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学長挨拶＆
大学紹介

10：00 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 15：30 

キャンパス見学ツアー

相談＆体験ブース

在学生とのおしゃべりコーナー

◆E：哲学メジャー
正義と悪について考える
担当者：教授 重永 哲也

大学では''discussion''(討論)の授業があります。そこでは、さまざまな内容を基に、一人一人

が意見を互いに言い合い、自らの考えをより深めることができるのです。
本モデル授業においても、正義と悪という内容を基にdiscussionに取り組んでいこうと
思います。

モデル授業
ABCD

13：20～14：10

◆A：文学メジャー
芥川龍之介『杜子春』の世界―「永遠の少年」の運命―
担当者：教授 丹羽 章

「永遠の少年」とは「大人になれない少年」です。

「門」の下で座り込んでいる杜子春には、どこにも行くところがありません。
彼には「居場所」がないのです。どうしてこうなってしまったんでしょう。
そして彼はどうなってしまうのでしょうか。

◆C：観光学メジャー
世界遺産と文化的景観
担当者：教授 伊藤 松雄
ユネスコが人類の至宝として登録する世界遺産は、そのほとんどが著名な観光地になって
いる。近年、自然遺産のみならず、文化遺産においてもその文化的景観が登録認可の重要な
要素になっている。ここでは、観光資源の立場から文化的景観について解説する。

◆G：地域社会と福祉実践メジャー
誰もが人生の主人公に

～障害を越えて地域を創造する～
担当者：教授 西谷 清美

障害を持つ人が中心となって取り組む福祉実践を紹介し、本来の福祉のあり方を問う。

★サークル紹介パネル展
11：00～15：30 （図書館）

モデル授業ABCD モデル授業EFGH

EFGH
14：20～15：10

514教室

411教室

514教室

411教室

入試
説明会

グループワーク入試体験

★サークル見学＆体験
詳細はマップを見てね！

保護者対象
説明会

◆H：健康・スポーツ科学メジャー
「ストレッチング それってホント？」

～スポーツ・トレーニング はじめの一歩～
担当者：教授 片山 昭彦

スポーツにおいて、ウォーミングアップ、クーリングダウンなどで、行われる「ストレッ

チング」。ストレッチングって、ほんとに必要なの？そんなこと、思ったことはないでし
ょうか？たかがストレッチング、されどストレッチング、ストレッチングといえども実は
奥が深いのです。ここは基本に戻って、ストレッチングを勉強してみましょう。

412教室
◆D：情報加工学メジャー

「雑誌の種類と発行部数から見る世相」
担当者：教授 田尾 和俊

インターネットの普及で衰退が続く雑誌業界ですが、実はメディアの中で、構造的に「情報収集

能力」と「情報編集能力」に最も長けているのが雑誌の世界です。そして、雑誌の種類や発行部
数を見れば、人のニーズや意識の変化まで見えてくる。ちょっと概要を見てみましょうか。

412教室

★学食ランチ体験
11：00～15：30

（食堂）

演劇体験
ワークショップノトスラボvol.12 

★8月お楽しみ企画
かき氷サービス
13：00～15：30（5号館西）

◆B：社会福祉学メジャー
社会福祉とは何か

～社会福祉学とは「熱い想い」を持つ人の実践学～
担当者：教授 島影 俊英

社会福祉の実践には「熱い心と冷たい頭」が求められると言います。

人間が好きで人の役に立ちたいという想いはあっても、実践するためには知識、技術を
持っておくにこしたことはない。その実践学の魅力の一端を皆さんとともに探っていき
たいと思います。

◆F：学校教育メジャー
教育職員免許法の改正
担当者：教授 元井 一郎

2016年改正の教育職員免許法および同法施行規則が全面的に適用される2019年度以降の

教員養成制度の新たな構造について整理する。特に各学校種における免許制度の構造的な
違いについても解説する。

512教室512教室



文学部
文学/哲学/歴史学・地理学/英語/平和学/学校教育

社会福祉学部
社会福祉学/心理学・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ/地域社会と福祉実践/
こころとからだの福祉/子ども福祉/ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｸ（ﾏｲﾅｰ）

