
…獣医学科のイベント …獣医保健看護学科のイベント …動物科学科のイベント …食品科学科のイベント …共通のイベント

11：30～「ミクロの世界へようこそ!!」 13：20～「小動物獣医療における外科手術」
体験講義 体験講義
（45分） （45分）

12:30～「身近な野生動物学―中型食肉目の生態調査―」

体験実習
(45分）

10：40～「バクテリアの名前を調べてみよう」 14：20～ 15：10～
体験実習① 体験実習② 体験実習③
（40分）先着5名E棟1Ｆ学生ホールにて予約票をお渡しします。①～③は同内容で実施します。 （40分）先着5名 （40分）先着5名

12：30～ 13：00～ 13：30～ 14：00～

【透過型電子顕微鏡　見学・体験】 ①～④は同内容で実施します。
12：30～ 13：00～ 13：30～ 14：00～

【走査型電子顕微鏡　見学・体験】 ①～④は同内容で実施します。
11：00～「入院動物の看護について考える」 14：30～「動物の保健と感染症　―ミクロの侵入者から

体験講義 体験講義 身を守るために― 」

（60分） （60分）
12:30～「動物看護教室・動物ハンドリング教室」

体験実習
(20分の実習を各3回行います)

10：30～「現代科学に貢献する動物たち―実験動物学の基礎と最新事情― 」

体験講義
（60分）

12:30～「英語のリズムトレーニング―英語と日本語の違いを探る―」
ミニ体験講義
(30分）

14：30～「やっぱり動物が好き！―◯から始まる

体験実習
（60分）

11:30～「いろいろ食べて食品のおいしさを科学しよう！ 」 14：30～「いろいろ食べて食品のおいしさを科学しよう！ 」

体験講義・実習① 体験講義・実習②
（75分）①～②は同内容で実施します。 （75分）

12：50～「食品製造実習室見学」
施設見学
（20分のツアーを2回行います）

10:50～学長からのメッセージ

10:30～ 11：10～ 12:30～ 12：50～ 14:30～ 14：50～
学科説明 入試説明 学科説明 入試説明 学科説明 入試説明
（20分） （20分） （20分） （20分） （20分） （20分）
10:30～ 12:00～ 14:00～

（30分） （30分） （30分）
13:00～ 13:30～

学科説明 入試説明 学科説明 入試説明
（20分） （20分） （20分） （20分）

10:30～ 11:00～ 13：30～ 14：00～
学科説明 入試説明 入試説明 学科説明
（20分） （20分） （20分） （20分）

13:10～ 14:00～ 14:30～

（20分） （20分） （20分）

パネルの展示で研究室をご紹介いたします。　　10：30～16：00　随時
【教員・学生による説明】

13：30～15：00　随時

教員・学生がパネルの展示で研究室をご紹介いたします。　　10：30～16：00　随時
ｓ

教員・学生がパネルの展示で研究室をご紹介いたします。実際の研究室もご見学いただけます！
　　10：30～16：00　随時

実際の研究室で、教員・学生が研究内容などについてご紹介いたします。　　10：30～16：00　随時

相談コーナー　それぞれの疑問に教員・事務職員・学生がお答えします！　　10：30～16：00　随時
ｓ

相談コーナー　それぞれの疑問に教員・事務職員・学生がお答えします！　　10：30～16：00　随時
ｓ

相談コーナー　それぞれの疑問に教員・事務職員・学生がお答えします！　　10：30～16：00　随時

相談コーナー　それぞれの疑問に教員・事務職員・学生がお答えします！　　10：30～16：00　随時

午前の部の受付は11：30までとなります。
10：30～12：00　随時 13：00～15：00　随時

学生がナビゲートする20分程度のキャンパスツアーです。

10：30～15：30　随時
普段なかなか見ることができない動物医療センターの中を、20～30分程度のツアーでご案内。7月・8月オープンキャンパス限定の企画です。

11：00～ 13：00～ 14：00～ 15：00～

・資料配布　・シラバス（講義概要）展示　・入試過去問題（実物）展示　　10：30～16：00　随時
願書＆入試要項の配布はこちら！

11:00～ 11：10～
【馬とのふれあい体験】 13：00以降もご希望の方は15：00まで見学ができます！

※馬とのふれあい体験・模範演技はどちらも第二校舎で実施します。 第二校舎の馬術部学生にお声がけください♪
大好評！今年も「ランチ無料企画」を実施いたします！

11：00～13：30　随時 この機会にどうぞご賞味ください。(数量限定となります)
※受付でチケットを配付します。保護者の方もどうぞ。

10:30 11:00 12:00

10:30 11:00 12:00

で予約票をお渡しします！
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第二校舎　馬場 馬術部学生による模範演技と、馬とのふれあい体験を実施します。

