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◎揺れが収まり、避難の必要がないと思われる場合は、オープンキャンパスを続ける予定です。
◎建物は耐震設計となっております。どうぞご安心ください。

オープンキャンパス 地震発生時の対応について

～ 聖徳とつながりませんか ～

★

避難場所

１． 「安全の確保」に努めてください。
 （机の下に隠れる、鞄などで頭を保護す
るなどしてください。）

２． 「落ち着いて行動」してください。
 （将棋倒しなどの可能性もありますので、
職員の指示に従ってください。）

３． 「中庭が避難場所」です。
 （雨天時や避難状況によっては、館内各
フロアでの待機の可能性もあります。）

４． 「館内放送」にて、必要な情報をお知ら
せします。

聖徳公式ＳＮＳ
学科プログラムの更新情報、入試情報やオープンキャンパス情報などを配信しています。
今後在学生の声や学食、カフェ、などのキャンパスライフの１コマもお届けしていきます。 各号館で実施プログラムが異なります。

詳細は中面のプログラムをご覧ください。

この３棟は、
建物の中でつながっています。

●

アンケート
回収場所

⑪⑫⑬
⑭⑮

⑩
⑦

⑱

キャンパスMAP

①②③④
⑤⑥⑰

プログラム名

学生食堂のご案内
リリブ（７号館 B１F）

リリブ

●

受 付

夢に近づくオープンキャンパス
OPEN CAMPUS
聖徳 Welcome!

［午前の部］10：00～12：30
［午後の部］13：00～15：00
両方の参加ももちろんOKです。
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初めての方向け 聖徳ガイド
入試説明
ＡＯ入試説明会
保護者、高校の先生向け
特待制度説明
過去問題解説講座
１・２年生向け特別講演
礼法基礎講座体験
英検必勝アドバイス
学部・学科コーナー
　　　　　　（看護学部以外）
学部・学科コーナー（看護学部）
ＡＯ入試個別相談コーナー
なんでも相談コーナー
指定校推薦入試個別相談コーナー
センパイ広場
在学生によるキャンパスツアー
語学教育センター
ピアノ練習室見学
学生寮バス見学ツアー

ランチ体験

11：00～14：30時 間

受付での食券のお渡しは
13：00までとさせていただきます。
食数に限りがあります。
なくなり次第終了です。

（ラストオーダー  14：00）

スペシャルビーフカレー
（野菜コロッケ付）

アスパラ＆ウインナーの
クリームスパゲティー

ダブルソースオムライス
（ウインナー付）明太子マヨ豚丼
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コースによっては見学いただけない教室がある場合があります。
学びの内容により1～7のコースをご用意しています。

児童・保育コース
幼稚園教諭、保育士、小学校教諭を目指す人向けのコース！人形劇
を行なう教室や、乳児への接し方を学ぶ教室を見学します。ピアノ
練習室も見ることができます。

食物・栄養コース
管理栄養士を目指す方や、製菓・調理などの学びを専攻していきた
い方向けのコース。調理実習室や給食経営を学ぶ教室、実験室な
どをご案内します。

心理コース
心理学を学びたい方向けのコース。
心理系の実験室や検査室、観察室などを見学します。

福祉コース
福祉・介護を学びたい方や、養護教諭を目指したい方向けのコー
ス。介護・入浴関係の実習室や、保健室をイメージした演習室も見
ることができるコースです。

看護コース
最新鋭のシミュレータを用いた授業が特徴の看護学科。国内有数
のシミュレータがある演習室や授業で使用する教室を案内します。

音楽コース
ピアノレッスン室をはじめ、各種楽器の演奏（レッスン）室を見学。
各種演奏会が行われる奏楽堂やパイプオルガンのレッスン室もま
わります。

SEITOKUコース
大学の雰囲気を知りたい方や、学びたい分野が決定していない方向
けのコース。SEITOKUならではの充実した図書館などを見学します。

在学生によるキャンパスツアー詳細

７号館地下１階『学生食堂リリブ』

⑧⑨⑯
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15:0014:3014:0013:3013:0012:3012:0011:3011:0010:3010:00プログラム名
15:0014:3014:0013:3013:0012:3012:0011:3011:0010:3010:00学部・学科名

