オープンキャンパス全体スケジュール
12:30

13:00

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

生協食堂利用時間

13:30

▲

12:00

14:00

▲

▲

所

11:30

14:30

▲

場

11:00

▲

名

10:30

15:00

▲

画

10:00

15:30

16:00

▲

企

9:30

▲

9:00

11:00〜13:30

Farm Designs（ファームデザインズ） 10:00〜17:00

17 家畜生産科学ユニット

総合研究棟Ⅰ号館2F・E2501/2502

10：00〜15:30

18 環境生態学ユニット

総合研究棟Ⅰ号館2F・E2503

10：00〜15:30

19 食品科学ユニット

講義棟1F・4番講義室

10：00〜15:30

20 農業経済学ユニット
「フードシステムの中の農業経済」 講義棟2F・23番講義室

講義棟1F・3番講義室

22 植物生産科学ユニット

講義棟2F・21/22番講義室

23 ERC
（イングリッシュ・リソース・センター）

講義棟1F・2番講義室

25 別科志望者向け相談コーナー

説明会・ミニ講義

26 受験生協力隊・相談デスク

かしわプラザ

27 農業高校生向け学生相談コーナー

かしわプラザ

28 獣医志望生徒向け学生相談コーナー

講義棟1F・1番講義室

29 農業高校生向け説明会

講義棟3F・35番講義室

30 共同獣医学課程説明会
31 学生支援説明会

講義棟1F・5番講義室

32 ミニ講義

動物医療センター見学ツアー
「伴侶動物（犬・猫）診療施設コース」

動物医療センター

2

産業動物臨床棟見学ツアー
「産業動物（牛・馬）診療施設コース」

産業動物臨床棟

施設見学・体験ツアー

3 獣医学教育関連施設見学ツアー

集合場所：総合研究棟Ⅰ号館1F 多目的ホール

4 ちくだいで馬と触れ合おう！

馬飼養施設

5 キャンパス自然観察ツアー

集合場所：総合研究棟Ⅰ号館正面玄関

6 食品加工の現場を探検してみよう

食品加工実習施設
（集合場所：講義棟1F・4番講義室）

7 学生寄宿舎
（寮）の見学会

学生寄宿舎

8 牛肉の食べ比べ

講義棟2F・25番講義室

9 インカの末裔発掘ツアー

温室および実験圃場
（集合場所：図書館玄関前）

10 最新トラクタ試乗とドローン操縦体験ツアー

温室横広場
（集合場所：講義棟1F・3番講義室）

原虫病研究センター見学
「寄生虫研究のススメ」

12 地域連携推進センター
「産学官連携の紹介」
13

14

動物・食品検査診断センター
「検査業務の紹介」
畜産フィールド科学センター
「農場へ行ってみよう！」

原虫病研究センター
地域連携推進センター1F ホール 休憩所あり
地域連携推進センター１Fラウンジ

10：00〜15:30
10：00〜15:30
10：00〜15:30
10：00〜15:30

10：00〜16：00

1
0

10：00〜16：00
12：00〜16:00
11：00〜16:00
説明会

10:30〜12:00
共同獣医学
課程
説明会

学生支援
説明会

11:30〜
12:00

①10:30〜
11:00

共同獣医学
課程
説明会

ミニ講義

①12:15〜
12:45

ミニ講義

②13:55〜
14:25

②13:15〜
13:45

①10:30〜11:30

②13:15〜14:15

③14:45〜15:45

①10:30〜11:30

②13:15〜14:15

③14:45〜15:45

①13:15〜14:15

②14:45〜15:45

①10:30〜11:00

②13:15〜13:45

①10:30〜11:30

②13:15〜14:15
①13:00〜14:00

