
〒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

7/20 土 21日

酪農学園大学
オープンキャンパス

開催時間／10：00～16：00

アンケートにお答えください

のうそんクイズ

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。

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。

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！

会場 中央館1F

13：00～16：00時間

中央館1Fロビー  　　　　12：00～16：00会場 時間

実践酪農学ブース
中央館1Fロビー 　　　　13：00～16：00会場 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

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

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
　7/24㊌15時まで

アンケートフォーム

13：30～14：30時間中央館1F 学生ホールに集合

20
日
㊏

21
日
㊐

20
日
㊏

21
日
㊐

RGUOC CAFE
RGU  OPEN CAMPUS CAFE

無料送迎バス
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。

大麻発

新さっぽろ発

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！

#らくのうおーきゃん19
をつけてSNS投稿しよう！！をつけてSNS投稿しよう！！をつけてSNS投稿しよう！！をつけてSNS投稿しよう！！

総合学科も参加OK！

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

循環農学類　
場所／フィールド教育研究センター棟 1F 実験室
草地・飼料生産学研究室　三枝 俊哉 教授
●土－草－牛の養分循環
「土－草－牛の養分循環」って、みんな気軽に
言ってくれるけど、測定するのは大変なんです。
当研究室はそれにまともに取り組んでいる数少な
い研究室のひとつです。
どんなふうに測定しているのか見に来ませんか？

場所／C7号館3F 305（D6）
動物生殖工学研究室　今井 敬 教授
●バイオで牛を生ませ育てる
ー120㎛の卵子から900kgの肥育牛までー
❶動物生殖工学研究室の活動に関する展示
と説明。❷ウシの凍結精子・卵子の融解と観
察。❸体外受精卵の発育に関する動画の展
示。❹これまでの研究発表（ポスター）の展示。

獣医保健看護学類
場所／B2号館3F 305（V33）
比較動物薬理研究室　北澤 多喜雄 教授
●心臓ドキドキの調節機構
心臓は緊張時にドキドキし安静時にはリラッ
クスし心拍数が下がる。これは副交感神経
（アセチルコリン）と交感神経（ノルアドレナリ
ン）によって拮抗性に調節されていることが
原因であることを紹介する。

場所／Ｄ１号館3F 306　
動物看護研究室　八百坂 紀子 講師
●輸液の準備について学ぼう
輸液の準備に必要な物品を見てみましょう！
輸液ポンプを触ってみましょう！

クリアファイル

ミニタオル

ふせん

クイズに挑戦。正解すると酪農グッズをプレゼント！
北海道各地の農家さんへの住み込み体験談が聞けます‼
ワクワクの北海道を知って下さい！

シール

10：45～12：05
〔C1号館301〕

7/20㊏ 10：45～11：45 〔C1号館201〕
7/21㊐ 10：45～12：05 〔健体解剖室〕

7/20㊏ 10：45～11：45 〔C1号館202〕
7/21㊐ 10：45～11：45 〔D1号館306〕

10：45～12：10
〔C1号館101〕

10：45～13：40
〔C3号館1F臨床栄養実習室、給食実習室〕

展示ブース 10：30～15：30 
〔中央館2F談話室・学生ロビー、B4号館1F 第1・第2実験室〕

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〕

7/20㊏  ゼミ生による研究室紹介  13:00～13:30
7/21㊐  ミニ講義　　　　　　　  13:00～13:30
（両日B4号館2F地学実験室）

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号館201〕

①12：10～12：50 〔C1号館202〕

①14：10～14：50 〔C1号館201〕

①14：10～14：50 〔C1号館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号館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〕

①12：15～13：15 〔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回答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

フィールド教育研究センター棟

C7号館

C4号館

B4号館

B2号館

健体解剖室

希望寮（男子寮）
見学希望者は
ココに集合!!

清温寮（高大共同女子寮）
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。

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

■会場／中央館2F 談話室・学生ロビー、
　　　　B４号館1F 第1・第2実験室

■会場／B4号館2F 地学実験室

まるごと体験！環境共生学類

会場／20日㊏：C1号館2F 201教室　21日㊐：健体解剖室

会場／20日㊏：C1号館2F 202
　　　21日㊐：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

※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。

物流科学研究室　尾碕 亨 教授
消費者自身で流通は変えられる
安全で美味しい野菜や果物を好きなだけ、さらに、できるだ
け安い価格で買いたいと思う消費者は多いと思います。その
方法について紹介します。

乳製品製造学研究室　栃原 孝志 講師
白い液体の「乳」がかたまりの「チーズ」になる
チーズは乳からできる乳製品です。しかし、その製造工程に
ついては一般にはあまり知られていないようです。乳がそれ
とは全く異なるチーズへ変化する流れ、それらが食卓でよく
見るアイテムへと加工される様子を、学内のチーズ製造実習
風景とともに解説します。

食品流通技術研究室　樋元 淳一 教授
食品の生産の現場と消費者をつなぐ流通技術
食品は生産されてから、品質分析、洗浄、選別、予冷、包装、貯
蔵、輸送、陳列など、様残なプロセスを経て消費者に届きま
す。そこで品質を維持向上させるための技術について研究
紹介をします。

