
午前の部（農食環境学群）での質問と回答

農食環境学群 全体に関すること
No. 質問 回答

本学では、野生動物保護や獣医療・酪農や畜産を通じた生産動物とのふれあいな
ど、様々な視点から動物に関わる学びがあります。
本学HPや大学案内をご確認いただき、ご自身の希望される学びの視点に合致した
ものを探してみてください。
［学群・学類・大学院］

https://www.rakuno.ac.jp/department.html
［大学案内2021］

https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=1
各学類のアドミッションポリシーについては、大学ＨＰや大学案内でお示しし
ておりますのでご確認下さい。
［大学ＨＰ(教育基本方針)］

https://www.rakuno.ac.jp/outline/educationpolicy.html
［大学案内2021(教育基本方針)］

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

3 座学と実習の割合はどのくらいなんでしょうか？
学年及び選択する科目によりますが、循環農学類の３年生を例にしますと、学ぶ時間
で比較すると、前学期で座学と実習の割合は６：４、後学期は７：３となります。

4 学校内アルバイトとはどのようなものですか？
学内で行うアルバイトになりますと、ノートテイカーや図書館受付、圃場の草刈りや搾
乳などがあります。
募集する時期や内容が変わりますので、詳しくは入学後にご確認下さい。
本学HPにサークルの紹介ページを用意しておりますので、是非ご覧ください。
［サークル］

https://www.rakuno.ac.jp/life/circle.html

6
寮は希望すれば入れるのですか？
また、寮に入る基準はありますか？

入寮のチャンスは入学試験合格後の入学時のみになります。学生寮は自治寮ですの
で、寮長などの選考を経て入寮することになりますが、選考基準等は公表しておりま
せんので、ご了承下さい。

7 寮は、1年のうちに入れば継続して4年間入れますか？

学生寮は大学生による自治寮となっており、学生の入寮については１年ごとに寮長
などが選考しております。ですので、入学時に入寮いただき、１年ごとに更新していた
だくような流れとなります。更新出来ない（＝選考に外れる）ケースとしては、「留年し
た。集団で生活する寮生活に大きな問題がある。」場合で、一度入寮するとよほど大
きな問題を起こさなければ４年間継続して寮にいることが可能です。

必修・選択については入学後にご確認いただくことになりますが、酪農学園大学の
以下のサイトで今年度の授業内容を確認することが可能ですので、ご覧ください。
［履修ガイド］

https://www.rakuno.ac.jp/life/courseguide.html

9 三年次の必須科目以外も講義は受けれますか？

コースの必修科目は基本的に３年次に取得することになっておりまして、４年次は卒
業論文に集中できるカリキュラムとなっております。
４年次の時間割に無理がなければ、他コースの講義を含めた科目が受講可能となり
ます。
そのためには、ご自身が所属するコースの学びを３年次までにしっかりと取得するこ
とが大切です。

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
をまとめてください。本学の大学案内2021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ご参考として下さい。
［大学案内2021（教育基本方針）］

https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=31

11
一般推薦についてです
環境共生学類なら、第二志望を循環農学類にできると聞いたのですが、循環農学類
を第一志望にしたら第二志望は決めれますか？

本学の受験に関して第二志望として選択可能な学類は、循環農学類と食と健康学類
(管理栄養士コースは除く)の２種類となります。
お問い合わせの循環農学類を第一志望とした場合は、第二志望に食と健康学類を
選択することが可能です。

申し訳ございませんが、お答えすることが難しいです。
部活動実績は調査書の点数化のうち、自己研鑽に関する記録に該当します。自己研
鑽は、部活動の他、高校在学中に取得した資格や留学についても対象となります。
受験ガイドに各学類の入試区分別選抜方法の中に、選抜項目とその点数について
記載がありますので参考としてください。
［受験ガイド］

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

申し訳ございませんが、お答えすることが難しいです。
部活動や生徒会活動実績は調査書の点数化のうち、自己研鑽に関する記録に該当
します。自己研鑽は、高校在学中に取得した資格や留学についても対象となります。
受験ガイドに各学類の入試区分別選抜方法の中に、選抜項目とその点数について
記載がありますので参考としてください。
［受験ガイド］

