
No. 質問 回答

1 受験生の質問を電話対応はしていますか？
はい、電話対応も可能です。ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ0120-771-663をご利用下さい。入試

広報センター入試課へ繋がります。

2
面接の配点が高くなりましたが、面接時間

は変わらないのですか？

受験者の負担も考慮し、学類や試験区分により違いはありますが、5分から

10分程度で実施する予定です。ただし、当日の進行状況等により時間が前

後する可能性がありますことを予めご了承ください。

3
web出願の機器はスマホやiPadでも可能で

すか？

はい、スマホやiPadでも可能です。登録後に受験票など出願に関わる用紙

の印刷が必要となりますので、ご自宅での印刷をお勧めしますが、コンビ

ニでの印刷も可能です。

4
指定校推薦者でも受験票の印刷が必要です

か？
はい、指定校推薦であっても受験票の印刷は必要となります。

一般入試＝学力入試では調査書に記載された内容を点数化することはいた

しません。詳しくは入学試験要項をご確認ください。

［2021入学試験要項］

https://nyushi.rakuno.ac.jp/guidance/guidance-webentry.html

ご自身が将来どうなりたいか、本学で何を学び何をしたいかについてご自

身の考えを整理してください。本学の大学案内には、教育基本方針が掲載

されております。本学が、どのような学生に来て欲しいか、本学はどのよ

うな大学であるかをお示ししておりますので参考としてください。

［大学案内2021（教育基本方針）］

https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=30

7

今日のWEBオープンキャンパスの配信を

アーカイブとして残していただくことはで

きないでしょうか。

大変申し訳ありませんが、生配信としておりました。後日ご覧いただくこ

とが出来ませんのでご了承願います。

就職支援は１年次から実施しており、インターンシップの紹介や資格・検

定受検の支援・就職活動全般のノウハウを学ぶ「キャリア支援アワー」を

はじめ、学内合同説明会、公務員試験、受験対策講座、面接対策講座、話

し方講座、ビジネスマナー講座など、各種講座を開設し、多角的にサポー

トしています。

［キャリアセンター］

https://www.rakuno.ac.jp/career/careersupport.html

9 寮に入る1年生の数は多いですか？
年によりバラつきがありますが、男子寮にいる１年生が約５０名、女子寮

で約１００名が入寮しております。

酪農学園生協ルームガイドでは、アパートガイドを作成し大学周辺のア

パート・マンションを紹介しております。受験生・新入生応援サイトも用

意されておりますので、是非ご覧下さい。

［酪農学園生協］

https://rakuno-roomguide.com/

［酪農学園生協　受験生・新入生応援ページ］

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/juken/

大学の見学は５月～１０月となっております。申し訳ありませんが、今年

度の見学は受付を終了いたしました。

詳細は大学HPをご覧ください。

［見学について］

https://www.rakuno.ac.jp/information/fieldtrip.html

農食環境学群 全体に関すること

午前の部（農食環境学群）での質問と回答

5
一般入試で行く者ですが、調査書の内容は

合否に関わりますか。

8

就職支援はどのくらいありますか。また、

公務員講座や就職ガイダンスなどはありま

すか。

11

6
一般推薦の小論文対策についてアドバイス

をください！

10
学生アパートを紹介している、学校推薦の

不動産屋がありましたら教えてください。

オープンキャンパス以外の見学は、いつか

らですか。

一度やはり実際に目で見たいです。

https://nyushi.rakuno.ac.jp/guidance/guidance-webentry.html
https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=30
https://www.rakuno.ac.jp/career/careersupport.html
https://rakuno-roomguide.com/
https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/juken/
https://www.rakuno.ac.jp/information/fieldtrip.html


