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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：歴史学・地理学メジャー
地形図から四国学院周辺地域を見る
担当者：教授 速水 清隆
四国学院大学周辺地域の丸亀平野の地理的特徴を、25000分の１地形
図より共に読み進めていきます。この地は、地形環境、水環境の面か
ら見ても、大変興味深いところであります。道路体系にもこの地なら
では特徴を見ることができます。限られた時間ですが、この地の地理
的再発見をしてみましょう。

モデル授業 ABCD
13：20～14：10

◆A：文学メジャー
ラフカディオ・ハーンの「雪女」を読む
担当者：教授 菅田 浩一

ラフカディオ・ハーンの「雪女」より原文（英語）と日
本語訳の一部を抜粋し比較することによって、比較文学
に関するお話をさせて頂きます。

◆C：心理学・カウンセリングメジャー
心理学入門
担当者：准教授 山口 孔丹子

心理学とはどのような学問なのかを学びます。心理テスト
や質問の時間を設けて皆さんに心理学を身近に学んでいた
だきたいと願っています。

◆G：こころとからだの福祉メジャー
チーム医療の中の精神保健福祉士

担当者：教授 富島 喜揮

今日の医療は、多職種が連携をもって患者の治療や支援に
あたります。精神科病院における治療と支援の実際と精神
保健福祉士の役割について講義します。

★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

◆D：国際文化マネジメントメジャー
四国学院大学の国際プログラムと

国際文化マネジメントメジャ－での学び
担当者：教授 橋本 一仁
四国学院大学国際文化マネジメントメジャ－の学びは、本学キャン
パスでの国際体験のほか、海外の姉妹校・学術協定校への留学、海
外短期研修や国際セミナ－へ参加できる、本学全体の国際体験プロ
グラムと強く連携しています。今日の授業では、本学の多彩な国際
プログラムの歩みや実例などを紹介しながら、国際文化マネジメン
トメジャ－学びの特徴などについてお話します。

412教室

◆H：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：教授 川又 実

日常のメディア利用について、サブカルチャー研究の
観点から考える

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

◆B：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 ムアンギ ゴードン
「日本国憲法」は、よ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。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に焦点をあてて、
お話しましょう。押し付け憲法でないことが納得できます。

◆F：社会福祉学メジャー
18歳からの社会保障
担当者：教授 李 静淑
選挙権年齢をこれまでの20歳以上から18歳以上に引き下げる、改正
公職選挙法が2015年に成立しました。従来よりも一層、高校生まで
の間に、有権者として判断できるだけの正しい知識と行動力を身に
つける社会保障教育を行うことが求められています。そこで、まず
社会保障とは何かについて一緒に考えてみましょう。

512教室
512教室

ポストモダン・カフェ

★演劇授業見学
1４：10～15：10（ノトススタジオ）

「身体表現ＷＳⅢ 」
演出家 中島諒人

小論文対策講座



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（演劇コース）/
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

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）

小論文対策講座

推薦入試（公募制）の小論文にいかに取り組むか、そ
の準備方法を解説いたします。

4号館423教室
13：20～14：10

※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

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
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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？

●TRPGサークル（216教室）
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
チャペルにて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
13：00～15：00

★クラブサークル体験
12：30～13：00

●ダンス部（本部棟前）
1ジャンル4分のショー
ケースを合計5ジャンル
披露します。

★見学できます。

★小論文対策講座
13：20～14：10

★クラブサークル体験
13：00～15：00
●少林寺拳法部
第5体育館で活動しています。
ぜひ見学に来てみてください。

6

6

★軽音楽部ライブ
13：30～15：00
6号館大音楽室
軽音楽部がライブをするの
で、ぜひ見学に来てみてく
ださい！！
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