
学生スタッフ企画

〒195-8585　東京都町田市金井ヶ丘5-1-1

TEL:044-988-1434（入試広報室）
小田急線

「鶴川」駅南口から
徒歩約15分。
スクールバスも
運行中！

アクセス 資料請求

■現代人間学部 ○心理教育学科
 　心理学専修｜子ども教育専修｜子ども教育専修 保育コース
 ○人間科学科
■表現学部 ○総合文化学科 ○芸術学科
■経済経営学部 ○経済学科 ○経営学科

Twitter

YouTube

ホームページ

オンライン個別入試相談

個別入試相談・キャンパス見学

検索和光大学

模擬授業動画などを公開中！

和光大学 入試チャンネル

入試や大学の情報を発信中！

ホームページはもちろん、YouTube&Twitterでみなさんに向けてさまざ
まな情報を発信しています！
ご確認の上、チャンネル登録・フォローをお願いします！

自宅から、気になっていることや不安を感じている

ことを気軽に相談できる、ビデオ通話や電話を使っ

たオンライン個別入試相談を実施しています。

大学内で個別の入試相談・キャンパス見学（事前予

約制）を実施しています。必ず事前のご予約をお願い

いたします。

@wako_nyushi

BOOKBOOK
体  験体  験
WAKOWAKO

詳しくはウラ表紙を Check！▶▶▶

OPEN CAMPUS開催中！

OPEN CAMPUSへ！

2021 完全予約制 対面型

和光大学に興味を持ったら

※二次元コードがうまく読み取れない場合はズームする、他の二次元コードを指で隠すなどしてみてください。
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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が分かる！ 模擬授業で和光大学の学びを知ろう！

ホームページ www.wako.ac.jp
メールアドレス go@wako.ac.jp　

Twitter @wako_nyushi
Instagram

YouTube

wakouniversity
検索和光大学 入試チャンネル

8
日8

8
土21

8
土219

日12

9
日12 9

日12

10
日3 8

日8

8
日8

心理学専修

オープンキャンパス

ディズニープリンセスの
親子関係

総合文化学科
竈門禰豆子と
妖怪アマビエ

子ども教育専修
コロナ禍で
学校はどう変わった？

芸術学科
身の回りに
デザインを見つけよう

保育コース
歌って遊んで、技を磨く！！
～ピアノ初心者大集合～

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

人間科学科
あそびのちからは
いのちのちから

経営学科
惹かれるのはナゼ？
～買いたくなる商品と
忘れ去られる商品～

保育
ツアー

音楽室や保育実習
室などをご案内。

アトリエ
ツアー

アトリエや芸術学科の
ゼミ室をご案内。

「心理教育学科子ども教育専修保育コース」と「芸術学科」で、学科・コース
の学びに特化した内容のツアーを実施しています。その学科に所属する学
生スタッフが、普段の授業等で使用している施設を案内します。

学生スタッフがガイドになって大学内の施設や
設備を紹介します。（１周約30分）

授業や大学生活のことなど、気になる疑問に
学生スタッフがお答えします。

キャンパスツアー

スペシャルツアー

学生と話せるコーナー

※「じっくりオープンキャンパス」では、当該学科の模擬授業終了後、
　教室から学生スタッフが集合場所までご案内します。

各STEPを
Checkしながら
入試対策

先輩の
入試合格体験記

&
和光大学を
選んだ理由

動画で
和光大学を
体験できる！

この冊子を読んだらオープンキャンパスに参加してみよう！

次のページからスタート！
冊子で WAKO を体験！

入試・学び・学校生活など
気軽に相談しよう！

ホームページ・SNSも
Check！

この一冊で
和光大学をまるごと体験しよう！

今すぐ
Check!

対面型

志望学科・専修・コースが決まっている人もそうでない人も！
気になる授業を体験して、和光大学の雰囲気を感じてみてください。

他にも
いろいろな授業が
あります！

おすすめプログラム！

模擬授業

例えば…

お申し込みは
こちらから！

完全予約制・先着順 予約・参加申込は
こちらから！

予約・参加申込は
こちらから！

予約受付は
1ヶ月前から開始！
予約受付は

1ヶ月前から開始！

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴う社会情勢の変化により、イベントが中止または内容が変更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。

