
子どもの専門家に
なろう！

子どもにかかわる
仕事がしたい！

保育所の先生
認定こども園の先生
幼稚園の先生
小学校の先生

子どもに関するスペシャリストの養成をめざしています！

こんな免許・
資格が取れる!

ゼミ活動 卒業生からのメッセージ（2020年3月卒業生）

児童学科の行事

3年次から、各専門分野に分かれて研究します。
●教育学　●国語科教育　●算数科教育　●理科教育　●社会科教育　●生活科・家庭科教育　●体育科教育　●音楽科教育
●特別支援教育　●幼児教育学　●乳幼児教育・保育学　●教育心理学　●発達心理学　●教材開発　●健康・スポーツ

研究室
紹介♪

4月

10月
5月

11月

6月
7月

8月

9月

入学式
学科別オリエンテーション
オリエンテーションゼミナール・
新入生歓迎会

全学球技大会

幼稚園教育実習Ⅱ（4年次）

子育て広場
「あそびとおはなしの会」

保育実習Ⅰ（2年次）
保育実習Ⅱ（3年次）
レク野外実習（2年次）

保育実習Ⅰ（2年次）
保育実習Ⅱ（3年次）

小学校・幼稚園
教育実習Ⅰ・Ⅱ（3・4年次）

創立記念日
芳藍祭（大学祭）
あそびと学びの
フェスティバル

ジョイフルコンサート
創作舞踊研究発表会「表現人」

子育て支援活動
児童学科運動会（児童リンピック）

徳島乳幼児・児童教育実践研究大会
卒業研究発表会
保育実習Ⅰ（2年次）
卒業生を送る会

卒業式

12月

2月

1月

3月

芳藍祭（大学祭）

創作舞踊研究発表会「表現人」

子育て広場

「あそびとおはなしの会」

夢を夢で終わらさず…
　児童学科で過ごした4年間は本当に
あっという間で、私が入学時に思い描
いたものより充実した大学生活となり
ました。それは一緒に楽しみ、励まして
くれる児童学科の仲間や、親身になっ
て話を聞いてくださる先生の存在が
あってこそです。
　教員採用試験対策では、同じ夢に向

かって頑張っている仲間の姿に何度も励まされ「一緒に頑張りた
い！」と最後まで努力することができました。これから先の将来を
考えると不安になることもあると思いますが、困った時には助け
てくれる先生方や仲間が必ずいます。夢を夢で終わらさず、四国
大学で充実した学生生活を送り、ぜひ自分の夢を実現してほしい
です。応援しています。
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夢実現に向け
目標をしっかりともつ
　たくさんの仲間や先生たちと過ごし
た児童学科での4年間は、本当にあっと
いう間でした。日々の授業や実習、芳藍
祭のイベント、サークル活動など、仲間
と励まし合い協力し合いながら、様々な
ことを成し遂げてきた経験は、どれも一
生の思い出です。

　就職対策では、同じ目標を持つ仲間と共に、最後まで頑張ること
ができ、仲間の大切さを実感しました。また、先生方が熱心にご指導
くださったことで、自信を持って試験に臨むことができ、本当に感謝
しています。保育者になるという幼少期からの夢を、この児童学科
で叶えることができ、本当にうれしく思っています。後輩のみなさ
ん、目標をしっかりともち、ぜひ夢を実現させてください。応援して
います。
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自己成長できる場所
　僕は、受験に失敗し行きたい大学に
行けず、望んで四国大学の児童学科に
入ったわけではありませんでした。で
すが、今は四国大学の児童学科に入っ
て本当に良かったと胸を張って言えま
す。学生の主体性や自主性を大切に
し、伸び伸びと学ばせてくれる先生方、
明るく活発な学科の雰囲気、学年を超

えて先輩や後輩と交流ができる環境など児童学科独特の伝統や
雰囲気、環境が僕を人間的に成長させてくれました。今、児童学科
に入ろうかと悩んでいるあなた！ここに入って、きっと後悔するこ
とはありません。充実すること間違いなしです。ぜひ、児童学科に
入って一皮も二皮も剥けた自分になってみませんか？
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子どもが好きならぜひ‼
　「男なのに幼稚園の先生になるん？」
と高校時代は言われ続けていました。
大学も同じように言われながらめざす
のだろうと思っていましたが、そんなこ
とはありませんでした。
　子どもの成長に関わることに真剣に
向き合う仲間がいることはとても居心
地が良く、保育に携わることに誇りを

持てるようになりました。性別なんて関係ありません！子どもが好
きならぜひ！！一緒により良い保育について学んでいきませんか？
児童学科、最高です！！
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夢に向かってチャレンジ！
　「小学校の先生になりたい！」という
夢を実現することができ、本当にうれ
しかったです。1年生の頃から、日々の
授業やボランティア活動を通して、より
実践的なスキルを身につけることがで
き、とても充実した4年間だったと思い
ます。採用試験では苦しいこともあり
ましたが、先生方や家族の手厚いサ

ポートのもと、児童学科の仲間と共に励まし合って最後まで乗り
切ることができました。自分一人の力では乗り越えられなかった
と思います。児童学科に入って本当に良かったです。みなさんも
ぜひ、児童学科で夢に向かってチャレンジしてみてください。
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夢に向かって頑張って！
　四国大学で過ごした4年間は、私に
とって、かけがえのないものです。ここ
で得ることができたものを活かし、もっ
と自分の実力を伸ばしていきたい！と
いう思いから地元徳島を出て姫路市公
立保育教諭として就職することを決め
ました。これから始まる、新しい生活に
たくさんの悩みや不安はありますが、

四国大学で夢に向かって頑張った経験は、これからの私を支えて
くれるものだと信じています。みなさんも支え合える仲間や頼り
になる先生方と一緒に夢に向かって頑張ってください。

夢に向かって頑張って！
　四国大学で過ごした4年間は、私に
とって、かけがえのないものです。ここ
で得ることができたものを活かし、もっ
と自分の実力を伸ばしていきたい！と
いう思いから地元徳島を出て姫路市公
立保育教諭として就職することを決め
ました。これから始まる、新しい生活に
たくさんの悩みや不安はありますが、

四国大学で夢に向かって頑張った経験は、これからの私を支えて
くれるものだと信じています。みなさんも支え合える仲間や頼り
になる先生方と一緒に夢に向かって頑張ってください。

夢に向かって頑張って！
　四国大学で過ごした4年間は、私に
とって、かけがえのないものです。ここ
で得ることができたものを活かし、もっ
と自分の実力を伸ばしていきたい！と
いう思いから地元徳島を出て姫路市公
立保育教諭として就職することを決め
ました。これから始まる、新しい生活に
たくさんの悩みや不安はありますが、

四国大学で夢に向かって頑張った経験は、これからの私を支えて
くれるものだと信じています。みなさんも支え合える仲間や頼り
になる先生方と一緒に夢に向かって頑張ってください。

