
〒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

酪農学園大学
オープンキャンパス

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。

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！

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！

日本全国の
農高生！

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
　9/25㊌15時まで

アンケートフォーム

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
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

9/21 土
開催時間／10：00～16：00

循環農学類　

作物栄養学研究室　小八重 善裕 准教授
●植物の根を見てみよう
ー土壌微生物とのかかわりと養分吸収のほんとうの姿ー
植物は根から養分を吸収しますが、そこでは共生し
ている微生物のはたらきが重要です。これら微生物
を最新の方法で染色して観察します。
どんなふうに測定しているのか見に来ませんか？

獣医保健看護学類

動物理学療法研究室　椿下 早絵 准教授
●ペットにもリハビリ！
ヒトの医療におけるリハビリテーションはすでに一
般的ですが、動物に対するリハビリテーションはま
だまだ始まったばかりの分野です。しかし、獣医療
の進歩・ペットの高齢化に伴い、今後どんどん発展
していくと考えられています。本実習では、動物用
のリハビリグッズを用いて、実際にワンちゃんに対
するリハビリを体験してみましょう！  

※途中参加の場合は、現地に直接向かって下さい。も
しくは中央館1F受付本部までお声がけください。

※途中参加の場合は、中央館1F受付本部までお声か
けください。

クリアファイル

ミニタオル

ふせん

のうそんクイズ

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

中央館1F 学生ホール
C7号館1F 106 （化学系第2実験室）
13：30～14：30

集合場所
会場
時間

中央館1F 学生ホール
D1号館2F 204教室、205教室
13：30～15：00〔途中参加もOK〕

会場
集合場所

時間

環境共生学類

●オープンラボツアー
各30分程度のツアー　実際に研究室を訪問できます。

中央館2F 学生ロビー
①11:30～ ②13:40～ ③14:30～ 時間

集合場所

中央館1F 学生ホール
13：00

集合場所
集合時間

食と健康学類

●学類まるごとオープンラボツアー
パネル展示 → 食品加工実習室 → 乳製品製造実
験実習室 → 企画開発研究室

10：45～12：05
〔C1号館301〕

10：45～11：45 
〔C1号館201〕

10：45～11：45 
〔D1号館104〕

10：45～12：10
〔C1号館101〕

10：45～12：00
〔C3号館1F臨床栄養実習室〕

展示ブース 10：30～15：30 
〔中央館2F学生ロビー・談話室〕

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〕

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〔現地集合〕
〔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〕

①12：00～13：00 〔C1号館前集合〕 ②13：30～14：30 〔中央館学生ホール集合〕

13：00～14：30〔現地集合〕
〔健身館〕

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※

部活動見学〈剣道部〉

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

C7号館

希望寮（高大併設男子寮）
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！！

C4号館
集え！日本全国の農高生！
希望者はココに集合！

健身館
部活動見学〈剣道部〉
希望者はココに集合！

あなたの
「やりたい」が
きっと見つかるよ！

受付＆クローク
会場／中央館1F
時間／9：15～

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

入試説明
会場／Ｃ1号館2F  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  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／１2：00～16：00
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  15：30

■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

※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。

■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/C1号館前 
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!!

★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の回答完了画面
を提示するとオリジナルグッズをゲット！

●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

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！

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

循環農学類
中央館1F 学生ホール集合場所

会場

時間

会場／C1号館3F 301教室

環境共生学類

オープンラボ

各30分程度のツアー　実際に研究室を訪問できます。
①11:30～ ②13:40～ ③14:30～ オープンラボツアー

時間／13:00～14:30■部活動見学〈剣道部〉　場所／健身館　

自分にぴったりの入試制度は？
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

新生活に向けて、気になることを確認してみよう！
生協・アパート相談コーナー

YOSAKOIサークル“祭”による
迫力の演舞！
会場／黒澤記念講堂
時間／オープニングセレモニー前 9:50～ 

ブルーグラス研究所
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

午前

●オープンラボ

午後

日本人の豚肉消費量は鶏肉と並び多いものの、
日本の養豚で使用されている飼料はほぼ海外
からの輸入に依存しています。今後の安定的な
国産豚肉供給のために、今、エコフィードの活用
が注目されています。本講義では豚肉生産技術
へのエコフィード活用の意義や本学におけるエ
コフィードの活用事例について紹介します。

