
個別相談会

無料送迎バス（帰り）

※本学園の敷地内は全面禁煙です。

15：30～随時出発
（16：20最終出発）
中央館前より出発します

公式Instagram 公式Twitter

あなたのなりたい

『顔』はどれですか

10:00　　10:30　　11:00　　11:30　　12:00　　12:30　　13:00　　13:30　　14:00　　14:30　　15:00　　15:30　　16:00

■学類イベント・教員相談　

北の大地で
『好き』をかたちに

事前予約制

事前予約制

事前予約制

循環農学類
食と健康学類
食と健康学類 管理栄養士

コース

環境共生学類
獣医学類
獣医保健看護学類

昼　食

受付＆クローク
本部

9:30 開始
（中央館 1F）

10:00 ～ 12:00
〔C1号館 2F 201〕

教員
相談

10:00 ～ 12:00
〔C1号館 2F 201〕

14:00 ～ 16:00
〔C1号館 2F 201〕

教員
相談

14:00 ～ 16:00
〔C1号館 2F 201〕

14:00 ～ 16:00
〔C1号館 3F 301〕

教員
相談

14:00 ～ 16:00
〔D1号館 1F 104〕

教員
相談

14:00 ～ 15:45
〔C1号館 1F 101〕

教員
相談

14:00 ～ 16:00
〔B4号館 1F 107〕

教員
相談

10:00 ～ 12:00
〔C1号館 3F 301〕

教員
相談

10:00 ～ 12:00
〔B4号館 1F 107〕

教員
相談

11:30 ～ 14:30
〔酪農学園ホール 2F〕

①11:00  ②11:30

10:00 ～ 11:45
〔C1号館 1F 101〕

教員
相談

10:00 ～ 11:30
〔B1号館 1F 101〕10:00 ～ 12:00
〔D1号館 1F 104〕

教員
相談

※混雑緩和のため、配布する学食チケットに
　記載する時間帯でご利用ください。

■見学イベント

■その他

酪農生産ステーション（乳牛）見学
（各回30分説明）

11:00 ～ 15:30〔 中央館 1F ロビー〕

11:00 ～ 16:00〔 中央館 1・２Fロビー〕

10:00 ～ 16:00〔 中央館 1F ロビー〕

各種相談コーナー

学生と行くキャンパスツアー・
屋上見学ツアー

休憩スペース

附属動物医療センター見学
（各回の移動も含めて60分）

〔酪農生産ステーション入口集合〕

①10:00  
〔中央館 1F 学生ホール集合〕

〔酪農生産ステーション入口集合〕
③13:00  ④13:30  ⑤14:00  ⑥14:30  ⑦15:00

作物生産ステーション見学 ①10:30
〔作物生産ステーション農具庫集合〕 〔作物生産ステーション農具庫集合〕

②13:30

②11:00 ③13:00  
〔中央館 1F 学生ホール集合〕

④14:00 ⑤15:00

こちらのイベントから
参加される方は、中央
館 1F にて受付します。 
まずは中央館 1F にお越
しください。

こちらのイベントから
参加される方は、各教
室にて受付します。 
まずは教室にお越しく
ださい。

2021

7/24 SAT

公式Facebook

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。

感想アンケートなどについて
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。

酪農学
園大学

SNSを

フォロ
ーして

、

最新情
報を

GETし
よう！

   SCHEDULE スケジュール

感染予防対策を
十分とったうえで、
完全予約制、

人数限定で開催！

事前
予約制

いつでも
質問可能気軽に

質問方法
❶ 本学公式の「LINE」アカウントを
友だち登録

❷ アンケート回答後に表示されるメ
ニューから知りたい項目をタップ

❸ 知りたい情報に沿って、順次送信
される質問をタップ！

公式LINE

LINEでQ&A

今日気になったことをＷＥＢで相談してみよう！

Zoom相談
じっくり

※ LINEからの個別トークには基本的にお答えすることができません。個別のご
質問がある場合は「Zoom相談」をご利用ください。大学教職員が直接お答
えいたします。