夢に向かって頑張って！
　四国大学で過ごした4年間は、私に
とって、かけがえのないものです。ここ
で得ることができたものを活かし、もっ
と自分の実力を伸ばしていきたい！と
いう思いから地元徳島を出て姫路市公
立保育教諭として就職することを決め
ました。これから始まる、新しい生活に
たくさんの悩みや不安はありますが、

四国大学で夢に向かって頑張った経験は、これからの私を支えて
くれるものだと信じています。みなさんも支え合える仲間や頼り
になる先生方と一緒に夢に向かって頑張ってください。

夢に向かって頑張って！
　四国大学で過ごした4年間は、私に
とって、かけがえのないものです。ここ
で得ることができたものを活かし、もっ
と自分の実力を伸ばしていきたい！と
いう思いから地元徳島を出て姫路市公
立保育教諭として就職することを決め
ました。これから始まる、新しい生活に
たくさんの悩みや不安はありますが、

四国大学で夢に向かって頑張った経験は、これからの私を支えて
くれるものだと信じています。みなさんも支え合える仲間や頼り
になる先生方と一緒に夢に向かって頑張ってください。

絵内 帆乃佳 ［勤務先］
徳島県内公立小学校 鎌田 恵 ［勤務先］

徳島県内公立保育所・認定こども園 森上 貴裕 ［勤務先］
徳島県内公立保育所

天野 李規 ［勤務先］
徳島県内公立小学校 岡本 凱 ［勤務先］

徳島県内児童発達支援施設 平野 碧 ［勤務先］
兵庫県公立認定こども園

生活科学部
四国大学

児童学科
児童教育学コース／保育学コース

理科教育ゼミ

カラフルなマイクロカプセルの制作実験

乳幼児教育・保育学ゼミ

子育て応援ボランティアで、赤ちゃんやママたちと一緒に楽しい時間を過ごしました。

　音楽科教育ゼミ

ゼミ生が中心となって、音楽を楽しむ児童学科ジョイフルコンサートを開催！

算数科教育ゼミ

オープンキャンパスで、ゼミの紹介と数字ビン
ゴゲームやパズルを

しています。

四国大学 広報課
     0120-65-9906  FAX 088-665-9907
https://www.shikoku-u.ac.jp/request/

資
料
請
求
は

〒771-1192
徳島市応神町古川字戎子野123-1

TEL 088-665-1300
FAX 088-665-8037
https://www.shikoku-u.ac.jp/

HP ・ http://www.ed.shikoku-u.ac.jp
Facebook ・ http://www.facebook.com/jido.shikokuuniv

生活科学部 児童学科
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四国大学日ノ上
グラウンド

吉
野
川
橋

●
徳島大学

吉野川

児童学科 facebook

2020年度版

見つけよう君の未来!

OPEN CAMPUS 2020
参加者全員に

オリジナルグッズを
プレゼント!

4/25
SAT

6/14
SUN

7/12
SUN

8/2
SUN

8/22
SAT

9/13
SUN

本学は、高等教育の修学支援新制度の対象機関として文部科学省から認定
されています。
本学に入学する学生は、家計の経済状況等により、入学金・授業料の減免と
給付型奨学金（生活費）の支給を受けることができます。

学びたい
気持ちを
応援します

開催中止



D e p a r t m e n t  o f  P e d o l o g y

学びの特色

手あつい就職対策

主な施設

就職・進路

児童学科での学び

子どもが好きな、あなたへ
子どもたちの発達に携わるスペシャリスト。児童学科では、充実したカリキュラムで子どもたちに関する
「理論」を学び、早期からのボランティア活動や実習を通して子どもと触れ合い、「実践力」を養います。ま
た、小学校教員や保育士・保育教諭・幼稚園教諭採用試験等の就職対策も充実しています。

 1.専門性を重視した授業
保育所や認定こども園、幼稚園、小学校の先生だけでなく、様々な
職種で、子どもに関わるスペシャリストとしての専門性を重視した授
業を開設しています。2020年度より国立青少年教育振興機構と
連携した「認定絵本士養成講座」を開設し、絵本作家など多彩
な講師陣のもとで絵本に関する知識、技術、感性を養います。

 3.きめ細かな実習指導
徳島県内の保育所や認定こども園、幼稚園や小学校で学外実習
を行います。実習前の事前指導はもちろんのこと、実習先への巡回
指導や実習後の事後指導など、きめ細かな実習指導を行い実践
的学びの基礎を培っています。

 2.小学校英語教育プログラム
2018年度より、新たに小学校英語に係る知識・技能を身につけ、
指導力の向上を図る“小学校英語教育プログラム”を実施。「中学校
教諭二種免許状（英語）」と「小学校英語指導者（四国大学認定
資格）」が取得できるカリキュラムを用意し、これからの教育現場
のニーズに対応できる教員を養成します。

 4.多彩な教授陣による卒業研究
3年次からは、少人数で行われるゼミに所属します。そこで、2年間
かけて保育や教育に関する研究などを行います。「たのしい授業
プランの研究」「笑顔における表情認知について」「保育現場に
おける手あそびの意味」などのテーマで研究が行われています。

子ども向けイベント、学習支援、語りなどのボランティア活動の場も1年次から提供しています。

●ボランティア体験
　（附属認定こども園 他）

●施設実習
●保育所実習実習

●小学校・幼稚園教育実習
●保育所実習実習 ●小学校・幼稚園教育実習実習

教員・保育者として
必要な資質を養い
社会性を身につける

専門基礎を学び
本格的な保育実習の
準備をする

保育の専門知識や
教育の指導法を学び
現場で実践する

実習で更に深く
学び、実践力を
身につける

教育学、発達心理学などの専門知識だけでなく、
自分の得意とする教科の実践的な指導技術が身に
つけられます。教員（小学校）採用試験の勉強も
バックアップします。

児童教育学コース 
一人ひとりの子どもの育ちを理解し、その育ちを援助するために、必
要な保育の心と豊かな専門的知識・技術を身につけられます。これか
らの幼稚園・保育所・認定こども園の先生には、幼稚園教諭免許と保
育士資格の両方が求められます。

保育学コース

※小学校教諭一種免許状の取得が前提で「中学校教諭二種免許状（英語）」が取得可能です。

保育学コースにおいて「認定絵本士資格」を取得するためには、
「子どもと絵本Ⅰ・Ⅱ」の科目を受講する必要があります。

●小学校教諭一種免許状
　中学校教諭二種免許状（英語）も取得可能
●幼稚園教諭一種免許状

主な取得免許・資格

［開設科目の例］
●児童教育学　●教育心理学　●特別支援教育
●教育相談　　●生徒指導論　●教育実習
●教科指導法（教科別）

●幼稚園教諭一種免許状
●保育士資格
　認定絵本士資格も取得可能

主な取得免許・資格

2つのコース選べる!