10：00～15：00で随時実施している共通プログラム

センパイ広場
図書館５Ｆ 閲覧ラウンジ場 所

在学生とのフリートーク
聖徳の学生と話してみよう！ 
聖徳の雰囲気ってどんなだろう？  
授業、部活やアルバイト、
学生寮生活、1日の過ごし方など、
センパイの生の声が聞けます♪

ＡＯ入試個別相談コーナー
図書館５Ｆ アトリウム場 所

ＡＯ入試について個別で
相談できるコーナーです。
「ＡＯ入試って何？」
そんな質問もOKです。
気軽に聞きに来てください！

指定校推薦入試個別相談コーナー
図書館５Ｆ アトリウム場 所

指定校推薦入試に
関する質問に個別
でお応えします。
まずはお気軽にご
参加ください。

なんでも相談コーナー
図書館５Ｆ アトリウム場 所

入試関連の質問や、
キャンパスライフ、
学生寮に関することなど、
個別で相談したい方はコチラ！
編入学、専攻科をお考えの方も
こちらへどうぞ。

語学教育センター
１号館４Ｆ 1404教室場 所

～英会話を楽しもう～
みんなで英会話を楽しんでみま
しょう。
聖徳の全学科の学生が自由に使
用できるセンターです。
皆様もぜひ、英会話に気軽に参加してみてください。

児童保育 ピアノ練習室見学 ７号館 ７Ｆ場 所

幼稚園教諭・保育士・小学校教諭を目指す方はぜひ見学してみてく
ださい。楽譜を貸し出ししていますので、ぜひ弾いてみてください。

資料コーナー
受付でお渡しした資料セットに入っていない資料を
たくさんご用意しています。ぜひお越しください。

１号館４Ｆ 中央階段前場 所

高校生に
リアルな声を
届けます！

共通プログラム 体験授業等の内容は別紙にてご確認ください。

［場所］７号館３階7301教室
ＡＯ入試説明

［場所］１号館５階作法室
礼法基礎講座体験

［場所］１号館４階語学教育センター
英検必勝アドバイス

［場所］７号館３階7301教室
入試説明

［場所］７号館３階7310教室
過去問題解説講座（現代文・英語）

［場所］７号館１階7101教室

1・2年生向け特別講演
「15年後の社会を生きるための大学・学部選び」

［場所］８号館Ｍ２階
学生寮バス見学ツアー

［場所］７号館３階7301教室
初めての方向け  聖徳ガイド

［場所］７号館１階7101教室
保護者、高校の先生向け特待制度説明

［場所］図書館５階 ※詳細は3ページを
　ご覧ください。

在学生によるキャンパスツアー

10：15～10：30 13：00～13：15

11：30～12：00

10：40～11：20

14：00～14：30

10：40～11：00

現代文
10：40～11：20

11：20～12：00

13：30～14：10

英語
12：20～13：00

13：30～13：50

12：40～13：10

12：40～13：10

①10：20～11：10

①10：50～12：10
バスにて移動（和心寮）

②12：20～13：40
バスにて移動（和心寮）

③14：10～14：40
徒歩にて移動（相模台寮）

②12：10～13：00 ③13：30～14：20

学部・学科別プログラム
学科コーナー（展示や先生との個別相談）は随時実施しています。ＡＯ入試エントリーシートの書き方のアドバイスもできます。

大

　

　