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

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

午前または午後どちらかのみ参加可能！
（プログラムの内容は同じです） （模擬授業を実施する学科が異なります）

午前と午後両方の参加も可能！



入試方法ごとの
受験体験記

リアルな
学生生活

オンラインでも
相談できます

資料代・送料

無 料！

TEL:044-988-1434（入試広報室）

ホームページまたは
資料請求ページから

電話から

www.wako.ac.jp

E-mailから

go@wako.ac.jp

じっくりオープンキャンパスで
対面の模擬授業も
体験しよう！

対面で！

気になる学部・学科を
見つけた方もそうでない方も！

現代人間学部

どんなことが学べるの？
学びのキーワードは
『大学案内 2022』で Check！

和光大学ってどんな大学？

を体験しよう！を体験しよう！WAKOWAKO
大学入学共通
テスト利用選抜

一般選抜

学校推薦型
選抜

総合型選抜

2022年度入試の全体説明をチェック！ 総合型選抜前期・学校推薦型選抜の対策をチェック！

和光大学の入試方法は5種類

入試が気になる方は
こちらもCheck！ に参加しよう！

「30分で分かる！和光大学」で
Checkできる！

「学生と話せるコーナー」で
直接聞ける！

「資料配布コーナー」で
Getできる！

資料請求をしよう！
和光大学の「大学案内」「入試ガイドブック」

などをまだ持っていない人は…

先輩の話を
聞いてみよう！

国内外での視察・調査・実地体

験から学べるフィールドワーク、

めざす職業や業界を体験できる

インターンシップ、本場の語学を

身につけられる短期語学留学な

ど、深い学びを得るための現場

体験が豊富です。

講義バイキングは、学部・学科

の枠を超えて、学びたい科目を自

由に履修できる仕組みです。所

属学科の授業をベースに学びな

がら、自身の興味関心に合わせ

てさまざまな他学科科目を選択

し、学んでいる学生がたくさんい

ます。

全開講科目の中から
学部・学科を超えて、
好きな科目を自由に学べる！

「フィールドワーク」、「イ
ンターンシップ」、「短期
語学留学」などが充実。

学生と教員の
距離が近く、なんでも
相談しやすい環境。

和光大学が10分で分かる！

異質力で、輝く。
一人ひとりの力・
個性を育てる大学。

人間の“こころ”や“からだ”、日々変化する“社会”や“環境”。現代人間学部のテーマは、私たち自身、そして私たちの生きる社会です。現代の私たちが抱える課題をリアル

な視点で見つめ、分析し、考えていく。そんな学びを通じて、これからの時代を生きる知識と能力を身につけます。

人と人の心をつなぐ表現を学ぶこと、それが表現学部の大きな

テーマです。話し言葉、文学、映画、絵画、音楽、神話など、ジャンル

の垣根を超えて多くの作品にふれ、それらを読み解く力を養いな

がら、あなたなりの表現を磨いていきます。

経済経営学部では、企業の活動やお金の流れから、今、世

界で起きていることを読み解く力を養います。また、マク

ロ、ミクロの視点を身につけ、ビジネス界で活躍する人材

を育てます。

各学科の先生が、それぞれの学科の

学びや特長について動画で解説して

います。

気になる学科でどんな授業が行われて

いるのか、模擬授業を動画で体験してみ

ましょう。

和光大学での学生と教員の親密

な関係は開学以来の伝統であり

誇りです。美術展示を行ったり、

料理をしたり、旅にでかけたり、

学生と教員が一緒になって、さま

ざまな活動に取り組んでいます。

他の学部・学科の教員とも親し

くなれることも大きな特長です。

和光大学は「異質力で、輝く。」とい

うスローガンを掲げています。国

籍、性別、年齢、障がいなど、さまざ

まな人々を受け入れ、一人ひとり

の個性と自由を尊重し、互いに高

め合える。そんな環境の中で学ぶ

ことにより、その人の存在を際立

たせる力、「異質力」を育てます。

和光大学で学ぶ先輩たちに、入試や

学生生活についてリアルな話を聞い

てみよう！

受験生のみなさんからよく寄せられ

る質問や話題について、4人の先輩

たちに話を聞いてみました！

Keywordを Check！

入試方法・内容をCheck！

学科について調べてみよう！

動画をCheck！

3学部・6学科・2専修・1コース

和光大学を知ろう！1STEP
前期 後期

前期

後期

B日程
A日程

指定校公募制

和光高校内部推薦 特別選抜
（外国人留学生・
 海外帰国生徒・社会人・
 中国引揚者等子女対象）

●英・国方式

●英・国方式
●2科目選択方式

検索和光大学

和光大学の特長や学

科ごとの学びについて

動画で紹介します。「和

光大学がどんな大学な

のか」を知ることがで

きます！

講義バイキング自由な大学
学生と教員の
距離が近い現場体験学習

詳しくはP3～4または『入試ガイドブック2022』を見てみよう！

模擬授業を体験しよう！

オンラインで！

2022年度入試を動画でCheck！

「過去問題集」
「学生募集要項（願書）」
「授業内容一覧」なども

請求できます！

3STEP
さらに和光を
知りたい方は……

4STEP

5STEP

2STEP

経済を読み解き、ビジネス界で活躍

する人材をめざします。

経営とメディアを実践的に学び、

社会を動かす力を身につけます。

乳幼児期から老年期までの人

の一生の発達を軸に、「こころ」

について深く学びます。

文学・文化を学び、表現の意味を読み

解き自ら表現できる力を身につけます。

アート、デザイン、プランニングを幅

広く学び、芸術を深く理解します。

子どもとともに歩み、子どもの

気持ちを理解して指導できる

小学校・幼稚園教諭をめざし

ます。

子どもの発達と、それを支

える基盤となる保育学・幼

児教育学を学び、保育士・

幼稚園教諭をめざします。

現代社会を読み解き、広い

視野から「人間とは何か？」

を探究します。

■ 子ども教育専修 保育コース■ 子ども教育専修 ■ 心理学専修 

芸術学科総合文化学科 経営学科経済学科

5STEPで

心理教育学科 人間科学科

表現学部 経済経営学部

オンラインで！

『大学案内2022』ではどんな授業があるのか、先輩・卒業生の声なども確認できます！
オープンキャンパスや個別入試相談・キャンパス見学に
ついてはウラ表紙をCheck！

オープ
ンキャンパスで

は

オープ
ンキャンパスで

は

オープ
ンキャンパスで

は

オープ
ンキャンパスで

は

P5～6を見てみよう!