小学校の
先生になろう！

幼稚園の先生・保育所の先生・
認定こども園の先生になろう！

その他の資格

●
食
育
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト（
四
国
大
学
認
定
資
格
）

●
小
学
校
英
語
指
導
者（
四
国
大
学
認
定
資
格
）

●    

認
定
絵
本
士
資
格

●
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
資
格

●
児
童
指
導
員
任
用
資
格

●
社
会
福
祉
主
事
任
用
資
格

●
学
校
図
書
館
司
書
教
諭
資
格

この2つの
免許、資格があれば
保育教諭です。
いいね！

1年次 2年次 3年次 4年次

保育士、保育教諭、幼稚園教諭、小学校教諭になる夢を実現するために、
児童学科では長年の実績とノウハウに裏打ちされた、さまざまな独自の就職対策を実施しています。

「こうすればなれる！小学校・幼稚園・保育所・認定こども園
の先生」という独自のガイドブック。

ガイドブック

教員採用試験での英語実技も対策済み！

「面接での英語」や
「英語の模擬授業」など

採用試験勉強のため、児
童学科独自の学習室と、
個別学習用のブース、
必要な参考書、採用試験
の情報がそろっています。

採用試験対策学習室

3割は四国大学児童学科出身です！

教員採用一般教養対策
保育関係（公務員）教養試験対策

●2年次前期

教員採用一般教養対策
保育関係（公務員）教養試験対策

●2年次後期

教員採用教職教養対策
保育関係（公務員）教養試験対策

●3年次前期

主に3年次向け教員・保育関係（公務員）総まとめの
講座を開設

●春休み

3年次の教採対策として、面接指導や
現役の教員による講座を開設

●夏休み
　合宿研修

●3年次後期 教員採用教職教養対策

4年次向けに教職教養、保育関係専門試験、論作
文、面接対策などの講座を週1回開設

●4年次前期

4年次の二次試験対策として実技、面接対策などの
講座をほぼ毎日開設

●夏休み
　特別対策

きめ細かな2つの就職対策講座

学生の学びの場として、また、地域の子どもたちや
子育て家庭の皆様との交流の場としています。

プレイルーム

徳島市の公立幼稚園教諭・公立保育士合格者の

（2011年4月採用～2020年4月採用）

（2011年4月採用～2020年4月採用）

教育情報実習室

学生が自由に利用できるパソコン50台が常設。
電子黒板も、備えています。

個人練習室（芸
術館）

芸術館には、ピア
ノの個人練習室

18部屋、

電子ピアノ22台
が完備され、

学生が練習した
い時に自由に使

用できます。

児童学科
現役合格
17名

児童学科
卒業生
16名その他

63名

児童学科
現役合格
42名

児童学科
卒業生
7名

その他
55名

みんなで
ステップアップ！

●=四国大学教員・公務員対策講座
●=児童学科独自の就職対策講座

5割は四国大学児童学科出身です！
阿南市の公立幼稚園教諭・公立保育士合格者の

●保育所・幼稚園・認定こども園
［県内］公立/徳島市・鳴門市・阿南市・小松島市・吉野川市・阿波市・美馬市・藍住町・

北島町・松茂町・石井町・板野町・上板町・美波町・海陽町
　　   私立/四国大学附属認定こども園、四国大学附属保育所・四国大学附属

西富田こども園・うずしお保育園・板東ゆたか、みやま保育園・論田ひま
わり保育園・シーズ認定こども園・ゆめあい認定こども園・助任仲よし
認定こども園・みつぼしこども園・鴨島ひかり乳幼児保育園・徳島大学
あゆみの森保育園・前川乳児保育園・しらゆり保育園・若松こども園・
阿波国慈恵院こども園　ほか

［県外］公立/東京（杉並区・品川区・世田谷区・目黒区）・静岡県（浜松市）・兵
庫県（姫路市）・愛媛県（今治市・新居浜市）・高知県（香美市・越智町）・
香川県（高松市・善通寺市・観音寺市・綾川町・三木町・まんのう町）

　　   私立/杉並ひまわり保育園（東京）・仏光学園認定こども園（東京）

●福祉関係
児童発達支援センターにこにこ園・阿波国慈恵院・つだまちスマイルキッズ・
日本赤十字社徳島支部・障害支援センター桜・児童発達支援スクールコペル
プラス　ほか

●小学校
徳島県・高知県・愛媛県・香川県・広島県・岡山県・岡山市・福岡県・沖縄県・
京都府・京都市・兵庫県・神戸市・大阪府・大阪府豊能地区・大阪市・堺市・
東京都・千葉県・千葉市・神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市　ほか

●その他の公務員
徳島県庁・徳島市役所・鳴門市役所・藍住町役場・牟岐町役場・上板町役場・
徳島警察本部（事務職）・徳島県警察（警察官）・徳島消防局・滋賀県立特別支
援学校・那賀町立上那賀病院　ほか

●企業
（株）日本郵便・（株）徳島大正銀行・（株）阿波銀行・（株）四国銀行・（株）日亜
化学工業・（株）日新ホールディングス・（株）ホテルグランドパレス・（株）池田
時計店　ほか

●大学院
四国大学大学院・鳴門教育大学大
学院・岡山大学大学院・愛媛大学
大学院・兵庫教育大学大学院

主な進路・就職先（過去数年の実績）

す ぐ れ た 就 職 実 績

就職率

100％％
※臨時職員も含む

さまざ
まな

フィー
ルドで

活躍し
ていま

す！

2020年4月現在

●2019年度卒業生の就職実績  ※臨時職員も含む。

行　　政
（公務員）

29

小 学 校 企 　 業

34
38

保育所・認定こども園・幼稚園

公 立

私 立
262

進 　 学

4

その他の
公 務 員

8

福祉施設

過去10年間の
徳島市の

公立幼稚園教諭・
公立保育士
96名の内訳

過去10年間の
阿南市の

公立幼稚園教諭・
公立保育士
104名の内訳

［開設科目の例］
●教育原論　　　　　●保育内容総合
●保育の心理学　　　●子どもの保健
●子どもの食と栄養　●乳児保育　●保育実習　●教育実習

CHECK
!

CHECK!

児童学科の学生は、小学校教諭、
幼稚園教諭、保育士、保育教諭、
児童福祉施設の職員、公務員や
一般企業と、ほとんど全員が希
望どおりの就職先で活躍してい
ます。

CHE
CK!

