
答 え は 、ひ と つ じ ゃ な い か ら 面 白 い 。

あなたなら、どのように学ぶ？

札幌学院大学は、面倒見が良い大学ランキング（北海道・東北編）で

北海道私大２年連続１位となりました。教職員が学生一人ひとりに

合わせて、全力でサポートしているサツガクで、あなたの可能性を

広げてみませんか。

OPEN CAMPUS
2021.7.18 Sun  11:00 START

学びLIVE !
in 江別

キャンパス



高校生
対象

「リフレクション入試」については、従来のAO入試を引き継ぐ
［面接重視型］と自己推薦入試を引き継ぐ［自己ＰＲ重視型］
として選考方法を2種類に分けて実施します。これまでの自
己推薦入試やAO入試との違いについて概要を説明します。

「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。

「リフレクション入試」・「学校推薦型選抜」
概要説明会 12：50～13：35

今回の注目企画

合格すると1年間の授業料が免除される、スカラシップ入試
制度の説明をします。条件をクリアすれば最大4年間授業料
免除になるこの制度の魅力を解説します。

「スカラシップ入試」概要説明会
14：30～15：00

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
20分

授業体験
各25分

全体説明・
大学紹介

20分

＋
リフレクション入試学科別説明

15分（ご希望の方のみ）

※�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。

臨床心理学科
①第3世代の認知行動療法入門
－感情はコントロールするものか、受容するものか－
宮崎  友香／ E301 ／11：50 〜12：15
心理療法のうち、様々な領域でその効果が確かめられて
いる認知行動療法では、不快な感情を「物事のとらえ方
(認知)」や「ふるまい方(行動)」を変えてセルフ・コン
トロールすることを目指してきました。しかし近年、不
快な感情を「受容」して、俯瞰（ふかん）しているうちに
その感情が過ぎ去るという発想の、第3世代の認知行動
療法が注目されています。当日は、その発想の詳細や方
法についてご紹介いたします。

②環境からとらえる心：
生態学的アプローチの視点
伊藤  万利子／ E301 ／13：50 〜14：15
ヒトを含めた動物の知性を追究するのが認知科学とい
う学問領域です。この体験授業では、認知科学に多大
な影響を与えてきた生態学的アプローチについて概
説します。生態学的アプローチの「知性を支える環境」
という考え方がデザイン等で活かされている具体例も
紹介します。

③もしも私の父が精神病になったら
－精神科領域の対人援助を学ぼう－
中村  裕子／ E301 ／15：10 〜15：35
もしも自分の家族が精神病になったら、どのようなこと
が起こるのか想像してみましょう。また、精神病の背景
にはいろいろな要因が隠れています。それらに対して、
どのような専門家が、どのように援助しているか、事例
を交えながらお話しします。

人間科学科
①人間の能力って何？
松川  敏道／ D202 ／11：50 〜12：15
大学には少人数で専門的な学びを深めるゼミナールがあ
ります。今日はゼミで取り組んでいることの一端をご紹
介します。人間の能力って何だろう。障害者スポーツや
パラリンピックにも関わらせながら一緒に考えてみませ
んか。

②特別支援教育の授業を体験しよう！
田中  敦士・栃真賀  透／ D202 ／13：50 〜14：15
本学科では、特別支援学校教諭Ⅰ種免許状が取得可能
です。障害のある子どもたちにどのような教育を行っ
たらよいのか、普段大学での授業の一部を体験して頂
けます。今回は、発達障害の一種であるADHDと病弱
児の特徴及び指導法をご紹介します。

③３Dで文化財を測ってみよう。
　記録してみよう。
臼杵  勲／ B201 ／15：10 〜15：35
普及が進む３D化などの先進技術を用いて、文化財・博
物館資料等を記録する方法を実際に体験しながら、新し
い文化遺産の活用法についての理解を深めてもらいます。

英語英米文学科
①英語コミュニケーションAdventures!
コホ ジュニア J.C. ／ B202 ／11：50 〜12：15
What’s the strangest food you ever tried? Have you ever felt embarrassed or 
confused when travelling somewhere else? What is the most surprising thing 
you’ve ever encountered in your home country? The world is a very diverse 
place, and we may come across things that are familiar, interesting, exotic, 
unusual, surprising… together, let’s discover more about how learning English 
lets us experience diversity and learn from it!