資料請求では
Getできない
資料も……！？

オープンキャンパス

オープンキャンパスに
来場できない方でも、

個別入試相談・キャンパス見学は
随時受付します！

この冊子で、自宅から気軽に

1 2



入試方法ごとの
受験体験記

リアルな
学生生活

オンラインでも
相談できます

資料代・送料

無 料！

TEL:044-988-1434（入試広報室）

ホームページまたは
資料請求ページから

電話から

www.wako.ac.jp

E-mailから

go@wako.ac.jp

じっくりオープンキャンパスで
対面の模擬授業も
体験しよう！

対面で！

気になる学部・学科を
見つけた方もそうでない方も！

現代人間学部

どんなことが学べるの？
学びのキーワードは
『大学案内 2022』で Check！

和光大学ってどんな大学？

を体験しよう！を体験しよう！WAKOWAKO
大学入学共通
テスト利用選抜

一般選抜

学校推薦型
選抜

総合型選抜

2022年度入試の全体説明をチェック！ 総合型選抜前期・学校推薦型選抜の対策をチェック！

和光大学の入試方法は5種類

入試が気になる方は
こちらもCheck！ に参加しよう！

「30分で分かる！和光大学」で
Checkできる！

「学生と話せるコーナー」で
直接聞ける！

「資料配布コーナー」で
Getできる！

資料請求をしよう！
和光大学の「大学案内」「入試ガイドブック」

などをまだ持っていない人は…

先輩の話を
聞いてみよう！

国内外での視察・調査・実地体

験から学べるフィールドワーク、

めざす職業や業界を体験できる

インターンシップ、本場の語学を

身につけられる短期語学留学な

ど、深い学びを得るための現場

体験が豊富です。

講義バイキングは、学部・学科

の枠を超えて、学びたい科目を自

由に履修できる仕組みです。所

属学科の授業をベースに学びな

がら、自身の興味関心に合わせ

てさまざまな他学科科目を選択

し、学んでいる学生がたくさんい

ます。

全開講科目の中から
学部・学科を超えて、
好きな科目を自由に学べる！

「フィールドワーク」、「イ
ンターンシップ」、「短期
語学留学」などが充実。

学生と教員の
距離が近く、なんでも
相談しやすい環境。

和光大学が10分で分かる！

異質力で、輝く。
一人ひとりの力・
個性を育てる大学。

人間の“こころ”や“からだ”、日々変化する“社会”や“環境”。現代人間学部のテーマは、私たち自身、そして私たちの生きる社会です。現代の私たちが抱える課題をリアル

な視点で見つめ、分析し、考えていく。そんな学びを通じて、これからの時代を生きる知識と能力を身につけます。

人と人の心をつなぐ表現を学ぶこと、それが表現学部の大きな

テーマです。話し言葉、文学、映画、絵画、音楽、神話など、ジャンル

の垣根を超えて多くの作品にふれ、それらを読み解く力を養いな

がら、あなたなりの表現を磨いていきます。

経済経営学部では、企業の活動やお金の流れから、今、世

界で起きていることを読み解く力を養います。また、マク

ロ、ミクロの視点を身につけ、ビジネス界で活躍する人材

を育てます。

各学科の先生が、それぞれの学科の

学びや特長について動画で解説して

います。

気になる学科でどんな授業が行われて

いるのか、模擬授業を動画で体験してみ

ましょう。

和光大学での学生と教員の親密

な関係は開学以来の伝統であり

誇りです。美術展示を行ったり、

料理をしたり、旅にでかけたり、

学生と教員が一緒になって、さま

ざまな活動に取り組んでいます。

他の学部・学科の教員とも親し

くなれることも大きな特長です。

和光大学は「異質力で、輝く。」とい

うスローガンを掲げています。国

籍、性別、年齢、障がいなど、さまざ