相談方法
❶ 予約カレンダーからご希望の日時を
選択し申し込み

❷ 申し込み完了メールが届くので内容
を確認し、当日の接続に備える

❸ 相談日時になったらマイページより
ログインして、Zoom相談開始！

※相談時間は最大30分程度となります。
※スマートフォンやタブレットで参加する場合は専用アプリ「Zoom」のダウ
ンロードが必要です。PCをご利用の場合は事前にブラウザの設定が必要で
す。利用料は無料です。

学食体験

※混雑緩和のため、配布する学食チケットに
　記載する時間帯でご利用ください。

11:30～14:30
酪農学園ホール 2F（大学生協）

時間
会場

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。

入試相談ブース・
学生相談ブース・
生活相談ブース

アンケートに
お答えください

中央館 1Fロビーにて整理番号を配布します。受付

各種相談コーナー

11:00～16:00時間
中央館 1・2Fロビー会場

予約不要

次回イベント内容に活かして改善したい
と思います。ご協力よろしくお願いします。

「大学での1日の過ごし方」「北海道での初めての一人
暮らし」「部活・サークル活動」「受験に向けた勉強方
法」など、なんでもお答えします！
お気軽にご参加ください。

アンケートの
回答期間は
8/1日
23:00まで

①マイページよりログイン（上の二次元コード）
②「メニュー（右上の三本線）」をクリック
③本日参加したイベントの「アンケート」をクリック
④アンケートに回答する

予約不要

空いている時間に、
ぜひお気軽にご参加ください。

〒069-8501 北海道江別市文京台緑町582番地
TEL （011）388-4158
FAX （011）386-1220

入試広報センター https://www.rakuno.ac.jp
お問い合わせは 0120-771-663

オープンキャンパス
特設サイト

酪農学園大学
受験生サイト

公式YouTube



各種相談コーナー

※10:00から開催の学類イベントは各教室にて9:30から受付します。各教室にお越しください。
※14:00から開催の学類イベントは13:45から入室可能です。事前予約制