相談＆体験ブース
聖恵館

11：50～15：00

気になるメジャー・マイナーについて相談してみよう！
入試・資格・学費・奨学金・就職等についても相談できます！

社会学部
社会学/ﾒﾃﾞｨｱ&ｻﾌﾞｶﾙﾁｬｰ研究/観光学/
身体表現と舞台芸術ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/国際文化ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/情報加工学/
ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ科学/健康・ｽﾎﾟｰﾂ科学

初年次教育サポート
新入生全員が受講する共通の教養教育について説明します。

学生生活サポート
入試・資格・学費・奨学金・就職・学生生活等も個別で相談できます。

★詳細は 0120-459-433（入試課）まで

公式
アカウント

大学の最新情報をお届けします！
下記QRコードから、大学の最新情報を
見ることができます。
大学紹介Movieや各メジャーのPVなど、
大学紹介動画もHPで公開中！

Facebook LINE

香川県内Aルート ●ことでん瓦町駅 9：00 → JR高松駅（北口） 9：20 → JR坂出駅（北口） 10：05 → JR丸亀駅（南口） 10：25 → 大学正門

香川県内Bルート ●JR志度駅 8：10 → JR屋島駅 8：35 → ことでん高田駅 8：55 → ことでん学園通り駅 9：10 → ことでん滝宮駅 10：10 → JR琴平駅 10：30 → 大学正門

東予西讃ルート ●JR新居浜駅 8：50 → JR伊予三島駅 9：20 → JR川之江駅 9：30 → JR観音寺駅 10：00 → JR高瀬駅 10：20 → 大学正門

高知ルート ●JR安芸駅 7：40 → JR高知駅（南口） 8：55 → 大学正門
●JR中村駅 6：50 → 大学正門

岡山ルート ●JR岡山駅（西口） 8：50 → JR倉敷駅（北口） 9：35 → JR児島駅（西口） 10：15 → 大学正門
●JR津山駅 8：10 → 大学正門

徳島ルート ●JR徳島駅 8：00 → JR穴吹駅 9：05 → JR辻駅 9：45 → 大学正門

松山ルート ●松山市駅 8：30 → 大学正門

無料送迎
バスルート

オリジナル
グッズ

四国学院大学オリジナルグッズ
アンケートに答えてくれた高校生に各案内テ
ントでオリジナルグッズをプレゼント！

資料請求 資料の請求は入試課まで！
大学パンフレットや願書等、資料の請求は入試課まで。
資料請求をしてくれた方には、興味のある学びの分野や
先輩のキャンパスライフを紹介したパンフレットも郵送
します！

担当者：副学長 杉本孝作
本学の教育方針・学費・奨学金・資格・学生サポート・
就職の事などをご説明致します。

保護者対象説明会 図書館
13：30～14：00

入試説明会

2019年度入試の概要を説明します。

7号館
12：00～12：20

キャンパス見学ツアー

学生スタッフが緑豊かなキャンパスをご案内します。
3回実施予定ですので、下記の時間のいずれかに
正門テントへお越しください。
①13：30～ ②14：00～ ③14：30～

四国学院大学専門学校企画

★介護現場での工作レクを体験してみよう！
～簡単に作れる一輪挿しやポケットティッシュ入れを
作ってみませんか？

3号館前
11：00～15：00

（随時）

グループワーク入試体験

本学の特色ある入試「推薦入学綜合選考」のグループ
ワークを体験するプログラムです。
※参加できるのは事前に申し込みをされ、当選の連絡が
あった方のみとなります。
別室で映像を見学することもできます。

7号館
13：30～15：10

※途中参加および途中退出不可

★身体表現ワークショップ
担当者：准教授 阪本 麻郁
・コミュニケーションのツールとしての身体を意識する
・からだを使って形を作る
・形を繋げることで、動きを導き出す
※動きやすい服装で参加してください。
※水分補給の水を持参ください。

