
教育福祉心理学科

総合社会学科

小学校教員養成コース 保育福祉心理コース

11:10～12:00 G104教室

学科コース紹介
14:00～14:30 G104教室

模擬授業
学科全体の内容と、コースごと
の特徴について説明します。

経済･経営／メディア･社会心理／公共政策／観光･地域デザイン／国際文化コース

10:00              11:00   12:00          13:00 14:00       15:00

臨床心理学科

入試個別相談等

入試／個別相談コーナー

学生生活・奨学金・下宿／個別相談コーナー

キャンパスツアー受付 クラブ等／学園祭／プロジェクト活動紹介コーナー

全
体
説
明
会

大
学
生
に
よ
る
大
学
紹
介

AO入試説明会

京都文教大学 Open Campusプログラム

13:00～13:50
G102教室

10:00
～10:20

10:20
～10:50

G102
教室

G102
教室

学科展示・体験コーナー
10:00～15:00

学科展示・体験コーナー
10:00～15:00

学科展示・体験コーナー
10:00～15:00

学科展示・体験コーナー
10:00～15:00

10:00～15:00
詳細は
次ページ

全体説明会 大学生による
大学紹介

公募推薦対策講座
受験生にとって必要な心構えにつ
いて説明します。

10:00～10:20 G102教室

また、オープンキャ
ンパスの使い方につ
いても説明します。

10:20～10:50 G102教室 13:00～13:50 G102教室

大学生の目線で
本学の魅力や、
実際に行っている
学生生活を語ります。

昨年度の入試問題を使って、公募
推薦入試の基礎学力
テスト（英語･国語）
の解説を行います。

臨床心理学科 深層心理／子ども･青年心理／医療･福祉心理／ビジネス･経営心理コース

11:10～12:00 サロンドパドマ

学科コース紹介
14:00～14:30 サロンドパドマ

模擬授業
学科全体の内容と、コースごとの特徴
について説明します。

11:10～12:00 サロンドパドマ

学科コース紹介

13:50～14:20 常照館 J204教室

模擬授業

学科やコースの内容や特徴に
ついて説明します。

10:00～15:00 サロンドパドマ

学科展示･体験コーナー

サロンドパドマ

学科コース紹介

13:50～14:20 常照館 J214教室

模擬授業

学科やコースの内容や特徴に
ついて説明します。

10:00～15:00 サロンドパドマ

学科展示･体験コーナー

11:10～12:00

片山先生

教育福祉心理学科

総合社会学科

13:00～13:40

小学校教員養成コース

保育福祉心理コース

『アニメがまちを元気にした！
コンテンツツーリストと地域のステキな関係を考える』
皆さんは、映画やアニメを見て「舞台のまちに行ってみたい！」と思った
ことはありませんか？今日ではこんな新しい観光－コンテンツツーリズム
を楽しむ方が増えています。この観光にどんなチカラが潜んでいるのか、
皆さんと一緒に考えていきましょう。

高石先生

『ある日の心理学概論』
大学1年時に、実際に行われている講義の資料を用いて、大学で
の学びを体験してもらいます。
心理学の入門講義ですが、臨床心理士や公認心理師の試験内容
まで踏み込んだ解説をします。

『算数教育のあり方について』
未来の教育はどのように変化しているのでしょう
か？
今年小学校へ入学する子ども達が21世紀に活躍でき
る算数教育のあり方について考えます。

『親子関係を支える保育士
～教育福祉心理学入門～』

子どもは父母の愛情に育まれ、心の安心感を得て発
達していきます。もし親子の絆が絶たれたら・・・。
保育士の専門性について、「親子の愛着関係を支え、
形成する」という観点からわかりやすくお話ししま
す。