本学の中央館７階にオープンPCフロアがあり、パソコンの利用が可能で

す。また、タブレットでもWordやExcelなどを入れることでパソコンの代

用が可能です。

卒業論文の作成や各種発表資料でPowerPointなどを使用する場合はパソコ

ンがあった方が作業しやすいと思います。

大学の敷地内にある酪農学園生協では、新１年生向けにパソコンなど販売

しております。

［酪農学園生協（受験生・新入生応援ページ）］

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/juken/

13

そちらの大学で、女子寮の枠は推薦入試合

格者から決まっていくと聞いたのですが、

一般入試合格者でも寮は入ることはできま

すか。枠が全て埋まってしまい、寮に入れ

ないといった事はありますか。

合格者から順次ご案内しております。ですので、合格発表が一番早い推薦

入試合格者から決まっていきます。一概には言えませんが、例年ですと第

一期学力入学試験または第二期学力試験合格者で寮に入ることが出来ない

方が発生する場合があります。

希望するアパートの状況によると思います。大学内には酪農学園生協さん

のルームガイドがあります。ぜひご利用下さい。

［酪農学園生協ルームガイド］

https://rakuno-roomguide.com/

15
学生の方々は寮生と1人暮しどちらが多い

ですか？

本学は在学生の半数以上が北海道外から来ております。学生寮の割合は在

学生の10％程となりますので、一人暮らしの方の方が多いです。

16

関西の高校生です。

北海道に住むにあたって覚悟しておいた方

がいいことや準備しておいた方がいいこと

があれば教えてください

関西との違いは「冬への備え」かと思います。防寒具（コートや冬靴）の

用意は、来道後に入手する方が種類も豊富で良いかと思います。

寮生活は４人部屋となり、友達が出来やすい環境です。一人暮らしは全て

自分の自由になります。ご自身のスタイルに合わせてご検討下さい。

なお、学生寮への入寮チャンスは受験合格後の案内のみとなり、以降は殆

ど入れませんのでご注意下さい。

本学受験生サイトには、一人暮らしや寮生のインタビューを紹介しており

ますのでご覧いただき参考としてください。

［受験生サイト（一人暮らし）］

https://nyushi.rakuno.ac.jp/campuslife/living.html

［受験生サイト（寮生）］

https://nyushi.rakuno.ac.jp/campuslife/dormitory-life.html

18 みなさん何処に住んでんいますか？
学生寮に入る方は大学構内になりますが、その他の学生で一人暮らしの場

合は、大学周辺（文京台・野幌・大麻）に住む方が多いです。

19
学生は大麻と野幌ではどちらに多いです

か？

申し訳ありませんがお答えが難しいです。学生が一人暮らしをするエリア

は、大学周辺ですと、大麻、野幌の他に、文京台もあります。

家賃の平均は35,000円です。酪農学園生協ルームガイドで様々な間取りの

アパートやマンションを紹介してくれますので、ご利用下さい。

［酪農学園生協　受験生・新入生応援ページ］

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/juken/

はい、可能です。酪農学園生協で各種自動車学校の紹介が可能ですので、

ご利用下さい。

［酪農学園生協　自動車学校］

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/purchase/shop/driving/

22

学校内で自転車は置けますか？

それによる移動は許可されていますか？

駐輪場がありますので、ご利用下さい。また、大学構内はとても広いの

で、通学や移動（講義中は除く）には自転車による移動をオススメしま

す。冬は転倒や事故の危険がありますので、徒歩による移動をして下さ

い。

学生アパートの決定から入居に至るまでに

大体どのくらいの期間がかかりますか。
14

12

タブレットはありますが、パソコンは必要

でしょうか。

一人一台パソコンは必要ですか。

私生活は寮生活と一人暮らしどちらがおす

すめでしょうか？
17

21

20 家賃は高いですか？

就学中に車の免許を取ることは可能でしょ

うか？

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/juken/
https://rakuno-roomguide.com/
https://nyushi.rakuno.ac.jp/campuslife/living.html
https://nyushi.rakuno.ac.jp/campuslife/dormitory-life.html
https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/juken/
https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/purchase/shop/driving/


23 長期休暇中に寮に残ることはできますか？

残ることが出来ますが、お正月のみ完全閉寮となります。今年ですと12/28

～1/4までが閉寮期間です。また、長期休暇中の食事（朝・昼・晩）を希望

される場合は、それぞれに別途料金がかかります。

寮の内容は本学受験生サイトで紹介しておりますので、ご覧ください。

［受験生サイト（学生寮）］

https://nyushi.rakuno.ac.jp/campuslife/dormitory.html

［受験生サイト（寮生インタビュー）］

https://nyushi.rakuno.ac.jp/campuslife/dormitory-life.html

25
乳牛研究会では、共進会に参加することは

出来ますか。

はい、やっています。今年は新型コロナ禍により参加しておりませんが、

例年ですと、年に４～５回の開催で、乳牛研究会からは未経産２頭、経産

１頭の参加をしております。過去には受賞したこともあります。また、大

学のお手伝いで乳牛研究会の会員が参加することもあります。

26
乳牛研究会では、研究したことを発表する

などの機会はありますか。

乳牛研究会では毎週部会を開いており、部会の中で研究内容の発表・報告

を行います。部会のなかのみですので、外への発信はしておりません。ま

た、研究はチームで取り組み、１人で複数のチームに所属することもあり

ます。研究内容の例としては、発酵初乳と通常初乳を与えた場合の子牛の

成長を比較したり、子牛の体格測定を毎月することで、季節ごとに産まれ

た牛の１日増体量を比較するなどがあります。

27
学園のイベントなど入学後について詳細が

知りたいです。

イベントは学生が主体となりますので一概には言えませんが、大学祭であ

る「白樺祭」を年に１度開催しております。また、サークル・部活動やゼ

ミなどに所属することで様々なイベントが増えると思います。

大学としては、新入生オリエンテーションを行います。また、アドバイ

ザー（１～２年次のゼミの様なもの）やゼミ活動の中で研修旅行に行くこ

ともあります。

なお、新型コロナの影響により、イベントの延期・中止がありますのでご

了承願います。

28

雪の影響で下宿先等から通学ができない学

生はいるのでしょうか。関西在住のため雪

のある生活をあまり知らないため教えてい

ただきたいです。

江別市の冬期間の降雪量は１シーズン約４～６ｍです。また、一度に積も

る雪の量は道路から５～２０ｃｍ程度ですし、行政の除雪が入りますので

通学に支障はありません。ただし、晴れていても地吹雪によるホワイトア

ウトや朝方に４０～６０ｃｍの雪が一度に積もる場合は、公共交通機関に

影響が出る場合があります（ホワイトアウトやドカ雪はそれほど頻繁には

起こりません）

29 今はオンライン授業ですか。

オンライン授業と対面式授業の両方を実施しております。実習も対面式で

実施しております。本学では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実

施しながら対面式授業や実習を行っております。

30 大学の定期試験はどんな感じですか？ 科目にもよりますが、実習態度やレポート・課題提出により判定します。

31
コロナの影響で講義や実習はどういうふう

に行っているんですか？

前学期は基本的に遠隔授業を行い、一部の実習のみ夏期集中授業といった

形で実施しました。現在は後学期ですが、遠隔授業を基本とし、必要な場

合は新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行ったうえで対面授業を取り

入れております。

実習については新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行い実施しており

ますが、対面が難しい場合は、遠隔授業により教員の録画や生中継による

映像を見てレポート提出に変えるなど、柔軟な対応をしております。

24 寮での生活はどのようなようすですか？

https://nyushi.rakuno.ac.jp/campuslife/dormitory.html
https://nyushi.rakuno.ac.jp/campuslife/dormitory-life.html


