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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

キャンパスMAP
プログラム名

①
②
③

④　 
⑤

⑥ 
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

初めての方むけ聖徳ガイド
入試説明
入試必勝対策講座（面接編）
入試必勝対策講座
　　　　　（作文・小論文編）
在学生によるキャンパスツアー
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）
面接体験コーナー
指定校推薦入試個別相談コーナー
なんでも相談コーナー
ＡＯ入試個別相談コーナー
センパイ広場
語学教育センター
ピアノ練習室見学

学生食堂のご案内
リリブ（７号館 B１F）

リリブ

●

受 付

◎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

★

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。

～友だち登録orフォロワーの方には赤本を無料でプレゼント！～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。

配布は資料コーナー（１号館４Ｆ 中央階段前）

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。
なくなり次第終了となりますので、
ご了承ください。

（ラストオーダー  14：00）

７号館地下１階『学生食堂リリブ』

［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。

9/17（日）
OPEN CAMPUS
聖徳 Welcome!
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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

⑤⑨⑩
⑪⑫⑬

⑦
⑭①②③

④⑥⑧

厚みが自慢の
メンチカツ丼 唐揚げチャーハン カリカリベーコンの

ミートソース スペシャルビーフカレー
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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♪

受験生にオススメ！
入試本番に向けて面接の体験を
してみませんか？人に自分の考え
を伝える良い練習になりますよ。
個別なので存分に体験してくだ
さい。

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！

面接体験コーナー
１号館Ｂ１Ｆ 1054会議室場 所

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。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。

［場所］１号館３階 香順メディアホール
入試説明

［場所］１号館２階 １２１９教室
入試必勝対策講座（面接編）

［場所］１号館２階 １２１９教室

入試必勝対策講座
　　　　（作文・小論文編）

［場所］図書館５階
　　　　※詳細は3ページをご覧ください。

10：15～10：30 13：00～13：15

10：50～11：20 13：20～13：50

11：30～11：50 14：00～14：20

12：00～12：30 14：30～15：00

11：00～11：50 12：00～12：50 13：30～14：20
在学生によるキャンパスツアー

［場所］１号館３階 香順メディアホール
初めての方むけ聖徳ガイド

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５～７Ｆ

［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

体験授業Ⓐ
10：05～10：30

体験授業Ⓑ
10：40～11：05

学部の展示、個別相談、入試なんでも相談は随時実施。

個別相談、ＡＯ・推薦入試相談は随時実施。

体験授業Ⓐ
10：30～11：00

体験授業Ⓑ
13：00～13：30

学科の展示、心理学科の個別相談コーナーは随時実施。

学科説明会
10：40～11：00

学科説明会
13：30～13：50

学科の展示、個別相談、体験授業は随時実施。

学科説明
10：45～11：00

学科説明
13：00～13：15

ミニ体験授業
13：30～14：00

ＡＯ・推薦入試相談コーナー、体験コーナーは随時実施。

入試クイックNAVI
10：10～10：25

入試クイックNAVI、音楽学部紹介は随時実施。
13：00～15：00

音楽学部紹介
10：25～10：40

体験授業Ⓐ
10：45～11：15

体験授業Ⓒ
13：10～13：40

体験授業Ⓑ
11：20～11：50

個別相談・施設見学は随時実施。

学部説明
10：00～10：30

学部説明
13：00～13：30

①学部見学ツアー
10：45～11：15

研究室をのぞいてみよう！
12：15～12：45

②学部見学ツアー
11：30～12：00

③学部見学ツアー
13：30～14：00

10：35～11：35
文学部説明会

推薦入試・文学部の
面接ポイント

13：20～14：20
文学部説明会

10：00～10：25
学部長による

推薦入試面接講座

14：20～14：35
図書館・博物館ツアー
11：35～11：55

図書館・博物館
ツアー

14：35～14：55

学科説明

体験授業Ⓐで実施した
心理テストを読み解きます。

10：10～10：30

11：00～14：00

学科説明
13：00～13：20

体験授業Ⓐ
10：30～11：00

体験授業Ⓑ
13：20～13：50

個別相談、学科展示は随時実施。



体験授業一覧
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。

9/17
（日）

オープンキャンパス

時 間
場 所

Ⓐ 10：30～11：00　Ⓑ 13：00～13：30
心理学科コーナー

心理学科教員の授業を直接体験して、日常に役立つ心理学を学んでみま
しょう。

心理学科大学

幸せの心理学
牧野  由美子先生

時 間
場 所

Ⓐ 10：05～10：30　Ⓑ 10：40～11：05
児童学部コーナー

生後１年間の赤ちゃんの成長を写真や動画で紹介しつつ、保育や心理学の
視点から赤ちゃんの魅力に迫ります。

児童学部大学

のぞいてみよう！赤ちゃんの心
～『かわいい』の一歩先へ～ 齋藤  有先生

時 間
場 所

Ⓑ 13：20～13：50
社会福祉学科コーナー

養護教諭に必要な社会福祉の視点と福祉の専門職に必要な基本的な考え方
を解説。受験生も進路を考えている人も必見！

社会福祉学科 ②大学

福祉専門職・養護教諭は危機管理の
プロフェッショナル 北川  慶子先生

時 間
場 所

Ⓐ 10：30～11：00
社会福祉学科コーナー

心理テストの社会福祉分野での活用方法を知ろう。ゼミ生があなたの心理
テストの内容を読み解きます。

社会福祉学科 ①大学

ゼミ体験！ 心理テストで自分を知ろう
～社会福祉編～ 宇佐美  尋子先生

時 間
場 所

Ⓑ 11：20～11：50　Ⓒ 13：10～13：40
１号館３階  １３２１教室

音楽療法とは何かをやさしく説明します。特別な知識や実技能力は必要あり
ません。

音楽学部 音楽総合学科大学

音楽療法入門
原沢  康明先生

時 間
場 所

Ⓐ 10：45～11：15
１号館３階  １３２１教室

よく考えると意外に難しい基礎練習の意味を見直すことで、明日から練習の
効率をアップしよう！

音楽学部 演奏学科大学

管楽器の基礎練習を考える
～その練習本当に必要なの？ 中村  克己先生

時 間
場 所

随時実施
総合文化学科コーナー

白黒のインテリア画に自分で色を付けていく体験を通して、インテリアにつ
いて理解していきましょう。

総合文化学科短大

インテリア画の着色体験
不破 章夫先生

時 間
場 所

13：30～14：00
保育科コーナー

パネルシアターは子どもたちに大人気です。
学生と一緒にパネルシアターをやってみませんか？

保育科短大

パネルシアターを演じよう！
掃守  純一郎先生