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

14 次年度のコロナ対応で、実学の実施状況はどう変わりますか？

新型コロナの状況により、都度対応が変わりますので一概には言えませんが、今年
度前学期は基本的には遠隔授業を行い、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。後学期は人数制限を設けるなど、新型コロナ感染拡大防止対策を
十分に行ったうえで、実施を検討しております。

12

13

1 動物について深く学べるのはどこの学部ですか？

アドミッションポリシーを教えていただきたいです。2

5

部活動や生徒会活動などをしていないので、一般推薦よりも自己推薦で受験するほ
うがいいかと思っているのですがその考え方でいいでしょうか。

大学のサークルはどのようなものがありますか？

8 入学前に必修科目などは知ることはできますか？

小論文はどのように対策をすればいいですか?10

一般推薦で部活動実績がないと危ないですか？
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15 各学類でどのくらいの頻度で実習、フィールドワークがありますか？

循環農学類の農学コース３年生では、前学期で４回／週、後学期で２回／週の実習
を履修しております。
また、環境共生学類の研究室では、時期や頻度に違いがありますが、月に数回の日
帰りまたは宿泊を伴った、様々なフィールドで実習を行っています。

16 持続性科学について学べる科目はありますか？

本学は創立者：黒澤酉蔵翁による循環農法を基に学びを深めます。これは「人と自
然が共生し、物質やエネルギーが循環するシステムをつくる思想」でありますが、大
学では循環農法を基にSDGｓへ取り組んでおります。
本学のシラバスでは、各授業内容を確認でき、その授業概要欄にSDGｓのどれに該
当するかを数値で示しておりますので、是非ご確認下さい。

17 一般推薦について、志望理由書の点数化はどのくらいですか？ 志望理由書は、出願書類の１つであり、直接点数化は行っておりません。
数学に係る大学の学びについては、シラバスで確認出来ます。
［シラバス（UNIPA］
※シラバス検索からキーワードに「数学」を入れて検索してください。

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

循環農学類に関すること
No. 質問 回答

馬をメインに学ぶのではなく、研究室の学びのキーワードとして馬を扱う先生がいま
す。
［人と動物の行動学研究室（山田弘司先生）］

https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9318.html
また、馬とのふれあいを希望されている場合は、サークルを通じて触れ合う方法があ
ります。
［馬術部］

https://www.rakuno.ac.jp/archives/club/1109.html
現在は本学では飼料米を栽培しておりませんが、授業の中で飼料米を扱いことがあ
ります。
今後、入学後に指導教員と相談のうえ、栽培に取り組むことや、卒業研究として取り
組む可能はあります。
また、飼料米を利用した研究として、家畜栄養学をご担当されてる中辻先生をご紹介
いたします。
［中辻浩喜先生］

https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9313.html

中辻先生は2018年の北海道技術・ビジネス交流会において、堂地先生と共に飼料
米を使用した肉牛・乳牛への給与効果に関する研究について出展しております。
［2018ビジネスEXPO記事］

https://www.rakuno.ac.jp/archives/4901.html

3 農学コースで農業機械についてはどのくらい学べるのですか？
農業機械システム学研究室に所属することで、卒業論文などで指導教員の下、農業
機械をしっかりと学ぶことが可能です。コースと研究室をしっかり検討し、選択するこ
とによって、ご自身の希望する学びがより深く実現出来ると考えます。

4 畜産コースは何が学べますか？どのような実習がありますか？

畜産学コースは肉牛を中心に、豚・鶏・羊・馬など食肉生産を目的とした家畜の飼
養、生体機能、生殖生理及びその生産物の利用について座学と実習を通じて学びま
す。実習場所としては、本学が保有する肉畜生産ステーションをメインとし、本学の広
いネットワークを駆使して学外での実習も実施しております。

必修・選択については入学後にご確認いただくことになりますが、酪農学園大学の
以下のサイトで今年度の授業内容を確認することが可能ですので、ご覧ください。
［履修ガイド］

https://www.rakuno.ac.jp/life/courseguide.html

6
教職コースでとわの森三愛高校と連携するアグリトライについて詳しく教えて欲しいで
す。

アグリトライは、教職コース3年生に「アグリトライ（附属とわの森三愛高校生に農業を体
験させることの授業・実習）」の展開を経験させることにより、実践的な授業実践する能
力を養うとともに、農業教育の持つ自学自考をはぐくむ場とする。「教職インターンシップ
Ⅰ」の授業科目展開（前期）として実施することを目的としております。

