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四国学院大学オープンキャンパス
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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 

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

★「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～

ポストモダン・カフェ

相談＆体験ブース

在学生とのおしゃべりコーナー

★メジャーを専攻している先輩の話も聞けるよ★

◆E：学校教育メジャー
教育職員免許法の仕組み
担当者：教授 元井 一郎

教育職員免許法の改正が進んでいる中、教員の質の確保を目指す教員の養成、採用、研修

システムのあらたな構築について中心的に解説する。とりわけ、現在の教員養成システムの
再編がどのレベルでどの程度変更されていくのか、その内容を詳細に説明することをこころ
がけたい。

モデル授業
ABCD

13：20～14：10

◆A：平和学メジャー
「日本国憲法草案：忘れてはいけない記憶」
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
事に考えられています。一体、どのような人達によって憲法草案はつくられたのでしょう
か。忘れてはいけない記憶とは。憲法草案づくりに貢献した人々、「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。

◆B：心理学・カウンセリングメジャー
物の見え方の不思議
担当者：教授 大木 祐治

人間の心の入り口に感覚器官がある。我々は、感覚器官を通して外界の情報を取り込み、

それについて判断するのである。人間には五感があるが、その中でも視覚に最も依存してい
る。確かに人間の視覚は非常に優れてはいるが、ただその判断は、実に曖昧であり相対的な
ものなのである。そうした我々の物の見え方の不思議さを、少しでも理解してもらえれば幸
いである。

◆C：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。

◆D：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

世界遺産は毎年話題になりますが、漠然としたイメージで伝えられます。ここでは、世界

遺産とその基幹にある文化的景観について概説します。なぜ、富士山が文化遺産なのか、
なぜ、長崎の教会群が延期されたのか、四国遍路の世界遺産登録に必要な事項などを考え
てみます。

◆F：社会福祉学メジャー
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

社会福祉の分野には「熱い胸と冷たい頭」という言葉があります。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。

◆G：国際文化マネジメントメジャー
物質文化と見えない文化
担当者：教授 ﾍﾞﾄﾞﾛｰ ﾏｲｹﾙ

海外の何カ国かで、日常生活で使う小さい物をとり上げている。それがどんな環境どんな文化

から来た物かを考える。実用的な物の機能自体は分かりやすいが、たまに文化の価値観がつい
ている事がある。また用途が不明の物は、文化にある考え方や信じる事について表しているも
のである。この観点から違う文化に適応しやすいこと適応しにくいことについて考察する。

◆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いきましょう。

入試
説明会

★8月お楽しみ企画
かき氷サービス

13：00～15：30（5号館西）

★学食ランチ体験
11：00～15：30

（食堂）

★障害を持つ在学生とのおしゃべりコーナー

★サークル紹介パネル展
11：00～15：30（学生コモンズ支援課）

モデル授業ABCD モデル授業EFGH

EFGH
14：20～15：10

216教室

412教室

514教室

411教室

412教室

514教室

512教室

411教室



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

2017.09.23（土・祝）オープンキャンパス

来月のオープンキャンパスは9.23（土・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！
今年度最後のオープンキャンパスとなります。
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711教室
12：00～12：30

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2階
13：30～14：00

★★プログラム★★

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
217教室・218教室
13：00～15：30（随時）

沖縄みやげで
おもてなし♬

8月お楽しみ企画

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。

第1部
13:15～13:45

オキナワ・トーク
講師：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
14:00～15：30

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

『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。

大人気に
応えて

5号館西
13：00～15：30

★ルート
総合案内テント→2号館→聖恵館→図書館→男子寮→ロゴス館→
女子寮→ノトス館→総合案内テント

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！
参加団体はクラブ・サークルちらしを見てね！

※途中参加および途中退出不可

★演劇創作のこつ
担当者：准教授 西村 和宏
小グループに分かれて短いシーンを創作します。状況を考え、台詞
を考え、実際に演じます。そうしたプロセスを経ることで、演劇の
構造を体感します。演劇の構造がわかれば、面白い演劇を作るこつ
が少しだけわかります。

演劇体験ワークショップ
ノトス館3階
プレイルーム

13：00～14：00