NEW

NEW
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学びの特色

手あつい就職対策

主な施設

就職・進路

児童学科での学び

子どもが好きな、あなたへ
子どもたちの発達に携わるスペシャリスト。児童学科では、充実したカリキュラムで子どもたちに関する
「理論」を学び、早期からのボランティア活動や実習を通して子どもと触れ合い、「実践力」を養います。ま
た、小学校教員や保育士・保育教諭・幼稚園教諭採用試験等の就職対策も充実しています。

 1.専門性を重視した授業
保育所や認定こども園、幼稚園、小学校の先生だけでなく、様々な
職種で、子どもに関わるスペシャリストとしての専門性を重視した授
業を開設しています。2020年度より国立青少年教育振興機構と
連携した「認定絵本士養成講座」を開設し、絵本作家など多彩
な講師陣のもとで絵本に関する知識、技術、感性を養います。

 3.きめ細かな実習指導
徳島県内の保育所や認定こども園、幼稚園や小学校で学外実習
を行います。実習前の事前指導はもちろんのこと、実習先への巡回
指導や実習後の事後指導など、きめ細かな実習指導を行い実践
的学びの基礎を培っています。

 2.小学校英語教育プログラム
2018年度より、新たに小学校英語に係る知識・技能を身につけ、
指導力の向上を図る“小学校英語教育プログラム”を実施。「中学校
教諭二種免許状（英語）」と「小学校英語指導者（四国大学認定
資格）」が取得できるカリキュラムを用意し、これからの教育現場
のニーズに対応できる教員を養成します。

 4.多彩な教授陣による卒業研究
3年次からは、少人数で行われるゼミに所属します。そこで、2年間
かけて保育や教育に関する研究などを行います。「たのしい授業
プランの研究」「笑顔における表情認知について」「保育現場に
おける手あそびの意味」などのテーマで研究が行われています。

子ども向けイベント、学習支援、語りなどのボランティア活動の場も1年次から提供しています。

●ボランティア体験
　（附属認定こども園 他）

●施設実習
●保育所実習実習

●小学校・幼稚園教育実習
●保育所実習実習 ●小学校・幼稚園教育実習実習

教員・保育者として
必要な資質を養い
社会性を身につける

専門基礎を学び
本格的な保育実習の
準備をする

保育の専門知識や
教育の指導法を学び
現場で実践する

実習で更に深く
学び、実践力を
身につける

教育学、発達心理学などの専門知識だけでなく、
自分の得意とする教科の実践的な指導技術が身に
つけられます。教員（小学校）採用試験の勉強も
バックアップします。

児童教育学コース 
一人ひとりの子どもの育ちを理解し、その育ちを援助するために、必
要な保育の心と豊かな専門的知識・技術を身につけられます。これか
らの幼稚園・保育所・認定こども園の先生には、幼稚園教諭免許と保
育士資格の両方が求められます。

保育学コース

※小学校教諭一種免許状の取得が前提で「中学校教諭二種免許状（英語）」が取得可能です。

保育学コースにおいて「認定絵本士資格」を取得するためには、
「子どもと絵本Ⅰ・Ⅱ」の科目を受講する必要があります。

●小学校教諭一種免許状
　中学校教諭二種免許状（英語）も取得可能
●幼稚園教諭一種免許状

主な取得免許・資格

［開設科目の例］
●児童教育学　●教育心理学　●特別支援教育
●教育相談　　●生徒指導論　●教育実習
●教科指導法（教科別）

●幼稚園教諭一種免許状
●保育士資格
　認定絵本士資格も取得可能

主な取得免許・資格

2つのコース選べる!

小学校の
先生になろう！

幼稚園の先生・保育所の先生・
認定こども園の先生になろう！

その他の資格

●
食
育
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト（
四
国
大
学
認
定
資
格
）

●
小
学
校
英
語
指
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者（
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国
大
学
認
定
資
格
）

●    

認
定
絵
本
士
資
格

●
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
資
格

●
児
童
指
導
員
任
用
資
格

●
社
会
福
祉
主
事
任
用
資
格

●
学
校
図
書
館
司
書
教
諭
資
格

この2つの
免許、資格があれば
保育教諭です。
いいね！

1年次 2年次 3年次 4年次

保育士、保育教諭、幼稚園教諭、小学校教諭になる夢を実現するために、
児童学科では長年の実績とノウハウに裏打ちされた、さまざまな独自の就職対策を実施しています。

「こうすればなれる！小学校・幼稚園・保育所・認定こども園
の先生」という独自のガイドブック。

ガイドブック

教員採用試験での英語実技も対策済み！

「面接での英語」や
「英語の模擬授業」など

採用試験勉強のため、児
童学科独自の学習室と、
個別学習用のブース、
必要な参考書、採用試験
の情報がそろっています。

採用試験対策学習室

3割は四国大学児童学科出身です！

教員採用一般教養対策
保育関係（公務員）教養試験対策

●2年次前期

教員採用一般教養対策
保育関係（公務員）教養試験対策

●2年次後期

教員採用教職教養対策
保育関係（公務員）教養試験対策

●3年次前期

主に3年次向け教員・保育関係（公務員）総まとめの
講座を開設

●春休み

3年次の教採対策として、面接指導や
現役の教員による講座を開設

●夏休み
　合宿研修

●3年次後期 教員採用教職教養対策

4年次向けに教職教養、保育関係専門試験、論作
文、面接対策などの講座を週1回開設

●4年次前期

4年次の二次試験対策として実技、面接対策などの
講座をほぼ毎日開設

●夏休み
　特別対策

きめ細かな2つの就職対策講座

学生の学びの場として、また、地域の子どもたちや
子育て家庭の皆様との交流の場としています。

プレイルーム

徳島市の公立幼稚園教諭・公立保育士合格者の

（2011年4月採用～2020年4月採用）

（2011年4月採用～2020年4月採用）

教育情報実習室

学生が自由に利用できるパソコン50台が常設。
電子黒板も、備えています。

個人練習室（芸
術館）

芸術館には、ピア
ノの個人練習室

18部屋、

電子ピアノ22台
が完備され、

学生が練習した
い時に自由に使

用できます。

児童学科
現役合格
17名

児童学科
卒業生
16名その他

63名

児童学科
現役合格
42名

児童学科
卒業生
7名

その他
55名

みんなで
ステップアップ！

●=四国大学教員・公務員対策講座
●=児童学科独自の就職対策講座

5割は四国大学児童学科出身です！
阿南市の公立幼稚園教諭・公立保育士合格者の

●保育所・幼稚園・認定こども園
［県内］公立/徳島市・鳴門市・阿南市・小松島市・吉野川市・阿波市・美馬市・藍住町・

北島町・松茂町・石井町・板野町・上板町・美波町・海陽町
　　   私立/四国大学附属認定こども園、四国大学附属保育所・四国大学附属

西富田こども園・うずしお保育園・板東ゆたか、みやま保育園・論田ひま
わり保育園・シーズ認定こども園・ゆめあい認定こども園・助任仲よし
認定こども園・みつぼしこども園・鴨島ひかり乳幼児保育園・徳島大学
あゆみの森保育園・前川乳児保育園・しらゆり保育園・若松こども園・
阿波国慈恵院こども園　ほか

［県外］公立/東京（杉並区・品川区・世田谷区・目黒区）・静岡県（浜松市）・兵
庫県（姫路市）・愛媛県（今治市・新居浜市）・高知県（香美市・越智町）・
香川県（高松市・善通寺市・観音寺市・綾川町・三木町・まんのう町）