　
学

短

期

大

学

［場所］１号館４Ｆ
メディアラウンジ

［場所］１号館４Ｆ
メディアパーク

［場所］１号館４Ｆ
メディアパーク

［場所］１号館Ｂ1Ｆ
１０５１教室

［場所］１号館４Ｆ
メディアパーク

［場所］３号館５Ｆ
３５０３演習室

［場所］１号館４Ｆ
メディアパーク

［場所］１号館４Ｆ
メディアパーク

［場所］１号館４Ｆ
メディアパーク

児童学部

心理学科

社会福祉学科

文学部

人間栄養学部

看護学部

音楽学部

保育科

総合文化学科

AO・推薦入試相談コーナー、エントリーシートの記入のお手伝いコーナーは随時実施。

学科の展示、教員との個別相談は随時実施。

12：30～ 随時実施。

10：05～10：30
体験授業Ⓐ

10：40～11：10
体験授業Ⓑ

「就活を終えた4年生と話そう」コーナー、個別相談、展示コーナーは随時実施。

コース説明・入試なんでも相談・ピアノ相談は随時実施。

11：10～11：40
体験授業Ⓐ

13：00～13：30
体験授業Ⓑ

10：10～10：25 13：05～13：20入試クイックNAVI

11：20～11：35 11：40～11：55 附属幼稚園見学

入試クイックNAVI

12：45～13：30 ピアノ専修セメスターコンサート

10：25～10：40 音楽学部紹介 13：20～13：35 音楽学部紹介

10：40～11：40
文学部説明会

13：00～14：00
文学部説明会

推薦入試・AO入試ポイント講座
11：40～11：55

推薦入試・AO入試ポイント講座
14：00～14：15

写真で見る文学部の学生生活
10：15～10：30

個別相談・施設見学は随時実施。

個別相談、AO・推薦入試相談は随時実施。

音楽教員養成コースによる「音教まつり」　会場は１号館３階香順メディアホール

AO・推薦相談コーナーは随時実施。

10：10
 ～10：50

体験授業Ⓐ

12：40
 ～13：20

体験授業Ⓐ

11：00
 ～11：40

体験授業Ⓑ

11：50
 ～12：30

体験授業Ⓒ

14：20
 ～15：00

体験授業Ⓒ

13：30
 ～14：10

体験授業Ⓑ

学科説明
10：20～10：40

学科説明
13：40～14：10

卒業生に話を聞こう！
12：30～13：10

学科説明
10：00～10：15 学科説明10：45～11：00

保育科説明
13：00～13：15

体験授業10：40～11：10

体験授業Ⓐ
10：20～10：50

体験授業ⒷⒸ
11：00～11：30

体験授業Ⓐ
10：30～11：00

体験授業Ⓑ
11：15～11：45

体験授業Ⓐ
11：00～11：30

体験授業Ⓑ
14：10～14：40

赤本先行配付
しています。

過去問題解説講座
現代文、英語
赤本2018を持っていなくても参加OK
会場にて配布します。

学科見学ツアー（所要時間　約30分）
13：00～ 随時実施。
体験授業Ⓒ

3年生・受験生
おススメ！！

高1・2年生
おススメ！！ 「15年後の社会を  

生きるための  
大学・学部選び」

特別講演

講師プロフィール
倉部 史記
（くらべ しき）
NPO法人NEWVERY　理事、WEEKDAY CAMPUS VISITディレクター
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科修士課程修了。企業広報のプロデュース
を手がけた後、私立大学専任職員、予備校の総合研究所など様々な立場で高等教育に
関わる。進路選びではなく進路づくり、入試広報ではなく高大接続が重要という観点
から様々な団体やメディアと連携し、企画・情報発信を行っている。全国の高校や進
路指導協議会で、進路指導に関する研修講師を務める実績も多い。