肉製品製造学研究室　舩津 保浩 教授
やっかいな食材から発酵調味料”肉醤”に変換！？
欧州では精肉より内臓が珍重され、季節の野鳥獣もすべて
残らず食べつくすという英知があります。当研究室では利用
度の少ない家畜の内臓に着眼して新たな調味料に変換する
研究など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

個性あふれる教員や学生と直接話すことで、
取り組んでいる教育研究がなんのために、ど
こを目指しているのかを見て、聴いて、体験し
てください！ゼミ展示の体験でもらえるシー
ルを集めて、学類限定品をもらおう。

●各学類の教員相談
●教職コース
●入試相談
●就職相談
●男子寮・女子寮
●生協・アパート
●国際交流課
●国際交流サークル
　SukaRela（スカレラ）
●学生支援課（奨学金など）
●RAKUNOPLUS+

■附属動物医療センター見学
〈バス移動〉

時間／① 12：15～13：15 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

●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
●オープンラボを開催！

●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

午後

10:45
～13:40

●給食調理見学
●給食の喫食

●模擬授業
●血糖値測定

●教員によるコース紹介
●学生によるキャンパスライフ紹介

10：30～15：30 13：00～13：30

管理栄養士コースにおいて4年間で学べる、献立、調理、食事が
健康や運動に及ぼす影響について体験し、学んでいただきます。

教員による模擬講義

教員による研究室講義

担当教員

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

獣医寄生虫研究室
浅川 満彦 教授
獣医学群で学ぶ野生動物医学
傷ついた野生動物たちの救護活動の現状
と獣医学がどのように自然生態系保全に関
わっていくのが望ましいかを考えてみます。

動物集中管理研究室　
佐野 忠士 准教授
行動から読み解く動物のキモチ＋α
動物は話すことができません。その動物のキ
モチを理解するには行動の意味を理解するこ
とが重要です。一緒に考えてみましょう。

20
日
㊏

21
日
㊐

野生動物生態学研究室
佐藤 喜和 教授
大学裏の森に
クマが出た⁉

循環農学類
●オープンラボを開催！午後

●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

草地・飼料生産学研究室
土－草－牛の養分循環

動物生殖工学研究室
バイオで牛を生ませ育てる
ー120㎛の卵子から900kgの
肥育牛までー

中央館1F
学生ホール

集合場所農畜産物市場論研究室
相原 晴伴 教授　
北海道米は、なぜ売れているのか？
近年、北海道米の評判がたいへん高くなってい
ます。「ゆめぴりか」という品種は全国的に有名
なブランドとなりました。こうした要因として、新
品種の開発やテレビコマーシャルの効果だけ
ではなく、農家やＪＡが一致団結して品質向上
に取り組んだことが重要です。農畜産物のブラ
ンド化についてわかりやすく解説します。

20
日
㊏

20
日
㊏

21
日
㊐

21
日
㊐

20日㊏

21日㊐

家畜栄養学研究室　
中辻 浩喜 教授
“草食系”は素晴らしい!! 
－緑の草から白い牛乳ができるまで－
乳牛は私たちが食べることのできない緑
の草から白い牛乳を作り出す素晴らしい
能力を持っています。本講義では、”草食
系”動物の体内で起こる不思議なイベント
とその意義について解説します。

管理栄養士コースを1日で知っちゃおう

会場／C1号館3F 301

●学類の魅力紹介　
●教員による研究室紹介

●教員による“食と健康学類”の就職状況
●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！

●学類まるごとオープンラボツアー
［集合時間／13：00　集合場所／中央館1F 学生ホール］

午後は、
見て触れて

体験してみよー！
13:00～14:20

食・健康スポーツ科学研究室　山口 太一 准教授
給食栄養管理研究室　小林 道講師
公衆栄養学研究室　木村 宣哉 助教

会場／C3号館1F臨床栄養実験室 給食実習室

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

環境共生学類

獣医生化学ユニット　岩野 英知 教授
古くて新しい科学で新しい
医療を切り開く！
■時間／10：45～11：45
みなさんは、「バクテリオファージ」  って知って
ますか？今、このバクテリオファージを使った新
しい治療法により、細菌感染症で瀕死の患者
さんの命が助かる、という報告が相次いでいま
す。最新の研究の世界を学んでみましょう！  

獣医解剖学ユニット　植田 弘美 准教授
獣医解剖学実習（骨学実習）へ
ようこそ
■時間／10：45～12：05
解剖学は獣医学類へ入学した後最初に習う
専門科目で、骨学から勉強し始めます。動物
たちの色々な種類の骨格標本を準備しまし
た。さあ、手に取り直に触れ観察してみましょ
う。骨学実習、始めます。

20
日
㊏

20
日
㊏

21
日
㊐

中央館1F
学生ホール

集合場所
比較動物薬理研究室
心臓ドキドキの調節機構

動物看護研究室
輸液の準備について学ぼう

20日㊏ 21日㊐
オープンラボ

Open laboratory

20日㊏
21日㊐
共通

ゼミ生による
研究室紹介
フラッシュ
プレゼンテーション

21
日
㊐

ミニ講義

オープンラボ
Open laboratory

オープン
ラボツアー

開催イベントを紹介するよ！！

OPEN CAMPUS

2019
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