教員による模擬講義

中小家畜飼養学研究室　山田 未知 准教授
エコフィードを活用した豚肉生産のすすめ

投薬は最も主要な治療法です。効果的な治療の
ため、薬の吸収や代謝、排泄に関する知識が必要
です。薬が肝臓の酵素などで解毒される性質は
動物種により大きな差があります。模擬講義では
薬の代謝に関しておおまかにお話します。

教員による模擬講義

獣医薬理学ユニット　寺岡 宏樹 教授
動物の体における薬の代謝

C7号館106
 （化学系第2実験室）
13：30～14：30

D1号館2F 
204教室、205教室
13：30～15：00〔途中参加OK〕

作物栄養学研究室
小八重 善裕 准教授
●植物の根を見てみよう
ー土壌微生物とのかかわりと
養分吸収のほんとうの姿ー

中央館1F 学生ホール集合場所

会場

時間

動物理学療法研究室
椿下 早絵 准教授
●ペットにもリハビリ！

食と健康学類

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

●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］オープンラボツアー パネル展示 → 食品加工実習室 → 乳製品製造実験実習室 → 企画開発研究室

牛乳の官能評価と様々な珍しい乳製品の紹介と試食

教員による模擬講義

臨床栄養管理学研究室　石井智美 教授
酪農大ならではの管理栄養士とは
-大学の牛乳を科学する-

●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

午前は、じっくり聞いてみよー！

●学類まるごと見学ツアー

午後は、見て触れて体験してみよー！
13:00～14:20

応用微生物学研究室  山口 昭弘 教授
機能性食材を微生物の力でより
美味しく、さらに元気になる発
酵食品に！
渋くて皮の硬いアロニア果実を貴腐
菌で発酵させることで口当たり滑らか
なレモン風味のジュースに変えたり、
キャンパスの野生酵母でパンやワイン
を作ったり、身近で美味しい研究テー
マについて分かりやすく紹介します。

マーケティング研究室 長村 知幸 講師
ヒットする商品はどのように生
み出されるのか？
マーケティングとは「売れる仕組み」の
ことであり、皆さんもCMや広告など
で触れる機会も多く、馴染み深いもの
だと思います。本講義では最新のマー
ケティング研究を踏まえながら、「マー
ケティングとは何か」について分かり
やすくお話しいたします。

教員による研究室紹介

午前のみ

●コースの魅力紹介
●学生によるキャンパスライフ
●教員による模擬講義
●牛乳の官能評価など体験

会場／C1号館1F 101教室

会場／中央館２階学生ロビーおよび談話室
●研究室紹介展示ブース 10：30～15：30
●学生によるキャンパスライフ
　１回目10:45～（生命環境学コース学生）
　２回目13:00～（野生動物学コース学生）
●オープンラボツアー
●学生相談　●教員相談　いずれも随時

日々充実した学生生活を送っている在
学生が環境共生学類でのキャンパスラ
イフを生の声で紹介します。またオープ
ンラボツアーや研究室の展示で、特徴あ
るラボでの研究生活の実態を見たり・聞
いたりできます。このチャンスに、あなた
の環境共生学類でのキャンパスライフ
を創造してみてください。                    

My Life in 環境共生！

会場／C1号館2F 201教室

※午後は動物医療センター見学に参加してね！

会場／D１号館1F 104教室

●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
午後は、見て触れて学んでみよー！

動物を看護する上でその動物の食性を把握し、摂食行動
や栄養状態を評価し、適切な栄養管理や栄養補給をす
る必要があります。模擬講義では、これらの基本的なこ
とについてお話しします。

教員による模擬講義

動物疾病治療研究室　嶋本 良則 教授
動物の生活を援助するための技術
（摂食行動にかかわる援助）

オープン
ラボ

※途中参加の場合は、現地に直接向かって下さい。もしくは中央館1F受付本部
までお声がけください。

開催イベントを
紹介するよ！！

OPEN CAMPUS

2019
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