　　   私立/杉並ひまわり保育園（東京）・仏光学園認定こども園（東京）

●福祉関係
児童発達支援センターにこにこ園・阿波国慈恵院・つだまちスマイルキッズ・
日本赤十字社徳島支部・障害支援センター桜・児童発達支援スクールコペル
プラス　ほか

●小学校
徳島県・高知県・愛媛県・香川県・広島県・岡山県・岡山市・福岡県・沖縄県・
京都府・京都市・兵庫県・神戸市・大阪府・大阪府豊能地区・大阪市・堺市・
東京都・千葉県・千葉市・神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市　ほか

●その他の公務員
徳島県庁・徳島市役所・鳴門市役所・藍住町役場・牟岐町役場・上板町役場・
徳島警察本部（事務職）・徳島県警察（警察官）・徳島消防局・滋賀県立特別支
援学校・那賀町立上那賀病院　ほか

●企業
（株）日本郵便・（株）徳島大正銀行・（株）阿波銀行・（株）四国銀行・（株）日亜
化学工業・（株）日新ホールディングス・（株）ホテルグランドパレス・（株）池田
時計店　ほか

●大学院
四国大学大学院・鳴門教育大学大
学院・岡山大学大学院・愛媛大学
大学院・兵庫教育大学大学院

主な進路・就職先（過去数年の実績）

す ぐ れ た 就 職 実 績

就職率

100％％
※臨時職員も含む

さまざ
まな

フィー
ルドで

活躍し
ていま

す！

2020年4月現在

●2019年度卒業生の就職実績  ※臨時職員も含む。

行　　政
（公務員）

29

小 学 校 企 　 業

34
38

保育所・認定こども園・幼稚園

公 立

私 立
262

進 　 学

4

その他の
公 務 員

8

福祉施設

過去10年間の
徳島市の

公立幼稚園教諭・
公立保育士
96名の内訳

過去10年間の
阿南市の

公立幼稚園教諭・
公立保育士
104名の内訳

［開設科目の例］
●教育原論　　　　　●保育内容総合
●保育の心理学　　　●子どもの保健
●子どもの食と栄養　●乳児保育　●保育実習　●教育実習

CHECK
!

CHECK!

児童学科の学生は、小学校教諭、
幼稚園教諭、保育士、保育教諭、
児童福祉施設の職員、公務員や
一般企業と、ほとんど全員が希
望どおりの就職先で活躍してい
ます。

CHE
CK!

NEW

NEW



D e p a r t m e n t  o f  P e d o l o g y

学びの特色

手あつい就職対策

主な施設

就職・進路

児童学科での学び

子どもが好きな、あなたへ
子どもたちの発達に携わるスペシャリスト。児童学科では、充実したカリキュラムで子どもたちに関する
「理論」を学び、早期からのボランティア活動や実習を通して子どもと触れ合い、「実践力」を養います。ま
た、小学校教員や保育士・保育教諭・幼稚園教諭採用試験等の就職対策も充実しています。

 1.専門性を重視した授業
保育所や認定こども園、幼稚園、小学校の先生だけでなく、様々な
職種で、子どもに関わるスペシャリストとしての専門性を重視した授
業を開設しています。2020年度より国立青少年教育振興機構と
連携した「認定絵本士養成講座」を開設し、絵本作家など多彩
な講師陣のもとで絵本に関する知識、技術、感性を養います。

 3.きめ細かな実習指導
徳島県内の保育所や認定こども園、幼稚園や小学校で学外実習
を行います。実習前の事前指導はもちろんのこと、実習先への巡回
指導や実習後の事後指導など、きめ細かな実習指導を行い実践
的学びの基礎を培っています。

 2.小学校英語教育プログラム
2018年度より、新たに小学校英語に係る知識・技能を身につけ、
指導力の向上を図る“小学校英語教育プログラム”を実施。「中学校
教諭二種免許状（英語）」と「小学校英語指導者（四国大学認定
資格）」が取得できるカリキュラムを用意し、これからの教育現場
のニーズに対応できる教員を養成します。

 4.多彩な教授陣による卒業研究
3年次からは、少人数で行われるゼミに所属します。そこで、2年間
かけて保育や教育に関する研究などを行います。「たのしい授業
プランの研究」「笑顔における表情認知について」「保育現場に
おける手あそびの意味」などのテーマで研究が行われています。

子ども向けイベント、学習支援、語りなどのボランティア活動の場も1年次から提供しています。

●ボランティア体験
　（附属認定こども園 他）

●施設実習
●保育所実習実習

●小学校・幼稚園教育実習
●保育所実習実習 ●小学校・幼稚園教育実習実習

教員・保育者として
必要な資質を養い
社会性を身につける

専門基礎を学び
本格的な保育実習の
準備をする

保育の専門知識や
教育の指導法を学び
現場で実践する

実習で更に深く
学び、実践力を
身につける

教育学、発達心理学などの専門知識だけでなく、
自分の得意とする教科の実践的な指導技術が身に
つけられます。教員（小学校）採用試験の勉強も
バックアップします。

児童教育学コース 
一人ひとりの子どもの育ちを理解し、その育ちを援助するために、必
要な保育の心と豊かな専門的知識・技術を身につけられます。これか
らの幼稚園・保育所・認定こども園の先生には、幼稚園教諭免許と保
育士資格の両方が求められます。

保育学コース

※小学校教諭一種免許状の取得が前提で「中学校教諭二種免許状（英語）」が取得可能です。

保育学コースにおいて「認定絵本士資格」を取得するためには、
「子どもと絵本Ⅰ・Ⅱ」の科目を受講する必要があります。

●小学校教諭一種免許状
　中学校教諭二種免許状（英語）も取得可能
●幼稚園教諭一種免許状

主な取得免許・資格

［開設科目の例］
●児童教育学　●教育心理学　●特別支援教育
●教育相談　　●生徒指導論　●教育実習
●教科指導法（教科別）

●幼稚園教諭一種免許状
●保育士資格
　認定絵本士資格も取得可能

主な取得免許・資格

2つのコース選べる!

