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 「和光大学に興味がある」という方はもちろん、「これから進路を考えたい」という方もお気軽にご参加ください！
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、イベントが中止になる可能性があります。最新情報は本学のホームページでお知らせいたします。

※午前・午後両方のご予約も可能です。（午前と午後で模擬授業を実施する学科が異なります）

新2・3年生
大歓迎！
新2・3年生
大歓迎！気になること

何でも
聞いちゃおう！

気になること
何でも

聞いちゃおう！

OPEN
CAMPUS

O E
C M U

OPEN
CAMPUS

O E
C M U 新型コロナウイルス

感染症対策を行い
開催します！
※来場者数に上限があります。
※原則、保護者の付き添いは1名
　まででお願いします。

完全予約制・先着
順

10：00～12：30 （  9：30 開場・受付開始）
14：00～16：30 （13：30 開場・受付開始）

午前
午後

詳細・ご予約は
こちらから！

先生や先輩と話すなら

和光大学の特長や各学部学科の学
びについて、30分間で分かりやすく
説明します。自分の所属学科以外の
授業も自由に選択できる「講義バイキ
ング」のしくみなどについて、詳しく知
ることができます。和光大学のオープ
ンキャンパスに初めて参加される方に
おススメのプログラムです。

各学科・専修・コースの先生
がそれぞれの専門分野につ
いて、高校生のみなさんにも
分かりやすいテーマで、授業
を行います。志望学科の模擬
授業へのご参加に加え、複
数学科の模擬授業の聴き比
べも歓迎です。

和光大学の総合型選抜の概要や
対策のポイントについて説明します。
「いち早く入試の対策を始めたい」
という新3年生の方はもちろん、
「早めに入試について知りたい」と
いう新2年生の方の参加も歓迎です。

OPEN CAMPUS 主なProgram
学び&入試を知るなら

30分で分かる！和光大学 30分で分かる！総合型選抜

学びを体験するなら

模擬授業の詳細は
裏面をチェック！

模擬授業
「どんな授業を受けている
の？」「サークル活動の様子
が聞きたい！」など、ちょっと
気になる大学生活のあれ
これを、学生に直接聞くこ
とができます。未来の自分
の姿を想像しながら、気軽
に質問してみてください。

学生と話せるコーナー
学科の先生と個別に話が
できます！「志望学科の先
生と直接話がしたい」とい
う方だけでなく「まだ何が
やりたいか分からない」
「志望学科が決まってい
ない」という方も、お気軽
にご参加ください。

先生と話せるコーナー

様々なテーマに沿って、学
生スタッフがフリートーク
を繰り広げます。学生たち
が語る、リアルなキャンパ
スライフの話にご注目くだ
さい！

学生トークショー
学生スタッフの案内で、学生
生活の中でよく利用する3つ
の施設（E棟、図書・情報館、
体育館）を中心に学内を回り
ます。「案内の中で学生生活
の話も聞ける」と好評です！

キャンパスツアー

大学について知る

要参加申込 要参加申込

入試について知る

プ ロ グ ラ ム

予約受付は

1ヶ月前から
開始！
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恋の仕組み

髙坂 康雅先生髙坂 康雅先生

最新情報を
チェック！
最新情報を
チェック！

さっくりオープンキャンパス じっくりオープンキャンパス
半日でさくっと和光大学のことがわかります。先生や学生スタッフと直接話
をして疑問を解消しましょう。

人はどんなときに恋をして、
恋をするとどうなるのでしょうか？
心理学で「恋」がどのように
扱われているのかを
学んでみましょう。

（子ども教育専修）
心理教育学科

“わかったつもり”に
気付く授業とは

中田 朝夫先生中田 朝夫先生

小学校の理科の授業を例に、
「わかったつもり」に
気付くことで、

「よりわかる」ための
授業づくりについて考えます。

（子ども教育専修保育コース）
心理教育学科

保育者になる為に…技を磨く
―学生の公演ビデオを観ながら―

後藤 紀子先生後藤 紀子先生

絵本を読む、手遊びをする、
人形を持って

子ども達に話すなど、
「保育の現場で役立つ技」を
磨く楽しい授業を体験します。

人間科学科

スポーツは社会の窓
～スポーツのルールに潜む謎を探る～

制野 俊弘先生制野 俊弘先生

スポーツのルールには
人々の考え方やものの見方が

反映されています。
ルールを〈知る〉ことで
世界や社会を知りましょう。

ジブリ作品からみる日本語
―人物像が伝わることば―

苅宿 紀子先生苅宿 紀子先生

日本語には「話し手の人物像が
伝わることば」があります。
ジブリ作品の登場人物が使う
ことばを例に、それらのことばに

ついて考えます。

美術とデザインにおける
キャラクター

畑中 朋子先生畑中 朋子先生

古今東西の美術文化の
歴史における動物や

想像上のキャラクターの諸事例、
広告ブランドとイメージの
関係について考えます。

会社の決算書を分析することで
会社の実態が分かります。

皆さんの身近な会社の決算書を
取り上げ、決算書の仕組みや見方、
分析の基本を解説します。

経済学科経済学科

私たちにとって大切なエネルギーと
脱炭酸ガスの動き

岩間 剛一先生岩間 剛一先生

炭酸ガスの排出や気候変動の
問題にも触れながら、
私たちが快適な生活を
送るために必要不可欠な
エネルギーについて考えます。

経営学科経営学科

会社の健康診断
～決算書の分析入門～

吉沢 壮二朗先生吉沢 壮二朗先生

大学生気分で気になる授業を体験できます。和光大学のユニー
クな学びを直接体験してみましょう。

13：00～16：30 （12：45 開場・受付開始）時間 10：00～16：30 （9：45 開場・受付開始）時間

※オープンキャンパス実施日や入試当日など受け入れできない日程もあります。HPでご確認ください。

13：00～16：30 （12：45 開場・受付開始）時間
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の オープンキャンパス秋
間近に迫った「学校推薦型選抜」のポイントについて改めて説明します。
初めて参加する方や高校1～2年生の方も大歓迎です。

平日の学校帰りや土曜日など自身の都合に合
わせてご参加いただけます。
個別対応なので「落ち着いて相談したい」とい
う方にもおススメです。

土511

SNSにて
情報配信中！

個別入試相談・キャンパス見学
Twitter

〈詳細・お申込み〉
YouTube

オープンキャンパスは4月以降も開催！

和光のユニークな授業を体験しよう！
模擬授業が面白いんです！

気になる分野を
探してみよう！
気になる分野を
探してみよう！

都合のよい
タイミングで
参加できる！

都合のよい
タイミングで
参加できる！

総合文化学科 芸術学科

心理教育学科
（心理学専修）

〈詳細・お申込み〉Zoomや電話を用いて自宅
から個別に相談できます。
遠方にお住まいの方も気軽
にお申込みいただけます。

オンライン個別入試相談

模擬授業
あり

鶴川駅からの
行き方はこちら！

午前

午後

〒195-8585　
東京都町田市金井ヶ丘5-1-1

TEL:044-988-1434（入試広報室）

資料請求ホームページ

ホームページURL https://www.wako.ac.jp/
メールアドレス go@wako.ac.jp　
Twitter @wako_nyushi

小田急線
「鶴川」駅南口から
徒歩約15分
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