10:00～15:00
サロンドパドマ

学科展示
体験コーナー

10:00～15:00
G104教室

学科展示
体験コーナー

亀岡先生 柴田先生

教員や先輩学生と話す事でコースの特徴を感じてください。 教員や先輩学生と話す事でコースの特徴を感じてください。

公務員相談 コース別展示教員･先輩学生相談

公務員プログラ
ムに興味をお持
ちの方は是非！

教員や先輩学
生と話してみ
てください！

公認心理師･大学院相談

精神保健福祉士相談

教員･先輩学生相談

心理検査体験
砂の入った箱の中にミニチュア玩具を
置き、また砂自体を使って、自由に何
かを表現したり、遊ぶことを通して行
う心理療法を体験してみよう！

自我のどの部分が高く、どの
部分が低いかによって性格の
傾向を知ることができる心理
検査を体験してみよう！

公募推薦
対策講座

11:10～12:00

学科コース紹介

11:10～12:00

学科コース紹介

11:10～12:00

学科コース紹介

11:10～12:00

学科コース紹介

模擬授業
14:00～

AO入試説明会
13:00～13:40

模擬授業
14:00～

AO入試説明会
13:00～13:40

模擬授業
13:50～

AO入試説明会
13:00～13:40

模擬授業
13:50～

13:00～13:40 サロンドパドマ

AO入試説明会 AO入試の出願方法や特徴について
説明します。

13:00～13:40 G104教室

AO入試説明会 AO入試の出願方法や特徴について
説明します。

箱庭体験

13:00～13:40 常照館 J215教室

AO入試説明会 AO入試の出願方法や特徴について
説明します。

13:00～13:40 常照館 J214教室

AO入試説明会 AO入試の出願方法や特徴について
説明します。

おすすめ
紙芝居・絵本コーナー

▲サロン･ド･パドマ ▲サロン･ド･パドマ ▲サロン･ド･パドマ

▲サロン･ド･パドマ

▲弘誓館Ｇ１０４教室 ▲弘誓館Ｇ１０４教室 ▲弘誓館Ｇ１０４教室

▲弘誓館Ｇ１０４教室

▲サロン･ド･パドマ ▲常照館Ｊ２１５教室 ▲常照館Ｊ２０４教室

▲サロン･ド･パドマ

▲サロン･ド･パドマ ▲常照館Ｊ２１４教室 ▲常照館Ｊ２１４教室

▲サロン･ド･パドマ

▲サロン･ド･パドマ



入試／個別相談コーナー

京都文教大学・京都文教短期大学 （共通）
Open Campusプログラム

【サロン･ド･パドマ】

学生生活・奨学金・下宿／個別相談コーナー

10:00～15:00（随時対応）

10:00～15:00（随時対応）

キャンパスツアー受付＆学生広報チーム談話
10:00～15:00（随時対応）

→食堂

↓
受付

場所

場所

10:00～15:00（随時対応）

10:00～15:00（随時対応）

10:00～15:00（随時対応）

クラブ･サークル活動紹介

プロジェクト活動紹介

学園祭実行委員活動紹介

場所

場所

場所

場所

京都文教大学･京都文教短期大学の
全ての入学試験について、
個別にご相談を受け付けます。

・入試の内容、特徴、スケジュール
・入学前に必要な費用、スケジュール等

【ご相談内容例】

京都文教大学･京都文教短期大学にご入学
された場合の、下宿相談、奨学金相談、
その他学生生活に関わる事について、
個別にご相談を受け付けます。

入試個別相談

学生生活 奨学金 下宿個別相談

10:00              11:00   12:00          13:00 14:00       15:00

キャンパスツアー受付

特別な目的はないけれど、京都文教大学
生と話してみたい方は是非！
（学内誘導も可）

教室や就職支援施設など、学内を見て回り
たい方はこちらにお越しください！
学生（学生広報チーム）が学内をご案内い
たします！

学生広報チーム談話

プロジェクト活動紹介 学園祭実行委員活動紹介

クラブ・サークル活動紹介

まちの人たちと一緒に地域を盛り上げる
イベントを企画している学生に興味をお
持ちの方は是非！

学園祭の準備や運営など、学生の関わり
方に興味をお持ちの方は是非！

京都文教大学･京都文教短期大学で経験可能
な課外活動に興味をお持ちの方は是非！

お昼休みに
食堂（恵光館）でクラブ・サーク
ル所属の学生が、かわるがわる活
動紹介を行います！

special
クラブ･サークルプレゼンテーション