小学校の
先生になろう！

幼稚園の先生・保育所の先生・
認定こども園の先生になろう！

その他の資格

●
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この2つの
免許、資格があれば
保育教諭です。
いいね！

1年次 2年次 3年次 4年次

保育士、保育教諭、幼稚園教諭、小学校教諭になる夢を実現するために、
児童学科では長年の実績とノウハウに裏打ちされた、さまざまな独自の就職対策を実施しています。

「こうすればなれる！小学校・幼稚園・保育所・認定こども園
の先生」という独自のガイドブック。

ガイドブック

教員採用試験での英語実技も対策済み！

「面接での英語」や
「英語の模擬授業」など

採用試験勉強のため、児
童学科独自の学習室と、
個別学習用のブース、
必要な参考書、採用試験
の情報がそろっています。

採用試験対策学習室

3割は四国大学児童学科出身です！

教員採用一般教養対策
保育関係（公務員）教養試験対策

●2年次前期

教員採用一般教養対策
保育関係（公務員）教養試験対策

●2年次後期

教員採用教職教養対策
保育関係（公務員）教養試験対策

●3年次前期

主に3年次向け教員・保育関係（公務員）総まとめの
講座を開設

●春休み

3年次の教採対策として、面接指導や
現役の教員による講座を開設

●夏休み
　合宿研修

●3年次後期 教員採用教職教養対策

4年次向けに教職教養、保育関係専門試験、論作
文、面接対策などの講座を週1回開設

●4年次前期

4年次の二次試験対策として実技、面接対策などの
講座をほぼ毎日開設

●夏休み
　特別対策

きめ細かな2つの就職対策講座

学生の学びの場として、また、地域の子どもたちや
子育て家庭の皆様との交流の場としています。

プレイルーム

徳島市の公立幼稚園教諭・公立保育士合格者の

（2011年4月採用～2020年4月採用）

（2011年4月採用～2020年4月採用）

教育情報実習室

学生が自由に利用できるパソコン50台が常設。
電子黒板も、備えています。

個人練習室（芸
術館）

芸術館には、ピア
ノの個人練習室

18部屋、

電子ピアノ22台
が完備され、

学生が練習した
い時に自由に使

用できます。

児童学科
現役合格
17名

児童学科
卒業生
16名その他

63名

児童学科
現役合格
42名

児童学科
卒業生
7名

その他
55名

みんなで
ステップアップ！

●=四国大学教員・公務員対策講座
●=児童学科独自の就職対策講座

5割は四国大学児童学科出身です！
阿南市の公立幼稚園教諭・公立保育士合格者の

●保育所・幼稚園・認定こども園
［県内］公立/徳島市・鳴門市・阿南市・小松島市・吉野川市・阿波市・美馬市・藍住町・

北島町・松茂町・石井町・板野町・上板町・美波町・海陽町
　　   私立/四国大学附属認定こども園、四国大学附属保育所・四国大学附属

西富田こども園・うずしお保育園・板東ゆたか、みやま保育園・論田ひま
わり保育園・シーズ認定こども園・ゆめあい認定こども園・助任仲よし
認定こども園・みつぼしこども園・鴨島ひかり乳幼児保育園・徳島大学
あゆみの森保育園・前川乳児保育園・しらゆり保育園・若松こども園・
阿波国慈恵院こども園　ほか

［県外］公立/東京（杉並区・品川区・世田谷区・目黒区）・静岡県（浜松市）・兵
庫県（姫路市）・愛媛県（今治市・新居浜市）・高知県（香美市・越智町）・
香川県（高松市・善通寺市・観音寺市・綾川町・三木町・まんのう町）

　　   私立/杉並ひまわり保育園（東京）・仏光学園認定こども園（東京）

●福祉関係
児童発達支援センターにこにこ園・阿波国慈恵院・つだまちスマイルキッズ・
日本赤十字社徳島支部・障害支援センター桜・児童発達支援スクールコペル
プラス　ほか

●小学校
徳島県・高知県・愛媛県・香川県・広島県・岡山県・岡山市・福岡県・沖縄県・
京都府・京都市・兵庫県・神戸市・大阪府・大阪府豊能地区・大阪市・堺市・
東京都・千葉県・千葉市・神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市　ほか

●その他の公務員
徳島県庁・徳島市役所・鳴門市役所・藍住町役場・牟岐町役場・上板町役場・
徳島警察本部（事務職）・徳島県警察（警察官）・徳島消防局・滋賀県立特別支
援学校・那賀町立上那賀病院　ほか

●企業
（株）日本郵便・（株）徳島大正銀行・（株）阿波銀行・（株）四国銀行・（株）日亜
化学工業・（株）日新ホールディングス・（株）ホテルグランドパレス・（株）池田
時計店　ほか

●大学院
四国大学大学院・鳴門教育大学大
学院・岡山大学大学院・愛媛大学
大学院・兵庫教育大学大学院

主な進路・就職先（過去数年の実績）

す ぐ れ た 就 職 実 績

就職率

100％％
※臨時職員も含む

さまざ
まな

フィー
ルドで

活躍し
ていま

す！

2020年4月現在

●2019年度卒業生の就職実績  ※臨時職員も含む。

行　　政
（公務員）

29

小 学 校 企 　 業

34
38

保育所・認定こども園・幼稚園

公 立

私 立
262

進 　 学

4

その他の
公 務 員

8

福祉施設

過去10年間の
徳島市の

公立幼稚園教諭・
公立保育士
96名の内訳

過去10年間の
阿南市の

公立幼稚園教諭・
公立保育士
104名の内訳

［開設科目の例］
●教育原論　　　　　●保育内容総合
●保育の心理学　　　●子どもの保健
●子どもの食と栄養　●乳児保育　●保育実習　●教育実習

CHECK
!

CHECK!

児童学科の学生は、小学校教諭、
幼稚園教諭、保育士、保育教諭、
児童福祉施設の職員、公務員や
一般企業と、ほとんど全員が希
望どおりの就職先で活躍してい
ます。

CHE
CK!

NEW

NEW



子どもの専門家に
なろう！

子どもにかかわる
仕事がしたい！

保育所の先生
認定こども園の先生
幼稚園の先生
小学校の先生

子どもに関するスペシャリストの養成をめざしています！

こんな免許・
資格が取れる!

ゼミ活動 卒業生からのメッセージ（2020年3月卒業生）

児童学科の行事

3年次から、各専門分野に分かれて研究します。
●教育学　●国語科教育　●算数科教育　●理科教育　●社会科教育　●生活科・家庭科教育　●体育科教育　●音楽科教育
●特別支援教育　●幼児教育学　●乳幼児教育・保育学　●教育心理学　●発達心理学　●教材開発　●健康・スポーツ

研究室
紹介♪

4月

10月
5月

11月

6月
7月

8月

9月

入学式
学科別オリエンテーション
オリエンテーションゼミナール・
新入生歓迎会

全学球技大会

幼稚園教育実習Ⅱ（4年次）

子育て広場
「あそびとおはなしの会」

保育実習Ⅰ（2年次）
保育実習Ⅱ（3年次）
レク野外実習（2年次）

保育実習Ⅰ（2年次）
保育実習Ⅱ（3年次）

小学校・幼稚園
教育実習Ⅰ・Ⅱ（3・4年次）

創立記念日
芳藍祭（大学祭）
あそびと学びの
フェスティバル

ジョイフルコンサート
創作舞踊研究発表会「表現人」

子育て支援活動
児童学科運動会（児童リンピック）

徳島乳幼児・児童教育実践研究大会
卒業研究発表会
保育実習Ⅰ（2年次）
卒業生を送る会

卒業式

12月

2月

1月

3月

芳藍祭（大学祭）

創作舞踊研究発表会「表現人」

子育て広場

「あそびとおはなしの会」

夢を夢で終わらさず…
　児童学科で過ごした4年間は本当に
あっという間で、私が入学時に思い描
いたものより充実した大学生活となり
ました。それは一緒に楽しみ、励まして
くれる児童学科の仲間や、親身になっ
て話を聞いてくださる先生の存在が
あってこそです。
　教員採用試験対策では、同じ夢に向

