
学校推薦型選抜対策講座

OPEN CAMPUS

2022.9.18 Sun
｜｜江別キャンパス｜｜

13:00 START

コロナ禍で学校のデジタル化は急速に進行する一方、

ふれあいの機会が急速に失われていることが危惧され

ています。教育・保育の基本は子どもたちと「ともに」

過ごし、「ともに」楽しみ、「ともに」学びあうこと。

「学びを止めない」SGUの「こはつ」には、遠隔でも対面

でも「ともに」学び続けられる環境があります。未来を

つくる教育者・保育者への道の出発点は、SGU「こはつ」に

あります。

人文学部こども発達学科

未来をつくる一歩



高校生
対象

「学校推薦型選抜」については、「指定校入試」「指定スポーツ
入試」「公募制入試」などそれぞれの入試制度の違いについ
て紹介します。

「学校推薦型選抜」対策講座
14：15-14：45

今回の注目企画

スカラシップ入試で合格すると１年間の授
業料が免除され、入学後の成績が一定条件
をクリアすれば最大４年間授業料免除とな
ります。学校推薦型選抜などですでに
合格している場合も、「チャレンジ制
度」と言って、受験料免除でこの
入試制度への受験チャンスがあ
ります。

「スカラシップ入試」概要説明
15：00-15：30

サツガクの

授 業を体 験

しよう！

学科説明
授業体験

学科説明
25分

授業体験
25分

全体説明
10分

※�実際の講義の雰囲気を体験できる
授業体験を実施します。テーマは予
定です。当日、変更となる場合があり
ますので予めご了承ください。

G館1F SGUホール

臨床心理学科

あなたの知らない世界 －心理療法と「憑きもの祓い」－　村澤 和多里／ E館3F  E301教室／13：00 〜14：00

このところ「呪術廻戦」をはじめとして「憑依」をテーマにしたアニメが流行しています。本講義では、「憑依」という現象と臨床心理学
との結びつきについてひもとき、「心理療法」のはじまりとその後の展開についてお話しします。

人間科学科

ゼミナールをのぞいてみよう！　奥田 統己・舛田 弘子／ B館2F  B201教室／13：00 〜14：00

人間科学科には多様な分野の教員がいます。３年次からは自分の興味関心のある教員のゼミに所属し、より専門的な学びを少人数で
深めていきます。今回は地域文化専攻の奥田ゼミ、心理教育専攻の舛田ゼミの様子をのぞいてみましょう。

英語英米文学科

英文法の考え方と学び方　眞田 敬介／ B館2F  B202教室／13：00 〜14：00

「文法の勉強はつまらない」と思ったことがある方は、ぜひこの講義に参加してください。「そもそも文法って何？何のためにあるの？」
「英文法をどうやって学ぶといいの？」などの問いに具体的に迫ります。もちろん、英文法をさらに勉強したい人も歓迎します。

こども発達学科

音楽に合わせて活動しましょう！　枡谷 隆男／ C館2F  C205教室／13：00 〜14：00

保育所の音楽表現や小学校の音楽教科で習う「音楽」のリズムに合わせて、手や身体を動かす体験をします。在学生が授業で学んだ曲の
ピアノ演奏を披露します。世界の珍しい民族楽器を展示し、その音を実演します。

法律学科

保証人になって大丈夫？
橘井 雄太／ D館2F  D201教室／13：00 〜14：00
世の中では、契約をする際に保証人を立てることを求められたり、
友人から保証人になってほしいと頼まれたりすることがありま
す。このような場合に備えて、保証人にはどのような義務・責任
があるのかを学びましょう。

模擬裁判  「コロナ禍ノーマスク傷害致死事件」
岡田 久美子／ D館2F  D201教室集合／14：10 〜15：10
感染防止対策をして営業している居酒屋に、マスクなしの客が訪れ
た。マスクを着けてほしいと店長が求めると、傘を振り回して暴れ
出した客。店長はこの客を投げ飛ばし、素手で絞めつけ、死亡させ
た。店長の対応は、正当なのか、それとも犯罪なのか、考えてみよう。

経済学科

今日買った「ぱんじゅう」が支える豊かな国とGDP　南川 高範／ E館3F  E302教室／13：00 〜14：00

豊かな国とはどんな国か、ということを考えたことはあるでしょうか。経済学では豊かさを経済活動が支えると考えます。その意味を、
「ぱんじゅう」を売るという架空の経済活動で考えてみるという講義です。

経営学科

簿記はいろいろ？
坂口 勝幸／ D館3F  D301教室／13：00 〜14：00
農業・工業・商業で簿記は同じなのかな。結論は「原理は一緒」で
す。しかし、それぞれが特徴を持っています。そこ合わせたことば
（勘定組織）と考え方は独特です。今日は、その一端を紹介します。

将来、あなたの役に立つ経営学
碓井 和弘／ D館3F  D301教室／13：00 〜14：00
経営学のベーシックな戦略理論を活用して、企業が生まれ変わり、
地域が再生する。混迷の時代だからこそ、経営学の明快な手法を
使って新しい光を見つけることができます。それを自分の将来に
活かせるかについて考えてみましょう。

G館1F SGUホール



/ G館1Fで受付 /

旅費補助交付
14：00～16:00

受付開始
12：00

/ G館8Fラウンジで交付 /
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サツガク生と話す
SGU Café
14：00-16：00
G館8Fラウンジ

進学に関する疑問や、サツガクでの
学生生活など、受験を乗り越えて学
生生活を送っている学生スタッフが
丁寧にお答えします。

大学入試では必ず「学力の３要素」
をなんらかの形で評価します。まず、
入試制度について概略的な説明を
いたします。次に、学生への３つの
支援体制（修学・経済・就職）につ
いてお話します。保護者の方はぜひ
ご参加ください。

