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私には中学生のころから“英語保育士”になる
という夢がありました。幼児教育保育科では
保育士を目指して勉強をしましたが、短期大
学部の2年間はあっという間で「英語について
勉強したい」「学生のうちにしかできないこと
をもっとしたい」と思い、国際文化学科に編入
を決めました。編入後の新しい環境に不安を
感じることもありましたが、先生方や友人のサ
ポートもあり、今では海外へ行ったり、留学生
との交流や友達との学生生活を楽しんだりと
とても充実した毎日を送っています。

音楽科では、演奏コースでドラムを専攻して
いました。学科の授業では、ドラムの演奏技術
を磨くだけでなく、違う楽器や作曲・音響照明
などを学びました。作曲も得意でアレンジをす
ることも好きです。編入したメディア情報学科
では、CMや番組の制作、CGや音楽制作、
Webデザインなどを習得したいと思っていま
す。そして、音楽科時代に学んだ音響技術とメ
ディア情報学科で学んだ映像に関する知識を
活かして将来は、ブライダル業界で活躍した
いと考えています。

「学内編入学支援プログラム」に関する詳細は、各学科・専攻の主任にお問い合わせください。また、四国大学HPにも掲載していますのでご覧ください。　　　　

〒771-1192 徳島市応神町古川字戎子野123-1　     
https://www.shikoku-u.ac.jp

教育・学生支援部 教育支援課
TEL.088-665-9922
FAX.088-665-9932

四国大学／四国大学短期大学部

選考方法
①提出書類
②専門に関する筆記試験・小論文・実技
③面接
以上を総合的に審査し、合格者を決定
します。面接は個人面接で15分程度です。

文学部
国際文化学科　
澤内 杏奈さん
（兵庫県立洲本実業高等学校出身）

経営情報学部
メディア情報学科　
大西 さやかさん
（高松市立高松第一高等学校出身）

募集学科・課程及び募集人員 （※3年次編入）
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私が編入するにあたって不安だったことは、友
達や先生方との関係でした。しかし、児童学
科は明るく元気な人が多く、ゼミで声を掛け
てくれたり、分からないことは優しく教えてくれ
たりとすぐに馴染むことができました。先生方
も親身になって話を聞いてくださり、不安は一
気に吹き飛びました。また、J.P.（児童学科プ
ロジェクト）を中心とした学科全体のイベント
があり、先輩・後輩の仲も良く、勉強や進路の
相談などを気軽にすることができます。今は、
充実した日々の中、小学校教員を目指して頑
張っています。

生活科学部
児童学科　
花城  輝さん
（沖縄県立糸満高等学校出身）

入試日程
2020年度編入学入試日程に
ついては、2019年6月に公表され
ます。

※その他、編入学試験については、
「編入学試験要項」をご確認ください。
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四国大学学内編入学支援プログラム
四国大学短期大学部では、短期大学部での学びを深化させたい、さらに上位の資格取得を目指したい…という学生の
進学をサポートするため、平成30年度入学生からを対象に「四国大学学内編入学支援プログラム」を開始します。

短期大学部での教育と大学での教育がスムーズに接続できるよう、それぞれの教員が連携し「個別プログラム」を実施します。
  ● 学生一人ひとりの進路希望に応じた「個別プログラム」を作成し、編入学をサポートします。
  ● 「個別プログラム」は、1年次後期に10回、2年次前期に5回実施します。

対象の学科・専攻：四国大学短期大学部のすべての学科・専攻編入学支援体制

四国大学 学部紹介

編入学希望学生用個別プログラム

  ● 履修指導
　    所属学科・専攻の教員と編入を希望する大学の学科・課程の教員が編入学が円滑に進むように履修指導を行います。

  ● 単位認定制度
　    短期大学部在学中に修得した単位を大学編入後、卒業するために必要な単位として70単位を限度に認定することができます。

履修指導および編入学単位認定制度

個別プログラムの受講者には次のような支援制度を設け、編入学をバックアップします。
  ● 個別プログラム受講者に編入学奨励金を給付
　   1年次後期に開講する「編入学個別プログラム」を10回中2/3以上受講した者に 50,000円を給付
  ● 個別プログラム受講者が編入学試験を受験する際の入学検定料 30,000円を免除
  ● 個別プログラム受講者で編入学試験に合格した者に奨励金 150,000円を給付
        なお、本学には四国大学短期大学部から四国大学へ編入した場合、編入学金140,000円を免除する制度が設けられており、
        当該プログラムの受講者で編入学をした人もこの対象となります。

編入学生に対する経済的支援

文  学 部
文学部では、「言葉」を中心にそこから見えてくる文化や歴史、そして人間について探究します。日本語や英語で表現することのスキルを磨くだけ
でなく、その意義や深意など本質的なことについても語り合い、考えていきます。3年次からはゼミなど少人数で展開する授業もたくさんあり、
各分野の教員が多様な視点から丁寧に指導します。ここで培った表現力、コミュニケーション能力、語学力により新たな就業の道が拓けます。