かって頑張っている仲間の姿に何度も励まされ「一緒に頑張りた
い！」と最後まで努力することができました。これから先の将来を
考えると不安になることもあると思いますが、困った時には助け
てくれる先生方や仲間が必ずいます。夢を夢で終わらさず、四国
大学で充実した学生生活を送り、ぜひ自分の夢を実現してほしい
です。応援しています。
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夢実現に向け
目標をしっかりともつ
　たくさんの仲間や先生たちと過ごし
た児童学科での4年間は、本当にあっと
いう間でした。日々の授業や実習、芳藍
祭のイベント、サークル活動など、仲間
と励まし合い協力し合いながら、様々な
ことを成し遂げてきた経験は、どれも一
生の思い出です。

　就職対策では、同じ目標を持つ仲間と共に、最後まで頑張ること
ができ、仲間の大切さを実感しました。また、先生方が熱心にご指導
くださったことで、自信を持って試験に臨むことができ、本当に感謝
しています。保育者になるという幼少期からの夢を、この児童学科
で叶えることができ、本当にうれしく思っています。後輩のみなさ
ん、目標をしっかりともち、ぜひ夢を実現させてください。応援して
います。
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自己成長できる場所
　僕は、受験に失敗し行きたい大学に
行けず、望んで四国大学の児童学科に
入ったわけではありませんでした。で
すが、今は四国大学の児童学科に入っ
て本当に良かったと胸を張って言えま
す。学生の主体性や自主性を大切に
し、伸び伸びと学ばせてくれる先生方、
明るく活発な学科の雰囲気、学年を超

えて先輩や後輩と交流ができる環境など児童学科独特の伝統や
雰囲気、環境が僕を人間的に成長させてくれました。今、児童学科
に入ろうかと悩んでいるあなた！ここに入って、きっと後悔するこ
とはありません。充実すること間違いなしです。ぜひ、児童学科に
入って一皮も二皮も剥けた自分になってみませんか？
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子どもが好きならぜひ‼
　「男なのに幼稚園の先生になるん？」
と高校時代は言われ続けていました。
大学も同じように言われながらめざす
のだろうと思っていましたが、そんなこ
とはありませんでした。
　子どもの成長に関わることに真剣に
向き合う仲間がいることはとても居心
地が良く、保育に携わることに誇りを

持てるようになりました。性別なんて関係ありません！子どもが好
きならぜひ！！一緒により良い保育について学んでいきませんか？
児童学科、最高です！！
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夢に向かってチャレンジ！
　「小学校の先生になりたい！」という
夢を実現することができ、本当にうれ
しかったです。1年生の頃から、日々の
授業やボランティア活動を通して、より
実践的なスキルを身につけることがで
き、とても充実した4年間だったと思い
ます。採用試験では苦しいこともあり
ましたが、先生方や家族の手厚いサ

ポートのもと、児童学科の仲間と共に励まし合って最後まで乗り
切ることができました。自分一人の力では乗り越えられなかった
と思います。児童学科に入って本当に良かったです。みなさんも
ぜひ、児童学科で夢に向かってチャレンジしてみてください。
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夢に向かって頑張って！
　四国大学で過ごした4年間は、私に
とって、かけがえのないものです。ここ
で得ることができたものを活かし、もっ
と自分の実力を伸ばしていきたい！と
いう思いから地元徳島を出て姫路市公
立保育教諭として就職することを決め
ました。これから始まる、新しい生活に
たくさんの悩みや不安はありますが、

四国大学で夢に向かって頑張った経験は、これからの私を支えて
くれるものだと信じています。みなさんも支え合える仲間や頼り
になる先生方と一緒に夢に向かって頑張ってください。
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絵内 帆乃佳 ［勤務先］
徳島県内公立小学校 鎌田 恵 ［勤務先］

徳島県内公立保育所・認定こども園 森上 貴裕 ［勤務先］
徳島県内公立保育所

天野 李規 ［勤務先］
徳島県内公立小学校 岡本 凱 ［勤務先］

徳島県内児童発達支援施設 平野 碧 ［勤務先］
兵庫県公立認定こども園

生活科学部
四国大学

児童学科
児童教育学コース／保育学コース

理科教育ゼミ

カラフルなマイクロカプセルの制作実験

乳幼児教育・保育学ゼミ

子育て応援ボランティアで、赤ちゃんやママたちと一緒に楽しい時間を過ごしました。

　音楽科教育ゼミ

ゼミ生が中心となって、音楽を楽しむ児童学科ジョイフルコンサートを開催！

算数科教育ゼミ

オープンキャンパスで、ゼミの紹介と数字ビン
ゴゲームやパズルを

しています。

四国大学 広報課
     0120-65-9906  FAX 088-665-9907
https://www.shikoku-u.ac.jp/request/

資
料
請
求
は

〒771-1192
徳島市応神町古川字戎子野123-1

TEL 088-665-1300
FAX 088-665-8037
https://www.shikoku-u.ac.jp/

HP ・ http://www.ed.shikoku-u.ac.jp
Facebook ・ http://www.facebook.com/jido.shikokuuniv
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2020年度版

見つけよう君の未来!

OPEN CAMPUS 2020
参加者全員に

オリジナルグッズを
プレゼント!

4/25
SAT

6/14
SUN

7/12
SUN

8/2
SUN

8/22
SAT

9/13
SUN

本学は、高等教育の修学支援新制度の対象機関として文部科学省から認定
されています。
本学に入学する学生は、家計の経済状況等により、入学金・授業料の減免と
給付型奨学金（生活費）の支給を受けることができます。

学びたい
気持ちを
応援します

開催中止



子どもの専門家に
なろう！

子どもにかかわる
仕事がしたい！

保育所の先生
認定こども園の先生
幼稚園の先生
小学校の先生

子どもに関するスペシャリストの養成をめざしています！

こんな免許・
資格が取れる!