7 循環農学類の教職コースに所属していても、農学コースの水稲栽培学のような他コース
の科目を履修することはできますか？

水稲栽培学は農学コースの必修科目になっておりますが、コースの必修科目は基本
的に３年次に取得することになっておりまして、４年次は卒業論文に集中できるカリ
キュラムとなっております。教職コース４年次の時間割に無理がなければ、水稲栽培
学の講義を選択科目として受講可能となります。他コースの学びも行いたいというこ
とであれば、ご自身が所属するコースの学びを３年次までにしっかりと取得すること
が大切です。

土井和也先生の家畜飼料学研究室では、輸入飼料に依存しない家畜生産を目指す
ことをテーマに研究を行っています。
［教員・研究室紹介（土井先生）］

https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9342.html

大学案内2021のP４０ですとカリキュラムを指していると思いますが、こちらは必修・
選択問わず全て掲載しております。
ご入学後に教育センターを通じて必要な授業を取得されるようお願いいたします。
なお、本学HPで掲載しております「履修ガイド」を使用して現在の授業内容を確認す
ることが可能です。
［履修ガイド］

https://www.rakuno.ac.jp/life/courseguide.html

10 １棟の牛舎に約何頭の乳牛を飼育していますか。
本学の酪農生産ステーションでは、つなぎ飼い牛舎では約３０頭。フリーストールで
は約６０頭、乾乳牛舎で１０頭、育成牛舎で約４０頭、哺育舎１２～３頭、放牧地が２０
頭を飼育しております。※７月末時点となります。

11 研究室は一つしか入れませんか？
研究室の配属は１つになりますので、所属したい研究室の学類を受験されるようにし
てください。なお、在学中に他の研究室へお邪魔し、ご自身の学びを深めることは可
能です。
勤務地が北海道であるかは把握が難しいですが、本学キャリアセンターＨＰにて、就
職先本社所在地と就職者の出身地域について掲載しておりますので参考としてくだ
さい。
［キャリアセンター］

https://career.rakuno.ac.jp/data/data2019-03.html

18 数学が苦手なのですが、大学ではどのような勉強をするのですか？

1 循環農学類で馬について座学・実習を学ぶことはできますか？

酪農学コースの飼料栽培では飼料米なども学ぶことはできますか？2

三年次の酪農学コースの必須科目はなんですか？5

家畜の飼料関係の研究室はどこを選ぶと良いですか？
他国の輸入に頼らない生産を目指したいです

8

今年度のパンフレットP4０に書かれている2年次の専門基礎教育の内容は必修です
か？選択ですか？
また、教職課程教育は必修ですか？

9

循環農学類の酪農学の卒業生の何割が北海道で就職していますか？12
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本学ＨＰで資格・免許について掲載しておりますので、ご確認下さい。
［免許・資格取得］

https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9342.html
なお、学芸員の資格は、現在本学では取得できません。

14
循環農学に希望をしてますが、獣医保健看護学の研究室に興味があります。
さくていを学びたいのですが違う学類の研究室に入れますか？

他学類の研究室に所属することは出来ません。所属したい研究室の学類を受験され
るようにしてください。なお、在学中に他の研究室へお邪魔し、ご自身の学びを深め
ることは可能です。

15
酪農に興味がある者です。
トラクターなど農業機械は学べますか？
また、授業内で農業機械の資格は取れますか？

カリキュラムにある「農業機械学」や「農業機械システム学」を通じて学ぶことが出来
ます。
なお、授業内で農業機械（トラクター）の免許を取ることは出来ませんので、自動車
学校などで取得可能ですが、学生生協を通じてお得に受講可能となります。是非ご
活用下さい。

16 実際にトラクターなどに乗り収穫作業はできますか？ トラクターによる収穫作業については、学生ではなく、職員(技師)にて行います。
作物学をご担当されている義平先生をご紹介いたします。
［義平大樹先生］

https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9320.html
小麦とライ麦は耳にしたことがあると思いますが、義平先生は「ライ小麦」という小麦
とライ麦の良いところをあわせもった作物を北海道でどのように栽培してくかを研究
しております。
また、本学ではマメ類やトウモロコシ・花きなどの栽培も多く行っております。入学後
に知らない作物に出会うこともあると思います。

