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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？
コンセプトの異なる２つのキャンパスが、
あなたらしく学ぶ４年間をサポート

緑あふれる文教地区にある「江別キャンパス」。
学びの意欲や個性を引き出す環境、充実したハード・ソフトの
両面で学生生活をサポート。快適なキャンパスライフを提供します。 

社会に開かれた学びの場「新札幌キャンパス」。
「オープン・エデュケーション」というコンセプト、多様な人との
交流による実践的な学びの場を提供します。

サツガク入門｜｜新札幌キャンパス｜｜
OPEN CAMPUS
2022.3.19 Sat 13:00 START



高校生
対象

「リフレクション入試」として、［面接重視型］と［自己PR重視型］
という2種類の異なる選考方法で実施しています。［面接重視
型］と［自己PR重視型］の違いについて説明します。

リフレクション入試徹底解説
①14：35～15：05　②15：20～15：50

今回の注目企画

大学の入試では必ず「学力の3要素」をなんらかの形で評価し
ています。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。

サツガク・ガイダンス
 ― サツガクをよりよく知るために ―

13：00～14：50

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

※�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

アクティブラーニングで心理学を学んでみよう　森 直久／3F  303教室／13：00 ～14：20

知識の習得にとどまらず、思考力や表現力、そして自己省察力や対人関係能力を含む非認知的能力の獲得までも目的とする「サツガ
ク式アクティブラーニング」で、心理学を学んでみませんか。他大学とは異なる学びの取り組みを体験してください。

人間科学科

多様性を学び、半径５メートルから社会を変えていこう　藤野 友紀／3F  307教室／13：00 ～14：20

人間科学科では共生社会をつくり支える人材育成を目標に、３専攻制のカリキュラムを組んでいます。
今回は心理・教育入門演習の紹介をとおして、人間科学科のユニークで実践的な教育内容をお伝えします。

英語英米文学科

英語英米文学科で『ことば』をどう学ぶ？　眞田 敬介／3F  305教室／13：00 ～14：20

英語英米文学科は英語を専門とする学科です。当然ですね。ですが、英語の授業は他の学科でも取れるのに、あえて英語を専門とする
学科で英語を学ぶとはどういうことでしょうか。この講義では、「英語を学ぶとは、「ことば」ひいては「人間」について知ることだ」と
いうスタンスを取ります。「実用英語」に留まらない、少し深い「英語の学び方」を知ってみませんか。

こども発達学科

コロナ禍で変わる子どもの生活  ―教育・保育にできることは何か―　井上 大樹／3F  306教室／13：00 ～14：20

新型コロナウイルス感染症は、子どもも大人もこれまでの日常を大きく変えてしまいました。今回は、皆さんの経験や現場での奮闘
ぶりを交えながら、コロナ禍の今の教育・保育についてともに考える参加型体験講義（スマホ活用）を行います。

法律学科

法律と日常生活とのかかわりを見てみよう！　伊藤 雅康／3F  308教室／13：00 ～14：20

「法律」というと何か堅苦しい感じがして、興味はあっても勉強がたいへんかも、と思っている人もいるのではないでしょうか。今回は、
「へえ、そういうことにも法律ってかかわっているんだね」と思ってもらえるようなお話をしようと思います。

経済学科

経済学を通して豊かさについて考える　高橋 寛人／3F  301教室／13：00 ～14：20

経済学を勉強するとお金持ちになれるかどうかはともかく、経済学は豊かさについて考える機会が多い学問であることは確かです。
今回は、「豊かさ」というテーマについて、経済学ではどう考えるのか、少し紹介してみたいと思います。

経営学科

就活をサポートする科目「キャリアマーケティング」とは?　碓井 和弘／3F  302教室／13：00 ～14：20

大学生にとって就職活動は、大学での学びの総決算でもあります。大学全体としての就活支援体制はありますが、経営学科ではさら
に専門的な学びや実践科目とリンクさせた指導をします。その科目について、説明します。

2F 多目的ホール

保護者
対象

全体説明・
大学紹介

25分

3F  304教室
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「法律」というと何か堅苦しい感じがして、興味はあっても勉強がたいへんかも、と思っている人もいるのではないでしょうか。今回は、
「へえ、そういうことにも法律ってかかわっているんだね」と思ってもらえるようなお話をしようと思います。

経済学科

経済学を通して豊かさについて考える　高橋 寛人／3F  301教室／13：00 ～14：20

経済学を勉強するとお金持ちになれるかどうかはともかく、経済学は豊かさについて考える機会が多い学問であることは確かです。
今回は、「豊かさ」というテーマについて、経済学ではどう考えるのか、少し紹介してみたいと思います。
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就活をサポートする科目「キャリアマーケティング」とは?　碓井 和弘／3F  302教室／13：00 ～14：20

大学生にとって就職活動は、大学での学びの総決算でもあります。大学全体としての就活支援体制はありますが、経営学科ではさら
に専門的な学びや実践科目とリンクさせた指導をします。その科目について、説明します。

※各企画、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。

サツガク生と話す
SGU Café
14：30-16：00

3F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。
（飲食の提供はありませんのでご了
承ください）

2021年4月に開設した、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。

キャンパスツアー
①12：15-12：45
②14：35-15：05
③15：20-15：50

3Fプレゼンラウンジ

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

14：30-16：00

1Fカフェテリア・1Fラウンジ 

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
施設を、学生スタッフがご案内しま
す。

スポーツ施設ツアー

14：35-15：35

1F社会連携センター前集合（バス移動）

旅費補助交付
14：30～16:00

1F
ラ
ウ
ン
ジ
で
交
付



※今回、学食体験は実施しません。また、当日学食は営業しておりませんので、ご了承ください。

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】

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
● �不織布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。
● �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、オープンキャンパスへの参加をご遠慮ください。

2022年４月に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。

札幌学院大学 広報入試課

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
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Tue学校
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対策講座 18
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入門17

7 Sun

リフレク
ション入試

11
6 Sat 学びLIVE！

学校推薦型
選抜説明会

※一般入試模試のみの開催

3
12 Satサツガク

模試

祝

受付 12：00-13：00

全体説明・大学紹介/サツガク・ガイダンス 13：00-14：50

全体説明・大学紹介/学科説明・授業体験 13：00-14：20

リフレクション入試徹底解説① 14：35-15：05

リフレクション入試徹底解説② 15：20-15：50

キャンパスツアー① 12：15-12：45

キャンパスツアー② 14：35-15：05

キャンパスツアー③ 15：20-15：50

スポーツ施設ツアー 14：35-15：35

個別相談コーナー 14：30-16：00

サツガク生と話すSGUCafé 14：30-16：00

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

【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（1階受付）にて回答完了画面を提
示してください。

全体説明・大学紹介/
サツガク・ガイダンス

A全体説明
　大学紹介
　13:00-13:25
B概要
　13:30-13:40
C修学支援
　13:45-14:00

D学生・経済支援
　14:10-14:25
E就職支援
　14:35-14:50
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