
全体説明会・大学紹介／サツガク・ガイダンス
（保護者対象）　　　　　　　　　10：00-11：20

全体説明会・大学紹介／学科説明・授業体験
（高校生対象）　　　　　　　　　10：00-11：10

法律学科（模擬裁判）
11：20-11：55

学校推薦型選抜対策講座
11：25-11：55

スカラシップ入試突破対策講座
12：05-12：35

キャンパスツアー
①11：25-11：45　②12：10-12：30　③12：50-13：10

スポーツ施設ツアー
①12：10-12：40　②12：50-13：20

個別相談コーナー（学科カリキュラム）
①11：25-11：40 ②11：45-12：00 ③12：05-12：20 ④12：25-12：40 ⑤12：45-13：00

個別相談コーナー（入試制度・奨学金等）
①11：25-11：40 ②11：45-12：00 ③12：05-12：20 ④12：25-12：40 ⑤12：45-13：00

サツガク生と話すSGUCafe
①11：25-11：40 ②11：45-12：00 ③12：05-12：20 ④12：25-12：40 ⑤12：45-13：00

一人暮らし相談コーナー
10：30-13：20

無料学食体験（G館6・7階）
①11：20-12：00 ②12：50-13：30

〈 臨床心理学科〉
● 心が傷ついたらどうなるの？

〈 人間科学科〉
● ゼミナールをのぞいてみよう

〈 英語英米文学科〉
● ４コマ漫画で英語を学ぼう！

〈こども発達学科〉
● 資質や能力を育む図画工作科の授業

サツガクの
講義を体験
しよう！

〈 法律学科〉 
● 事例で学ぶ法学入門 －法学の世界へようこそ！－

〈 経済学科〉
● 経済学を通して豊かさについて考える

〈 経営学科（会計）〉
● 簿記は「お金 」に関する重要ツールです

〈 経営学科（経営）〉
● こんなコロナの時代だからこそ、

マーケティング

学科説明
授業体験
10：00～11：10

学科説明
15分

授業体験
25分

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00

全体説明・
大学紹介

20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。

このチラシは午前の部へ参加する方を対象とした内容です。

① ②

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

新型コロナウィルス感染拡大予防のため、
午前・午後の二部制といたします。

午前の部

札幌・江別近郊にお住まいの方もしくは「札
幌コース」「新さっぽろコース」の無料送迎バ
スを利用される方を対象といたします。

午後の部

札幌・江別近郊以外にお住まいの方もし
くは「道内主要都市」無料送迎バスを利
用される方を対象といたします。

③

① ②

① ②

オープンキャンパスの一部コンテンツを後日配信（申込制）

人間科学科・英語英米文学科・こども発達学科臨床心理学科

法律学科

心理学部
住所：〒069-8555 江別市文京台11番地
TEL：011-386-8111（代表）　  0120-816-555
URL：https://www.sgu.ac.jp/　E-mail：kouhou@ims.sgu.ac.jp

人文学部

法 学 部 経済学科・経営学科 経済経営学部 ※2021年4月
　新キャンパスでスタート

札幌学院大学 広報入試課

OPEN CAMPUS
2020.9.20SUN

10:00 START
13:00 START

午前の部

午後の部

あなたに
寄り添う大学。

「面倒見が良い大学ランキング（北海道・東北編）」大学通信調べ

多くの企業が採用試験や社員教育などで利用する「コンピテンシー検査」を新入生全員に実施
するなど、目的意識をもって大学生活が送れるように早期から進路や就職について考える機会を
設けていることが特徴です。

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。

サツガクは面倒見が良い大学ランキング（北海道・東北編）道内私大No.1。

サツガク

WEB

Time Schedule



模擬裁判（法律学科）
大学生いじめ強盗殺人事件

同級生から「いじられ」ていた男子学生
が、いじり学生を殺して腕時計を奪いま
した。いじられ学生によると、首を絞め
られたために反撃し、自分の腕時計を
取り返したとのこと。どういう罪になる
のか、あるいは罪にならないのか、考え
てみましょう。