18
どんな実習がありますか？
酪農学園ならではの実習は？

特徴的な実習としては、学外農場実習というものがあります。これは、学生さんが農
家さんに入って約２週間ほど、泊りがけで実習を行っている。これは、選択制となって
おりますが、多くの学生さんが履修をしております。
他には、畜産学コースですと家畜管理栄養学実習や肉用家畜飼養学実習などがあ
ります。
また、農学コースの実習ですと、作物栽培学実習があり、ジャガイモ・トウモロコシ・エ
ダマメ・小麦・稲など北海道で栽培されている作物を実習で取り組める環境を整え
ております。

19 指定校推薦の課題の発表はいつ頃ですか？
指定校推薦の課題発表は指定校推薦枠保有の高校へ直接通知いたします。もうしば
らくお待ちください。

循環農学類は実家が農家という学生さんが多くいます。一方で実家が農家でない学
生さんも多くいらっしゃいます。ですので、農家を継ぐというところから、農業法人・農
業資材の会社から食品・流通関係、農業改良普及員や教員といった公務員に大学
院への進学と非常に幅広い就職・進路状況です。
このように多様な考えを持つ学生が同じキャンパスで一緒に大学生活を送れるとい
うことも、本学の魅力であると思います。
卒業生の就職状況について本学HPに掲載しておりますので、ご紹介いたします。
［就職企業一覧］

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

21 農学コースで農業機械についてはどのくらい学べるのですか。
農業機械システム学研究室に所属することで、卒業論文などで指導教員の下、農業
機械をしっかりと学ぶことが可能です。コースと研究室をしっかり検討し、選択するこ
とによって、ご自身の希望する学びがより深く実現出来ると考えます。

食と健康学類に関すること
No. 質問 回答

1 公認スポーツ栄養士の取得は大学院に進学しないと取得できないのですか？

はじめに、公認スポーツ栄養士は、管理栄養士の資格を保有していることが条
件ですので、大学在学中に取得することが出来ません。
管理栄養士となり、スポーツチームなどで栄養サポートの実績を積んで公認ス
ポーツ栄養士の試験を受けるという流れになります。
また、必ず大学院へ行く必要はありませんが、働きながらですと公認スポーツ
栄養士になるのは大変です。
本学には「食・健康スポーツ研究室」があります。この研究室に所属し、大学
院へ進学後２年間の中でスポーツチームの栄養サポートをして公認スポーツ栄
養士となった学生さんがいます。

2 食を学ぶにあたって、酪農学園大学ならではの魅力を教えて下さい。

実験・実習が多いというのが本学の特徴であると考えます。実際に大学構内に
乳牛がいて、乳を絞り、チーズ・バターを作るといった一環した勉強が出来る
というのが大きな魅力だと思います。
また、１年次の基盤教育では、学群・学類に関わらず全員が農場実習を行いま
す。その後、３年次にはコースに分かれて、実践的な授業を行いますが、例え
ば、大学構内で販売しているチーズ・バターの製造に携わることが可能です。

3
酪農学園大学の管理栄養士コースでしか行えない授業があれば教えていただき
たいです。

作物や家畜を育てるところから一貫して学ぶことが出来るのが大きな魅力で
す。
本学ならではの学びとしては、ベーコン・チーズの製造を実習として行い、そ
れを給食実習で使用するといった学びを体験出来ます。

4
臨床などの研究系の職につきたいのですが、管理栄養コースか管理栄養コース
以外のコースのどちらがいいですか？

栄養の治療の研究という意味では、管理栄養士の役割の一つですので、管理栄
養士コースが良いと思います。
大学で卒業論文を書き、大学院へ進み、臨床の研究をしていくという方は少な
いながらもおります。

5 管理栄養士コース志望ですが、料理ができないとダメですか？

料理が出来なくても大丈夫です。１年次に調理実習を行うので、その中で身に
着けていただきます。ただ、就職後に料理が出来た方が良いので、今から訪朝
の使い方や焼き物など、基本的なことは出来た方が入学後の授業に入りやすい
と思います。