②アメリカ漫画『ピーナッツ』（スヌーピー）のせりふを読んでみよう。
岡崎  清／ B202 ／13：50 〜14：15
せりふを読んでみよう。4コマ漫画のせりふを通して登場人物（動物）の心の中をさぐり
ます。せりふに込められた真の意味にせまりましょう。漫画の絵をヒントに「行間を読
む」とはどういうことか理解を深めていただきたいです。

こども発達学科
①小学校の児童や保育園の幼児が笑顔になる運動ゲームを体験しましょう。
松井  光一／ C205 ／11：50 〜12：15
体操着や運動靴がなくても楽しめる「ゲームのような運動」を体験しましょう。運動好きも
運動嫌いもみんなが楽しく笑顔になる「やさしい体育授業（運動遊び）」を味わってくださ
い。小学校教師や保育士になりたいと思ってくれたらうれしいです。

②子育てが楽しくなる「社会のしくみ」を考える。
榊  ひとみ／ C205 ／13：50 〜14：15
少子化問題や、待機児童問題、児童虐待問題など、現代の子育てには様々な問題があ
ります。どうすれば、これらの問題は、解決の方向にむかうでしょうか？子育てが楽
しくなる「社会のしくみ」を一緒に考えましょう。

法律学科
①環境問題と行政法の役割
小幡  宣和／ D201 ／11：50 〜12：15
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。

②模擬裁判「いねむり殺人事件」
岡田  久美子／1号館3F法廷教室／14：00~14：50
近所に住む知人を夜中に撲殺したとして裁判にかけられた被告人。彼は、睡眠障害の
診断を精神科で受けていた。睡眠中に暴れたと言う被告人と事件前後の被告人の様子
を知る証人らの声を聞いて、罪になるかを考えます。

経済学科
①高校「日本史」と大学での「日本経済史」との間
湯川  郁子／ D302 ／11：50 〜12：15
高校「日本史Ｂ」の教科書を素材として、「不思議」の世界をのぞいてみましょう。この
授業体験で「不思議」が解明されるかどうかは覚束ないけれど、「不思議」を「不思議」
として発見する力が、大学での勉強につながると、私は思います。

②社会のデータをとってくる：社会調査のスキルがあると…！
大國  充彦／ D302 ／13：50 〜14：15
社会の問題を捉えるとき、データをとってきて調べます。データをとるスキル、デー
タを分析するスキル、分析結果が何を意味するのか考えるスキル。これら社会調査の
スキルでどんなことができるのか、具体的に示していきます。

経営学科
①将来必ず役立つ経営学
碓井  和弘／ D301 ／11：50 〜12：15
本は前から後ろのページに向かって読みますが、組織経
営は後ろから前に向かい読み解きます。経営学は、目標
を定めていつ何をすべきかを検討するもので、就活でも
社会人になっても大切な知識・技術です。事例を取り入
れお話しします。

②キャリア形成に役立つ基礎知識
矢川  美惠子／ D301 ／13：50 〜14：15
社会人になるまでの準備期間である大学生活におい
て、アルバイトなどでも実践学修できるポイントを授
業します。ホスピタリティをベースにした人間関係作
りやコミュニケーションの取り方など、エアライン
サービスで培った接遇マナーの考え方について知識付
与し簡単な実践演習を行います。

③投資の必要性
大学生のうちに日本を出てみよう！
吉川  哲生／ D301 ／15：10 〜15：35
投資といった場合、金融資産を増やすことと自分の将来
の収入を増やすためにする自分磨きをすることの２つの
意味があります。大学時代にこの２つの投資をして、あ
なたの未来の可能性を広げましょう。

