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AO 入学試験合格者の皆様へ
沖縄キリスト教学院大学
沖縄キリスト教短期大学
教学支援部長 村田 典枝
《 公 印 省 略 》

2014 年度

大学入学前教育へのご案内

合格おめでとうございます。
合格者の皆様へ「大学入学前教育」のご案内をいたします。
「大学入学前教育」とは、４月からの大学生活に備えるため，スクーリングや課題を
通して行う学びプログラムのことです。高校教育から大学教育への橋渡しともいえます。
ですから，英語科や英語コミュニケーション学科ではそれを「ブリッジプログラム
（Bridge

Program）」と呼んでいます。

大学とは、自由と責任の下に，様々な出会いと対話を通して自己プロデュースをする
場です。自分の可能性を拓き，それぞれの夢に向かって挑戦してください。皆様の大学
生活が喜びに満ちたものとなるよう、私たちは、全力でサポートいたします。

◇本学（キリ学、キリ短）の「大学入学前教育」のコンセプト
～「出会い」から「対話」へ～

大学と

社会と

英語と

保育と

出会う

学問と
自分自身と

キリスト教と

対 話

教師と
本と

未来と

留意事項：
（１）詳しい内容（課題、スクーリング等）について―― 別紙をご覧ください。
（２）最終「調査書」の提出について――

入学手続きを行う際、「卒業証明書」と
一緒に提出して下さい。

※

私たちの大学は、高校生活の充実の上に大学生活があるということを大事に
しています。高校での学びをしっかりやり遂げてください。

沖縄キリスト教学院大学
OKINAWA CHRISTIAN UNIVERSITY
College of Liberal Arts, Department of English Communication
903-0207 沖縄県西原町字翁長 777
777 Onaga, Nishihara-cho, Okinawa, JAPAN 903-0207

October 1, 2013
Congratulations on successfully passing the entrance examination for Okinawa
Christian University (OCU). On behalf of the entire faculty, I am pleased to inform you
that you have been accepted for admission for the class entering April 2014. Your
admission is based on the strongest recommendation of the faculty and the Admissions
Committee.
Along with this letter, you will find other information to help you prepare for enrollment.
You are requested to appear on the OCU campus on Saturday, October 19th for a
university orientation to be given to all AO students. We ask that you be on time in
order to benefit from the entire session and to learn how you can best prepare for the
following four years of university education. The session will also feature an important
explanation of the assignments that you will be required to complete before starting
classes in April 2014.
Once again, I congratulate you and look forward to meeting you at the orientation and
welcoming you personally to Okinawa Christian University.

Sincerely,

A. David Ulvog
Associate Professor & Chair
Department of English Communication

沖縄キリスト教学院大学

合格者のみなさんへ

沖縄キリスト教学院大学 人文学部英語コミュニケーション学科
2014 年度 AO 入学試験合格者 大学入学前学習支援課題について
沖縄キリスト教学院大学
人文学部英語コミュニケーション学科
AO 入学試験合格、おめでとうございます。皆さんは、入学試験という人生のハードルをクリ
アされました。清々しい気持ちだと思います。それと同時に、大学生活への期待に胸を膨らませ
ていることと思います。私たち教職員一同も皆さんと学ぶ日を心待ちにしています。
英語コミュニケーション学科では、学生たちの期待に応えるためカリキュラムの見直しを図っ
てきました。一昨年度は、在学生の要望に応え、３～４年次の英語関連科目の増加・充実を図り、
昨年度は、初年次教育の刷新を行いました。皆さんは、高校教育と大学教育をつなぐ「ブリッジ・
プログラム」で、より充実した入学前教育を受けることになります。
みなさんが、来年の４月に本学に入学するまでには、かなりの時間があります。そこで、入学
までの約半年間、どのように過ごしたらよいのかについてのアドバイスをしたいと思います。
以下の点に注意をして下さい。
１）「ブリッジ・プログラム」に出席すること
英語コミュニケーション学科では、入学前教育として「ブリッジ・プログラム」を 3 回（１０
月と 1２月と３月）実施する予定です。１回目は１０月１９日（土）（14：00～16：30）に行いま
す。この時に英語の勉強の仕方や、入学までの課題（英文法、新聞スクラップ）の説明をします
ので、必ず出席して下さい。
２）英語の勉強を継続していくこと
高校での英語の授業をしっかり受け、英語力の増強に務めてください。英語上達の鍵は、文法
と語彙をマスターすることです。本学と課題に取り組むとともにこれまでの復習をしておいてく
ださい。また、英検などの資格試験にも積極的にチャレンジしてください。
３）高校での勉強をおろそかにしないこと
すでに大学に合格したので、勉強しなくてもよいとは思わないで下さい。英語ばかりでなく、
すべての高校での勉強をしっかりやり、ちゃんと卒業することが、大学入学の条件です。

【「ブリッジ・プログラム」の日程】
1 回目： 10 月１９日（土）14：00～1６：３0
2 回目： 12 月１４日（土）14：00～1６：３0
３回目： 3 月２７日（木）13：30～16：30
2013 年 10 月 1 日
学科長 A. David Ulvog
【お問合せは下記担当まで】
教務課（担当：早川）

TEL：098-946-1235

FAX：098-946-1241 E-mail: kyomu@ocjc.ac.jp
※上記「ブリッジ・プログラム」をやむなく欠席する場合、必ずご連絡ください。