30分間隔で班分けして開始、
質疑応答は寮の食堂で実施

給餌見学

③14:25〜14:55

15:20〜15:50
③14:45〜15:45
③15:00〜16:00

②14:00〜15:00
30分間隔で班分けして開始、
質疑応答は寮の食堂で実施

①10:30〜11:30

②13:15〜14:15

①10:30〜12:00

③14:45〜15:45

②13:30〜15:00

①10:30〜11:30

②13:15〜14:15

③14:45〜15:45

①10:30〜11:30

②13:15〜14:15

③14:45〜15:45

ポスター展示は10:30〜16:00の間、
見学可能

10:00〜15:00
②13:15〜14:15

①10:30〜11:30

③14:45〜15:45

ポスター展示は10:30〜16:00の間、
見学可能

10:30〜16:00

畜産フィールド科学センター
（FSC）

その他

15 ようこそ！附属図書館見学

附属図書館

36 豚汁無料提供

かしわプラザ、
生協・2F食堂

OPEN CAMPUS 2017

00以降にお越しの方は︑総合研究棟Ⅰ号館１Ｆ総合案内で受付をしてください

1
0

1

11

3

総合研究棟Ⅰ号館1F多目的ホール

00︶講堂・講義棟1F大講義室・5番講義室・25番講義室

相談コーナー

24 入試・学生生活相談コーナー

9

00〜︶講堂前および総合研究棟Ⅰ号館前

21 農業環境工学ユニット

開会あいさつ︵9 45〜

10：00〜15:30

受付︵

展示ブース等

16 獣医学ユニット
「体験！動物のお医者さんへの第一歩」 総合研究棟Ⅰ号館1F・E1201・総合研究棟Ⅳ号館1Fロビー

搾乳体験 ①13:15〜 ②14:15〜 ③15:15〜

バス
（行き）
Ⅰ号館前発／10:10〜15:30(20分間隔)
バス
（戻り）FSC発

／10:30〜15:40(20分間隔) 最終16:00

10:00〜16:00
10：00〜なくなり次第終了

OPEN CAMPUS 2017

4

ユニット展示ブース
企

9:00～受付開始
（講堂・総合研究棟Ⅰ号館）

総合研究棟Ⅰ号館から
徒歩約20分（1.2㎞）

食品加工実習施設

馬飼養施設

総合研究棟Ⅳ号館
総合研究棟Ⅲ号館

温室横広場

学生寄宿舎

家畜生産科学ユニット

総合研究棟Ⅰ号館
2F E2501/2502

ユニット紹介（概要，カリキュラム，卒業後進路など），ウ
シ精子の顕微鏡観察，学生発６次産業：発酵ドライソー
セージ「ソシソン」紹介，牛乳の飲み比べ，顔はめパネ
ルで写真を撮ろうなどのコーナーがあります。

環境生態学ユニット

総合研究棟Ⅰ号館
2F E2503

食品科学ユニット

講義棟
1F 4番講義室

農業経済学ユニット
「フードシステムのなかの農
業経済」

講義棟
2F 23番講義室

農業環境工学ユニット

講義棟
1F 3番講義室

植物生産科学ユニット

講義棟
2F 21/22番講義室

地域連携推進センター
かしわプラザ
大学生協
講堂
講義棟
1F 2番講義室

ＥＲＣ

実験圃場

内 容

動物の「小さな敵」（病気を起こす微生物，化合物）を研
究しているセンセイたちが紹介するブースです。ウイル
ス実験法の体験，カビ・酵母の観察，小型魚類で見る胚
発生の観察など，大学の勉強や研究を垣間見ません
か？

講義棟
図書館

所

総合研究棟Ⅳ号館
1F ロビー

10：00～15：30
総合研究棟Ⅰ号館

場

総合研究棟Ⅰ号館
1F E1201

（２箇所に分けて実施）

総合研究棟Ⅱ号館

原虫病研究センター

時間

解剖学，生理学，病理学，薬理学，公衆衛生学の各視
点から，動物の生きる仕組みや病気の仕組みをお見せ
します。基礎獣医学での学びを体験しましょう。専門知
識を活かしたライフサイエンス研究についても紹介しま
す。

