
〒069-8501
北海道江別市文京台緑町582番地
入試広報センター 直通
TEL.011-388-4158  
  　0120-771-663

※本学園の敷地内は全面禁煙です

■写真・動画撮影について
オープンキャンパスでは、カメラマンにより写真・動画撮影を行います。撮影した写真・動画は本学発行
の印刷物やホームページ、SNSなどに使用させていただく場合がございます。撮影に同意をいただけ
ない場合はカメラマンもしくはお近くのスタッフ、大学職員までお申し出ください。

■感想アンケート等について
いただいた感想アンケートなどのコメントを印刷物やホーム
ページなどに掲載させていただく場合がございます。予め
ご了承ください。

@rakunouniv @rakunogakuen @rakuno @kohorgu

https://nyushi.rakuno.ac.jp

酪農学園大学
受験生サイト

6/15 土

酪農学園大学
オープンキャンパス

開催時間／10：00～16：00

無料送迎バス

アンケートにお答えください

大麻駅 北口前ロータリーより
新さっぽろ駅 地下鉄9番出口より

 9：30出発
 9：15出発

※イベントの進行状況により多少前後する場合があります。

#らくのうおーきゃん19
をつけてSNS投稿しよう！！

学食体験 全国の農業高校生と
つながろう！

時間内いつでもOK！
実際の学食を体験！
人気メニューは当日配布の
チラシを見てね。

大学に入る前から、全国の熱い思いを
持っている仲間たちとつながりませんか。
在学生の先輩たちとも仲良くなるチャンス！

※12:00～13：00は大変混雑します。

　　 みんなで
　つながろう！
先輩といっしょに
グループワーク
　在学生もいっしょになって、
　　みんなで交流！

大麻・新さっぽろの2駅と本学の間に
無料送迎バスを運行します。

アンケートの完了画面を受付で
見せるとオリジナルグッズがもらえる！

新たな好奇心が生まれるかも?さぁ、大学の研究室を覗いてみよう！

オープンラボ

日本全国の
農高生！

総合学科も
参加OK！

会場 中央館1F

13：00～16：00時間

会場

時間

酪農学園ホール2F
（大学生協）
11：00～14：00

会場 Ｃ4号館1F C4-102教室

14：50～１5：30時間

行 き

OPEN CAMPUS

2019

RAKUNO GAKUEN UNIVERSITY

RGU OPEN CAMPUSCAFE

RGUOC 
CAFE

大学生活の事など何でも
大学生に聞いてみよう！

集え！

札幌駅行き （大麻駅・新さっぽろ駅経由）
中央館前より発車します。

15：30出発
※16:00最終バス出発

帰 り

今日のオーキャン全部楽しかった

し、友達できたし、学生さんや入試

課の先生とも仲良くなることがで

きて充実ー(≧∀≦*)#らくのうおーきゃん19

ツブヤク

いきもの係★@ikimono-gakari

新さっ
ぽろ発

大麻発

中央館1F学生ホールに集合

中央館1F学生ホールに集合

集合・開催 中央館2Fロビー

酪農大
オリジナルグッズを
プレゼント！

  スタッフも投稿してるよ！！

※アンケートの回答期間は6/19（水）まで

気軽に
参加してみてね！

アンケートフォーム

循環農学類　

場所／C7号館2F
　　　205（D4実験室）
時間／13:30～14:30

農業機械システム学研究室
小宮 道士 教授 
●材料の強さを計測する
－農業機械研究と
ものつくり－
歪み試験片を製作して機械
の応力測定をします。

環境共生学類　

12研究室が参加！
随時、学生、教員への
質問ができます！
●参加研究室一覧
狩猟管理学研究室、空間情
報学研究室、環境GIS研究
室、野生動物生態学研究
室、保全生物学研究室、生
物多様性保全研究室、水質
化学研究室、気象・気候研
究室、生態系物質循環研究
室、環境リモートセンシング研
究室、環境植物学研究室、
環境地球化学研究室

獣医保健看護学類

場所／D1号館2F 204、205
時間／13:15～14:15
動物行動生態研究室
郡山 尚紀 准教授 
●体験！「犬のパピークラス」＆
「しつけ教室」
一般の方を対象に行っているパ
ピークラス（子犬のしつけ教室）とし
つけ教室を見学してください。実際
にどのように行われているのか、ご
自身の目で見てみてください。イメー
ジとは異なるやり方で行われてい
るかもしれません。お家のワンちゃ
んに試してみてみるのもいいでしょ
う。子犬の頃のしつけがどんなに大
切か勉強して帰ってください。