駿台予備校
人気講師による現代文

今井 愛子 先生
英語

齋藤 寛 先生



分かりやすく楽しい内容で
各学部・学科の学びの奥深さに
触れてみましょう。

大学体験授業一覧
短大の体験授業一覧は裏面です。

時 間 場 所

児童学部 ①大学
子どものこころを理解しよう

鈴木  由美先生

子どものこころを理解して、気持ちをぎゅーっとつかんで、子どもと仲良くな
れる方法を学びましょう。

心理学科大学
人はいつから人の心が読めるようになるのか
─マインド・リーディングの発達 佐伯  素子先生

時 間 場 所

社会福祉学科 ①大学
健康な生活をイメージしよう！
～心と身体のバランス～

松原  みき子先生

身体って不思議、心って不思議。自分の生活を考えながら健康増進をはかり
ましょう。身近なことから社会生活へと視野を広げてみましょう。

時 間 場 所

社会福祉学科 ②大学
差別と偏見～レッテル貼りの話～

山田  等先生

ラベリング（レッテル貼り）について、考えてみましょう。どのように差別や
偏見が生まれるのかそのメカニズムを知ろう。

時 間 場 所

人間栄養学部 ①大学
皮をむいた果物や野菜が変色するのはなぜ？

藤原  しのぶ先生

酵素による食品の褐変反応のメカニズムを知り、変色の防止方法を考えま
しょう。その効果を実験で確認します。

時 間 場 所

人間栄養学部 ②大学
腸が悪いと体調も悪い！？
健康の決め手は腸にあり！

川村  千波先生

細菌などから身体を守ってくれる免疫力は、腸内の環境に左右されるってご
存じでしたか？　腸内環境を整える食事について一緒に考えてみましょう。

音楽総合学科大学
合唱の輪の中に入ってともに歌おう！

松井  孝夫先生
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オープンキャンパス

10：05～10：30 １号館４階 児童学部コーナー

時 間 場 所

児童学部 ②大学
手遊びを学問しよう

関口  明子先生

手遊びの体験を通して、手遊びが様々な学問とどう結びつき、子どもに大切
な学びをもたらすのかを学びましょう。帰り道に希望者の方は附属幼稚園を
見学しに行きます。

Ⓑ 10：40～11：10 ７号館３階 7308教室 時 間
場 所
赤ちゃんはいつから人の心を理解し始めるの？心を理解できる人は思いやり
のある人なの？　など、心の理解に関する心理学について学びます。

Ⓐ 11：10～11：40　Ⓑ 13：00～13：30
１号館４階 心理学科コーナー

Ⓐ 11：00～11：30 １号館４階 社会福祉学科コーナー Ⓑ 14：10～14：40 １号館４階 社会福祉学科コーナー

Ⓐ 10：30～11：00 １号館１階 1307実験室 Ⓑ 11：15～11：45 １号館１階 1310実験室

時 間 場 所
音楽教員養成コースの学生とともに合唱の輪に加わり、歌の醍醐味やハーモ
ニーを楽しみましょう。

10：40～11：10 １号館３階 香順メディアホール
時 間 場 所

人間栄養学部 ③大学
給食の最新トレンド！
新調理を体験しよう 別所  京子先生

新調理とは、従来の調理法とは異なり、別の日に料理を提供できるように衛
生管理を徹底した調理です。今回は、大量調理実習室内に設置してある新調
理の機器を実際に見学します。給食現場の最新トレンドを体験しませんか？

Ⓒ 13：00～随時実施 １号館３階 1323教室



分かりやすく楽しい内容で
各学部・学科の学びの奥深さに
触れてみましょう。

短大体験授業一覧

時 間
場 所
インテリアや住まいに関する知識に触れながらモノ・空間の理解を深めてみ
ませんか。

時 間
場 所
駅の窓口においてある、分厚い冊子、時刻表。あの見方や使い方のヒントを
お教えします。旅行好き集まれ！

保育科 ①短大
子どもと遊び

近内  愛子先生

総合文化学科 ②短大
時刻表で遊んでみよう

鈴江  朋子先生

総合文化学科 ③短大
デザイン・インテリアブランチの魅力を体験しよう

不破  章夫先生
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オープンキャンパス

時 間 場 所
遊びは、子どもの発達にとって、なくてはならないものです。それはなぜでしょ
うか。一緒に考えてみましょう。

Ⓐ 10：20～10：50 ７号館３階 7311教室

保育科 ③短大
ぴかぴかお絵かき

北沢  昌代先生

時 間 場 所
ライトとカメラでお絵かきをしましょう！全身を使って表現を楽しんで、子ど
ものアートを感じてみませんか？

Ⓒ 11：00～11：30 保育科コーナー集合

保育科 ②短大
赤ちゃんが健康に過ごすために必要なこと！

小櫃  芳江先生

時 間 場 所
赤ちゃん人形を使って、乳児に必要な生活習慣へのケアを体験しましょう。

Ⓑ 11：00～11：30 ７号館３階 7313教室

Ⓑ 11：00～11：40　13：30～14：10
１号館４階 総合文化学科コーナー集合

Ⓒ 11：50～12：30　14：20～15：00
１号館４階 総合文化学科コーナー集合

時 間
場 所
たくさんの情報素材を整理して、多くの人に見てもらう情報加工をするのが
編集作業です。本講義では素材を整理してレイアウトする編集作業の極意を
伝授し、本作りの体験をしていただきます。

総合文化学科 ①短大
本作りの編集作業を体験！！ 野中 博史先生

Ⓐ 10：10～10：50　12：40～13：20
１号館４階 総合文化学科コーナー集合

大学の体験授業一覧は裏面です。