32
農業高校ではなく普通科ですが大丈夫で

しょうか？
はい、大丈夫です。普通科からの入学者もたくさんいらっしゃいます。

33
農業高校出身なのですが、取っておいた方

がいい資格はありますか？

入学する学類にもよりますが、授業を進めていく中で在学中に取得する方

法もあります。事前にこの資格がなければいけないという事はありませ

ん。

34 クラスとかってあるんですか？

大学では、３年次から研究室所属となりますが、１・２年次はアドバイ

ザー制度によりゼミの様に担当教員が付きます。また、授業の際、クラス

分けを行うことがあります。

35

どのくらい牛の数がいるんですか？

あとジャージー種とかいるんですか？教え

てください！

酪農生産ステーションではおよそ１８０頭の乳牛を飼育しております。

　ホルスタインとジャージー種です。

36 運動系のサークルとかありますか

はい、バスケット・バレー・サッカーといった比較的メジャーなものか

ら、馬術部・フリークライミング・ラクロスなど、４０の体育系部活・

サークルがあります。

37
サークルや部活を掛け持ちすることは出来

ますか？

サークルや部活ごとによりますが、掛け持ちが可能なサークル・部活もあ

ります。

38

弓道部に興味を持っているのですが高校ま

で文化部で壊滅的に運動神経もなく体力も

ありません。また目も悪いのですが大丈夫

でしょうか？

未経験者も歓迎している部活やサークルが多いと思います。入学後に弓道

部を見学してみてください。

受験生サイトでキャンパスライフ紹介をしておりますのでご覧ください。

［受験生サイト（キャンパスライフ）］

https://nyushi.rakuno.ac.jp/campuslife.html1

可能です。学内にある酪農学園生協が自動車学校を紹介してくれます。

［酪農学園生協（自動車学校）］

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/purchase/shop/driving/

41

新型コロナの影響だけでなく前年度などで

も学ぶ上でパソコンはあった方が良いです

か？パソコンを触れた機会があまりなく技

術面が心配です

パソコンはレポート提出や資料作成などで使用しますのであった方が良い

ですが、本学の中央館7階にはオープンPCフロアがあり、パソコンを使用

することが出来ます。

また、１年次に「情報処理基礎演習」というパソコンを使う授業がありま

すので、授業を通じて学ぶことが出来ます。

42 現在の全校人数は何人いますか 現時点の在学生は約3400名です。

43
高校では仏教の宗門校でしたが大学では礼

拝があったりするのですか？

本学はキリスト教を重んじる大学ですので、カリキュラムに「キリスト教

学」があり、礼拝も行っております。

就学中に自動車免許を取得することは可能

でしょうか？

大学の生活面を教えて下さい。39

40

https://nyushi.rakuno.ac.jp/campuslife.html1
https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/purchase/shop/driving/


No. 質問 回答

1

循環農学類に入学した場合フードスペシャ

リストなどの他の学類の資格を受験するこ

とは出来ますか？

他の学類の資格は受験資格など条件が整えば受験可能ですが、お問い合わ

せのフードスペシャリストは受験資格に「フードスペシャリスト協会が大

学・短大等のフードスペシャリスト養成機関として認定した特定の学科を

卒業」する必要がありますので、循環農学類に入学した場合は受験出来ま

せん。

2
家畜人工授精師は何年生のいつ頃とれます

か。

本学が定める授業科目を履修し、単位を取得後、本学で開催される講習会

を受講し、最終試験に合格すると「家畜人工授精師証」の申請に必要な

「家畜事項授精師修業試験合格証」が取得できます。免許証が交付される

と主として家畜人工授精所または農協・共済組合等の職員として家畜の人

口授精業務に従事することが出来ます。なお、対象学生は循環農学類及び

獣医保健看護学類の学生で、家畜改良増殖法に基づく所定の授業科目を履

修・単位修得した学生が、講習会を受講することが出来ます。講習会の受

講対象は４年生のみです。

入学試験要項の63ページに記載があります。ご確認願います。

［入学試験要項］

https://nyushi.rakuno.ac.jp/wp-

content/themes/tokiwa/file/teisei_rgu_nyushi.pdf

酪農といっても幅広い分野があります。

本学HPの「教員総覧」から、興味のある先生や研究を検索していただく

と、先生の紹介に出版物もあります。１例として家畜行動学の森田先生を

ご紹介いたします。

［家畜行動学：森田茂教授］

http://souran.rakuno.ac.jp/profile/ja.e7ffd789ef18f6c7f9f09c77f27755a0.

html

また、学生支援システムUNIPAでは、現在、学生が履修しているシラバス

を見ることが出来ます。大学案内2021にカリキュラムがありますので、興

味のある科目名を検索することで、参考書を確認出来ます。こちらも是非

ご確認下さい。

［大学案内2021　循環農学類カリキュラム］

https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=41

［Web情報学生支援システムUNIPA(ユニパ)］

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp

※ID・パスワードは入力せずに、シラバス照会を使用してください。

5
貴学で循環型酪農を学ぶことはできます

か？

本学は「健やかな土地から生み出される健やかな食物によって健やかな生

命が育まれる」という「健土健民」の理念をもっており、これを「循環農

法」として実践しております。これを学ぶことは循環型酪農の実践に繋が

ります。

6
将来、牧場で働きたいのですが、どんな牧場

がありますか？

乳牛を例にしますと、北海道では放牧している牧場が多く、北海道外では

つなぎ飼いが多いです。本学では乳牛を約１８０頭飼育しておりますが、

道東では１０００頭を超える頭数を飼育しているところもあります。

ご自身でどのような牧場で働きたいかを整理していただき、調べてみてく

ださい。

3 循環農学類の学費を教えてください。

酪農系でオススメの本はなんですか？4

循環農学類に関すること

https://nyushi.rakuno.ac.jp/wp-content/themes/tokiwa/file/teisei_rgu_nyushi.pdf
https://nyushi.rakuno.ac.jp/wp-content/themes/tokiwa/file/teisei_rgu_nyushi.pdf
http://souran.rakuno.ac.jp/profile/ja.e7ffd789ef18f6c7f9f09c77f27755a0.html
http://souran.rakuno.ac.jp/profile/ja.e7ffd789ef18f6c7f9f09c77f27755a0.html
https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=41
https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp


循環農学類では、３年次に選択する「酪農学、畜産学、農学、農業経済

学」の各コースのほかに、教員採用試験の突破を目標に「教職コース」が

選択出来ます。教職コースを選択する場合は、１年次終了時の選抜を経て

２年次から教員の道を目指す仲間たちと教員採用に向けた専門的な授業や

指導を受けることが出来ます。

また、教職コースを選択せずに他３コースに所属し専門的に学びながら

「教職課程生」として教員免許を取得する方法もあります。

詳しくは大学案内2021の86ページに教員免許取得について紹介しておりま

すのでご覧ください。

［大学案内2021（教員を目指す）］

https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=87

8
外国産飼料に頼らない為には、国内でどの

ような経営をすると良いと思いますか？

家畜飼料学研究室「輸入飼料に依存しない家畜生産」をテーマに研究して

います。また、家畜栄養学研究室では輸入飼料に依存しない取組として飼

料用米の利用や休耕田の活用など研究しています。詳しく聞きたい場合

は、入学後に研究室までご訪問ください。

9 搾乳はどのような方法でしますか？
手による搾乳や、ミルカーといった機械による搾乳があります。以前は自

動搾乳機（ロボット牛舎）による取組もしておりました。

酪農学園大学には、「健土健民」「三愛主義」「循環農法」といったSDGs

に直結する建学の精神・理念があります。これらに基づいて、これまで取

り組んできた教育・研究はSDGsの達成に貢献するものばかりですが、どれ

だけ良い取り組みをしたとしてもSDGsを知らなくてはSDGsの取組とは言

えません。そこでまずは、SDGsについて知ってもらうべく、教職員向けの

講演会や学生への講義を通して普及・啓発を行っています。一部授業では

授業内容と達成目標をマッピングし、シラバスに記載することで講義と

SDGsにおける関係の見える化を図っています。

［Web情報学生支援システムUNIPA］

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp

上記のサイトの「シラバス照会」をクリックして、表示されたMenu画面の

「シラバス照会」をクリックするとシラバス検索というページに飛ぶこと

ができます。そのページのキーワード欄に「SDGs」と入力して検索すると

様々な授業が表示され、それぞれの内容とSDGsの達成に貢献できる項目を

見ることができますので、是非確認してみてください。

11
循環農学類への質問です。

学外実習は一人で行くんですか？

実習の種類にもよります。一人で行くものもありますし、複数で行くもの

もあり様々です。

12 牛って人懐っこいんですか？

大学敷地内にいる乳牛は、子牛がいる哺育舎や育成牛舎を乳牛研究会という

サークルが担当しております。学生が子牛の頃から育てておりますので、人

懐っこい牛だと思います。

13
農業学校出身なんですが、普通科の科目に

ついて行く事はできますか？

大学入学後の頑張りは必要になりますが、十分ついていくことが出来ると

思います。また、学習支援室で英語と数学のサポートを受けることができ

ます。

14

循環農学類で普通科の高校からの入試なの

ですが、入試で大事なことは何かあります

か？？

ご自身が本学に入学して何をしたいか。また将来どのような形で社会で活

躍したいかを考えてください。なりたい自分を見つけるためでも構いませ

んが、その目的のために本学へ入学することが良いと判断できるかを今一

度整理してみてください。

10
貴学でのSDGs活動はどのようなことをし

ていますか？

循環農学類で教員免許を取得したい場合は

何年次に教員コースを選択するのが最適で

すか？

7

https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=87
https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp


本学HPの研究室紹介及び教員総覧をご確認下さい。

［教員研究室一覧（森田茂教授 家畜管理・行動学研究室）］

https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9317.html

［教員総覧（森田茂教授）］

http://souran.rakuno.ac.jp/profile/ja.e7ffd789ef18f6c7f9f09c77f27755a0.

html

16
循環農学類では循環農法についてどういう

形で学べますか？

科目であれば「循環型農業論」や「循環農法とワンヘルスサイエンス」と

いう科目が1年生に開講されていて、実際に循環農法について学ぶこととな

ります。循環農法は創立者の黒澤酉蔵先生が提唱された思想ですので、本

学での学びの核をなすものです。

受験ガイドにワンポイントの記載があります。15ページからが循環農学類

ですのでご覧ください。

［受験ガイド］

https://nyushi.rakuno.ac.jp/wp-content/themes/tokiwa/file/web-entry-

manual.pdf

18

酪農学園大学のホームページでは放牧のイ

メージを見たのですが、実際に放牧はやっ

ていますか。

牛舎紹介と質問タイムに登場した中辻先生が放牧を専門としていて講義も

行っています。本学では、通年舎飼いを伝統的にやってきています。しか

し、放牧について学びたいという学生の声も多くあります。放牧をしてい

る北海道内の牧場を訪問して調査を行うこともあります。大学では、多く

の牛を飼育していますが、学内だけではなく現場に赴いて調査するという

ことも大学としては重要と考えています。

19

家畜飼料学研究室は、輸入飼料に頼らない

取り組みとしてどのような事をしているの

でしょうか？

家畜飼料学研究室（土井先生）では、輸入飼料に依存しない取り組みとし

て、農業副産物である麦稈を乳牛の粗飼料源として利用する試験を実施し

ています。

また、家畜栄養学研究室（中辻先生）では、輸入飼料に依存しない取り組

みとして国産の飼料用米や食品加工副産物（ビールかす、しょうゆ粕その

他）の飼料利用について研究を進めています。また、放牧についても研究

対象としています。

20

オンライン授業と対面授業の比率はどのく

らいでしょうか。また、来年度の授業はど

のように行われる見通しでしょうか。

来年度の授業については新型コロナウイルスの感染拡大の状況によります

ので現時点ではお答えすることができません。少人数のゼミや演習などと

実習は感染防止対策を講じたうえで対面授業を行っています。ただし、本

人が希望すれば遠隔も選択することができます。

21

家畜飼料を専門に学びたいのですが、酪農

学コースと畜産学コースどちらが良いで

しょうか？

決め手はなんでしょうか？

家畜飼料については、酪農学コースでも畜産学コースでも学ぶことができ

ます。乳牛を対象として学ぶ場合は酪農学、肉牛を対象として学びを進め

ていきます。

すべての授業・実習科目のシラバス（授業内容や到達目標が記載）には、

当該科目がSDGsの17の目標のどれに該当するかを明記するようになって

います。シラバスは公開されていますので、検索してみてください。

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/up/co/Com02401A.jsp

23
アグリツーリズム（グリーンツーリズム）

について学ぶ機会はありますか？

授業としては実施していませんが、卒業論文の研究テーマとしてグリーン

ツーリズムやアグリツーリズムを選んで分析を行った学生はいます。

24
夏季長期休暇などはどのような過ごし方を

すると良いですか？

学外農場実習で20日間農家に住み込みで実習を行ったりしています。学生

自身で実習先を探して参加している学生もいます。せっかくの長期休暇で

すので、北海道内を観光したり部活動に励むのもよいですが、実際の現場

での実習をお勧めします。

循環農学類で行っているSDGs活動はどの

ようなものがありますか？

家畜管理・行動学の研究室について教えて

ください！

循環農学類へ質問です。面接はどのような

姿勢を評価されますか？

22

15

17

https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9317.html
http://souran.rakuno.ac.jp/profile/ja.e7ffd789ef18f6c7f9f09c77f27755a0.html
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25