クリアファイル

ミニタオル

ふせん

シール

10：45～12：05
〔C1-301〕

10：45～11：45 〔A4-201〕

10：45～11：45 〔D1-306〕

10：45～12：10
〔C1-101〕

10：45～11：45
〔C3号館1F臨床栄養実習室〕
〔C3号館2F抗酸化機能分析教育研究センター〕 

展示ブース 10：45～15：30 〔中央館2F〕

見学ツアー 13：00～14：20 
教員相談 13：00～15：30 〔中央館1F〕

教員相談 13：00～15：30 〔中央館1F〕

教員相談 13：00～15：30 〔中央館1F〕

教員相談 13：00～15：30 〔中央館1F〕

教員相談 13：00～15：30 〔中央館1F〕

教員相談 13：00～15：30 〔中央館1F〕

9：15～
〔中央館１F〕

オープニングセレモニー
10：00～10：30〔黒澤記念講堂〕

①12：10～12：50 〔C1-201〕

①12：10～12：50 〔C1-202〕

①14：10～14：50 〔C1-201〕

①14：10～14：50 〔C1-202〕

※バス移動がありますので集合場所にお集まりください。

11：45～15：30 〔現地集合〕

11：00～14：00 〔酪農学園ホール2F〕　※12：00～13：00は大変混雑します。

13：00～15：30 〔中央館１F〕

13：00～16：00 〔中央館１F〕

14：50～15：30
〔C4-102〕

入試説明

保護者向け説明会（奨学金・生活費）

各種相談コーナー

集え！日本全国の農高生

RGUOC CAFE（学生相談）

13：30～14：30 〔中央館学生ホール集合〕

開始時間①12：30 ②13：00 ③13：30 ④14：00 ⑤14：30 ⑥15：00 〔現地集合〕

12：00～15：30 〔中央館1F集合〕

①12：00～13：00 〔黒澤記念講堂前集合〕 ②13：30～14：30 〔中央館学生ホール集合〕

①12：30～13：00　②13：30～14：00　③14：30～15：00 〔現地集合〕

学生と行くキャンパスツアー

酪農生産ステーション(乳牛)見学

肉畜生産ステーション（肉牛・中小家畜）見学※

作物生産ステーション見学

附属動物医療センター見学※

男子・女子寮見学

受付＆
クローク

昼  食

循環農学類

食と健康学類

食と健康学類

環境共生学類

獣医学類

獣医保健看護学類

そ
の
他
イ
ベ
ン
ト

見
学
イ
ベ
ン
ト

10：00 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 15：30

10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 15：30

スケジュール

管理栄養士
コース

学
類
イ
ベ
ン
ト   

学
生・教
員
相
談

★お帰りの際にアンケートの完了画面を受付に見せてください。
　酪農大グッズをプレゼント！



作物生産ステーション入口
作物生産ステーション見学
希望者はココに集合!!

D1号館

C1号館

C3号館

C7号館
C4号館

A4号館

希望寮（男子寮）
寮見学希望者は
ココに集合!!

清温寮（高大共同女子寮）
寮見学希望者はココに集合!!

至札幌・大麻駅

国道12号線
←至江別

バス停
「とわの森三愛高校前」

バス停
「酪農学園前」

バス停
「酪農学園前」

酪農生産ステーション入口
酪農生産ステーション見学
希望者はココに集合！！

酪農学園ホール
学食が2Fにあります。
昼食はコチラで！！

受付本部・クローク
中央館（学生ホール）
9:15から受付開始

黒澤記念講堂
10:00～10：30

オープニングセレモニー

送迎バス乗り場
はコチラ！！

受付＆クローク
会場／中央館1F
時間／9：15～

★大きなお荷物は
　クロークへ
　お預けください。
★お帰りの際にアンケートを提出
　→オリジナルグッズをゲット！

オープニングセレモニー
会場／黒澤記念講堂　
時間／10：00～10：30

ブルーグラス研究所

入試説明
会場／Ｃ1号館2F  C1-202教室
時間／①12：10～12：50

②14：10～14：50
入試の概要について説明します。

保護者向け説明会
会場／Ｃ1号館2F  C1-201教室
時間／①12：10～12：50

②14：10～14：50
奨学金・生活費など、お金に関することについて
説明します。

自分にぴったりの入試制度は？

野菜や花、果樹は園芸作物と呼ばれ、
これらは私たちの生活に健康と潤い
を与えてくれます。講義では野菜に焦
点を当てて、その特性や栽培について
やさしく説明します。身近な野菜の意
外な素顔を探ってみましょう。  