6
コースが新しくなりますが、従来の食品開発学コースで食品開発を学びたいと
考えていました。新しいコースのどちらのコースを選択すればよいですか？

どちらのコースでも食品開発を学ぶことが出来ます。
食資源開発学コースは、自然科学系の専門科目がたくさんあり、実際に製造・
分析を行います。
食品流通科学コースは、出来上がった物をどの様に開発していくかという社会
科学的な観点から学びます。
ご質問は従来の食品開発を指していると思いますので、食資源開発学コースの
方が良いと思います。

7 食資源開発学コースは例えばどのような職につくことができますか？
食資源開発学コースでは、研究機関での研究開発や製造業での生産管理職など
の開発職・技術職を目指します。

どのような資格が取得できますか？
また、学芸員の資格も取得できますか？

13

大学で栽培している珍しい作物があれば教えて下さい。17

卒業生はどんなところに就職していますか？20
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8 どんな就職先がありますか？特徴的なところを教えてください。

管理栄養士コース以外は、製造業が多いです。コンビニなどの麺類、お菓子、
ワインなどをつくる会社が主な就職先です。
管理栄養士コースは、給食の受託業者、病院などの医療・福祉法人、公務員な
どが主な就職先となっております。

9 コロナウイルスの影響で調理実習などは行えているのでしょうか？

前学期は、調理の仕方などの収録・配信して行っております。学生はこれを視
聴しレポートの作成・提出といった流れとなっております。
ただし、本学の特徴である乳肉の製造実習については、取り組みたい学生から
の意見も多く、特別に、新型コロナ感染防止対策をとったうえで、夏期集中授
業として、実施しました。
なお、後学期については、人数を絞るなども含めた新型コロナ感染防止対策を
とり、なるべく実習を行う予定です。

環境共生学類に関すること
No. 質問 回答

1
将来動物園に就職したいと考えているのですが、4年次の動物園・水族館学で詳しく
学ぶ事ができるのでしょうか？

４年次に開講している講義になりますが、外部の専門家を招いて実施されます。例え
ば、旭川の旭山動物園長などで、実際に現場の話を含めて詳しく学ぶことが出来ま
す。

2 動物園・水族館学は他の学類でも学ぶことが出来ますか？

本学では、学群・学類制を取ることで他学群学類科目の履修が可能となっておりま
す。
規程があり、卒業年次にのみ履修が可能であったり、希望する担当科目教員の承認
を得るなど、条件がありますので、詳しくは入学後にご確認願います。
余談になりますが、本学では、札幌圏大学・短期大学間の単位互換協定を結んでお
りまして、現在１１大学・３短期大学間で実施しています。

3 狩猟免許はどのような手順で取得するのですか？

札幌近郊では、年に２回ほど都道府県取材の狩猟免許試験があり、受験を希望する
学生さんには、本学教員が説明会を開き必要書類などもその場で渡します。
また、北海道猟友会が予備講習を行いますので、受講いただき、その後（例年約１週
間後）の試験に挑んでいただきます。
事前配布の教科書や予備講習をしっかりと受けることで、より狩猟免許取得への道
が開かれます。

4 狩猟管理学研究室では、はこ罠やくくり罠についても学べますか？

主にシカの捕獲を学びますが、実際にくくり罠やかこい罠を使用いたします。
はこ罠については、野生鳥獣管理学研究室でアライグマの捕獲調査に使用しており
ます。
罠に関しては実習を通じて深い学びが行えます。

5 鳥獣捕獲の資格を取るとどんな職業につくことができるようになりますか？

鳥獣管理士やシカ捕獲認証という資格を取得することで、野生動物管理の専門職に
就くことも出来ます。例えば、都道府県や市町村の鳥獣行政＝野生動物を対策する
部署である北海道庁や他県庁、役場・役所の専門職に就くこともありますし、民間企
業やNPO法人で活躍する人材もおります。