G館1F  SGUホール

G館1F  SGUホール



/G館8Fで交付 /

旅費補助交付
12：30～16:00

OPEN CAMPUS2021

利用可能時間  事前予約された時間
G館6・7階にて引き換えを行っています。

無料学食・ドリンク
チケット
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札幌学院大学

サツガク生と話す
SGU Café
12：30-16：00

G館 8F

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）

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、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。

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、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

①12：30-13：10　②14：30-15：10

E館 1F集合（バス移動）

無料学食体験
①12：00-12：25　②12：30-12：55
③13：00-13：25　④13：30-13：55

G館 6F・7F 食堂

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を無
料で提供いたします。札幌市内を一
望できる学生食堂にてご賞味くださ
い。

サツガク・ガイダンス
―サツガクをよりよく知るために―

11：00-12:30
G館1F SGUホール

一人暮らし相談
コーナー
12：30-16：00

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。

キャンパスツアー
①12：25-12：55　②13：10-13：40
③14：25-14：55　④15：15-15：45

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

12：30-16:00
G館 8F

図書館
研究棟

1号館

2号館

3号館

「教育」＝「教師」と思ってませんか。
放課後の子どもや高齢者向け講座
の企画など公務員、民間で活かせる

「社会教育士」課程が2020年度よ
りスタートしました。どの学部から
も履修できる「社会教育士」を活用
した「地域貢献のプロ」の道を紹介
します。

社会教育士課程
説明会

14：30-15：00
B102

国際交流コーナー

12：30-16：00
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。

自家用車
駐車場

自家用車
駐車場

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 。
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全体説明・大学紹介/
サツガク・ガイダンス

G館1F SGUホール 11:00-12:30

全体説明・大学紹介/学科説明・授業体験①
リフレクション入試学科別説明・授業体験②・授業体験③

模擬裁判（法律学科） 1号館3F法廷教室 14:00-14:50

「リフレクション入試」・
「学校推薦型選抜」概要説明会 G館1F SGUホール 12:50-13:35

「スカラシップ入試」概要説明会 G館1F SGUホール 14:30-15:00

キャンパスツアー①②③④ D館1F集合

スポーツ施設ツアー①② E館1F集合

教職員と話す個別相談コーナー G館8F 12:30-16:00

サツガク生と話す SGU Café G館8F 12:30-16:00

社会教育士課程説明会 B102 14:30-15:00

国際交流コーナー C-D館2F 12:30-16:00

一人暮らし相談コーナー F館1F 12:30-16:00

無料学食体験①②③④ G館6F・7F  学生食堂

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

Time Schedule

保護者
対象

高校生
対象

①11：50-12①11：50-12：：1515 ②②13：50-1413：50-14：：1515 ③③15：10-1515：10-15：：3535

①①12：25-1212：25-12：：5555 ②②13：10-1313：10-13：：4040 ③③14：25-1414：25-14：：5555 ④④15：15-1515：15-15：：4545

①①12：30-1312：30-13：：1010 ②②14：30-1514：30-15：：1010

①①12：00-12：00-
1212：：2525

②②12：30-12：30-
1212：：5555

③③13：00-13：00-
1313：：2525

④④13：30-13：30-
1313：：5555

各学科の詳細は、
授業体験一覧を
参照してください。

リフレクション
入試学科別
説明は希望者
のみ。12：15-12：15-

1212：：3030

OPEN CAMPUS2021

利用可能時間  事前予約された時間
G館6・7階にて引き換えを行っています。

無料学食・ドリンク
チケット
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切り取り

札幌学院大学

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

無料バス発車時刻

集合場所：Ｇ館1Ｆ「バス受付コーナー」（15：30~15：50）

ＨＰにて事前にお申し込みされた方がご利用可能です。

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！ 

道内主要都市行き・JR札幌駅行き・地下鉄新さっぽろ行き：全便16：00発車

学校
推薦型選抜
対策講座

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/19

9 Sun

19
3

2022

Satサツガク
模試

4
12 Sat

※一般入試模試のみの開催
新札幌キャンパス

2021
Open Campus

江別キャンパス 新札幌キャンパス

サツガク
入門

【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。

新型コロナウイルス感染症
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た
します。