■オープニング　■学類紹介
■教員による模擬講義
■学生によるキャンパスライフ紹介　
■オープンラボ・家畜繁殖学研究室
　堂地 修 先生　■教員相談　　

受付本部＆クローク
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学類イベント

人と動物の関係学 －人のセラピー効果と動物の福祉－

9:30～16:00時間
会場

休憩スペース
10:00～16:00 時 間

大きなお荷物は
クロークへ
お預けください。

ご自由に
ご利用ください。

10:00～12:00 ・ 14:00～16:00時間
会場 C1 号館 3F 301

午前
午後

■オープニング　■学類・コース紹介
■教員による模擬講義
■学生によるキャンパスライフ紹介
■食と健康学類・施設見学ツアー

人と動物の関係学研究室　山田　弘司　先生
北の大地で野生動物の生態を追う  ～地域の野生動物問題に挑む！
野生動物生態学研究室　佐藤　喜和　先生

ミルクの病気 －乳房炎はどのようにして起きるのか－
獣医衛生学ユニット　権平　智　先生

痛みを和らげる薬 ー鎮痛薬はどのように効くのか？ー
動物生命科学ユニット　北澤　多喜雄　先生

野菜や果実に含まれる甘い糖と甘くない糖のはなし

午前
午後

午前
午後 食品栄養化学研究室　上野　敬司　先生

必見！管理栄養士コースの魅力 －多様な将来が君を待っている－
臨床栄養学研究室　大谷　克城　先生

10:00～12:00 ・ 14:00～16:00時間
会場 C1 号館 2F 201

■オープニング　■学類紹介　■コース紹介
■学生によるキャンパスライフ紹介
■食と健康学類・施設見学ツアー
■教員相談

10:00～12:00 ・ 14:00～16:00 時間
会場 C1 号館 2F 201

午前
午後

■オープニング　■学類紹介　　　　
■教員による模擬講義
■学生によるキャンパスライフ紹介
■教員相談

10:00～12:00 ・ 14:00～16:00時間
会場 B4 号館 1F 107

午前
午後

■オープニング　■学類紹介　
■教員による模擬講義
■学生によるキャンパスライフ紹介
■教員相談

10:00～11:45 ・ 14:00～15:45時間
会場 C1 号館 1F 101

午前
午後

■オープニング　■学類紹介
■教員による模擬講義
■学生によるキャンパスライフ紹介
■オープンラボ・動物医療学ユニット
　八百坂 紀子 先生　■教員相談

10:00～12:00 ・ 14:00～16:00時間
会場 D1 号館 1F 104

事前予約制

①11:00～11:30  ②11:30～12:00  ③13:00～13:30
④13:30～14:00  ⑤14:00～14:30  ⑥14:30～15:00
⑦15:00～15:30

時 間

酪農生産ステーション入口集合

酪農生産ステーション
（乳牛）見学
※①・②の回に参加の方は、
　見学イベント参加前に、中央館１Fにて
　受付をお済ませの上、ご参加ください。

①10:00～11:00　②11:00～12:00　③13:00～14:00
④14:00～15:00　⑤15:00～16:00

時 間

中央館 1F 学生ホール集合

附属動物医療センター見学
〈バス移動〉

※①・②の回に参加の方は、
　学生ホール集合前に、中央館１Fにて
　受付をお済ませの上、ご参加ください。

※①の回に参加の方は、
　見学イベント参加前に、中央館１Fにて
　受付をお済ませの上、ご参加ください。

①10:30～11:30　②13:30～14:30時 間

作物生産ステーション農具庫集合
作物生産ステーション見学

会 場 中央館 1Fロビー

酪農生産ステーション入口
酪農生産ステーション見学
事前予約された方は
こちらに集合 !!

①・②の回に参加の方は中央館
1Fにて受付後にこちらに集合！！

附属動物医療センター見学
事前予約された方は

中央館 1F
学生ホール集合 !!

作物生産ステーション農具庫
作物生産ステーション見学
事前予約された方は
こちらに集合 !!

バス停
「酪農学園前」

バス停
「とわの森三愛高校前」

酪農学園ホール
学食が 2F にあります。
昼食はコチラで！！無料送迎バス乗車場所

15:30～随時出発
（16:20最終出発）

駐車場 B

B4 号館

D1号館

C1 号館

←至江別 至札幌・大麻駅→国道 12 号線←至江別←至江別←至江別 至札幌・大麻駅→至札幌・大麻駅→至札幌・大麻駅→国道 12 号線国道 12 号線国道 12 号線

附属動物医療センター
中央館

受付本部・クローク
休憩スペース

※お車でお越しの方は
　こちらの駐車場を
　ご利用ください。

2021

開催イベントを

紹介するよ！！

予約不要

学生と行くキャンパスツアー・屋上見学ツアー

11:00～15:30
10～30分

受付時間
中央館 1F ロビー 受　付

所用時間

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！

事前予約制の学類イベント・見学イベントに参加していない時間に、
ぜひお気軽にご参加ください。

入試相談ブース

学生スタッフ相談ブース

中央館1Fロビーにて整理番号を配布します。受付
11:00～16:00時間
中央館 1・2F ロビー会場

予約不要

入試のことは、なんでもご相談ください。

現役大学生に直接聞けるチャンス。
学びのこと、北海道での生活のこと、
なんでも聞いてください。

生活相談ブース
（男子寮・女子寮、アパート、新生活について）
北海道で始める新生活、不安なこともあると
思います。お気軽にご質問ください。

キャンパス見学　

見学イベント　

中央館 1Fロビー

①の回に参加の方は中央館
1Fにて受付後にこちらに集合！！

「MAP内の道路」を歩いて北海道の自然の中にあるキャンパスを体感してください♪

「MAP内の道路」を歩いて北海道の自然の中にあるキャンパスを体感してください♪
※建物内、各生産ステーション、
　畑などに立ち入らないようお願いします。

事前予約制


