覧表（21/4/1現在）　1年生分抜粋版

応用生命科学部

動物科学科　Z

食品学科　F



教材のご案内（１年生用を中心に）

獣医学科

掲載の教材はすべて生協で取り扱っています。

オリエンテーションなどで、先生の指示を受けてから、生協店舗で購入
することになります。(一部、特設会場や教室で販売する場合があります。）
注意）下記価格は前年度の価格です。購入時期に詳しい案内をいたします。

①白衣 (入学式後に、新入生全員に大学後援会様から贈呈されます）
②解剖実習用器具セット（後期 ２１年は組価２万円前後）
③安全メガネ（後期実習用 ２１年は組価９００円～１，５００円）
④つなぎ（ ２年解剖実習用 ２１年は組価５，２００円前後 ）
⑤カバー付き長靴（２年次解剖実習用２１年度は組価４，０００円）
⑥動物医療C実習用スクラブ+診察衣（３年次２１年は１２，０００円）
⑦聴診器(３年次以降 ２１年度は組価１３，５００円～３５，０００円）

獣医保健看護学科
①白衣 (入学式後に、新入生全員に大学後援会様から贈呈されます）
②看護衣セット（１年後期 ２１年は組価約２万円）
③つなぎ（アニマルファーム実習用 ２１年は組価５，２００円前後）
④カバー付き長靴（同上 ２１年は組価４，０００円）
⑤動物医療C実習用エプロン（３年次 ２１年は２，３１０円）
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教材のご案内（１年生用を中心に）

掲載の教材はすべて生協で取り扱っています。

オリエンテーションなどで、先生の指示を受けてから、生協店舗で購入
することになります。(一部。特設会場や教室で販売する場合があります。）
注意）下記価格は主に前年度の価格です。購入時期に詳しい案内をいたします。

動物科学科

食品科学科

①白衣 （入学式後に、新入生全員に大学後援会様から贈呈されます）
②解剖器具セット（後期 ２１年は１３，０００円前後）
③つなぎ（アニマルファーム実習用 ２１年は組価５，２００円前後）
④カバー付き長靴（同上 ２１年は各サイズ組価３，８００円）

①白衣 (入学式後に、新入生全員に大学後援会様から贈呈されます）
②関数電卓（１年授業用 ２１年は組価＜新学期特価＞１，７００円）
③安全メガネ（１年実習用 ２１年は組価１，８００円）
④解剖器具セット（２年次生物学実習 ２１年は６，８００円前後）
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日獣大生協は日獣生の勉学・生活を
バックアップします

購買書籍部 １０：００～１５：００（学事により短縮・延長有） 土日祝日閉店

書籍・教材・文具・PC関連・食品（パン米飯・飲料・菓子等）・自動車教

習所受付・レンタカー申込・TOEIC受付等（書籍はネット注文分も１割引）

混雑時に大変便利 「Suica・iD・QUICPay」をご利用ください。

生協本部事務所（食堂裏に事務所有）

１０：００～１５：００ （学事により短縮有） 土日祝日閉店

生協・共済加入、共済給付申請・各種保険受付、

食堂のパーティ受付等

（生協加入等については「加入手続きのご案内」をご参照ください。）

生協学生委員会（店舗へご伝言ください）

（新入生向情報誌「キャンパスライフマガジン」を発行）

生協・共済加入支援、組合員交流企画実施、生協店

舗食堂支援、新入生歓迎パンフレット作製など

★生協のホームページでは、営業時間、各種サービスのご案内だけでなく、
書籍やパソコン・周辺機器等の注文も可能です。ぜひご覧ください。
「日獣大生協」で検索するか 右記二次元コードの活用を。生協ＨＰのＱ二次元コード→

２１年度版

（一部例外があります）
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日獣大生協は日獣生の勉学・生活を
バックアップします

食堂部（むらさき）１１：４５～１３：３０ （学事により短縮有） 土日祝日閉店

日替わり定食・カレー・丼・麺類

コロナ禍のため、生協食堂は２０年４月より21年３月まで閉店
していましたが、２２年度４月より、感染防止対策を講じながら、
営業を再開することになりました。

大学生協食堂では、以下の４つことを大切にしつつ、
当面は、 ①日替わり定食（1～２）

②丼（１）
③カレー（１）
④中華麺または和麺（1～２）を提供していく予定です。
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★同封の専用チラシもご覧ください★