環境共生学類

獣医学類

獣医保健看護学類

各種コーナー

キャンパス見学

■学生と行くキャンパスツアー
集合／中央館1F　時間／１2：00～15：30
学生スタッフが学内主要施設をご案内します。屋上
見学の10分だけでもOK!

随時出発  所要10～30分／最終出発  15：00

■男子・女子寮見学
集合／男子寮…希望寮入り口

女子寮…清温寮入り口
寮生がご案内します！
直接、各寮入り口に来て下さい。

時間／11：45～15：30

循環農学類
会場／C1号館1F 301

●学類の魅力紹介　
●教員による模擬講義　
●学生による
　キャンパスライフ

●学類の魅力紹介　
●教員による“食と健康学類”の
　就職状況
●教員による研究室紹介
●学生によるキャンパスライフ

会場／中央館２F、
　　　学生ロビーおよび談話室

会場／A4号館2F 201実習室

会場／D1号館3F 306

食と健康学類
会場／C1号館1F 101

食と健康学類 
管理栄養士コース
会場／C3号館1F 臨床栄養実習室
　　　C3号館2F 抗酸化機能分析
　　　　　　　　  教育研究センター 

※集合・開始時間に遅れると体験や見学が十分に行えない場合があります。あらかじめご了承ください。

※集合・開始時間に遅れると体験や見学が十分に行えない場合があります。あらかじめご了承ください。

栄養化学研究室　小野寺 秀一 教授
腸をキレイにして健康に
－オリゴ糖や食物繊維のはたらき－
私たちの腸にいる腸内細菌と健康や
病気との関係についての研究が発展
しており、テレビやインターネットでも
よく見るようになってきました。この
腸内細菌の有用な菌のエサとなるオリ
ゴ糖や食物繊維の最新の研究につい
て分かりやすく紹介します。

企画開発研究室　阿部 茂 教授
－こんなところで最先端の食品
加工技術の開発が！？－
水の炎ともいわれる過熱水蒸気、SF
映画のような針のない注射、電子ス
モーク（電子タバコじゃないよ）の開
発など、実用化間近の最新の研究
テーマについて分かりやすく紹介し
ます。

●研究室紹介展示ブース
●学生相談　●教員相談

環境共生学類は、人間と野生動物をはじめ
とする生命圏の調和ある共生を目指してい
ます。多彩な研究室で実際に教員や学生が
取り組んでいる研究教育がなんのために、
そしてどこを目指しているのかを見て、聴い
て、触れてください。あなた自身の未来が見
えてきます。       

顕微鏡写真は「研究の王道」と言われるように研究面での顕微鏡観察の重要性につい
ては古くから認識されています。本模擬講義では圧倒的なデジタル技術によって実現
したバーチャル顕微鏡システムを用いて細胞の微細構造を観察し、生物の構造の面白
さと不思議を紹介いたします。

入試相談コーナー

現役大学生になんでも聞いてみよう！
RGUOC CAFE（学生相談）

気になる就職率は？充実の就職サポートをご紹介！
就職相談コーナー

先生に個別相談できる！
教員相談コーナー

■附属動物医療センター見学
〈バス移動〉

時間／① 12：00～13：00 集合/黒澤記念講堂前 
② 13：30～14：30 集合/中央館1F学生ホール

■肉畜生産ステーション
（肉牛・中小家畜）見学
集合／中央館1F  学生ホール〈バス移動〉

時間／13：30～14：30

■作物生産ステーション見学
集合／作物生産ステーション入口
時間／① 12：30～13：00  ② 13：30～14：00

③ 14：30～15：00

■酪農生産ステーション（乳牛）見学
集合／酪農生産ステーション入口
時間／① 12：30～13：00  ② 13：00～13：30

③ 13：30～14：00  ④ 14：00～14：30
⑤ 14：30～15：00  ⑥ 15：00～15：30

随時開始所要15分

男子寮（希望寮） 女子寮（清温寮）

学生企画！！
一緒に楽しもう！！
学生による各学類の
魅力を3分PR!!