ゼミ活動 卒業生からのメッセージ（2020年3月卒業生）

児童学科の行事

3年次から、各専門分野に分かれて研究します。
●教育学　●国語科教育　●算数科教育　●理科教育　●社会科教育　●生活科・家庭科教育　●体育科教育　●音楽科教育
●特別支援教育　●幼児教育学　●乳幼児教育・保育学　●教育心理学　●発達心理学　●教材開発　●健康・スポーツ

研究室
紹介♪

4月

10月
5月

11月

6月
7月

8月

9月

入学式
学科別オリエンテーション
オリエンテーションゼミナール・
新入生歓迎会

全学球技大会

幼稚園教育実習Ⅱ（4年次）

子育て広場
「あそびとおはなしの会」

保育実習Ⅰ（2年次）
保育実習Ⅱ（3年次）
レク野外実習（2年次）

保育実習Ⅰ（2年次）
保育実習Ⅱ（3年次）

小学校・幼稚園
教育実習Ⅰ・Ⅱ（3・4年次）

創立記念日
芳藍祭（大学祭）
あそびと学びの
フェスティバル

ジョイフルコンサート
創作舞踊研究発表会「表現人」

子育て支援活動
児童学科運動会（児童リンピック）

徳島乳幼児・児童教育実践研究大会
卒業研究発表会
保育実習Ⅰ（2年次）
卒業生を送る会

卒業式

12月

2月

1月

3月

芳藍祭（大学祭）

創作舞踊研究発表会「表現人」

子育て広場

「あそびとおはなしの会」

夢を夢で終わらさず…
　児童学科で過ごした4年間は本当に
あっという間で、私が入学時に思い描
いたものより充実した大学生活となり
ました。それは一緒に楽しみ、励まして
くれる児童学科の仲間や、親身になっ
て話を聞いてくださる先生の存在が
あってこそです。
　教員採用試験対策では、同じ夢に向

かって頑張っている仲間の姿に何度も励まされ「一緒に頑張りた
い！」と最後まで努力することができました。これから先の将来を
考えると不安になることもあると思いますが、困った時には助け
てくれる先生方や仲間が必ずいます。夢を夢で終わらさず、四国
大学で充実した学生生活を送り、ぜひ自分の夢を実現してほしい
です。応援しています。
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夢実現に向け
目標をしっかりともつ
　たくさんの仲間や先生たちと過ごし
た児童学科での4年間は、本当にあっと
いう間でした。日々の授業や実習、芳藍
祭のイベント、サークル活動など、仲間
と励まし合い協力し合いながら、様々な
ことを成し遂げてきた経験は、どれも一
生の思い出です。

　就職対策では、同じ目標を持つ仲間と共に、最後まで頑張ること
ができ、仲間の大切さを実感しました。また、先生方が熱心にご指導
くださったことで、自信を持って試験に臨むことができ、本当に感謝
しています。保育者になるという幼少期からの夢を、この児童学科
で叶えることができ、本当にうれしく思っています。後輩のみなさ
ん、目標をしっかりともち、ぜひ夢を実現させてください。応援して
います。
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自己成長できる場所
　僕は、受験に失敗し行きたい大学に
行けず、望んで四国大学の児童学科に
入ったわけではありませんでした。で
すが、今は四国大学の児童学科に入っ
て本当に良かったと胸を張って言えま
す。学生の主体性や自主性を大切に
し、伸び伸びと学ばせてくれる先生方、
明るく活発な学科の雰囲気、学年を超

えて先輩や後輩と交流ができる環境など児童学科独特の伝統や
雰囲気、環境が僕を人間的に成長させてくれました。今、児童学科
に入ろうかと悩んでいるあなた！ここに入って、きっと後悔するこ
とはありません。充実すること間違いなしです。ぜひ、児童学科に
入って一皮も二皮も剥けた自分になってみませんか？
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て本当に良かったと胸を張って言えま
す。学生の主体性や自主性を大切に
し、伸び伸びと学ばせてくれる先生方、
明るく活発な学科の雰囲気、学年を超

えて先輩や後輩と交流ができる環境など児童学科独特の伝統や
雰囲気、環境が僕を人間的に成長させてくれました。今、児童学科
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子どもが好きならぜひ‼
　「男なのに幼稚園の先生になるん？」
と高校時代は言われ続けていました。
大学も同じように言われながらめざす
のだろうと思っていましたが、そんなこ
とはありませんでした。
　子どもの成長に関わることに真剣に
向き合う仲間がいることはとても居心
地が良く、保育に携わることに誇りを

持てるようになりました。性別なんて関係ありません！子どもが好
きならぜひ！！一緒により良い保育について学んでいきませんか？
児童学科、最高です！！
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夢に向かってチャレンジ！
　「小学校の先生になりたい！」という
夢を実現することができ、本当にうれ
しかったです。1年生の頃から、日々の
授業やボランティア活動を通して、より
実践的なスキルを身につけることがで
き、とても充実した4年間だったと思い
ます。採用試験では苦しいこともあり
ましたが、先生方や家族の手厚いサ

ポートのもと、児童学科の仲間と共に励まし合って最後まで乗り
切ることができました。自分一人の力では乗り越えられなかった
と思います。児童学科に入って本当に良かったです。みなさんも
ぜひ、児童学科で夢に向かってチャレンジしてみてください。
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夢に向かって頑張って！
　四国大学で過ごした4年間は、私に
とって、かけがえのないものです。ここ
で得ることができたものを活かし、もっ
と自分の実力を伸ばしていきたい！と
いう思いから地元徳島を出て姫路市公
立保育教諭として就職することを決め
ました。これから始まる、新しい生活に
たくさんの悩みや不安はありますが、

四国大学で夢に向かって頑張った経験は、これからの私を支えて
くれるものだと信じています。みなさんも支え合える仲間や頼り
になる先生方と一緒に夢に向かって頑張ってください。
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絵内 帆乃佳 ［勤務先］
徳島県内公立小学校 鎌田 恵 ［勤務先］

徳島県内公立保育所・認定こども園 森上 貴裕 ［勤務先］
徳島県内公立保育所

天野 李規 ［勤務先］
徳島県内公立小学校 岡本 凱 ［勤務先］

徳島県内児童発達支援施設 平野 碧 ［勤務先］
兵庫県公立認定こども園

生活科学部
四国大学

児童学科
児童教育学コース／保育学コース

理科教育ゼミ

カラフルなマイクロカプセルの制作実験

乳幼児教育・保育学ゼミ

子育て応援ボランティアで、赤ちゃんやママたちと一緒に楽しい時間を過ごしました。

　音楽科教育ゼミ

ゼミ生が中心となって、音楽を楽しむ児童学科ジョイフルコンサートを開催！

算数科教育ゼミ

オープンキャンパスで、ゼミの紹介と数字ビン
ゴゲームやパズルを

しています。

四国大学 広報課
     0120-65-9906  FAX 088-665-9907
https://www.shikoku-u.ac.jp/request/

資
料
請
求
は

〒771-1192
徳島市応神町古川字戎子野123-1

TEL 088-665-1300
FAX 088-665-8037
https://www.shikoku-u.ac.jp/

HP ・ http://www.ed.shikoku-u.ac.jp
Facebook ・ http://www.facebook.com/jido.shikokuuniv

生活科学部 児童学科
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2020年度版

見つけよう君の未来!

OPEN CAMPUS 2020
参加者全員に

オリジナルグッズを
プレゼント!

4/25
SAT

6/14
SUN

7/12
SUN

8/2
SUN

8/22
SAT

9/13
SUN

本学は、高等教育の修学支援新制度の対象機関として文部科学省から認定
されています。
本学に入学する学生は、家計の経済状況等により、入学金・授業料の減免と
給付型奨学金（生活費）の支給を受けることができます。

学びたい
気持ちを
応援します

開催中止