動物医療センター

産業動物臨床棟

温室

名

獣医学ユニット
「体験！動物のお医者さん
への第一歩」

９：４５～開会あいさつ
畜産フィールド科学センター

画

（イングリッシュ・リソース・センター）

ユニット紹介，研究内容紹介，動物剥製・昆虫標本・植
物標本の展示，顕微鏡による菌類観察コーナーがあり
ます。
ユニット紹介（教育内容，就職・資格取得の説明），研究
内容のパネル展示，研究成果の展示，加工食品の展示
があります。ツアーの受付もこちらです。
ユニット紹介（学生実習成果，卒業論文，学生生活，就
職先など），農業経済学を知ってもらうためのパネル展
示などがあります。
ユニット紹介（研究内容など），農業機械・バイオガスプ
ラント模型等の展示，ドローン（小型UAV）の展示，３次
元CADの実演体験，水に関する展示（一部実演あり）等
があります。ツアーの受付もこちらです。
ユニット紹介（研究内容など），作物サンプル・昆虫サン
プル等の展示，クイズコーナーがあります。ツアーの受
付もこちらです。
ERCの紹介，ERCにある教材（本，ビデオ等）の展示，ビ
デオ上映，ERCのイベントに関する展示，TOEIC・TOFFL・
英検を受験するための教材等の展示等があります。

相談コーナー
正門

入試・学生生活相談コーナー

施設見学・体験ツアー
企 画 名
動物医療センター見学ツアー

時間（定員）

①10：30～11：30（25組）
②13：15～14：15（25組）
「伴侶動物（犬・猫）診療施設コー
③14：45～15：45（25組）
ス」
①10：30～11：30（40組）
産業動物臨床棟見学ツアー
②13：15～14：15（40組）
「産業動物（牛・馬）診療施設コース」
③14：45～15：45（40組）
①13：15～14：15
獣医学教育関連施設見学ツアー
②14：45～15：45

場 所
事前予約 動物医療センター

事前予約 産業動物臨床棟
事前予約

集合：総合研究棟Ⅰ号館
1F 多目的ホール

ちくだいで馬と触れ合おう！

①10：30～11：00（20組）
－馬の教育・研究・社会貢献活動の ②13：15～13：45（20組）
③14：25～14：55（20組）
紹介
①10：30～11：30（22組）
キャンパス自然観察ツアー
②13：15～14：15（22組）
※雨天中止（小雨決行）
③14：45～15：45（22組）
食品加工の現場を探検してみよ ①13:00～14:00（15組）
②14:00～15:00（15組）
う
③15：00～16:00（15組）
10:30から30分間隔
※12:00～13:00は除く
学生寄宿舎（寮）の見学会
（男子寮・女子寮各25組）
①10：30～11：30（80人）
②13：15～14：15（80人）
牛肉の食べ比べ
③14：45～15：45（80人）

インカの末裔発掘ツアー
※雨天中止（小雨決行）

①10:30～12:00（10組）
②13:30～15:00（10組）

最新トラクタ試乗とドローン操縦 ①10：30～11：30（20人）
②13：15～14：15（20人）
体験ツアー※雨天中止（小雨決行） ③14：45～15：45（20人）

事前予約 馬飼養施設

事前予約

集合：総合研究棟Ⅰ号館
正面玄関

内 容
実際の診療の流れに沿って「問診に始まる診断・検査・治療」「手術室と関連機器」「X線検査」「超音波検査」「CT
検査」をグループごとに見学し，各所について紹介します。同伴者は「１人まで」でお願いします。

総合研究棟Ⅰ号館

10：00～16：00 1F 多目的ホール

本学の教職員が入試制度，学生生活などの疑問にお答
えします。学費や奨学金の費用のこと，気になる就職状
況，学生寮についてもこちらへどうぞ。

学生が対応します。 普段の生活や，勉強の仕方など，学生目線でお答えします！
別科志望者向け相談コー
総合研究棟Ⅰ号館
別科の学生が，授業や学生生活，資格取得や卒業後の
10：00～16：00 1F 多目的ホール
進路などについてお話しします。
ナー

