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国立大学法人小樽商科大学　教務課入試室

小樽商科大学
オープンキャンパスプログラム
2019年 8月8日（木）12:00～15:30

Map　会場案内図

館内見取図

（大学スタッフ）

オープンキャンパス
に事前申込されてい
ない方は、上記QR
コードにアクセスして
申込をお願いします。

大学会館前広場
　サークル演舞演奏
大学会館前広場
　サークル演舞演奏

3号館入口
　キャンパスツアー受付
3号館入口
　キャンパスツアー受付

救護救護

4号館入口
　学生寮見学ツアー・説明会受付
4号館入口
　学生寮見学ツアー・説明会受付

事務棟玄関
　総合受付

5号館入口

第 1体育館
　サークル体験
　（男子バレーボール）

体育館前
　サークル体験
　（應援團）

サークル会館
　サークル体験
　（軽音楽）

第 2体育館
　サークル体験
　（ラグビー）

※附属図書館は改修工事中のため、見学することはできません。

401講義室
　サークル体験
　（アカペラ）

BL1/303講義室
　模擬講義
　＜言語センター＞
　14:00～14:40

305講義室
　ギャップイヤー
　説明会

211講義室
　グローカルマネジメント副専攻
　プログラム説明会及び留学体験発表

172ＡＬ、174ＡＬ講義室
　ゼミ紹介

272ＡＬ講義室
　模擬講義
　＜言語センター＞
　13:00～13:40

370ＣＬ講義室
　模擬講義＜経済学科＞
　模擬講義＜一般教育等＞

5

日時・場所
2019 年 8 月 8 日（木）

11:00~ 受付 12:00 13:00 14:00 15:30 終了

大学紹介

大学の紹介を詳細に行います。
（事前登録者優先）

160CL 講義室 
3 年生向け

160CL 講義室 
1、2 年生向け

160CL 講義室 
1、2 年生向け

20 分 1 コマの大学紹介動画を
上映します。

104 
講義室

104 
講義室

104 
講義室

104 
講義室

105 
講義室

105 
講義室

105 
講義室

105 
講義室

210 
講義室

210 
講義室

210 
講義室

210 
講義室

模擬講義（事前登録者優先）

経済学科 370CL 講義室 370CL 講義室

商学科 470CL 講義室 470CL 講義室

企業法学科 470CL 講義室

社会情報学科 171AL 講義室

一般教育等 370CL 講義室

言語センター 272AL 講義室 BL1/303 講義室

各種説明会・相談会など

グローカルマネジメント副専攻 
プログラム説明会及び留学体験発表

（事前登録者優先）
211 講義室 211 講義室 211 講義室

ギャップイヤー説明会 305 講義室 305 講義室

入試相談､ 各種相談 213AL 講義室

ゼミ紹介［学生ベンチャー企業］ 172AL 講義室、174AL 講義室

障がい支援相談 特別修学支援室

学食・売店（生協） 大学会館

学生主体のプログラム

商大生との相談会、教科書展示 
（生協学生委員会） 213AL 講義室

キャンパスツアー 
（生協学生委員会）

1 回目 
12:00 スタート

2 回目 
12:30 スタート

3 回目 
13:00 スタート

4 回目 
13:30 スタート

5 回目 
14:00 スタート

6 回目 
14:30 スタート

7 回目 
15:00 スタート

学生寮見学ツアー 
（生協学生委員会）

1 回目 
12:00 スタート

2 回目 
12:30 スタート

3 回目 
13:00 スタート

4 回目 
13:30 スタート

5 回目 
14:00 スタート

6 回目 
14:30 スタート

7 回目 
15:00 スタート

学生寮説明会 
（生協学生委員会）

1 回目 
12:00 スタート

2 回目 
12:30 スタート

3 回目 
13:00 スタート

4 回目 
13:30 スタート

5 回目 
14:00 スタート

6 回目 
14:30 スタート

7 回目 
15:00 スタート

サークル演舞演奏 1 
（ダンスサークル AXCEL） 大学会館前広場 大学会館前 

広場

サークル演舞演奏 2 
（應援團）

大学会館前 
広場

サークル演舞演奏 3 
（アカペラサークル AIRS）

大学会館前 
広場

大学会館前 
広場

サークル体験

男子バレーボール部 第 1 体育館

ラグビー部 第 2 体育館

應援團 体育館前

アカペラサークル AIRS 401 講義室

軽音楽部 サークル会館大練習室