6
海外自然環境実習についての質問です。なぜ実習先はマレーシア、インド、モンゴル
なのでしょうか？

年によって変化がありますが、ドイツやロシアなど違う国が入ることがあります。履修
者や世界情勢によっても変わりますが、世界各国の機関と本学が協定を結んでおり
ます。発展途上の国で自然環境を保全しながらどうやって開発していくかを考えます
ので、先進国よりも発展途上国の方が多くなる傾向にあります。

7
生命環境学についての質問です。実習やフィールドワークについて詳しい内容や調
査場所を教えて欲しいです。

生命環境学の実習場所は、北海道内の洞爺湖町、標茶町、幌加内町などへ出向き、
自然環境変化の原因を探る水質調査などを森林・河川・海といった現場で行いま
す。
実習場所は道内といっても、本学からは車で２～３時間。少し遠いところでは５～６時
間かかる場所になります。

8
野生動物学コースはフィールドワークを多く行うとの話でしたが、どれくらいの頻度で
どれくらいの期間行うのですか。

野生動物保全技術実習を例に挙げますと、これは学内外で実習を行っておりまして、
通年の実習となります。この場合は、平均で１週間に１回の頻度で実施しております。
それぞれ、研究室ごとに実習の時期や頻度は違いますが、月に数回は日帰りまたは
宿泊を伴った様々なフィールドで実習を行っています。

9 新型コロナウイルスによって実習、調査に何か影響はありましたか。

学外実習では、その地域と協定を結び実施しているところもありますが、前学期につ
いては、学外の実習を一時期にストップしました。
学内の実習においても、遠隔授業で対応し、対面を避けられない一部の実習につい
ては、十分な距離を取ることや、本来４～５０名の参加者を１０名ずつに分けて行う、
移動のバスも隣の席は空けるなど、新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとり実
施しております。

10 理科の教員に就職した方はいますか はい。たくさんいます。全国の中学・高校で理科の先生として活躍されております。

11 環境共生学類で理科教員を目指すためにはどのような手法がありますか？

こちらは、教職コースではなく、教職課程で取ることが可能です。３年次に専門科目
を受けて、専門的な知識を持ちつつ、併せて教職に関する科目を取っていただき、教
育実習に参加して取得する流れになります。
環境共生学類では、専門知識を持ちつつ教育になることも出来るのが魅力の１つと
なっています。

12 海外へ研究しに行く時は人数制限などはありますか？
研究内容や担当教員及び予算により出張人数に変動がありますので、希望者全員
が海外研究へ行けるわけではありません。

13 研究室は自分の希望した所に必ず入れますか？人数制限などがありますか？
研究室の人数制限ですが、担当教員の受け入れ可能人数にもよりますので、希望者
が集中した場合は希望する研究室に入れない場合があります。その場合は、第２希
望・第３希望の研究室に所属します。
職業となると、実態的にはNGO・JAICAなどが挙げられます。
・NGO・・・WWF

https://www.wwf.or.jp/
・JICA　野生動物の調査員

https://www.jica.go.jp/environment/case/20170619_03.html
本学であれば、環境共生学類の研究室に所属し、フィールドワーク基礎の一つとし
て、サバイバル能力や海外活動の手順（準備、活動、解析・分析）について、実際に海
外で活躍されている担当教員から指導を受けることが可能です。
また、海外活動は非常に高い英語力が求められますが、本学には国際交流サークル
もあり
留学生と英語で交流することも、またコミュニケーションをとり文化を学ぶことも可能
です。
［国際交流サークルSuKaLeRa］

https://www.rakuno.ac.jp/archives/club/1621.html

私は世界規模で野性動物に関わるような職業に就きたいのですが、例えばどのよう
な職業がありますか？また、そのような職業に就職することは可能ですか？

14
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環境共生学類での環境系企業への率は、年によりバラつきがありますが、１～２割と
なります。就職企業一覧を本学HPに掲載しておりますのでご確認下さい。
［就職企業一覧］

https://www.rakuno.ac.jp/career/careerlist.html
和牛や養豚、乳牛の会社に就職されている方もいます。
本学HPに学類別就職先企業一覧がありますので、ご覧ください。
［就職企業一覧］

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

生命環境学についての質問です。就職人数や就職先について詳しく教えて欲しいで
す。実際に環境系の仕事に就く学生は全体の何割くらいいますか？

15

環境共生学類でも畜産業界で働いた方はいますか？16
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