
サツガクで
就職を目指す。

OPEN CAMPUS
2021.3.20

法学部は、2020年  学部系統別実就職率ランキング道内No.1

「2020年 学部系統別実就職率ランキング」大学通信調べ
今、様々な業界から注目され、ニーズが高まっている法学部の卒業生。
サツガクの先輩たちも様々な分野に進出しています。

全国No.5

10:00 START
15:00 START

午前の部

午後の部

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。
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「リフレクション入試」について解説します。これまでの自己推
薦入試やAO入試との違いを徹底解説。各入試制度における学
力の3要素の扱い、進路選択の視点、大学進学への心構えなど
の理解も進めます。

リフレクション入試徹底解説
今回の注目企画

サツガクの
講義を体験
しよう！

学科説明
授業体験

10：00～11：00

※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。
　変更となる場合がありますので予めご了承ください。

学科説明
15分

授業体験
25分

15：00～16：00

11:15-11:45

大学へ進学される方は必ず学力の3要素がなんらかの形で評価
されます。大学進学への心構えや高校卒業後の進路選択の視
点を含めた総合的な説明をいたします。さらに、学生への支援
体制（修学・経済・就職）についてお話しします。保護者の方は
ぜひご参加ください。

サツガク・ガイダンス

人間科学科／3F305

ひとを共感的に理解する「ソーシャルワーク入門演習」 ／ 新田 雅子
人間科学科では共生社会を支える人材の育成を目標に2020年度から新カリキュラムがスタートしました。
今回はソーシャルワーク入門演習の紹介をとおして人間科学科の新しい教育内容をお伝えします。

英語英米文学科／3F308

サツガク英米のヒミツ！／ 眞田 敬介・水島 梨紗

英語英米文学科で学ぶと、「英語力」はもちろん、さらに「社会で求められる様々なスキル」も身につきます。その仕組み・
学習環境・学生の活躍などをお知らせします。また、本学科に入るための入試のアドバイスもあります。質問も大歓迎！

こども発達学科／3F306

ニューノーマルの「子どもにやさしい」学校と地域を一緒に考えましょう／ 井上 大樹
新型コロナウイルス感染症によって子どもを取り巻く日常は一変しました。一方、子どもの権利を学校、家庭、その他地域
の居場所に至るまで浸透させる取り組みも見られます。本講義では「子どもにやさしい」学校、地域の居場所についてアク
ティビティを交えて一緒に考えます。

法律学科／4F405

環境問題と行政法の役割 ／ 小幡 宣和

私たちの身の回りには、様々な環境問題が存在しています。それらの環境問題に対して、行政法がどのように対応している
のか、考えてみましょう。このような問題について解決するにはどうしたらよいか目を向けながら、受講してみてください。

臨床心理学科／3F303

アクティブラーニングを通して心理学と心理学部を体験しよう ／ 森 直久

心理学を身につけるってどういうこと? 心理学部で身につくことって何? 公認心理師が心理学のすべて? 心理学部が開発に
取り組んできた、サツガク式アクティブラーニングを通じて、あなたの疑問を解決してみませんか。

経済学科／3F301

経済学を学ぶ意味～経済学を学ぶと幸せになれる？～ ／ 浅川  雅己

経済学を学ぶとどんないいことがあるでしょうか。お金儲けの方法がわかったり、就職に有利だったり、幸せになれそう？確かに経
済学は幸せについて考える学問です。でも、その考え方は独特です。経済学の目線で幸せについて一緒に考えてみませんか。

経営学科（会計）／3F307

ザックリと簿記のお話 ／坂口 勝幸

多くの皆さんには馴染みのない簿記。「難解」「数学が苦手なので無理？」と考えられがちですが、基礎さえしっかり固めればど
んどん好きになり、自然に身につきます。今回は「企業→会計記録が命」「資格→学びのグレード」「求められている知識・技術」
について「ザックリと」お話しします。

経営学科（経営）／3F302

ビジネスでの「新常識」を生み出す経営者と経営学 ／碓井 和弘

観光業界やエンターテイメント業界を引っ張る著名な経営者たちは、若い時に経営学やマーケティング戦略を学び、ビジネス
で苦難に直面するとベーシックな経営学に立ち戻ります。社会人になってから貴重な武器になる経営学についてお話します。

午前 / 3F304

午後 / 3F304 16:15-16:45

10:00-11:20午前 / 2F多目的ホール

午後 / 2F多目的ホール 15:00-16:20

―サツガクをよりよく知るために―

リフレクション入試検討の方必見

【
午
前
の
部
】

【
午
後
の
部
】

保護者
向け

午前

午後



午前の部
旅費補助交付

11：10 ～
1Fコミュニティ

カレッジ教室前

午後の部
旅費補助交付

16：10～
1Fコミュニティ

カレッジ教室前

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

午前

1Fコミュニティ
カレッジ教室前
11:10-12:20

午後

1Fコミュニティ
カレッジ教室前

16:10-17:20

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いたしません
のでご了承ください）

サツガク生と話す
SGU Café

午前

3F304教室前
ラウンジ

11:10-12:20

午後

3F304教室前
ラウンジ

16:10-17:20

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。
新札幌キャンパスは初のお披露目と
なります。

キャンパスツアー
午前

3Ｆプレゼン
ラウンジ集合

①11:15-11:45
②11:55-12:25

午後

3Ｆプレゼン
ラウンジ集合
①14:25-14:45
②16:15-16:35
③16:45-17:05



［事務室：江別キャンパスA館2階］

受験生用LINE
【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

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 人文学部

法 学 部 経済学科・経営学科経済経営学部 ※2021年4月開設

札幌学院大学 広報入試課

リニューアル！ロゴマーク
タグライン無料バス発車時刻

集合場所：1F「バス受付コーナー 」（12:00〜12:30）

詳しくは
こちらから

2020年9月使用開始

午前の部のみ運行

HPにて事前にお申込された方がご利用可能です。

学校
推薦型選抜

対策講座

※ 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/18
7 Sun

19
9 Sun

19
3

2022

Sat
学びLIVE！

サツガク
入門

2021年度
オープン

キャンパス
日程 12

6 Sat サツガク模試

4
12 Sat

※一般入試模試のみの開催

リフレクション
入試・学校推薦型

選抜説明会

全体説明会・大学紹介/
サツガク・ガイダンス

午前
午後

10:00-11:20
15:00-16:20 2F多目的ホール

全体説明会・大学紹介/
学科説明・授業体験

午前
午後

10:00-11:00
15:00-16:00

リフレクション入試徹底解説 午前
午後

11:15-11:45
16:15-16:45 3F304

キャンパスツアー① 午前
午後

11:15-11:45
14:25-14:45 3Ｆプレゼンラウンジ集合

キャンパスツアー② 午前
午後

11:55-12:25
16:15-16:35 3Ｆプレゼンラウンジ集合

キャンパスツアー③ 午後 16:45-17:05 3Ｆプレゼンラウンジ集合

個別相談コーナー
（学科カリキュラム・入試制度・奨学金等）

午前
午後

11:10-12:20
16:10-17:20 1Fコミュニティカレッジ教室前

サツガク生と話すSGUCafé 午前
午後

11:10-12:20
16:10-17:20 3F304教室前ラウンジ

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

午前の部

午後の部

Time
Schedule

随時配信中！当日の様子は
Twitterで

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。

Twitter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！ 

新型コロナウィルス感染症対策について

取り
組み

● 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。

●  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。

お願い

保護者
対象

高校生
対象 2ページ目をご確認ください。

JR札幌駅行き ▶ 12：30に発車します。


