
号館で実施プログラムが異なります。ご注意ください。
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

⑥⑦

⑩
①

④ ⑨
本日のプログラム一覧

松戸キャンパスMAP

次回のオープンキャンパス

★

◎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。

学食無料体験「本日のメニュー」

INFORMATION

オープンキャンパス 地震発生時の対応について

来校者の方へお知らせとお願い

受付で配布した食券をお持ちください。食数に限りがあります。なくなり次第終了です。

本日、オープンキャンパスの様子を撮影させていただ
いております。
皆さんにはご迷惑をかけないよう、撮影をする予定で
すが、ご了承ください。

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。

温玉カルボナーラ温玉カルボナーラ オムライス

4/29（土・祝）は
平常授業日！ 新しい

入試情報を
いち早く

ＧＥＴできます

2018年度の入試情報をお伝えします。2018年度の入試情報をお伝えします。

11：00～14：30（ラストオーダー 14：00）
７号館地下１Ｆ  学生食堂リリブ場 所

アンケート協力のお願い！
SEITOKUでは皆様の貴重なご意見・ご感想をもとにより良いオープンキャンパスを開催して参りたいと思います。
皆様のご協力をお願い致します。アンケートは受付にてお渡しした資料セットのクリアファイルの中にあります。

普段通りの聖徳を見に来ませんか♪

4/29（土・祝） 入退場自由・予約不要
10:00-15:00

OPEN CAMPUS
聖徳

感じてほしい。
　　学びの空間を。

3/19
（日）スペシャルビーフカレースペシャルビーフカレー

10:30-15:00

②③
⑤⑧ ①夢ナビTALK［大学］

②夢ナビTALK［短大］

③学科コーナー（看護学科以外）

④看護学科コーナー

⑤受験基礎知識ガイド

⑥入試個別相談

⑦センパイ広場

⑧語学教育センター

⑨ピアノ練習室見学

⑩学食無料体験
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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。

１号館４Ｆ  中央階段前場 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。

７号館  ７Ｆ場 所

入試関連のご質問や、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！
職員が丁寧にお答えします。

１号館５Ｆ  リュミエール場 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。

１号館４Ｆ  1404教室場 所

大学受験ってどんな感じ？
今どきの大学受験事情についてもお話します。
保護者の方も必見です。

１号館２Ｆ  1219教室場 所
１４：００～１４：２０時 間在学生とのフリートーク

SEITOKU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♪

どんな授業を受けるの？ 
学びのことはここで全て解決！！
セイトクの学生になったら、どんな授業をうけるの？
それぞれの学科の強みや特徴はここでチェック！
大学の先生による個別の相談も行なっています。
オープンキャンパスに参加したら、押えておきましょう♪

図書館５Ｆ  アトリウム場 所

学科コーナー

センパイ広場

語学教育センター

ピアノ練習室見学

受験基礎知識ガイド

入試個別相談コーナー

資料コーナー

高校生に
リアルな声を
届けます！

施設見学も
できます

Academic Presentation
3分間で学問を伝える夢ナビTALK開催！

夢 ナ ビ トー ク

聖 徳 大 学
聖徳大学短期大学部

わくわくする学問に出会える、3分間のプレゼン。
10:30-11:3010:00 開場

子どものいのちを護れる保育士をめざそう！
短期大学部  保育科  教授 小櫃  芳江

TALKタイトル

広げよう“人と地球にやさしい住まい”
短期大学部  総合文化学科  教授 蓑輪  裕子

TALKタイトル

大 

学

短 

大

大学選びの第一歩だからこそ、一人ひとりにあった相談を！

川並香順記念講堂

子どものいのちを護れる保育士をめざそう！
短期大学部  保育科  教授 小櫃  芳江

TALKタイトル

子どもにとって歌うこと
短期大学部  保育科  講師 春日  保人

TALKタイトル

（健康・食育ブランチ）

健康って何だろう
短期大学部  総合文化学科  准教授

佐藤  七枝
TALKタイトル

（製菓ブランチ）

お菓子作りができたなら！
短期大学部  総合文化学科  教授

佐藤  利枝子
TALKタイトル

（文芸・メディアブランチ）

誤用に御用─あなたの言葉遣いは大丈夫？─
短期大学部  総合文化学科  教授

碁石  雅利
TALKタイトル

（図書館司書ブランチ・現代教養ブランチ）

人はなぜ情報に騙されるのか
短期大学部  総合文化学科  教授

野中  博史
TALKタイトル

（地域創生ブランチ）

地域でまちづくりに参加しよう！
短期大学部  総合文化学科  教授

蓑輪  裕子
TALKタイトル

（ファッションブランチ）

ファッションを学んで夢を広げよう
短期大学部  総合文化学科  助教

菱沼  久恵
TALKタイトル

（フード・調理ブランチ）

和食の美味しさの秘密
短期大学部  総合文化学科  講師

長谷川  弓子
TALKタイトル

短 

大

香順メディアホール

大学 児童学科児童学科
［ 場 所 ］ １号館４Ｆ メディアラウンジ

大学 社会福祉学科社会福祉学科
［ 場 所 ］ １号館４Ｆ メディアパーク

大学 人間栄養学科人間栄養学科
［ 場 所 ］ １号館３Ｆ １３２３教室

大学 演奏学科演奏学科
［ 場 所 ］ １号館４Ｆ メディアパーク

短大 保育科保育科
［ 場 所 ］ １号館４Ｆ メディアパーク

大学 心理学科心理学科
［ 場 所 ］ １号館４Ｆ メディアパーク

大学 文学科文学科
［ 場 所 ］ １号館地下１階 １０５１教室

大学 看護学科看護学科
［ 場 所 ］ ３号館５Ｆ ３５０３教室

大学 音楽総合学科音楽総合学科
［ 場 所 ］ １号館４Ｆ メディアパーク

短大 総合文化学科総合文化学科
［ 場 所 ］ １号館４Ｆ メディアパーク

子どもの絵の見方
児童学部  児童学科  教授 奥村  高明

TALKタイトル

手遊びを学問しよう！
児童学部  児童学科  准教授 関口  明子

TALKタイトル

マイバラード・合唱の教育力～作曲者が語る
音楽学部  音楽総合学科  准教授 松井  孝夫

TALKタイトル

赤ちゃんのコミュニケーションの不思議
児童学部  児童学科  講師 深津  さよこ

TALKタイトル

心の働きってなんだろう？
心理・福祉学部  心理学科  准教授 矢口  幸康

TALKタイトル

虐待から高齢者をまもる！
心理・福祉学部  社会福祉学科  准教授 須田  仁

TALKタイトル

文学でコミュニケーション名人になろう！
文学部  文学科  教授 山田  和利

TALKタイトル

給食は安全、あたりまえ？
人間栄養学部  人間栄養学科  教授 大久保  研之

TALKタイトル

看護は健康・環境・ケアをマネジメントする
看護学部  看護学科  教授 水戸  美津子

TALKタイトル

音楽ほど人を育てるものはない
音楽学部  演奏学科  准教授 北川  森央

TALKタイトル
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