卒業により取得できる資格項目を教えてく

ださい。また、人工授精師や受精卵移植の

試験合格率はどのくらいですか？

取得できる資格については、本学ホームページ、受験生サイト、大学案

内、受験ガイドにそれぞれ免許・資格について掲載していますのでご確認

ください。今年度の人工授精師の合格率は100%、受精卵移植の合格率も

100%でした。

26
環境に負担をかけない農業とは主にどのよ

うなことを学べますか？

有機農業やカバークロップなど、実際に本学で学ぶことができます。循環

農学類では「有機フードシステム論」という科目があり、生産から加工、

流通、消費まで有機食品産業について全般的に学ぶことができます。今

年、本学の圃場では実際にカバークロップとして菜の花を植栽しました。

環境保全型農業として、環境に負荷をかけない取り組みの一つです。

27
飼料関係の職はどのようなものがあります

でしょうか？

飼料会社などがあります。飼料関係の研究室所属になっても農業全体を学

びますので、飼料関係と就職先が限定されるわけではありません。循環農

学類の卒業生として農業関係の幅広い就職先があります。

28 他学部の授業は受けることは出来ますか？
自由科目として、他学群他学類科目を履修することができます。ただし、

ご自身が所属する学類の必修科目と重複しないことが原則となります。

29
クラスの雰囲気や男女比について教えてく

ださい。

雰囲気を言葉で伝えるのは難しいですが、大学ですので自由な雰囲気で

す。10月1日現在、循環農学類の男女比は男子65%と女子35%となっていま

す。ちなみに大学全体では、男子52%と女子48%とほぼ同数となっていま

す。

30 クラスってありますか？

本学ではアドバイザー制度を採用しており、1名の教員に対して7～10名の

学生が配属になります。アドバイザー先生には、授業や学生生活について

相談に乗ってもらえます。

31
畜産学コースに進めば繁殖和牛や受精卵移

植について学ぶことはできますか？

畜産学コースでは、家畜繁殖学や家畜育種繁殖学実習があります。また、

肉畜生産ステーションを活動の場としている研究室（家畜繁殖学、動物生

殖工学、家畜生産改良学など）に所属するとさらに直接教員から指導を受

けて学びを深めることができます。

犬や猫はもちろん、爬虫類を飼育している学生がいます。学内にある酪農

学園生協では、ペット可の物件も紹介していただけます。

［酪農学園生協（ルームガイド］

https://rakuno-roomguide.com/

33

オープンキャンパス以外の見学は、いつか

らですか。一度やはり実際に目で見たいで

す。

申し訳ありませんが、学内の見学は毎年5月1日から10月31日まで平日を見

学受付期間としていることから今年度の受付は終了しております。受験生

サイトやWEBオープンキャンパス特設サイトなどで大学の雰囲気を確認い

ただければ幸いです。

大学案内2021の33-34ページをご覧ください。実習の内容が写真とともに

掲載されております。

［大学案内2021］

https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=35

35
健土健民入門実習は基盤教育と同じです

か？一年次しか出来ないのですか？

基盤教育という科目分野の中に一つの科目として「健土健民入門実習」が

あります。1年生前期に全員が履修する必修科目です。農業に関わる内容を

総合的に学びます。

36

循環農学類に入学した場合フードスペシャ

リストなどの他の学類の資格を受験するこ

とは出来ますか？

他の学類の資格を取得することはできません。

37

タブレットはありますが、パソコンは必要

でしょうか。一人一台パソコンは必要です

か。

入学してから検討しても遅くないと思います。学園生協でパソコンを購入

することも可能です。

一人暮らしで生き物飼育している方はいま

すか？

健土健民入門実習ではどのような事をする

のか詳しく教えて欲しいです

32

34

https://rakuno-roomguide.com/
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おっしゃるとおり、推薦入試合格者から入寮者が決まっていきます。一般

