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★障害を持つ生徒の相談ブース
★サークル紹介パネル展
11：00～15：30（学生コモンズ支援課）

四国学院大学オープンキャンパス

7/22（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 

演劇体験
ワークショップ

保護者対象
説明会

キャンパス見学ツアー

学生演劇フェスティバル！

★ノトスフリンジ
14：00～（開場13：30）

（ノトススタジオ）※無料公演

★「ちくわ」ライブ
15：10～15：30（本部棟前）
本学学生によるライブがあります。

①13：30～ ②14：00～ ③14：30～

HIPHOPダンスワークショップ

相談＆体験ブース

在学生とのおしゃべりコーナー

★学食ランチ体験
11：00～15：30

（食堂）

★メジャーを専攻している先輩の話も聞けるよ★

◆E：歴史学・地理学メジャー
歴史を「知る」から「考える」へ
担当者：教授 倉敷 伸子
今までに「これが歴史の重要事項」と教えられたことがありませんでしたか。

過去の何が重要かは過去を振り返る人それぞれの、考え方で決まります。
今日は、過去の出来事をいくつか選び、そこから私は何を考えたかを皆さんに紹介したいと
思います。歴史を作るのは、今に生きる私たちなのですから。

モデル授業 ABCD
13：20～14：10

4・5号館
◆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。

◆B：平和学メジャー
日本国憲法草案に貢献した人達
担当者：教授 ﾑｱﾝｷﾞ ｺﾞｰﾄﾞﾝ

「日本国憲法」は、良く知られているように、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を

三大原則としています。それまでの「大日本帝国憲法」と根本的に違っていて、国民を
大事に考えられたと感じられます。一体、どのような人達が憲法草案づくりに貢献した
のでしょうか。権力者でなく、それまでマイナーと思われていた人達、例えば「憲法研
究会」の人達や女性に焦点をあてて、お話しましょう。押し付け憲法ではないことが納
得できます。

◆C：スクールソーシャルワークマイナー
こどもたちの笑顔のために～こどもと学校・家庭・地域をつなぐ

スクールソーシャルワーカー（SSWer）のしごと～

担当者：教授 浜田 知美

SSWerとは、学校で福祉の専門性を活かして子どもを支援する専門職です。

子ども一人ひとりが安心して学べるように、子どもから学びながら、保護者、教員、地域の人
たちと協働して、一緒に子どもの持っている力を発揮できる環境を創っていきます。この授業
では、実際の事例を通して、スクールソーシャルワーカーの仕事、大切にしないといけないこ
と、をともに考えます。

◆D：ベースボール科学メジャー
アニメ「巨人の星」をベースボール科学的に分析する。

担当者：教授 漆原 光徳

野球アニメの代表作「巨人の星」では、当時の野球界において常識とされていた様々な練習

風景を見ることができます。それらを、ベースボール科学的視点から分析し、身体的・精神
的、それぞれの側面からの問題点を明らかにします。

◆F：地域社会と福祉実践メジャー
障害者権利擁護の考え方と福祉実践
担当者：教授 西谷 清美
障害者権利条約を踏まえて、今後取り組むべき障害者支援のあり方について考える。

◆G：情報加工学メジャー
『インタレスト』の活動レポート
担当者：教授 田尾 和俊
情報加工学メジャーの実践科目『インタレスト』の取材風景や編集作品を映像で紹介します。

◆H：健康・スポーツ科学メジャー
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
スポーツやってますか？トレーニングやってますか？ さて、知っているようで、実は知らな

かった・・・。そんなスポーツトレーニングの一面を、みなさんとご一緒に探ってみたいと思
います。ちょっとだけ、スポーツ科学の基本を勉強してみましょう。

「はじめの一歩」にどうぞ。

EFGH
14：20～15：10

4・5号館

入試
説明会

モデル授業ABCD モデル授業EFGH

ポストモダン・カフェ



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。

四国学院大学の最新情報をお届けします！

Facebook LINE

2017.08.11（金・祝）オープンキャンパス

来月のオープンキャンパスは8.11（金・祝）に開催予定
です。
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♬

2018年度入試の概要を説明します。

入試説明会 7号館
12：00～12：30

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。
3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～

クラブ・サークル
見学＆体験

気になるクラブ・サークルを見つけたら見学＆体験
してみよう。皆さんの参加大歓迎！
参加団体はキャンパスMAPちらしを見てね！

ロンドンで行われている『WORLD OF DANCE UK』優勝を初め、数々のダンスコンテストで
優勝を重ねて来た重鎮ダンサーであり振付家でもあるAnthony Hutchinsonによるダンスワー
クショップを開催します！

ダンススタジオ
13：30～15：00

平成29年度香川県大学等魅力づくり補助金採択事業
かがわコミュニティ・デザイン（KCD）推進事業
アーツ＆スポーツ企画

※事前申し込みをしていない参加希望者の方は、
スタッフまでお問合せください。

★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

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

※途中参加および途中退出不可

イメージを伝える
担当者：准教授 西村 和宏
演劇で大事なことは観客に「イメージを伝える」ことだと私は思っ
ています。イメージって何？ということを考えて、イメージを形に
してみます。演劇のことを知るための、最初のワークショップです。

演劇体験ワークショップ ノトス館
13：00～14：00

ポストモダン・カフェ
2号館

13：30～15：30（随時）

自分と隣人の命を守る～体験から学ぶ防災～
担当者：教授 清水 幸一
ワークショップ形式で、生き残る（サバイバル）スキルを
学びます。