馬術部企画
【模範演技】

カフェテリアむらさき

ランチ無料企画！

13:00 14:00 15:00

16:00
E棟1F エントランスホール

資料配布

16:00

画像診断装置見学 画像診断装置見学 画像診断装置見学

近年、小動物臨床では高度医療化が進んでいます。その代名詞として挙げられるCT（コンピュータ断層撮影装置）やMRI（磁気共鳴イメージング装置）をご紹介いたします！

15:00 16:0012:00 13:00 14:00

13:00 14:00 15:00

施
設
見
学

A棟1F　
学生NAVI！

キャンパスツアー
医療センター1F・2F
動物医療センター

ツアー
D棟1F MRI・CT室

10:30 11:00

獣医学科
（獣医放射線学）

画像診断装置見学

動物科学科
相談コーナー

E棟6F　ラウンジ　
食品科学科

相談コーナー

15:00 16:00

相
談
会

E棟1F　学生ホール　
獣医学科

相談コーナー
E棟2F　ラウンジ　
獣医保健看護学科

相談コーナー
E棟5F ラウンジ

12:00 13:00 14:0010:30 11:00

獣医保健看護学科
研究室紹介

E棟5F
動物科学科
オープンラボ

E棟6F　各研究室

16:00

研
究
室
紹
介

E棟1F　学生ホール

獣医学科
研究室紹介 11：30～13：00　随時

より詳しく研究室について知りたい！という方は、ぜひ赤枠内の時間にE棟1Fまでお越し下さい。獣医学科の教員・学生がご説明いたします！
E棟2F　ラウンジ　

13:00 14:00 15:0010:30 11:00 12:00

食品科学科
オープンラボ

16:00
E棟2F中教室

大学院説明会
獣医学専攻 応用生命科学専攻 獣医保健看護学専攻

13:00 14:00 15:0010:30 11:00 12:00

E棟5F 521実習室　 11:40～ 12:10～
動物科学科

学科・入試説明
Ｅ棟7F　一般化学実習室(2)

食品科学科
学科・入試説明

16:0015:00

学
科
説
明
会
・
入
試
説
明
会

E棟1F　111講義室
獣医学科

学科・入試説明
E棟2F　大教室

獣医保健看護学科
学科・入試説明

学科・入試説明 学科・入試説明 学科・入試説明

13:00 14:00

E棟1F　111講義室
学長からの
メッセージ （20分）

10:30 11:00 12:00

16:00
Ｅ棟6F　食品製造実習室

食品科学科
施設見学

10:30 11:00 12:00

13:00 14:00 15:00

16:0013:00 14:00 15:00

参加人数制限のあるイベントです。
午前の食品科学科学科説明（E棟7Ｆ一般化学実習室(2)）

各回先着5名E棟1Ｆ学生ホールにて予
約票をお渡しします！。獣医学科

体験実習
体験実習① 体験実習② 体験実習③ 体験実習④

Ｅ棟7F　一般化学実習室(2)

食品科学科
体験講義・実習

10:30 11:00 12:00

動物科学科
体験講義

E棟5F　ラウンジ
動物科学科

ミニ体験講義
Ｅ棟7F　一般化学実習室(1)

動物科学科
体験実習

参加人数制限のある実習です。E棟2F大教室横で、
整理券を配布いたします！動物看護教室または
動物ハンドリング教室のどちらかを選択してください。

日本獣医生命科学大学　Campus Fest i val  2015

・Open Campus Menu・ 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
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E棟1F　111講義室
獣医学科
体験講義

E棟1F　会議室（2）
獣医学科
体験実習

D棟5F 生体分子化学研究室

獣医学科
体験実習

D棟2F 電子顕微鏡室 電子顕微鏡（透過型）は、光学顕微鏡では観察不可能な
微小な構造を鮮明に観察することができます！

各回先着5名E棟1Ｆ学生ホールにて予
約票をお渡しします！獣医学科

体験実習
体験実習① 体験実習② 体験実習③ 体験実習④

新しい生命― 」

E棟2F　大教室
獣医保健看護学科

体験講義
E棟4F　421実習室
獣医保健看護学科

体験実習
E棟5F　521実習室　

D棟4F 電子顕微鏡室 画面に広がる「電子のムシめがね」で拡大されたリアルな
ミクロワールド。身近な材料から血液、ダニなど、色々取り
そろえてお待ちしております。

2015/7/12(Sun.) Open Campus              

【第二校舎へのご案内】集合場所：受付（B棟1F入口付近） 
  

 

生命・環境・食を考える学びを体験しよう！ 

◎10：50  ◎11：20  ◎11：50  ◎12：20 

 


	タイムテーブル(712）