11:00 〜受付 12:00 13:00 14:00 15:30 終了

受付 ･集合場所：4号館入口

受付 ･集合場所：4号館入口

受付 ･集合場所：3号館入口



項目  会場  備考

大学紹介【詳細版】
（事前登録者優先） 

12:00 〜 12:40（3 年生向け）
13:00 〜 13:40（1、2 年生向け）
14:00 〜 14:40（1、2 年生向け）

160CL 講義室

　大学スタッフが、本学の特徴や魅
力について、詳細に紹介します。
　本学のことをさらに詳しく知りた
い人はもちろん、志望校を決め切れ
ていない人にもオススメです！

大学紹介【簡易版】
（自由参加）

12:00 から 20 分間隔で上映します

104 講義室
　本学の特徴や魅力について、約 20
分の動画で簡単に紹介します。
　動画のナレーションは本学の学生
が担当しています！

105 講義室

210 講義室

模擬講義 
（事前登録者優先） 

12:00 〜 12:40（1 限目） 
13:00 〜 13:40（2 限目） 
14:00 〜 14:40（3 限目）

学科等 1 限目 2 限目 3 限目  備考

経済学科　　：370CL 講義室 ○ ○ 2 限目と 3 限目の内容は同じです。

商学科　　　：470CL 講義室 ○ ○ 1 限目と 2 限目の内容は同じです。

企業法学科　：470CL 講義室 ○

社会情報学科：171CL 講義室 ○

一般教育等　：370CL 講義室 ○

言語センター：272AL 講義室 ○ 韓国語の講義です。

言語センター：BL1/303 講義室 ○ 英語の講義です。

項目  会場 備考

グローカルマネジメント副専攻 
プログラム説明会及び留学体験発表 

（事前登録者優先） 
12:00 〜 12:40（1 回目） 
13:00 〜 13:40（2 回目） 
14:00 〜 14:40（3 回目）

211 講義室
　留学生と一緒に英語でビジネス・経済を学び、学内
にいながら留学体験ができるスペシャルプログラムの
説明と、実際に留学した学生からの発表を行います。

ギャップイヤー説明会 
（自由参加） 

12:00 〜 13:00（1 回目） 
13:30 〜 14:30（2 回目）

305 講義室

　本気で留学を考える人にオススメのプログラムを紹介します。入学前
にハワイの大学で英語力や経営・経済・観光に関することを集中的に学
ぶことができます（奨学金あり）。
　当日は「ギャップイヤー・ジャパン」砂田代表による講演と 2018 年度
に現地の大学に留学した先輩である片倉さんの報告を行います。 

入試相談､ 各種相談 
12:00 〜 15:30

213AL 講義室 　大学スタッフが、様々な疑問に対し、個別相談に応じます。

ゼミ紹介［学生ベンチャー企業］ 
12:00 〜 15:30

172AL 講義室、174AL 講義室
　学生ベンチャー企業として活躍しているゼミの紹介や、活動状況、制
作した商品等を展示します。

障がい支援相談 
12:00 〜 15:30

特別修学支援室
　大学スタッフが、障がい支援等に対し、個別相談に応じます。お気軽
にお立ち寄りください。

学食・売店 
（小樽商科大学生活協同組合） 

11:00 〜 14:00
大学会館 1 階・2 階

　学食と売店を営業します。ぜひこの機会に学食を体験してみてくださ
い。売店では商大グッズも取りそろえています。

商大生との相談会、教科書展示 
（生協学生委員会） 

12:00 〜 15:30
213AL 講義室

　商大生とお話ししませんか？大学生活についてはも
ちろん、受験勉強の悩みなど先輩が何でもお答えしま
す！ぜひお越しください！
　また、教室前には実際に使っている教科書なども展
示しております！是非ご覧ください！

キャンパスツアー 
（生協学生委員会） 

開始時刻　12:00、12:30、13:00、13:30、
　　　　　14:00、14:30、15:00

受付 ･ 集合場所 : 
3 号館入口

　大学の様々な教室や施設を現役の商大生がご案内します！パンフレッ
トやネットだけでは見えないところまで見ることが出来ます！所要時間
は 20 分程度ですので、お気軽にご参加ください！！

学生寮見学ツアー 
（生協学生委員会） 

開始時刻　12:00、12:30、13:00、13:30、
　　　　　14:00、14:30、15:00

受付 ･ 集合場所 : 
4 号館入口

　寮の内装を見ることが出来るのはこの機会だけ！リビング・シャワー
ルームなどの共用部分はもちろんのこと、実際の部屋の中もご紹介しま
す！是非入学後の住まいの選択肢の一つとしてご検討ください！