合格者で寮に入れない場合はありえます。その際は、近隣のアパートを探

していただくこととなります。学内にある学園生協をご紹介いたします。

［酪農学園生協］

https://rakuno-roomguide.com/

→学内にある酪農学園生協では、大学近郊の物件も紹介していただけま

す。恐れ入りますが、詳細については学園生協にお問合せください。

［酪農学園生協］

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/

40
家畜の餌は全て敷地内で栽培されたもので

すか

牛の主食となる牧草と飼料用トウモロコシはすべてキャンパス内の圃場で

生産しています。キャンパスは135haありますがほとんどが圃場となって

います。また、少し離れた元野幌農場でも採草地があります。牧草を収穫

してサイレージ調整しています。

41

専門の研究室に所属していなくてもサイ

レージを作ることや直腸検査などを学習、

体験することは出来ますか

研究室に所属するのは3年生ですが、その専門だけを勉強するわけではあり

ません。酪農生産ステーションでは日常的に給餌し、管理などをしている

が、専門の職員だけではなく、学生サークルやアルバイト、ボランティア

などで関わることができます。所属する研究室だけではなく、別の研究室

にも顔を出せば活動に関わることができます。

42

乳牛研究会では、共進会に参加することは

出来ますか。また、研究したことを発表す

るなどの機会はありますか

乳牛研究会が世話をしている牛は大学の牛ですので、大学として共進会に

参加することを積極的に行っています。学生が中心となって活動していま

す。乳牛研究会でなくても、その他にも乳牛に関わるサークルがありま

す。研究したことを発表する場については、自分たちのテーマをもって調

査をして乳牛研究会の中で発表したり、学外の農場に視察に行って勉強会

を開いたりしています。研究室の活動にはなりますが、4年生になると卒業

論文の研究内容を学会で発表することがあります。

No. 質問 回答

1
少人数のコースですが、友達出来ますか？

先輩方の雰囲気はどのような感じですか？

管理栄養士コースの少人数制の環境はメリットも多く友達の作りやすい環

境です。

入学後すぐ基礎ゼミという12名程度のグループに分かれて取り組む演習が

始まりますので、基礎ゼミの中で友達関係を築く機会があります。

他には、管理栄養士コースは実験実習の多いカリキュラムですので、実験

実習を通してクラスメイトと関わる機会が多くあります。

また、管理栄養士コース独自のイベントがあり、2~4年生の有志が企画す

る入学歓迎会では、先輩たちが入学直後の1年生を招いて、自己紹介や履修

科目相談など、茶菓子を囲んで談話します。

先輩たちは、自分たちが1年生の時に歓迎してもらった経験から、新入生に

とても親切です。

管理栄養士という目標に向かって、友達が数名集まり必死に勉強に取り組

む姿や、息抜きで楽しそうに過ごす姿をよく見かけます。

本学は男子寮・女子寮を保有しております。寮の内容は本学受験生サイト

で紹介しておりますので、ご覧ください。

［受験生サイト（学生寮）］

https://nyushi.rakuno.ac.jp/campuslife/dormitory.html

［受験生サイト（寮生インタビュー）］

https://nyushi.rakuno.ac.jp/campuslife/dormitory-life.html

食と健康学類に関すること

学生アパートの決定から入居に至るまでに

大体どのくらいの期間がかかりますか。

2
寮に住んでいる方はいらっしゃいますか。

また、寮はどのようなところですか。

そちらの大学で、女子寮の枠は推薦入試合

格者から決まっていくと聞いたのですが、

一般入試合格者でも寮は入ることはできま

すか。枠が全て埋まってしまい、寮に入れ

ないといった事はありますか。

39
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3
違う学年と授業などで関わることはあります

か?

授業は各学年ごとにカリキュラムがあるので、一緒に受講することは基本

ありませんが、

臨地実習の報告会に下級生が参加したり、給食経営管理実習で3年生が作っ

た給食を下級生が試食することで自分たちの実習に備えるような関わりが

あります。

3年次は各研究室に配属されますが、ゼミナールを通して4年生との関わり

が多くなります。

研究室の先輩から研究を継いだり、国家試験や就職活動のすすめ方を教え

てもらったりと、同じ研究室の先輩とは特別な繋がりがあるようです。

4
管理栄養士コースの先生方はどのような雰

囲気ですか？

明るく優しい先生がそろっていますが、国家資格取得へ向けた授業を行い

ますので、学びについては厳しい時もあると思います。

是非、本コースで学び、管理栄養士資格をつかみ取ってください。

5

対面の授業とオンラインツールの授業の割

合を教えていただきたいです。現在の状況

を教えていただけたらと思います。

履修者の多い座学は残念ながら対面ではなくオンラインとなっております

が、実習を中心に対面授業を始めております。対面授業は、手指消毒・マ

スク着用の他、実習の参加者を分けるなど、新型コロナウイルス感染拡大

防止対策を実施しております。

今後は秋・冬とインフルエンザ感染も懸念される時期へ入りますが、本学

としてはなるべく対面での授業が出来るよう柔軟な対応を取りながら授業

を進めていきます。

6
管理栄養士コースの在校生が酪農学園大学

で学べてよかったことは何ですか？

国家資格取得という性質上、カリキュラムの違いは他大学と比較ても大き

な差はありませんが、本学には乳製品・肉製品の製造実習室があり、畑で

実際に野菜を作ることも出来ます。管理栄養士コースの学生が食に関する

実習について、作るところから体験できるという点が学生の満足度につな

がっている様です。

また、管理栄養士コースの担当教員は食と健康学類の他コースの兼任をし

ている教員もおりますので、意欲があれば、管理栄養士のみならず乳に関

する事をはじめ食に関する全廃についても学ぶことが出来ます。余談にな

りますが、食と健康学類では、お酒の研究が出来る事も、他大学にはない

点として評価されております。

7

道外から管理栄養士コースに受験する予定

です。

管理栄養士コースの皆さんは道内の方が多

いと伺いました。馴染めるか不安です。

管理栄養士コースでは、現在、沖縄・関西・関東・東北と様々なエリアか

ら来た学生が一緒に学んでおりますので、全く心配することは無いと思い

ます。

他の食と健康学類コースでも、学びもそうですが、学生同士で道内様々な

ところへ行ったり、冬の生活も楽しんでいる様ですので、心配はございま

せん。

8
管理栄養士コースの方が多いサークルはあ

りますか？

全て把握しているわけではありませんが、ラクロス部に入っている学生は

スポーツ栄養に興味のある方が多い様です。

9

管理栄養士コースの受験を考えています。

勉強とサークル、部活の両立はできますで

しょうか?

２年次までは比較的勉学が忙しくないので、両立は出来ると思います。模

試が入ってくると、学生自らが、部活動を少なく調整している様です。ま

た、クラブ・サークルに入ることで、他学類・他学郡の友達を作ることで

横のつながりを持つことが出来るのも魅力だと思います。

10

管理栄養士コースに入学するにあたって何

か準備しておいた方がいいこと、勉強した

方がいいことはありますでしょうか?

