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学長挨拶＆
大学紹介
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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：英語メジャー
"Let's Have Fun with English“
担当者：教授 中西 ウェンディ

We‘ll do self-introductions and then work on English 
words for fruits and vegetables and finally listen to an 
easy and pretty English song. (We WON'T do the 
survey/Bingo).

モデル授業 ABCD
13：20～14：10

◆A：哲学メジャー
「自分だけが重要なわけではない」
担当者：教授 重永 哲也
お店でお金を払うのは、店員が商品と引き換えにお金を受け取る
と予想するからです。このように、この社会は自分と他人の相互
作用で成り立っています。このことを踏まえたとき、社会のあり
方や道徳についてどういうことが言えるかを考えてみます。

◆C：子ども福祉メジャー
乳幼児の発達と養育者と保育者の役割
担当者：教授 野崎 晃広
子育てをする家庭、子どもを保育する現場では子どもの成長発達
に合わせた対応をすることが不可欠です。保育現場では、子ども
の成長を育むために、どのような対応や工夫をしているのでしょ
うか。乳幼児から見える子どもの世界を考えてみましょう。

◆G：スクールソーシャルワークマイナー
スクールソーシャルワークって何だろう？

担当者：教授 片岡 信之
学校を拠点にして子どもが抱える問題を受け止め支援するのがス
クールソーシャルワークです。どのような考え方で支援を行うの
か,どのような人たちと連携して支援するのか、スクールソーシャ
ルワーカーは毎日どのような動きをしているのか、スクールソー
シャルワークの実際とその魅力をお伝えします。

★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：健康・スポーツ科学メジャー
「スポーツパフォーマンスを測る！ ～トレーニング科学の活用～」

担当者：教授 片山 昭彦
例えば、『新体力テスト』。みなさんは、小学校から、ずっと取り
組んでこられたかと思います。さて、なんのための新体力テストな
のでしょうか？新体力テストの結果から、いったい何がわかるの？
どのように活用するの？それらを知ることで、パフォーマンスアッ
プのカギを発見しましょう。さあ、測ることを考えてみましょう。

412教室
◆D：社会学メジャー

生活世界を再発見するー社会学のミカタとチカラー
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。

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：学校教育メジャー
教育職員免許法の改正と教員養成制度の構造
担当者：教授 元井 一郎
教員養成制度についての現状について、どのような特徴を持って
いるのかを説明します。その後、教員免許取得を考えるためにど
のようなことに注意すべきかを整理してお話します。

◆F：地域社会と福祉実践メジャー
社会福祉の実習
担当者：教授 石井 洗二
社会福祉分野の実習について説明します。おもに、社会福祉士にな
るために必要な「相談援助実習」（ソーシャルワーク実習）につい
て、実習のための事前学習や事後学習を含めてお話しします。

512教室512教室

ポストモダン・カフェ



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

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 7：40 → JR高知駅（南口） 8：55 → 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

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！
～ハーバリウムをつくってみませんか～

3号館前
11：00～15：00

（随時）

※途中参加および途中退出不可

★インプロ（即興演劇）ワークショップ
担当者：准教授 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 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。

5号館西
13：00～15：308月お楽しみ企画

217教室
13：30～15：00ポストモダン・カフェ

自分と隣人の命を守るために
大学生と防災・減災クイズに挑戦

担当者：教授 清水 幸一

★帰りは15：40に大学正門を
出発します。
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★インプロ（即興演劇）
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
★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。ぜひご覧く
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
★ポストモダン・カフェ
13：30～15：00

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。

★クラブサークル体験
13：00～15：00
●ハンドベル・クワイア
13時から15時まで、チャペル2階の集
会室でハンドベルの演奏体験を開催し
ています‼どなたでも楽しく演奏でき
る楽器です！「天使の歌声」と呼ばれ
るハンドベルを一緒に楽しんでみませ
んか？

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。

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。

★クラブサークル体験
13：00～15：00
●トータルカードゲーム部
僕たちトータルカードゲーム部はカー
ドゲームを通してコミュニケーション
を取ったりします。経験者でも初心者
でも大歓迎ですのでぜひ見に来てくだ
さい。


