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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
①13：30～ ②14：30～

★学生ライブ
15：10～15：30（本部棟前）

相談＆体験ブース

在学生とのおしゃべりコーナー

◆A：英語メジャー
Fun with English Conversation
担当者：教授 カロル ドナルド
Let’s have fun learning about English conversation. 
Conversation is like a dance. 
Come and learn how to do easy and natural conversation in 
English.

モデル授業
ABC

13：20～14：10

◆B：子ども福祉メジャー
アンパンマンから考える児童文化・子ども文化
担当者：教授 大山 治彦
子どもたちに人気のアンパンマン。実は、アンパンマンは、もとも
と大人向けに書かれたお話でした。作者のやなせたかしは、子ども
向けに書き改めた後も、その思想を、子どもたちに本気でぶつけて
いきます。例えば、なぜアンパンマンは、自分が弱るのを承知で、
自分の顔を食べさせるのか、などです。こうした「アンパンマン」
の世界をてがかりに、児童文化や子ども文化について、考えていき
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：こころとからだの福祉メジャー
ソーシャルワーカーの専門性
担当者：教授 富島 喜揮
福祉は、優しさだけで成り立つものではありません。ミクロレベルの
支援を中心に、ソーシャルワーカーの価値、知識、技術について講義
します。

◆E： 情報加工学メジャー
発想力を身につけるための道具
担当者：教授 田尾 和俊
「発想力」の多くは天性の才能ではなく、発想力を生み出す手法を

知り、その手法を使って訓練を重ねることで身についてきます。
そのあたりの基本をほんの少し紹介します。

★サークル紹介パネル展
11：00～15：30 （図書館）

モデル授業ABC モデル授業DE

DE
14：20～15：10

423教室
216教室

412教室

411教室

411教室

清泉礼拝堂聖歌隊、ハンドベル・クワイア
サークル体験プログラム

CHC企画

★学食ランチ体験

11：00～15：30（食堂）

SARPvol.16稽古見学

★サークル体験プログラム
（ハンドベルクワイア・清泉礼拝堂聖歌隊）

13：00～15：00



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。

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
13：20～13：50

★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 7：50 → JR高知駅（南口） 9：00 → 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！

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。
2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～ ②14：30～

オープンキャンパス同日開催プログラム

四国学院大学のアファーマティブ・アクション
★13：20～14：10

・教えて！障害がある学生のキャンパスライフ
・CHC委員長による特別講義

障害がある学生や支援学生によるキャンパスライフ紹介です。授業
や授業以外の日常生活、人間関係についてお話します。
お気軽にお越しください！！

2号館
13：20～14:10

CHC企画

★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

※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（芸術監督）
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
プレイルーム

13：00～14：00

ダンススタジオ
14：30～15：30

SARP稽古見学

SARPvol.16稽古見学
『木ノ下歌舞伎』の主宰である木ノ下裕一氏が監修・補綴し、本学
芸術監督である西村和宏が演出するSARPvol.16の稽古見学ができ
ます。
携帯電話はマナーモードの上、私語厳禁でご自由に見学ください。

在学生とのおしゃべりコーナー
本学の学生と話ができます。
学生生活から授業のことまで、気軽にお話してみてください。
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★演劇体験ワークショップ
13：00～14：00
表現力や感性を磨きたい貴方!!
是非、ご体験ください♪
※途中参加および途中退出はできません。

❤

★

★見学できます。

13 向山寮（男子寮）

14 紫苑寮（女子寮）

8 ノトス館

15 立体駐車場

❤

❤

❤案内・受付テント、総合案内（正門）
❤聖恵館前テント
❤駐車場受付
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！

四国学院大学オリジナルグッズ

❤正門テント
★キャンパス見学ツアー
2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～ ②14：30～

12 食堂

★学食ランチ体験（無料）
11：00～15：30

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

11：50～15：00
9
★本学学生ライブ
15：10～15：30
本部棟前にて、本学学生が
ライブを行います。

本部棟前2 2号館

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

★サークル紹介パネル展
11：00～15：30

★保護者対象説明会
13：20～13：50

★モデル授業
ABC:13：20～14：10
D E:14：20～15：10

4 4号館

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。
パイプオルガンの演奏も聴けるよ♪

★CHC企画
13：20～14：10

5

5

ダンススタジオ

★SARPvol.16稽古見学
14：30～15：30

★サークル体験プログラム
13：00～15：00
清泉礼拝堂聖歌隊とハンドベル・ク
ワイアのサークル体験ができるよ♪