サツガクの教職員と
話す個別相談コーナー

各学科の教員や専門スタッフが下記に
関するご質問・ご相談に個別にお答え
します。お気軽ご相談ください。
○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・ガイダンス
―サツガクをよりよく知るために―

大学の役割も変化する中で、進路選択
の視点や大学進学への心構え、新しい
制度等の説明をします。さらに、札幌
学院大学の学生への支援体制（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。

一人暮らし相談コーナー
F館1階（生協購買部）

一人暮らしのご相談ご質問の受付、資
料の配布を行います。９月発行の最新
版の『2021アパートメントガイド』を無
料で配布いたします。

スポーツ施設ツアー

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、オープンキャンパス学生ス
タッフがご案内します。

サツガク生と話す
SGU Café

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。
（今回は飲食の提供は行いませんのでご了
承ください。）

キャンパスツアー

学びの意欲を引き出す充実の設備環境
を、オープンキャンパス学生スタッフが
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。

学校推薦型選抜対策講座
本学の学校推薦型選抜を受験するための準備、特に口頭試問や面接の
応答の仕方などについて解説をします。また、本制度で合格した場合の、
その後の奨学金獲得のためのチャレンジ制度などについても解説します。

保護者向け

スカラシップ入試突破対策講座
本学の主要な奨学金制度であるスカラシップ入試制度に合格すると、1年
目の授業料が全額免除になります。この制度で合格し入学後に一定の成
績を維持すれば最大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、受験料免除でこの入試制度の受験チャン
スがあります。時間をかけて徹底解説します。

無料学食体験

サツガク生からも地域の方からも美
味しいと評判のサツガクの学食。札幌
市内を一望できる学生食堂にてご賞
味ください。

新型コロナウィルス感染症
対策についての取り組み
● 教職員・学生スタッフは、マス
クを着用いたします。

● 密閉、密集、密接が起こらない
よう運営いたします。

●定期的に消毒を行います。
● 密集・密接を避けるため、全て
のプログラムを予約制とし人数
制限をいたします。

新型コロナウィルス感染症
対策についてのお願い
●マスクの着用と事前の手洗い・
消毒をお願いいたします。

●大学構内に設置の消毒液、もし
くは当日配布する除菌シート（10
枚入）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。

10：00～13：30 

オープンキャンパス

OPEN CAMPUS20 
9

2020

Sun受付開始
9:20

※可能な限り、保護者の方・お付き添いの方は、ご家庭毎にお一人でご協力いただきますようお願いたします。
※身体に障がいがある方で、特別な配慮をご希望の方は、オープンキャンパス実施10日前までに広報入試課へご相談ください。

サツガク
模試

一般入試
模試のみの

開催

※�新型コロナウィ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、大学ホームページをご確認ください。

https://www.sgu.ac.jp/opencampus/

（祝）

5
12 Sat

20
3

2021

Sat

受付開始：10：30 受付開始：12：00

サツガク
入門

2020年度
オープン

キャンパス
日程来学

※ご来学の場合は、人数制限あり・先着順となります。
※Web視聴の場合は、オープンキャンパスの一部コンテンツを後日配信いたします。

事前申込制
保護者・高校の
先生のご参加・
ご視聴も歓迎
いたします。

午前の部

JR札幌駅北口

新さっぽろ
（8番出口タクシー乗場付近）

札幌学院大学

8：30 9：30

14：15 13：30

札幌学院大学

8：45 9：25

13：55 13：30

札幌市内
無料送迎

バス

往路

復路

往路

復路

14：05 13：40

14：25 13：40
14：35 13：50

お申込みはこちらから。
または WEB視聴 来学できない方

対象

9.15
バス予約申込締切

17時
まで火

要予約


