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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

大学生とのおしゃべりコーナー

◆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

無数にある過去の出来事を、歴史として編み直すにはどうした
らいいのか、近代日本を事例として、受講者とともに考えます。

モデル授業
ABCD

13：20～14：10

◆A：文学メジャー
江戸川乱歩の「二銭銅貨」を読む
担当者：教授 菅田 浩一

江戸川乱歩のデビュー作である「二銭銅貨」を題材に、
大学での文学の授業の進め方についてお話させて頂きます。

◆C：こころとからだの福祉メジャー
高校生のメンタルヘルスと支援
担当者：教授 富島 喜揮

青年期前期の心性の特徴と危機を取り上げながら、スクー
ルソーシャルワーカーの具体的な支援と支援の視点につい
て講義します。

◆G：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。

★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

★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：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。

412教室

◆D：情報加工学メジャー
「讃岐うどんの基礎知識」
担当者：教授 田尾 和俊

讃岐うどん巡りを楽しむために、また讃岐うどんを語るため
に知っておくべき基礎知識の一端を紹介します。

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

★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：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

我々人間は、感覚情報の中でも視覚情報に最も多く依存している。
しかし、その視覚情報に対する判断は、意外にも曖昧さや不正確さ
を有している。そうした見え方のメカニズムの不思議さについて、
具体例を挙げながら説明をしていく。

512教室512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

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

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

2020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。
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～

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！
～ハーバリウムを作ってみませんか～

3号館前
11：00～15：00

（随時）

※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
声と身体に意識を向け、ゲームや即興によってそれらが持つ可
能性を再発見してみます。経験は問いません。
※動きやすい服装で参加してください。

演劇体験ワークショップ ダンススタジオ
13：00～14：00

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。

※引換券1枚につき1グループまで。
※なくなり次第終了。

5号館西
13：00～15：308月お楽しみ企画

吹奏楽団 ミニコンサート
「make her mine」と「アイネクライネ」と
「シロクマ」を演奏します。「シロクマ」はダ
ンス部とコラボして踊っていただきます。ぜひ
見に来てください。

本部棟前
15：10～15：30

★帰りは15：40に大学正門を
出発します。
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★身体表現ワークショップ
13：00～14：00
※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）

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

★大学生とのおしゃべりコーナー

11：50～15：00

9
★吹奏楽団ミニコンサート
15：10～15：30
今回は「make her mine」と「アイネクライ
ネ」と「シロクマ」を演奏します。「シロク
マ」はダンス部とコラボして、踊っていただ
きます。ぜひ見に来てください！

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
13：30～14：00

★モデル授業
CD: 13:20～14:10
GH: 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
四国学院大学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♪

16

5

ダンススタジオ

16

5 5号館

★モデル授業
AB: 13:20～14:10
EF: 14:20～15:10

3

3号館前

★四国学院大学専門学校企画
11：00～15：00（随時）

3

★クラブサークル体験
13：00～15：00
●フォークフェロー
アコースティック形式の弾き語りライブを開催します。
観覧自由なのでぜひ見に来てください。

●TRPGサークル
簡単なTRPGを用意しました。経験者
も初心者も、「自由」なゲーム・会話
を楽しみましょう。

7

7 7号館

★入試説明会
12：00～12：20

★サークル体験プログラム
13：00～15：00
●清泉礼拝堂聖歌隊
大学生デビューとともに、音楽に触れてみませ
んか？体験ブースを設けております。是非、見
学にお越しください。隊員一同心よりお待ちし

ております。

★クラブサークル体験
13：00～15：30

8月お楽しみ企画
かき氷無料サービス
13：00～15：30

★

★

711教室、図書館を
休憩室として使用できます。


