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学校推薦型選抜対策講座
in 江別

キャンパス

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？

2022年４月心理学部は新札幌キャンパスへ移転します。

本学の心理学部は、医療、福祉、教育、司法、認知科学といった

幅広いジャンルの専門家が揃っていることが特徴のひとつです。

ここでの４年間の学びは、公認心理師をはじめとする心理職は

もちろん、一般企業や行政など、あらゆる組織や人間関係で欠か

せない心理学的支援の能力を育み、みなさんの夢を後押しします。

あなたも新札幌の新しいキャンパスで学んでみませんか？



高校生
対象

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
問や面接の対応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、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。

「学校推薦型選抜」対策講座
14：30～15：00

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、受験料免除でこの入試制度の受験チャンスがあります。
時間をかけて制度の概要を解説します。

「スカラシップ入試」概要説明
15：15～15：45

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
10分

＋
大学紹介  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

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／ D館2F  D202教室／13：00 ～14：05

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！　大澤  真平・奥田  統己／ B館1F  B101教室／13：00 ～14：05

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「児童福祉ゼミ」と「文化ゼミ」の実際の様子をご紹介します。

英語英米文学科

Starbucks CoffeeとCafé Starbucks －英語の歴史とカナダの文化－　眞田  敬介／ B館2F  B202 ／13：00 ～14：05

日本でもお馴染みのStarbucks Coffeeですが、カナダのある地域ではCafé Starbucksと表記されます。これを切り口に英語の歴史と
カナダの文化を見てみましょう。英語に対するイメージが少し変わりますよ。

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 ／13：00 ～14：05

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。在学生がピアノ演奏を披露します。

法律学科

「法律」について学んでみよう
加藤  正佳／ D館2F  D201 ／13：00 ～14：05
みなさんは、「裁判」や「法律」という言葉を聞いて、どんなことを
思い浮かべますか。当日は、弁護士としての日頃の経験を交えな
がら、「裁判」の仕組み、大学で「法律」を学ぶ意義についてお話し
します。

模擬裁判「栗山湖畔殺人事件」
岡田  久美子／1号館3F  法廷教室／14：40 ～15：30
白骨遺体は、数年前に失踪した営業部長。失踪前日に部長と一緒
にいたことを、遺体発見まで黙っていた被告人。部長のスマホは、
被告人の家の近くで位置情報が途切れた。いちどは自白した被告
人が有罪か無罪か、考えてみよう。

経済学科

老後2000万円問題のための金融リテラシー　井上  仁／ D館3F  D302 ／13：00 ～14：05

金融リテラシーとはお金に関する知識・判断力のことです。老後2000万円問題を題材に金融リテラシーを学んでみよう。2000万円
も貯められない？そんなことはありません！金融リテラシーを身に付ければ1日たった300円でよいのです。

経営学科〈会計〉

わかりそうでわからない「経理のお仕事」　坂口  勝幸／ E館4F  E402 ／13：00 ～14：05

私のゼミナール学生に、「どんな仕事をしたい？」と尋ねると、「経理の仕事」という答えが多い。では経理の仕事って？と聞くと「簿
記です」という答えが圧倒的。それは正しい答え？今回は、経理の仕事を「日々」「月１」「年１」に分けて具体的に考えてみます。

経営学科〈経営〉

マーケティングは地域と組織、そして人を救う。　碓井 和弘／ E館4F  E402 ／13：00 ～14：05

100年前にマーケティングが登場した時、売れない時代に巧妙に売るのがマーケティングだと考えられていました。現代では信頼さ
れないマーケティングは、成果を出せなくなっています。地域・組織・人を支えるマーケティングについてお話します。

E館3F  E301教室

E館3F  E301教室
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Ｆ館１Ｆ生協売店で引き換えを行っております。
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札幌学院大学

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。

（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。

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。
ＨＰにて事前にお申し込みされた方
がご参加可能です。

新札幌
キャンパスツアー

14：20-15：40
E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―

13：00-14：35
D301教室

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

①12：15-12：45　②14：20-14：50
③15：15-15：45

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

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

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。

自家用車
駐車場

自家用車
駐車場

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

15：00-15：40
G館1F集合（バス移動）

/ 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 /

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/サツガク・ガイダンス/大学紹介 D301教室 13:00-14:35

全体説明/学科説明・授業体験/大学紹介 13:00-14:05

模擬裁判（法律学科） 1号館3F  法廷教室 14:40-15:30

「学校推薦型選抜」対策講座 E館3F  E301教室 14:30-15:00

「スカラシップ入試」概要説明 E館3F  E301教室 15:15-15:45

江別キャンパスツアー D館1F集合

新札幌キャンパスツアー E館1F集合 14:20-15:40

スポーツ施設ツアー G館1F集合 15:00-15:40

教職員と話す個別相談コーナー G館8F ラウンジ 14:00-16:00

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

国際交流コーナー C～D館 2F 14:00-16:00

一人暮らし相談コーナー F館1Ｆ生協購買部 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 G館6F・7F学生食堂 12:00-12:45

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

①①12：15-1212：15-12：：4545 ②②14：20-1414：20-14：：5050 ③③15：15-1515：15-15：：4545

※今回、学食体験は行いませんが、道内主要都市（札幌市内を除く）バスご利用の方には、移動時間等を考慮し、学食を無料提供いたします。　到着・受付後にチケット提示の上ご利用ください。

14：40-1414：40-14：：5555

14：10-1414：10-14：：2525 大学紹介は
希望者のみ

全体説明/サツガク・
ガイダンス/大学紹介
A全体説明
　13:00-13:10
B入試制度
　13:15-13:25
C修学支援
　13:30-13:45

D学生・経済支援
　13:55-14:10
E就職支援
　14:20-14:35
F大学紹介
　14:40-14:55
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サ
ツ
ガ
ク
・
ガ
イ
ダ
ン
ス

OPEN CAMPUS2021

無料ドリンク
チケット

19
9

切
り
取
り

切り取り

札幌学院大学

Ｆ館１Ｆ生協売店で引き換えを行っております。

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・地下鉄新さっぽろ駅行き：全便16：00発車

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

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

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。

● ご飲食時はマスクを外しての
会話はご遠慮ください。