G館

F館

E館

D館

C館
B館

A館

受付

バス乗り場
無料送迎

保護者
対象

大学生協が、一人暮らしのご相談
ご質問の受付、『アパートメントガイ
ド』を無料で配布いたします。

広いフィールド、室内練習場やトレー
ニングルームなど、充実の総合体育
施設。その一部を学生スタッフがご
案内します。

スポーツ施設ツアー

14：55-15：40
G館1F集合（バス移動）

サツガク・ガイダンス
―サツガクをよりよく知るために―

13：00-14：05
G館1F SGUホール

一人暮らし
相談コーナー

14：00-16：00
F館1F生協購買部

学びの意欲を引き出す充実の設備
環境を、学生スタッフがご案内しま
す。窓から見える緑あふれる景色も
お楽しみください。

江別キャンパスツアー
①12：15-12：45　②14：10-14：40

③15：00-15：30

D館1F集合

各学科の教員や専門スタッフが下記
に関する質問・相談に個別にお答え
します。お気軽にご相談ください。
○入試制度　○学科カリキュラム
○奨学金　○資格取得支援
○キャリア支援体制　○クラブ活動

サツガクの教職員と話す
個別相談コーナー

14：00-16：00
G館8Fラウンジ

図書館
研究棟

1号館

2号館

3号館

自家用車
駐車場

自家用車
駐車場

新札幌
キャンパスツアー

14：15-15：35
G館1F集合（バス移動）

2021年に開設した学生と教職員、さ
らに市民、地元企業を結ぶ「オープ
ン・エデュケーション」の場としてデ
ザインされているキャンパスを、学生
スタッフがご案内します。

国際交流コーナー

14：00-16：00
C〜D館2F

海外留学、留学生との交流に関す
る相談はこちらにお越しください。
海外の協定校との交流プログラム
の動画上映も行います。

サ ツガクを もっと 知りたくなるイベントが 盛りだくさん 。



受験生用LINE
心 理 学 部　　臨床心理学科　　　
人 文 学 部　　人間科学科・英語英米文学科・こども発達学科
法 学 部　　法律学科
経済経営学部　　経済学科・経営学科【事務室：江別キャンパスA館2階】

札幌学院大学 広報入試課

SNSで随時配信中！当日の様子は

オープンキャンパス
の 状 況を学生 広報
スタッフ「LINK」が
レポートします。

SNSを確認して興味のある
イベントをチェックしてください！ 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
開催方法が変更になる可能性がありますので、
最新の情報は大学ホームページをご確認ください。
https://www.sgu.ac.jp/opencampus/21

3
2023

Tue2022
Open Campus

サツガク
入門

※一般入試模試のみの開催

3
12 Satサツガク

模試

祝

Twitterは
こちら

Instagramは
こちら

無料送迎バス
HPにて事前にお申し込みされた方がご利用可能です。

JR札幌駅行き・地下鉄新さっぽろ駅行の
ご予約者のみＧ館1Ｆ「バス受付コーナー」（15：30~15：50）にて

受付後にバスへご乗車ください。

受付 12：00-13：00

全体説明/サツガク・ガイダンス 13：00-14：05

全体説明/学科説明・授業体験 13：00-14：00

模擬裁判（法律学科） 14：10-15：10

「学校推薦型選抜」対策講座 14：15-14：45

「スカラシップ入試」概要説明 15：00-15：30

江別キャンパスツアー

新札幌キャンパスツアー 14：15-15：35

スポーツ施設ツアー 14：55-15：40

教職員と話す個別相談コーナー 14：00-16：00

サツガク生と話すSGUCafe 14：00-16：00

国際交流コーナー 14：00-16：00

一人暮らし相談コーナー 14：00-16：00

無料学食体験  ※道内主要都市（札幌除く）バスご利用者のみ 12：00-12：45

12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00

保護者対象

高校生対象

Time Schedule
①①12：15-1212：15-12：：4545 ②②14：10-1414：10-14：：4040

③③15：00-1515：00-15：：3030

【江 別 キ ャ ン パ ス】 江別市文京台11番地
【新札幌キャンパス】 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目1-1
TEL：011-386-8111（代表）　  0120-816-555
URL：https://www.sgu.ac.jp/　E-mail：kouhou@ims.sgu.ac.jp

本日のご感想等アンケートにご協力ください！
アンケートご回答の方にサツガクのオリジナルグッズをプレゼ
ントいたします。引き換え場所（G館1階）にて回答完了画面を提
示してください。

全便16:00発車

新型コロナウイルス感染症対策についての取り組み
●教教職員・学生スタッフは、マスクやフェイスガードを着用いたします。
●密閉、密集、密接が起こらないよう運営いたします。
●定期的に換気を行います。

新型コロナウイルス感染症対策についてのお願い
●マスクの着用と手洗い・手指消毒をお願いいたします。
●大学構内に設置の消毒液の適宜使用をお願いいたします。
●バス乗車時・大学入構時に検温を行います。37.5度以上の発熱や体調不良の
症状がある場合は、バス乗車・オープンキャンパスへの参加をご遠慮ください。

●学食体験は黙食にてお願いいたします。

● 今回、学食体験は行いません。札幌市内を除く道内主要都市無料送迎バスをご利用の方のみ、移動時間等を考慮し学食を無料提供いたします。受付後にチケット提示の上ご利用ください。
● �「【高校生対象】全体説明/学科説明・授業体験」「【保護者対象】全体説明/サツガク・ガイダンス」以外の各企画については、当日ご自由にご参加ください。参加希望者が多数の場合は、企画会場に先に到着された方に優先的にご参加いただきます（先着順）ので、ご了承ください。


