RYUKOKU UNIVERSITY
Faculty of Agriculture
植物生命科学科
資源生物科学科

食品栄養学科
食料農業システム学科

農学部 1 day Campus
龍谷大学農学部生を体験してみませんか？
大学で行っている実験・実習・講義科目を高校生向けに開講し
ます。「カレーライス」を題材に農学部４学科の学びを解説するほ
か、各学科の模擬講義、植物の不思議を解明する実験や、本学
実習農場で収穫した豆を使った「豆カレー」の調理実習、農場で
の食の循環実習では収穫も体験できます。
この機会に是非、大学教授と大学生とともに、農学部生を１日
体験してください。

日時

場所

第１回

2017

7.16sun 2017 8.27sun
第２回

11:00-17:50
龍谷大学 瀬田キャンパス

対 象者

高校生（教員・保護者等の付添い可）

参 加費

無料

お申し込み

申込締切日

■同日開催

※詳細は裏面をご覧ください。

下記サイトからお申し込みください。（定員のある講義は定員になり次第締切させていただきます）

https://www.ryukoku.ac.jp/form_agr/
第１回

2017

7.8sat まで

第２回

2017

8.18fri まで

※定員のない講義は当日参加も可能です。

Open Campus 2017 7.16sun 8.27sun

瀬田オープンキャンパス
対象学部：理工学部・社会学部・農学部
開催場所：瀬田キャンパス

10:00-16:00

ご希望の講義にお申し込みください。
時間が重なっていなければ、どの学
科の講義でも受講していただけます。
また、同日にオープンキャンパスを
開催しています。

〇大学・入試説明会 〇学部紹介イベント
〇瀬田キャンパスツアー 〇在学生との交流コーナー 〇資料配布コーナー
〇龍谷必勝講座 〇個別相談コーナー 〇保護者対象ガイダンス など
※各イベントの内容については、変更になる可能性があります。詳細は入試情報サイトをご確認ください。

農学部 1 day Campus
第１回

2017

7.16sun

第２回

2017

植物生命科学科
11:00

資源生物科学科

食品栄養学科

10:00-10:50 オープンキャンパス 大学・入試説明会
11 :00 -12:10 講義：農学部説明
●「世界に一つの教科書（カレーライス）」を使用して４学科の学びを説明します。

12:00

植物生命科学科
11:00

13:00
13:10-14:00
講義：森泉 准教授

稲と岩石の良い関係
〜水田におけるSi循環〜

地 域の酵 母で 美 味
しいパンを作る

●

13:10-14:00
講義：宮崎 教授

健全な食生活とは？？

13:10-14:00
講義：竹歳 教授

11 :00 -12:10 講義：農学部説明
●「世界に一つの教科書（カレーライス）」を使用して４学科の学びを説明します。

農場実習：リアルに体験、牧農場

龍谷大学の農学部生全員が学ぶ「食の循
定員80名
環実習」を解説するとともに、農作物を観
「農場」から「給食現場」
察し、さらには収穫体験を通して、農業生 までの管理栄養士のか
産のおもしろさや難しさを考えます。
かわる『食と農』につい

15:50-16:10 農場ツアー受付

16:00-16:20 実験受付

定員48名

コムギの進化を
染色体から見てみよう

16:20-17:50
実験：ウェンダコーン 講師 他

16:00

農場実習：リアルに体験、牧農場

青果物の成熟に
ついて調べてみよう

龍谷大学の農学部生全員が学ぶ「食の循
環実習」を解説するとともに、農作物を観
人為的に合成したパンコ トマトや バナナなどの 察し、さらには収穫体験を通して、農業生
成熟に深く関わってい
ムギの倍数性進化（祖先
る「エチレン」を、実験を 産のおもしろさや難しさを考えます。
●

種の交雑と雑種の染色体
倍加）における染色体を
顕微鏡で観察します。

●

15:00

定員100名

定員48名

通して学びます。また、
糖度計を使って、青果物
の糖度を調べます。

18:00

18:00 JR瀬田駅経由後、キャンパスに到着

13:10-14:00
講義：伏木 教授
美味しさの科学

13:10-14:00
講義：竹歳 教授
“爆食”中国と世界の食料問題
―カレーを食べ始めた13億人―

14:00-14:20 農場ツアー・調理実習受付

14:10-15:00
14:20-15:50
講義：香川 教授
調理実習：山崎
准教授
農場実習：リアルに体験、牧農場
：朝見 准教授 文系農学を学んだ人材
定員100名
の就職展望とキャリア
● 華麗なる給食（豆カレー）
龍谷大学の農学部生全員が学ぶ「食の循
定員80名
環実習」を解説するとともに、農作物を観
「農場」から「給食現場」
察し、さらには収穫体験を通して、農業生 までの管理栄養士のか
産のおもしろさや難しさを考えます。
かわる『食と農』につい
●