理系ではない入学者もおりますので、理系科目の理解は深めておいた方が

良いと思います。例えば、生化学の理解が少なければ国家試験でもつまづ

きやすいです。高校でいうと、生物・化学の勉強はしっかりとしておいた

方が良いと思います。

また、料理などは実習を通して学ぶことが出来ますが、事前に料理に取り

組んでおくことで、座学や実習への対応はしやすいと思います。

何よりも、学ぶ意欲が重要になります。何のために学ぶのかを心に持ちな

がら取り組んでください。



11

道外から受験します。将来は地元で食に関

する会社に就職したいと考えていますが、

サポートはしてもらえるでしょうか。

本学には就職活動をサポートするキャリアセンターがありますのでご安心

下さい。道外への就職活動の実際は、４年次の春頃から就職希望地域へ向

かい就職活動を行う事になると思います。３年次までに卒業単位を取得す

ることで、４年次から就職活動が出来ると思います。

12

管理栄養士コースについてです。国家資格

の試験に向けて、本格的に対策をし始める

のは何年生からですか？勉強は大変です

か？

座学は２年次の後学期でおおよそ終了し、３年次から学内実習、４年次か

らは学外実習という流れになります。

３年次の後学期に入る前に、一度、模試を行いますので、このあたりから

本格的な勉強になると思います。学生を見る限りでは、４年生から本格的

な勉強を始めている様です。

No. 質問 回答

1
環境共生学類の1、２年次はみんな同じよ

うな授業を受けるのですか？

授業には必修と選択があります。必修科目は必ず受けなければならない科

目となりますが、選択科目の方が多いため、ご自身の興味がある科目を選

択するもの良いですし、３年次以降に選択するコースに入るため計画的な

履修をするなどしてください。なお、科目の取得単位数に決まりがありま

すので、入学後に配布される履修ガイドや教育センターの職員に確認して

ください。

2
環境共生学類の海外自然環境実習は生命環

境学コースもいくことが可能ですか。
はい、可能です。

3
狩猟の基礎などは野生動物学コースでなく

とも学べますか。

狩猟に関する学びは３年次の野生動物学コースになりますが、本学は条件

をクリアすれば４年次に他コース・他学類・他大学の講義を受けることが

可能です。なお、興味があれば、１年次から研究室に訪問ことも可能で

す。

4
大学の授業やレポート作成、リモート授業

においてパソコンは必要ですか。

大学生活・就職活動・就職後も使用しますので、パソコン操作にも慣れる

ことが出来ることから入手しておいた方が良いですが、レポート作成につ

いては、本学の中央館７階にあるオープンPCフロアでパソコンの使用が可

能ですし、リモート授業はスマホやタブレットでも可能です。

5

海外留学で「自然や生態系」を学べる大学

に行く事は可能か、どのようなサポートを

しますか。また、環境共生学類でも学べま

すか。

本学では、２２ヵ国４３機関と学術交流協定を結んでおります。１例とし

て、マレーシアのサバ大学では生物多様性保全に係る学びや、内モンゴル

民族大学で砂漠化の実態・対策について学ぶことが出来ます。そのほか、

本学の社会連携センターや他機関が実施する海外研修への参加も可能で

す。

ご自身が海外でやりたいことがあれば、入学後に本学国際交流課へ相談

し、留学の実現へ向けて一緒に考えていくことが可能です。

6
海外留学では酪農しか学べないのですか。

生物を学べる大学との提携はありますか。

「生物が学べる」は範囲が広く質問の意図を組めていないかもしれません

が、生物多様性や自然環境保護などを学ぶことが可能です。大学案内の83

ページに国際交流として、本学との学術交流協定機関を紹介していますの

で興味のある大学を調べてみてください。

１年次の基盤教育の中で「健土健民入門実習」があり、この学びの中で体

験出来ます。

詳しくは、本学の学生支援システム「UNIPA(ユニパ)」でシラバスの照会

をしておりますので、シラバス検索の授業科目欄に「健土健民入門実習」

と入力してご確認下さい。

［Web情報学生支援システムUNIPA］

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp

※ID・パスワードは入力せずに、シラバス照会を使用してください。

8
環境共生学類ですが上級生との合同授業や

実習はあったりしますか？

研究室により様々ですが、１例を挙げるとワイワイやれる家族の様な雰囲

気の研究室では、４年生の卒論研究に３年生が一緒についていき、その中

で基礎研究や方法を学ぶことで、上級生とのつながりや学びを体験出来る

場合があります。

環境共生学類に関すること

7
環境共生学類でも酪農に触れたり牛などの

世話や農業を学べたりするのでしょうか？

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp


9

環境共生学類志望ですが選択は文系で数学

IIIや基礎科目ではない理科科目（生物・化

学・物理）は受けていませんが大丈夫です

か？

文系出身の学生さんもたくさんいますので、数学Ⅲや生物・化学・物理を

受けていなくとも大丈夫です。１～２年次に理科科目を頑張って学んでい

ただくことでカバーできます。また、３年次の研究室配属から化学を学び

始めた学生さんで、卒業後に試薬会社へ就職された方もいらっしゃいま

す。

10
環境共生学類および大学全体の女性の割合

はどのくらいですか？
直近では、環境共生学類では約38％、大学全体では約48％です。

11
環境共生学類、生命環境学コースでも野生

動物について学べますか？

コースに分かれるのは３年生になってからですが、同時に研究室にも配属

になります。どちらのコースの教員も、両方のコースの学生を見ることに

なっておりますので、例えば野生動物学コースの授業で、生命環境学コー

スの教員が担当することがあります。また、４年生になると、条件はあり

ますが、野生動物学コースの学生が生命環境学コースの授業を学ぶことも

出来ます。

その他、研究室の中で、両コースに跨った研究がされることもあり、４年

次には自分の所属していないコースの勉強を学ぶ必要が出てくる場合もあ

ります。

12

熱帯雨林などの植生が好きな反面動物が好

きで、在来生物の保護などに興味を持って

います。生命環境学コースに興味を持って

いるのですがそのコースに所属すると詳し

くは動物について学べないのですか？

生命環境学コースに所属しても動物についての学びは可能です。生物多様

性保全や自然環境保護の学びでは、在来生物の保護も関係しますし、より

詳しく学びたい場合は、４年次に条件をクリアすれば野生動物学コースの

