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合格に近づくオープンキャンパス！

［午前の部］10：00～13：00
［午後の部］13：00～15：00

両方の参加ももちろんOKです！

9/23
（SUN）

～友だち登録orフォローしませんか？～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。

在学生によるキャンパスツアー詳細
各学びの分野ごとに施設を紹介します。
数多くの作品がおりなす芸術空間を通り、学びの環境をのぞいてみましょう。
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。

1 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。

2 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。

3 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。

4 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。

5 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。

6 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。

7 SEITOKUコース（文学部、総合文化学科）
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。

◎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。

学生食堂も営業しています。［場所］７号館地下１階『学生食堂リリブ』　11：00～13：30（ラストオーダー13：00）食券を購入のうえ、お召し上がりください。なくなり次第終了となります。ご了承ください。

学芸員による博物館見学ツアー 学園が所蔵する貴重な学術資料などを
　　　　　　見学ツアーで見てみませんか。

【左】  ケイト・グリーナウェイ 『ハメルンの笛吹き』 1888年 等　　【右】  竹取物語 

聖徳博物館
「聖徳大学 収蔵名品展 奈良絵本・絵巻」
利根山光人記念ギャラリー
「イラストレイテッド・ロンドン・ニュースに
描かれた幕末・明治の日本」
企画展示ギャラリー
「英国ヴィクトリア朝の絵本」

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。

キャンパスMAP

リリブ

●

受 付
（10：30～15：00）

●

受 付
（10：30まで）

プログラム名

学生食堂のご案内

リリブ（７号館 B１F）

休憩
スペース

合格に近づくオープンキャンパス！
OPEN CAMPUS聖徳

［午前の部］10：00～13：00
［午後の部］13：00～15：00

両方の参加ももちろんOKです！

9/23
（SUN） 9：45 受付開始

Ｐｈｏｔｏ：松戸キャンパス
ドローンで見る聖徳大学
の動画が流れます

入試対策講座（面接・面談）
入試対策講座（作文・小論文）
入試説明
在学生および学芸員による
キャンパスツアー
学部・学科コーナー
（看護学部以外）
看護学部コーナー
なんでも相談コーナー
ＡＯ入試個別相談コーナー
面接体験コーナー
センパイ広場
語学教育センター
ピアノ練習室見学
資料コーナー
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10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00学部・学科名

プログラム名 14:3014:0013:3013:0012:3012:0011:3011:0010:3010:00 15:00

学部・学科別プログラム学部・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。体験授業の詳細は別紙をご覧ください。

大

　

　

　
学

［場所］１号館４Ｆ
メディアラウンジ

［場所］１号館B１Ｆ
１０６２教室

［場所］１号館B１Ｆ
１０５４教室

［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３Ｆ
香順メディアホール

［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

短

期

大

学

午前の部 午後の部

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

なんでも相談コーナー

面接体験コーナー
１号館３Ｆ
１３２１、１３２２教室場 所

入試本番に向けて面接の体験を
してみませんか？
個別なので存分に体験してくだ
さい。

センパイ広場
図書館５Ｆ 閲覧ラウンジ場 所

在学生に相談コーナー
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♪

高校生に
リアルな声を
届けます！

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。

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

赤本２０１９
配付中！

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。

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！

ＡＯ入試個別相談コーナー
図書館５Ｆ アトリウム場 所

ＡＯ入試について不明なこと、
不安なことなど、
個別で相談できます。

共通プログラム共通プログラム
午前の部 午後の部

［場所］１号館３階 １３２３教室
入試対策講座（面接・面談）

［場所］１号館３階 １３２３教室
入試対策講座（作文・小論文）

［場所］１号館２階 １２１９教室
入試説明

12：35～13：00

11：20～11：50 14：00～14：30

12：00～12：25

11：00～11：50 12：10～13：00 13：40～14：30［場所］図書館５階 子ども図書館前
　　　　※詳細は３頁をご覧ください。

在学生および学芸員による
キャンパスツアー

学科説明
10：15～10：40

学科説明
12：30～12：50

10：00～15：00　　個別相談、体験授業は随時対応します。

体験授業
10：20～11：10

10：00～15：00　　個別相談は随時対応します。

体験授業
10：20～10：50

11：20～13：00

学部見学ツアー
13：30～14：10

学部説明
13：00～13：30

10：00～15：00　　個別相談＆入試相談は随時対応します。

10：00～15：00　　個別相談＆「エントリーシート記入お手伝いコーナー」は随時対応します。

学科説明
10：20～10：40

学科説明
13：00～13：20

ピアノミニ公開レッスン
13：40～13：50

ピアノミニ公開レッスン
11：00～11：10

ミニ体験授業
10：40～11：00

ミニ体験授業
13：20～13：40

体験授業
11：30～11：50

10：00～15：00　　個別相談は随時対応します。

先輩学生からのメッセージ学部説明会
10：15～11：00 11：10～11：20

入試対策講座
11：00～11：10

学部説明
10：05～10：20

学部説明
11：00～11：15

学部説明
13：00～13：15

体験授業Ⓐ
10：25～10：55

ぐるっと６領域
11：20～11：45

体験授業Ⓑ
13：15～13：40

写真でみる文学部の
学生生活

図書館・博物館ツアー
または入試・コースの学び個別相談

13：00～15：00
入試・コースの学び個別相談は随時対応します。

学科説明
13：20～13：40

学科説明
10：20～10：40

聖徳の社福はこんなところ
10：00～10：20

聖徳の社福はこんなところ
13：00～13：20

ＮＺ研修発表
10：40～11：00

秋の大個別相談会
13：40～15：00

秋の大個別相談会
11：00～13：00

10：10～10：15

10：00～15：00
●受験相談／在学生と話そう！は随時対応します。
●体験レッスン（ピアノ・ヴァイオリン・フルート・クラリネット・ホルン・打楽器）は随時対応します。
  ［予約優先］　※弦管楽器はご持参ください。

10：00～15：00　　個別の相談、実習室、シミュレーター見学は随時対応します。

ミニコンサート
13：00～13：30

講座
11：30～12：15

公開レッスン
10：30～11：15

オススメ

オススメ