演劇体験ワークショップ ダンススタジオ
14：40～15：30

8月お楽しみ企画としてかき氷サービスを行います。
このチラシを持って5号館西側のかき氷テントまで来てね。
※お一人様１個限り。
※なくなり次第終了。

5号館西
13：00～15：30

8月お楽しみ企画

オープンキャンパス同日開催プログラム
ノトスラボvol.12 『Chonpu- チョンプー』
13:00～14：30（予定）
受付12：00～
開場12：30～

ノトス館
13：00～
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四国学院大学オリジナルグッズ
❤案内・受付テント、総合案内（正門）
❤聖恵館前
❤駐車場テント
いずれかの場所でアンケートを提出して
くれた高校生にオリジナルグッズを
プレゼント！

9

3

5

図書なんと約25万冊。
おすすめスポット★
miwaさんと坂口健太郎さんが
ダブル主演した『君と100回目
の恋』のロケ地にもなりました。

10 図書館

16

★クラブサークル体験
13：00～15：30
●サバイバルゲーム部
活動内容の紹介と、ゲームに使用する道具の
展示を行います。

●考古学部研究部
勾玉作りを行います。作り方は簡単で部員が
サポートするので、気軽に参加してください。
また作った勾玉は持ち帰ることができます。
一緒に楽しく作りましょう。

2 2号館

11：50～15：00
11 聖恵館

★相談＆体験ブース
気になることを個別で相談できます！
メジャー相談＆体験、初年次教育、入試、
学生生活、資格、学費、奨学金、就職etc

★在学生とのおしゃべりコーナー

7

★

12 食堂

★学食ランチ体験（無料）
11：00～15：30

711教室、311教室を
休憩室として使用できます。

★サークル紹介パネル展
11：00～15：30

★保護者対象説明会
13：30～14：00

●TRPGサークル
卓について、話し合いの中でゲームを進行し
ていく「TRPG」。今回は、20分以内で終わ
る簡易的なものを用意しました。
一緒にTRPGを体験して、楽しさを知っても
らいたいです。

3 3号館前
★四国学院大学専門学校企画

11：00～15：00（随時）

★クラブサークル体験
14：00～14：30
●フォークフェロー
弾き語りライブやサークル活動の紹介を行います。

★モデル授業
13：20～14：10
◆観光学メジャー
◆情報加工学メジャー

14：20～15：10
◆地域社会と福祉実践メジャー
◆健康・スポーツ科学メジャー

4 4号館

★モデル授業
13：20～14：10
◆文学メジャー
◆社会福祉学メジャー

14：20～15：10
◆哲学メジャー
◆学校教育メジャー

5 5号館

6

8 ノトス館

★ノトスラボvol.12 
『Chonpu- チョンプー』

13：00～14：30

★演劇体験ワークショップ
14：40～15：30
※途中参加および
途中退出はできません。

16 第2新生館（ダンススタジオ）

15 立体駐車場

★入試説明会
12：00～12：20

7

★グループワーク入試体験
13：30～15：10

7号館

★クラブサークル体験
13：00～15：30
●吹奏楽団
吹奏楽団の紹介やミニコンサートを行います。
オープンキャンパスに来てくださった皆様に
良いひとときをプレゼントしたいと思いま
す！

6 6号館（5階）

★見学できます。

13 向山寮（男子寮）

14 紫苑寮（女子寮）

8月お楽しみ企画
かき氷無料サービス
13：00～15：30

★

❤正門テント
★キャンパス見学ツアー
３回実施予定ですので、下記の時間の
いずれかに正門テントへお越しく
ださい。
①13：30～ ②14：00～ ③14：30～

1 清泉礼拝堂(チャペル)

★学長挨拶＆大学紹介
11：00～11：50
四国学院の特徴をご説明します。

★クラブサークル体験
13：00～15：30
●清泉礼拝堂聖歌隊