Welcome演奏！
会場／黒澤記念講堂前
時間／9：15～9：50

お見送り演奏！
会場／中央館入り口前
時間／15：00～16：00

午前のみ

●学類の魅力紹介
●教員による模擬講義
●学生によるキャンパスライフ

午前は、じっくり聞いてみよー！

●オープンラボを開催！
午後は、見て触れて学んでみよー！

●学類の魅力紹介　●教員による模擬講義
●学生によるキャンパスライフ午前のみ

午前は、じっくり聞いてみよー！

●学類まるごと
　オープンラボツアー

午後は、見て触れて体験してみよー！

午前のみ
●コースの魅力紹介
●教員による研究室紹介
●学生によるキャンパスライフ

オープンラボ

農業機械システム学研究室
小宮 道士 教授
材料の強さを計測する
－農業機械研究とものつくり－
歪み試験片を製作して機械の応力測定
をします。

午前・午後

酪農大には、食の抗酸化力を追求する「抗酸化機能分析教育研究セン
ター」があります。皆さんは、センターにおける食素材から分析までの
一連の様子を、実際に見学することができます。身近なものからあま
り知られていないものまで、道産食材の抗酸化パワーの魅力について
わかりやすく紹介します。

教員による模擬講義

教員による研究室紹介

教員による研究室紹介

教員による
模擬講義

教員による
模擬講義

会場／中央館1F ロビー
時間／13：00～15：30

このTシャツを
着たスタッフに
何でも聞いてね！

※午後は見学ツアー・オープンラボに参加してね♪
※午後は動物医療センター見学に参加してね！

新たな魅力が見つかる♪学類の魅力紹介や模擬講義、就職情報、
学生のキャンパスライフ紹介など、各学類の情報が盛りだくさん！

学類イベント

園芸学研究室　森 志郎 准教授
野菜の秘密を探ってみよう！

犬の歯周病は最も罹患率の高い疾病の一つです。
歯周病を防ぐにはデンタルケアを適切に行う必要
があります。歯の模型やグッズを用いながら学びま
しょう！

動物看護研究室　八百坂 紀子 講師　
犬の歯周病予防について

獣医解剖学ユニット　渡邉 敬文 准教授
顕微鏡を使わない組織標本のデジタル観察

動物行動生態研究室　郡山 尚紀 准教授
体験！「犬のパピークラス」＆「しつけ教室」
一般の方を対象に行っているパピークラス（子犬のしつけ教室）としつ
け教室を見学してください。実際にどのように行われているのか、ご自身
の目で見てみてください。イメージとは異なるやり方で行われているかも
しれません。お家のワンちゃんに試してみてみるのもいいでしょう。子犬
の頃のしつけがどんなに大切か勉強して帰ってください。

●時間／13:15～14:15
●会場／D1号館2F 204、205　※中央館1F学生ホールに集合

学類まるごと
オープンラボツアー

環境共生学類で自分の未来を体験！

●時間／13:30～14:30
●会場／C7号館2F 205（D4実験室）
※中央館1F学生ホールに集合

オープン
ラボ

Open laboratory

Open laboratory

オープンラボOpen laboratory

臨床栄養学研究室　大谷 克城 教授
必見！食の抗酸化パワー　－知られていない道産素材の魅力－

実習室 実習室 研究室パネル展示 → 食品加工 → 乳製品製造実験 → 企画開発

集合・開催 中央館2Fロビー

12研究室が参加！随時、学生、教員への
質問可能！
●参加研究室一覧／狩猟管理学研究室、
空間情報学研究室、環境GIS研究室、野生
動物生態学研究室、保全生物学研究室、生
物多様性保全研究室、水質化学研究室、気
象・気候研究室、生態系物質循環研究室、環
境リモートセンシング研究室、環境植物学研
究室、環境地球化学研究室

※集合・開催 中央館2Fロビー開催イベントを紹介するよ！！

OPEN CAMPUS

2019
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