16:10 農場行きバス発車
●

13:10-14:00
講義：森泉 准教授
稲と岩石の良い関係
〜水田におけるSi循環〜

14:20 農場行きバス発車

て、カレーを題材に実習
を通じて解説します。

16:00 キャンパスに到着
16:20-17:50
実験：遠藤 教授

13:10-14:00
講義：古本 教授
植物の「葉」を理解する
−光合成の原理−

“爆食”中国と世界の食料問題
―カレーを食べ始めた13億人―

14:10-15:00
14:20-15:50
講義：渡邊 講師
調理実習：山崎 准教授
：朝見 准教授 沼狸にイケダイ？
生物の移入を考える
● 華麗なる給食（豆カレー）

定員100名

17:00

食料農業システム学科

12 :10 -13 :10 昼食
オープンキャンパス特別メニュー（農学部と生協コラボ “鹿肉ジビエカレー” など）を
お楽しみいただけます。

14:00

14:00-14:20 農場ツアー・調理実習受付
14:20 農場行きバス発車

16:00

食品栄養学科

13:00
13:10-14:00
講義：島 教授

15:00

資源生物科学科

10:00-10:50 オープンキャンパス 大学・入試説明会

12:00
12 :10 -13 :10 昼食
オープンキャンパス特別メニュー（農学部と生協コラボ “鹿肉ジビエカレー” など）を
お楽しみいただけます。

14:00

8.27sun

食料農業システム学科

18:00

15:50-16:10 農場ツアー受付

16:00-16:20 実験受付
16:20-17:50
実験：古本 教授

16:20-17:50
実験：ウェンダコーン 講師 他

● 「光合成」を見て

●

定員48名

17:00

て、カレーを題材に実習
を通じて解説します。

16:00 キャンパスに到着

定員48名

青果物の成熟に
ついて調べてみよう

16:10 農場行きバス発車
●

農場実習：リアルに体験、牧農場
定員100名

龍谷大学の農学部生全員が学ぶ「食の循
みよう
環実習」を解説するとともに、農作物を観
葉の顕微鏡観察技術 トマトや バナナなどの 察し、さらには収穫体験を通して、農業生
成熟に深く関わってい
を習得します。また、 る「エチレン」を、実験を 産のおもしろさや難しさを考えます。
光合成明反応の蛍光 通して学びます。また、
糖度計を使って、青果物
観察をします。
の糖度を調べます。
18:00 JR瀬田駅経由後、キャンパスに到着

※第１回と第２回では講義内容が若干異なります。詳細は Web サイトでご確認ください。www.agr.ryukoku.ac.jp
※どの講義に参加される方も、農学部説明（11：00 〜12：10）を受講することをおすすめします。 ※定員のない講義は当日参加も可能です。
※実験・実習講義は開始 20 分前より、事前申込みをしていただいた方の受付をいたします。
（受付：９号館）
※講義科目の開講場所は、オープンキャンパスのプログラムで確認をしてください。
（プログラム配布場所：２号館受付） ※保護者の方もご参加いただけます。
（実験のみ見学となります）

個別相談コーナー

食料農業システム学科 特設コーナー

当日は、入学試験や奨学金、学生生活に関するご相談に関して個別に対応
いたします。

学科の学びが分かる特別展示のほか、教授や在学生と個別に話ができる
特別ブースを設けております。

９号館ツアー（所要時間：約 20 分）
12：30 〜15：30 の間で随時開催します。９号館１F にて当日、お申込み
ください。

■ 瀬田 Campus Map

実験・実習
受付

9号館

温室

■ Access Map
瀬田キャンパス（滋賀県大津市）
瀬田

JR琵琶湖線

学園通り

7号館

JR 東海道新幹線

国道1号線
京滋バイパス
名神高速道路

SETA
DOME

びわこ文化公園都市
瀬田キャンパス
樹心館

青志館
（食堂）

1号館
●

青雲館

●

学生
交流会館

6号館

JR 瀬田駅−龍谷大学瀬田キャンパス間のバス

2号館
8号館
図書館

智光館

バス停

JR琵琶湖線「 瀬田 」駅下車、帝産バス 約８分
京阪本線「中書島」駅下車、京阪バス 約 30分

2017年７月16日
（日）と8月27 日
（日）９時〜17時の間、JR瀬
田駅から瀬田キャンパスまでの帝産バス利用が無料となります。
また、実験参加者の方向けに、実験終了後（18時頃）にJR瀬田駅
までの無料バスを運行します。
詳細については、
決定次第以下の入試情報サイトに掲載いたします。
http://www.ryukoku.ac.jp/admission/event/opencampus/

オープンキャンパス受付

【お問い合わせ】
「農学部1dayキャンパス」サイトはコチラから→
龍谷大学 農学部教務課 Tel：077-599-5601 E-mail：agr@ad.ryukoku.ac.jp http://www.agr.ryukoku.ac.jp/onedaycampus/