学生寮説明会 
（生協学生委員会） 

開始時刻　12:00、12:30、13:00、13:30、
　　　　　14:00、14:30、15:00

受付 ･ 集合場所 : 
4 号館入口

　パワーポイントにて寮の様子や概要を紹介します！
また、寮に住むメリット・デメリットなど、寮生の実
際の声をお届けします！複数回実施しますので、都合
の合う時間帯にお越しください！！

サークル演舞演奏 1 
（ダンスサークル AXCEL） 

11:20 〜 12:10、14:20 〜 14:40

大学会館前広場

　ダンスサークルの COOL な LIVE をお楽しみください。

サークル演舞演奏 2 
（應援團） 

12:40 〜 13:10

　本学伝統の應援團が、みなさんに熱い激励を送りま
す。

サークル演舞演奏 3 
（アカペラサークル AIRS） 

13:30 〜 14:00、15:00 〜 15:30

　アカペラサークルの HOT な SESSION をお楽しみくだ
さい。

サークル体験

男子バレーボール部：第 1 体育館

　各会場で部活・サークルの体験ができます。見学のみ
も可能です。体育館入り口で、スリッパ又はご持参の上
靴に履き替えてください。また、ビニール袋を用意して
いますので、外靴を入れて各自管理してください。

ラグビー部：第 2 体育館

應援團：体育館前

アカペラサークル AIRS：401 講義室

軽音楽部：サークル会館大練習室

●体調が悪くなった方は、保健管理センターへお越しいただくか、お近くのスタッフにお声かけください。
●お帰りの際はバスをご利用願います。
　構内が大変混雑しますので、タクシーはお呼びにならな
　いようお願い申し上げます。

帰りのバス時刻	 13 時　05、12、20、42、50
	 14 時　00、05、12、30、42、50、55
	 15 時　00、12、30、58

Trial lesson　模擬講義
経済学科　松本　朋哉　教授　「変貌するアフリカ経済」

　開発経済学は応用経済学の一つで、途上国の経済事象を対象とする研究領域で、主に貧困とそれに付随する教育、医療、農業、環境などの問題
を扱います。本講義では講師の専門であるアフリカの農村経済についてお話します。

企業法学科　坂東　雄介　准教授　「特定技能実習制度が招く将来」

　2018 年に特定技能実習制度が導入され、今後外国人労働者が増加することが予想されています。この講義では、外国人を日本社会に受け入れる
ための法制度の仕組みやあるべき姿についてお話します。

商学科　林　松国　教授　「日本企業の国際経営戦略」

　経済のグローバル化に伴って、日本企業は海外市場、とりわけ新興国市場の開拓に一層力を入れるようになっています。本講義では、競争の激
しい中国市場で大きな成功を収めたダイキン工業の事例を取り上げ、日本企業の国際経営戦略について説明します。

社会情報学科　三浦　克宜　准教授　「コンピュータプログラムの自動生成の基礎」

　コンピュータプログラムが自分の思い通りに動作していることを厳密に保証したい。そのためには正しいプログラムとは何かを研究する必要が
あります。本講義ではプログラム合成と言う言葉に焦点を当てて、正しいプログラムを作り出す方法について解説します。

一般教育等　片山　昇　准教授　「食う - 食われる関係を生き抜く 〜 植物とオタマジャクシの防衛方法〜」

　自然界には自分を食べようとする外敵が存在します。厳しい、食う - 食われる関係の中で、生物はどのように生き抜くのでしょうか？本講義では、
生物の身を守る方法について植物とオタマジャクシの例を紹介します。

言語センター　李　賢晙　准教授　「韓国語と異文化コミュニケーション」

　「ハングル」は 15 世紀、朝鮮王朝時代に創られた文字名で、言語名ではありません。ハングル文字は最初から学識がなくても誰でも簡単に読ん
で書けるように工夫されていました。発音や文字の原理が非常に理解しやすく、学びやすい言語だと言えます。本講義では日本語と比較しながら、
韓国語の勉強の面白さをお話します。（講義は日本語）

言語センター　CALUIANU Daniela　教授　「The future」

Schedules, plans, dreams and fears are all about the future. In this class, you will have the opportunity to review different ways of talking in English about 
different kinds of future- some immediate, some more distant, and some very distant indeed. The mock class will offer participants the opportunity to 
experience a Blended Learning class at OUC and exchange idea  with their peers about topics ranging from tonight’s schedule to the conquest of space. 
Be prepared to play an active role in this event!

Program　プログラム内容