経営情報学部では、地域と連携した人材の育成と「夢実現ロードマップ」を中心とした面倒見の良い教育支援、
企業見学やインターンシップなど実社会で経験を積むことにより、企業や地域を支える経営・情報に関する専門性を高めます。
社会とのさまざまな関わりを通じて「地域が求める人材」として成長し、企業等へ就職後、即戦力として活躍できます。

● 日本文学科　
 文章表現力を高めるため、文章表現を基礎から学修します。さらに、各時代の日本文学や日本の文化・歴史に
　ついての専門的知識を身につけ、自分が興味関心を持つ分野について深く学ぶことができます。また、履修によ
　り博物館学芸員資格や図書館司書資格、学校図書館司書教諭資格を取得することも可能です。

● 書道文化学科
　書道文化学科では、少人数授業による漢字・仮名・漢字仮名交じりの書・篆刻などの書の技術を磨くだけで
　なく、「書道パフォーマンス」などによる書道を通した地域貢献活動やデザイン書道・アート書道・実用書法
　等の新しい分野の書道を開拓し、社会でも役立つ書のスキルを身につけます。

● 国際文化学科
　生きた英語のコミュニケーション能力を身につけるため、ネイティブの教員による多彩な授業をはじめ英語
　文化圏や文学などそれぞれの興味・関心や卒業研究のテーマを考えてゼミを選択し、自身の専門性を高め
　ます。また、英検やTOEICなどの資格試験のスコアアップも目指せます。留学生との交流イベントへの参加や
　海外の姉妹大学へ短期留学も可能です。

● 生活科学科　
　教育現場や企業・社会で必要となる知識と技術を身につけ、消費者教育をはじめとする生活全般の諸課題を解決し、地域社会に貢献する人を育てます。
　さらに3コースそれぞれの特性を活かしたカリキュラムでより専門性を高めます。
　● 公認心理師コース   指定科目を履修し、大学院を修了すると公認心理師国家試験受験資格が得られます。
　● 心理・養護コース    コミュニケーション能力やカウンセリング能力を備えた人や養護教諭を育てます。（養護教諭を目指したい人は、事前にご相談ください。）
　● デザインコース    「生活デザイン」と「ビジュアルデザイン」の2つの分野を学び、質の高い生活を創造する力を身につけた人を育てます。

● 管理栄養士養成課程
　食を通じて人々の健康の保持増進を探究し、地域や社会に貢献できる高度な専門知識と技術を持つ管理栄養
　士を養成します。また、社会からのニーズに応じてスポーツ栄養や食の安全、衛生管理に関する科目など幅広い
　カリキュラムを展開しています。短期大学部で栄養士免許を取得している人は、編入後2年間で管理栄養士国
　家試験受験資格が得られるほか、栄養教諭二種免許状取得者は栄養教諭一種免許状を取得でき、栄養教諭と
　しての道も拓かれます。

● 児童学科
　豊かな人間性と実践的指導力を備え、子どもたちの発達に携わることができるスペシャリストを育てます。充実した
　カリキュラムで「理論」を学び、ボランティア活動や実習などで実際に子どもたちと触れ合うことにより「実践力」を養
　います。保育士資格、幼稚園教諭一種免許状、小学校教諭一種免許状、学校図書館司書教諭資格などの取得
　も可能です。学科独自の就職対策を展開し、多くの卒業生が地方公務員試験に現役合格しています。

● 経営情報学科　
　経営情報学科では、企業や地域社会で役立つ実践的なビジネススキルが身につけられるよう４つのコースを設けています。
　● ビジネス経営コース 　地域の産業界と連携し、社会で即戦力となる問題解決型ビジネスパーソンを育てます。
　● 流通マネジメントコース 　商品とサービスを地域から市場へと送り出す一連の流れを構築できる人を育てます。
　● 公共・地域経営コース 　政策の企画・立案や公共経営の在り方を学ぶことで、地域に貢献できる人を育てます。
　● スポーツビジネスコース 　スポーツと経営の両面から選手をサポートできる人を育てます。

● メディア情報学科
　メディア情報学科では、“情報発信”のスキルを極める3つのコースを設けています。
　● ｅビジネスコース　 　Webマーケティングの手法を身につけ、地域ビジネスを支える人を育てます。
　● メディアデザインコース 　各媒体に応じた効果的なコンテンツ制作を学びPR戦略を主導できる人を育てます。
　● 情報システムコース 　ICTの基礎を学び情報システムの開発や活用ができる人を育てます。

経営情報学部

生活科学部

編入学とは・・・
編入とは、短期大学部を卒業見込みの者が、四年制大学の
3年次に入学する制度です。

［大学編入のメリット］
  ● 編入学後、短期大学部で修得した単位が
　  大学での修得単位として認められます。
  ● 短期大学部の2年間と大学の2年間、計4年間で卒業が可能です。
  ● 短期大学士に加え、学士の学位が取得できます。
  ● より高いレベルの免許・資格が取得でき、キャリアアップが図れます。

生活科学部は、私たちの「生活」をフィールドに科学的・専門的に研究、制作、実践する学部です。公認心理師や
養護教諭、アートやファッションなどのデザインをはじめ、管理栄養士、保育所や幼稚園、小学校教員に関することなど
多様な分野を学ぶことができます。各学科・課程とも、編入生でも取得可能な免許・資格があり、就職に繋げます。


