
mini Open Campus
2018.6.3 （日） 10:00 ~ 16:00 受付時間  9:30 ~ 15:30

臨床検査技術学科
環境科学科
食品生命科学科

生命・環境科学部ツアー

動物応用科学科ツアー
【受付・集合場所】生命・環境科学部棟１階 エレベーター前

所要時間 45 分

所要時間 30 分
ツアーは 1グループあたり 10～ 15名でご案内します。
15分程度の間隔で出発しますので、
ご案内までお待ちいただく場合があります。 【受付・集合場所】生命・環境科学部棟１階 107 自習室

詳しい場所は、右面のキャンパスマップをご覧ください。

ツアーに参加する方は、受付・集合場所にお越しください。

TIME TABLE 場所 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

学科説明

ウインドチャイム
(ドッグラン・ラウンジ )

入試対策特別講座（生物）

入試対策特別講座（化学）

生命・環境科学部棟
2階

201 講義室

学生食堂開放（無料）

いのちの博物館見学

在学生による入試・学生生活相談

個別相談コーナー

生命・環境科学部の学生が、生命・環境科学部の研究
室や生命・環境科学部棟をご案内します。

生命・環境科学部棟

2階

201 講義室
※204 講義室にて
　ライブ中継あり

テラス
いちょう

【受付・集合場所】
生命・環境科学部棟
1階 107 自習室

【受付・集合場所】
生命・環境科学部棟
1階エレベーター前

生命・環境科学部棟
2階

201 講義室

いのちの博物館

【獣医学部】
生命・環境科学部棟
1階 103・104 会議室

【生命・環境科学部】
生命・環境科学部棟
1階 105・106 講義室

動物応用科学科の学生が、動物応用科学科の学びや
研究に関わる各施設をご案内します。

駿台予備学校講師による、本学の入試の傾向と対策について

駿台予備学校講師による、本学の入試の傾向と対策について

受付票と引換の食事券で、学食が体験できます！
( 食事券は数に限りがあります。予めご了承ください。)

受験に向けた勉強方法や、大学生活のこと、研究室のことなど、
在学生にいろいろと聞いてみましょう。

入試や学科の学びについて、各学部・学科の教員に直接相談できます。

動物応用科学科ツアー

生命・環境科学部ツアー

公開授業「産業動物獣医師の使命」
    【獣医学科：新井 佐知子先生】

動物の骨格標本や貴重な学術資料を在学生の解説
付きで見ることができます。

図書館見学

生命・環境科学部棟
2階

202 講義室

AZAbridge 麻布大学キャリアカフェ
第12回 AZAbridge 麻布大学キャリアカフェ
「獣医さんのお仕事～獣医療を支えるペットフード開発～」

※事前申込制
詳細は AZAbridge ブログをご確認ください。
http://blog.goo.ne.jp/azabridge

図書館

学部に分かれて、それぞれの
学科の学びの特徴を、教員が
分かりやすく紹介します。

※各学科 15 分程度

獣医学部

生命・環境科学部

※午前中は獣医学科と動物応用科学科のみ

※午前中は獣医学科と動物応用科学科のみ

※生命環境科学部は 13：00 ～ 16：00

※生命環境科学部は 13：00 ～ 16：00

獣医学科
動物応用科学科

（10：15 ～ 16：00　最終受付 15：45）

（10：15 ～ 16：00　最終受付 15：45）

一般的な雑誌から学生や教職員の教育研究に必要な
図書学術雑誌まで閲覧できる施設です！

10：00 ～
　臨床検査技術学科 10：05 ～ 10：20　
　環境科学科　　　 10：25 ～ 10：40　
　食品生命科学科     10：45 ～ 11：00

※204 講義室にて
　ライブ中継あり

10：00 ～
　獣医学科              10：05 ～ 10：20　
　動物応用科学科 10：25 ～ 10：40

1 回目
13：00 ～ 14：00

2 回目
15：00 ～ 16：00

（11：10 ～ 12：00）

（14：00 ～ 14：50）

（11：00 ～ 15：30）

（11：00 ～ 15：00　最終受付 14：00）

（11：00 ～ 15：00　最終受付 14：00）

（13：00 ～ 13：50）

（10：30 ～ 16：00　最終受付 15：30）

（10：30 ～ 16：00）

※204 講義室にて
　ライブ中継あり



獣医学部志望者向けモデルコース

公開授業（獣医学科　13:00 ～ 13:50）

学科説明（10:00 ～ 10:40）
入試対策特別講座（生物　11:10 ～ 12:00）
動物応用科学科ツアー（所要時間約 30 分）

入試対策特別講座（化学　14:00 ～ 14:50）
個別相談・在学生による相談（10:15 ～ 16:00）

生命・環境科学部志願者向け
　　　　　　　　　　モデルコース
学科説明 (10:00 ～ 11:00)
入試対策特別講座（生物　11:10 ～ 12:00）
生命・環境科学部ツアー ( 所要時間約 45 分 )
入試対策特別講座（化学　14:00 ～ 14:50）
個別相談・在学生による相談（13:00 ～ 16:00）
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テラス いちょう
（生協）

動物飼育エリアは、
立入禁止です。

ウィンドチャイム
（ドッグラン･ラウンジ）

獣医臨床
センター
（附属動物病院）

テラス いちょう

生命・環境科学部棟

麻布大学いのちの博物館
（百十周年記念会館）

在学生が解説！
麻布大学
いのちの博物館
特別開館中！！
10:30 ～ 16:00
（入館は、15:30 まで）

アンケート回収場所：生命・環境科学部棟１階受付

アンケートにご協力いただいた方には
オリジナルグッズをプレゼント！！

AZABU GOODSアンケートに答えてもらおう！

ご協力

お願い

します！

ウィンドチャイム
( ドッグラン・ラウンジ )

生命・環境科学部棟

103104

受付1

自由配布コーナー

動物応用科学科ツアー
【受付・集合場所】
動物応用科学科ツアー
【受付・集合場所】

生命・環境科学部ツアー
【受付・集合場所】
生命・環境科学部ツアー
【受付・集合場所】

個別相談コーナー
在学生による入試・学生生活相談

生命・環境科学部

獣医学部
個別相談コーナー
在学生による入試・学生生活相談

・資料配布、アンケート回収・資料配布、アンケート回収

総合受付 (9:30 ～ 15:30)総合受付 (9:30 ～ 15:30)

202 講義室 201 講義室203 講義室

204 講義室

2

生命・環境科学部 学科説明

獣医学部 学科説明
入試対策特別講座（生物）
入試対策特別講座（化学）
公開授業【獣医学科：新井 佐知子先生】

ライブ中継放送

来場者休憩室
ブランディング事業パネル展示

テラス いちょう
学食開放　無料！

（総合受付で配布の食事券でご利用ください）

※ 食事券には数に限りがありますので、
　 予めご了承ください。

11：00 ～ 15：30

第 12 回 AZAbridge
麻布大学キャリアカフェ

私立大学ブランディング事業

パネル展示

2 203 講義室

10：00 ～ 16：00

麻布大学　ミニ・オープンキャンパス　キャンパスマップ

学術情報センター
( 図書館 )