グループごとに「馬エリア（倒馬覚醒室，馬処置室，手術室）」「牛エリア（牛処置室，牛手術室）」「CT室」「入院舎」
「臨床講義室」の各エリアの見学を行い，本学の臨床教育について説明します。同伴者は「１人まで」でお願いし
ます。
学内の獣医学教育の中で利用するさまざまな施設・設備を徒歩でまわり，施設の外からご案内します。学内の施
設を幅広く見学したい方におすすめです。※建物内には入らず，１時間屋外での案内となります。

受験生協力隊・相談デスク

10：00～16：00 かしわプラザ

受験生を応援するために学生有志により結成されてい
る受験生協力隊！！受験対策から普段の学生生活等
なんでも質問相談を受け付けます。

農業高校生向け学生相談
コーナー

12：00～16：00 かしわプラザ

Ａ推薦志望者を対象に，勉強のコツや，入学後の支援
体制について，農業高校出身の学生がお話しします。

教職員と学生がパネル展示を使って，馬に関する研究・実習・障がい者乗馬・馬術部・うまぶ・ＲＤＡちくだいの活
動を紹介します。その後馬とのふれあいができます（乗馬体験はできません）
また，15：20～15：50は日常作業（給餌・検温・手入れ）の様子が見学ができます。

獣医志望者向け学生相談
コーナー

11：00～16：00 1F 1番講義室

徒歩で自然豊かなキャンパスを巡りながら，動物・昆虫・植物の観察をし，十勝の自然の特徴と，自然環境と農畜
産業との関連について説明します。

集合：講義棟4番講義室
全学農畜産実習や食品科学ユニットの実習で用いる食品加工実習施設を見学し，加工施設の構造や実習の実
事前予約 （食品加工実習施設まで徒歩で 施状況を説明します。最後にソーセージやアイスクリームの試食ができます！同伴者は「1人まで」でお願いしま
移動）
す。
学生寄宿舎に入居している学生が，寄宿舎内を案内します。男子学生は男子寮，女子学生は女子寮の見学とな
事前予約 集合：学生寄宿舎正面玄関前 ります。男子寮に女性の同伴者が入ることは可能ですが，女子寮に男性の同伴者が入ることはできません。ただ
し，男性の同伴者が男子寮を見学することは可能です。同伴者は「1人まで」でお願いします。
味覚の調査を行ってからローストビーフの食べ比べをし，アンケートに答えていただきます。過去の調査結果や
当日受付 講義棟
企業との共同研究成果の紹介も行います。様々な年代の方の感想をいただきたいので，同伴者の方もぜひご参
25番講義室 2F 25番講義室
加ください。
受付：21番講義室
世界各地のバレイショ栽培品種や野生種を見ながら，その起源・歴史・品種改良・栽培技術について説明します。
当日受付
集合：図書館玄関前
また，実際にバレイショを栽培している実験圃場で，施肥応答や病害虫抵抗性の品種間差を観察し，収穫体験を
21番講義室
（温室・圃場まで徒歩で移動） します。収穫したバレイショは持ち帰り可なので，帰宅後に食べ比べをしてみてください。
当日受付 集合：講義棟3番講義室
日本一の十勝の農業を支える最新農業機械の説明と高性能トラクタの試乗体験をします。
3番講義室 （温室横広場まで徒歩で移動） 作物生育状況や災害などの調査に有効なドローン（小型ＵＡＶ）の基礎知識を学び操縦を体験します。

①10：30～11：30
②13：15～14：15
③14：45～15：45

随時見学可 原虫病研究センター

原虫病研究センターの活動紹介と研究室見学ツアーを行います（①～③の時間内で１回10分程度・来場者数に
応じて随時開催）また，顕微鏡を用いた寄生虫・マダニ・昆虫の標本観察と研究内容のポスター展示は10:30～
15:45の間随時見学可能です。

