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★サークル紹介パネル展
11：00～15：30

（学生コモンズ支援課）

楽しいサークルが❤いっぱい❤

四国学院大学オープンキャンパス

6.24（土) 11：00～15：30

受
付
開
始

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 

モデル授業ABCD モデル授業EFGH

演劇体験
ワークショップ

相談＆体験ブース

在学生とのおしゃべりコーナー

保護者対象
説明会

キャンパス見学ツアー ①13：30～ ②14：00～ ③14：30～ ④15：00～

ポストモダン・カフェ『ちゃんぷる・カフェ』

★メジャーを専攻している先輩の話も聞けるよ★

★演劇授業見学
14：00～15：00
（ノトススタジオ）

★「せりひこ」ライブ
本学学生によるライブ！

15：10～15：30
（本部棟前）

◆E：英語メジャー
The Dance of Conversation
担当者：教授 ｶﾛﾙ ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ
Do you like talking with people?  Would you like to be able to talk to people in

English?  Conversation is like a dance.  It takes at least two people working 
together to make a good conversation.  
Learning to do conversation is similar to learning to dance.  This demonstration
lesson will introduce you to some of the "basic moves" in the dance of English
conversation.Come and have fun!

モデル授業 ABCD
13：10～14：00

4・5号館
◆A：哲学メジャー

幸福の哲学
担当者：教授 重永 哲也
花は幸せになれるでしょうか。「なれないに決まってる!」と思う人が
多いかもしれません。ではその通りなれないとして、問題は、なぜな
れないのかの理由です。「花が幸せそうにしているのなど見たことが
ない」というのは、明快な理由にはなりません。「幸せそうにしてい
る」ってどういうこと?という疑問が湧くからです。

◆B：子ども福祉メジャー
子どもの育ち、家庭の子育てを支える支援の視点を持った

支援者・保育者になるために、大学で学ぶ意味を考える
担当者：教授 野崎 晃広
子どもの成長を見守るのは、なぜか面白い。子どもは、大人にも見守ら
れ育ちます。一方で現代の家庭は、生活のゆとりを感じにくい中で子育
てを行っています。子どもや家庭を支えて行くためには、どんな素養を
もった支援者（保育者）を社会は求めているのかを考えます。

◆C：社会学メジャー
生活世界を再発見する－社会学のミカタとチカラ－
担当者：教授 佐藤 友光子

「社会学ってどんな学問？」
高校の生徒さんや保護者の方がたからしばしばこんな質問をいただきます。
実は社会学の「社会学らしさ」は、対象というよりもむしろ対象の「見かた」
にあります。そして社会学的なものの見かたを通じて体験できるのは、私たち
をとりまく身近なことがらに対する再発見の驚きです。この授業では、具体的
なデータを示しつつおなじみの社会現象について社会学的に読み解く方法の一
端を紹介します。

◆D：国際文化マネジメントメジャー
国際文化を学んでみよう！

～四国学院大学国際体験プログラムを活用して～
担当者：教授 橋本 一仁

本学の国際文化の学びは、国際色のある本学キャンパスでの学習だけでなく、海外の姉妹

校・学術協定校への留学、海外短期研修や国際セミナ－への参加などの国際体験プログラ
ムとも強く連携しています。本学の国際体験プログラムをご紹介しながら、国際文化マネ
ジメントメジャ－の学びの特徴について分かりやすくお話します。

◆F：社会福祉学メジャー
社会福祉の学び
担当者：教授 石井 洗二
福祉の力（支援する力、分析する力、調整する力、運営する力、擁護する力、
創る力）を身につけるために、社会福祉学にはさまざまな学びが用意されてい
ます。大学で学び、身につけた力は、さまざまな現場で、さまざまな生活問題
を解決するために生かされます。いまの社会は社会福祉がなければ成り立ちま
せん。

◆G：地域社会と福祉実践メジャー
私の実践 ～障害者の生活と労働を守るために～
担当者：教授 西谷 清美
精神障害者の小規模作業所設立に関わった経験から、地域福祉実践の
意義を考える。

◆H：メディア＆サブカルチャー研究メジャー
日常における「メディア」とのつながり～メディアの㋱～
担当者：准教授 川又 実
我々は、日常生活おいて様々な「メディア」を使用しています。そこでこの
講義では、はじめに「メディア」との接触について考えてもらい、次にスマ
ホや3DSなどの「ゲーム」ソフトを題材に、ゲーム文化について考え、最後
に「現実」と「虚構」の世界について考察していきたいと思います。

サークル体験（清泉礼拝堂聖歌隊）

EFGH
14：10～15：00

4・5号館

★学食ランチ体験
11：00～15：00

（食堂）



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高知駅（南口） 9：15 → 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

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 ★帰りは15：40に大学正門を出発します。

★予約は0120-459-433（入試課）まで

無料送迎バスルート

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。

四国学院大学専門学校
四国学院大学専門学校で併修すると介護福祉士国家試験受験資格を
取得することができます。

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。
キャンパスの施設を見学できる人気のツアーです。
４回実施予定ですので、下記の時間のいずれかに総合案内テント
へお越しください。

①13：30～ ②14：00～ ③14：30～ ④15：00～

※途中参加および途中退出不可

インプロ（即興演劇）ワークショップ
担当者：助教 仙石 桂子
台本のないところから、人との関係性によりシーンを作ります。
相手の言葉、動きを受け取り、そこから何ができるか。その場、
その人によって全く違うシーンができあがります。インプロの
ゲームや理論を取り入れながら、関係性の芸術を体験してみま
しょう。演劇未経験の方も大歓迎です。

演劇体験ワークショップ ノトス館
13：00～14：00

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
12：00～12：30

★★プログラム★★
第1部
13:15～13:45

オキナワ・トーク
トーカー：沖縄求め人 西谷きよみん (四国学院大学社会福祉学部教授)

第２部
14:00～

沖縄民芸club
手芸部による琉球ガラスを使ったレジンアクセ作り❤
インストラクター：四国学院大学手芸部

第３部
14:45～15:10 

ショートビデオ放映（沖縄基地問題を取り扱った内容）

解説：ちゃんぷる・カフェメンバー

四国学院大学の特徴的な取り組みの一つである
ポストモダン・カフェを紹介するとともに、現
代の日本が抱える課題の一つである沖縄問題に
ついて考える機会を提供いたします。

2号館
13：00～15：30

四国学院大学の最新情報をお届けします！

Facebook LINE

2017.07.22（土）オープンキャンパス

来月のオープンキャンパスは7.22（土）に開催予定です。
世界的に有名なダンサー・振付家のAnthony HutchinsonによるHIPHOP
ダンスワークショップを特別に開催します。
モデル授業、演劇体験ワークショップ、入試説明会等、多彩なプログラム
がいっぱい！
みなさんのご来場を心よりお待ちしております♬

ポストモダン・カフェ「ちゃんぷる・カフェ」オープンキャンパス企画
マイノリティ・ウィーク2017参加企画

『ちゃんぷる・カフェ』
～めんそーれー ちゃんぷる・ちゃんぷる～

～ポストモダン・カフェとは？～
課外活動の一環として行う自主セミナー。
教員と学生が会食をともにし、交流を行いながら学んでいきます。

サークル体験
（清泉礼拝堂聖歌隊）

13：00～15：00（チャペル）

大学生と一緒にサークル活動を体験しよう！

演劇授業見学

14：00～15：00（ノトス館）
「パフォーミングアーツ特論」
小池 竹見（演出家、脚本家、双数姉妹主宰）

沖縄みやげで
おもてなし♬