授業を受けることが可能です。

13
野生動物学実習は生命環境学コースでも参

加できますか？

生命環境学コースに所属した場合、4年次に3年次の科目として開講されて

いる野生動物学コースの実習を履修することができます。

また、今後のカリキュラム改定や授業内容の変更の可能性はありますが、

現在は実践生命環境学コースを履修している生命環境学コースの学生と、

実践野生動物学コースを履修している野生動物学コースの学生が、同じ日

に一緒に授業を受ける形となっておりますので、結果として参加出来るこ

とになります。

14

環境共生で環境省を目指している方はいま

すか？

また、目指せますか？

環境気象学研究室の卒業生が期限付にはなりますが、環境省へ入省された

方がおります。この方は３年間環境省に勤めてその後はJICAで活躍したい

という人生計画を持って取り組んでおります。また、環境省に事務職で入

りたいという方もいると思いますが、本学へ入学後に１年次からコツコツ

準備を進めていくことで夢の実現に近づけると思います。

15
環境共生の泊まり実習はどのくらいありま

すか？

担当教員によりますが、コース・ゼミに所属してからは、月に数回の日帰

り・宿泊を伴った様々なフィールドで実習があります。実習頻度の多い例

としては、野生動物保全技術実習では、通年、学内外で実習を行うことか

ら、平均で週に１回の頻度で実施しております。

１年次の基盤教育の中にある「健土健民入門実習」で学ぶ機会がありま

す。

詳しくは、本学の学生支援システム「UNIPA(ユニパ)」でシラバスの照会

をしておりますので、シラバス検索の授業科目欄に「健土健民入門実習」

と入力してご確認下さい。

［Web情報学生支援システムUNIPA］

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp

※ID・パスワードは入力せずに、シラバス照会を使用してください。

17
学外農業実習などのような学外実習は環境

共生学類でもあるのですか？

学外農業実習や学生農場実習・実践農学実習も、環境共生学類の２年次に

履修可能です。また、３年次には、野生動物保全技術実習や水圏・地圏総

合実習などは、学外の実習となっております。

18
環境共生学類で動物園などに行って話を聞

く機会などはあるんですか？

直接動物園に行く機会が少ないですが、４年次にある「動物園・水族館

学」を通じて、動物園長などからお話を聞く機会があります。

16
環境共生学類でも酪農に触れたり牛などの

世話や農業を学べたりするのでしょうか？

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp


19

環境共生学類では海外実習があるとのこと

ですが、どこの国でどんな実習をしてるの

か、期間はどのくらいか具体的に知りたい

です！

本学が協定を結んでいる国を中心に実習を展開します。環境共生学類で

は、マレーシア・モンゴル・ドイツ・アメリカに行く学生さんがいます。

他には、研究室単位で各国と共同研究（国際共同研究や国際観測）をして

おりますので、そういった機会を見つけていただき、世界を股にかけて学

んでいただくことが出来ます。

実習期間は、２年次に大学で用意している実習期間は１週間ほどですが、

研究室で研究のために海外へ行く場合は、１ヶ月位の期間を費やすことも

あります。

ご自身がどのような学びに興味があるのかを整理して研究室を訪問してい

ただきたいと思います。

20

一般推薦で受験しようと考えています。

野生動物と関わっていきたいというのは志

望動機と目標設定になりますか？

志望動機として、野生動物と関わりたいとして入学される学生さんも多く

いますが、もう少し具体的な目標があっても良いかと思います。環境共生

学類には２２の研究室がありますので、その中で野生動物を対象とした研

究室に足を運んでいただき、また、野生動物も幅の広い分野です。大型の

哺乳類から昆虫まで様々ですので、ご自身が興味を持つ分野を整理して、

高校生活で学び、体験して来た事とつなげて、将来どのような形で社会の

役に立ちたいかを考えてみてください。

21 動物行動学は学べますか？

本学では循環農学類が一番得意としているところかと思いますが、環境共

生学類でも人と動物の関係を野生動物学コースで学ぶことが出来ます。特

に、GISやRSを使用した情報解析を行い、人の生活圏に出没している野生

動物の行動を学ぶことは本学類の特徴になると思います。

22

実習の際は現地集合になるのでしょうか？

又はまとまってバス移動などで現地に行く

のですか？

実習に関しては、大学に集まりバスや自動車などで目的地へ移動すること

が多いです。

23 環境共生でも牛について学べますか？
はい、1年次の基盤教育の1つである「健土健民入門実習」で学ぶことが出

来ます。

24
鳥獣管理士と生物分類技能検定、どちらも

とれますか？

どちらの資格も取得可能です。本学では資格支援講座を行っており、カリ

キュラムも資格取得に直結した学びとなりますので、野生動物学コースに

進むことで資格取得の実現に近づける環境になります。

25

パンフレットには野生動物保護管理事務所

就職の方がいましたがそのような職に就く

にはやはり野生動物学コースでしょうか？

生命環境学で学べるとありましたが専門的

なのは野生動物学コースですか？

野生動物の保護管理に特化した事務所ですので、野生動物学コースへ進む

方が仕事内容に直結すると思われますが、生命環境学コースの環境地球科

学研究室出身者で、環境省が作り地方自治体が運営している全国に５２あ

るラムサール条約のサイトで、鳥の保護や生物多様性保全の仕事に就いて

いる方もおりますので、どちらのコースへ進んでも野生動物保護に関わる

仕事に就くことが可能です。入学後に、両コースを担当している教員へ相

談いただくことで、様々な将来への道が開けると思います。

26

札幌市職員や環境局、また円山公園の爬虫

類館の飼育員などになれたり、その資格を

とれたりしますか？

また、海外留学では農業ではなく環境や生

物を学べますか？

札幌市職員として活躍する環境共生学類卒業生はおりまして、円山動物園

勤務は獣医学類の卒業生で実績があります。環境共生学類では北海道旭川

市の旭山動物園への就職実績があり、こちらは事務員として採用されてお

ります。

お問い合わせの内容は、札幌市の円山動物園で爬虫類の飼育員になりたい

という事かと思いますが、飼育員となると動物に関連する課程や学部・学

科の大学を卒業していることが条件となったり、他動物園での勤務実績が

必要となる場合があります。本学の獣医学類や獣医保健看護学類の方がよ

り夢への実現に近づけると思います。