地域連携推進センター
「産学官連携の紹介」

10:00～15:00

地域連携推進センター
随時見学可
１Fホール

休憩所としてご利用ください。（土足厳禁）企業との共同研究に基づき開発された商品のパネル展示があります。
また，WAドーナツ・食パン「満白」などの試食、畜大牛乳の試飲ができます。（なくなり次第終了）

動物・食品検査診断センター
「検査業務の紹介」

①10：30～11：30
②13：15～14：15
③14：45～15：45

地域連携推進センター
随時見学可
１Fラウンジ

動物・食品検査診断センターで実施している検査業務について，スライドおよび展示物を用いて紹介します。

畜産フィールド科学センター
「農場へ行ってみよう！」

10：30～16：00

随時見学可 畜産フィールド科学センター

ようこそ！附属図書館見学

10:00～16:00

随時見学可 附属図書館

原虫病研究センター見学
「寄生虫研究のススメ」

職員が対応します。 入試や，奨学金等，各種制度に関することはこちらにご相談ください。

牛舎見学（予約不要，30分毎に実施），搾乳体験（予約不要，3回実施①13:15～ ②14:15～ ③15:15～），畜大
牛乳の試飲と畜大アイスの試食，畜産フィールド科学センターの紹介と畜産関連の展示があります。放牧地周辺
の見学可能です（写真撮影スポットもあります）
図書館見学ツアー（希望者に応じて随時開催），オリジナルの栞を作る体験コーナー，昔の教科書などの展示
コーナーなどがあります。

講義棟

共同獣医学課程の学生が，受験勉強や学生生活，卒業
後の進路などについてお話しします。

説明会・ミニ講義
農業高校生向け説明会

共同獣医学課程説明会
学生支援説明会

講義棟

10：30～12：00 ３F ３５番講義室
①10：30～11：00 講義棟
②13：15～13：45 1F 5番講義室
講義棟

11：30～12：00 １Ｆ ５番講義室
①12：15～12：45 講義棟
②13：55～14：25 １Ｆ ５番講義室

ミニ講義

畜産科学課程Ａ推薦志望者を対象にして，入試制度，
入学前教育及びチューター制を含む入学後の学習支援
体制及び学生生活や進路などについて説明します。後
半30分は学生が不安や疑問等の相談に応じます。
獣医学ユニット長が，スライドを用いて共同獣医学課程
の教育内容，学生生活，卒業後の進路を紹介します。
帯広畜産大学の学生支援（学生生活・経済支援，就職
支援等）の概要について説明します。
①獣医師のたまごたちが学ぶこと：伴侶動物の診察室
から 准教授 富張瑞樹
②野生動物と農畜産業の関わり：保護する？管理す
る？ 特任講師 浅利裕伸

その他施設
総合案内

9：00～16：00

総合研究棟Ⅰ号館
１Ｆ 多目的ホール

受付のほか，困ったときにはお気軽にご相談ください。

荷物預かり

9：00～16：00

かしわプラザ

大きな荷物はこちらでお預かりします。貴重品・要冷蔵
品はお預かりできませんのでご了承ください。

休憩所（２箇所）
豚汁無料提供

・講義棟１Ｆ大講義室

10：00～16：00 ・講堂
10:00～なくなり次 かしわプラザ
生協 ２Ｆ食堂
第終了

売店

10：00～16：00 生協 １Ｆ

食堂

11：00～13：30 生協 ２Ｆ

大学生協

ファームデザインズ（カフェ）

10：00～17：00 かしわプラザ

冷房あります。休憩・待ち合わせ等にご利用ください。
学生が育てた大根・じゃがいも・豚肉が入った豚汁を無
料提供します。数量限定ですのでお早めに！
軽食やおやつのほか，ここでしか買えない畜大グッズも
売っています。お土産にどうぞ！
畜大生おなじみのメニューが勢ぞろい。ランチに休憩に
ぜひご利用ください。
卒業生が経営するおしゃれなカフェ。低温殺菌ノンホモ
牛乳で作るデザートやドリンク、ソフトクリームがオススメ
です。