まな人々を受け入れ、一人ひとり

の個性と自由を尊重し、互いに高

め合える。そんな環境の中で学ぶ

ことにより、その人の存在を際立

たせる力、「異質力」を育てます。

和光大学で学ぶ先輩たちに、入試や

学生生活についてリアルな話を聞い

てみよう！

受験生のみなさんからよく寄せられ

る質問や話題について、4人の先輩

たちに話を聞いてみました！

Keywordを Check！

入試方法・内容をCheck！

学科について調べてみよう！

動画をCheck！

3学部・6学科・2専修・1コース

和光大学を知ろう！1STEP
前期 後期

前期

後期

B日程
A日程

指定校公募制

和光高校内部推薦 特別選抜
（外国人留学生・
 海外帰国生徒・社会人・
 中国引揚者等子女対象）

●英・国方式

●英・国方式
●2科目選択方式

検索和光大学

和光大学の特長や学

科ごとの学びについて

動画で紹介します。「和

光大学がどんな大学な

のか」を知ることがで

きます！

講義バイキング自由な大学
学生と教員の
距離が近い現場体験学習

詳しくはP3～4または『入試ガイドブック2022』を見てみよう！

模擬授業を体験しよう！

オンラインで！

2022年度入試を動画でCheck！

「過去問題集」
「学生募集要項（願書）」
「授業内容一覧」なども

請求できます！

3STEP
さらに和光を
知りたい方は……

4STEP

5STEP

2STEP

経済を読み解き、ビジネス界で活躍

する人材をめざします。

経営とメディアを実践的に学び、

社会を動かす力を身につけます。

乳幼児期から老年期までの人

の一生の発達を軸に、「こころ」

について深く学びます。

文学・文化を学び、表現の意味を読み

解き自ら表現できる力を身につけます。

アート、デザイン、プランニングを幅

広く学び、芸術を深く理解します。

子どもとともに歩み、子どもの

気持ちを理解して指導できる

小学校・幼稚園教諭をめざし

ます。

子どもの発達と、それを支

える基盤となる保育学・幼

児教育学を学び、保育士・

幼稚園教諭をめざします。

現代社会を読み解き、広い

視野から「人間とは何か？」

を探究します。

■ 子ども教育専修 保育コース■ 子ども教育専修 ■ 心理学専修 

芸術学科総合文化学科 経営学科経済学科

5STEPで

心理教育学科 人間科学科

表現学部 経済経営学部

オンラインで！

『大学案内2022』ではどんな授業があるのか、先輩・卒業生の声なども確認できます！
オープンキャンパスや個別入試相談・キャンパス見学に
ついてはウラ表紙をCheck！

オープ
ンキャンパスで

は

オープ
ンキャンパスで

は

オープ
ンキャンパスで

は

オープ
ンキャンパスで

は

P5～6を見てみよう!

資料請求では
Getできない
資料も……！？

オープンキャンパス

オープンキャンパスに
来場できない方でも、

個別入試相談・キャンパス見学は
随時受付します！

この冊子で、自宅から気軽に
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面接の対策

「授業体験とレポート作成」
「小論文」の対策

アドミッションポリシー・求める人物像・
選考基準・選考方法などを把握する

●公募制

●指定校
●和光高校内部推薦

学校推薦型選抜総合型選抜前期

大学・志望学科・入試制度の理解を深める
1

S T E P

2
S T E P

3
S T E P

4
S T E P

5
S T E P

入試対策をしよう！をしよう！
和光大学にはさまざまな入試方法があります。
「総合型選抜前期」、「学校推薦型選抜」は専願制です。
和光大学への入学を強く希望する方は、ぜひこの入試方法をご検討ください。

「総合型選抜前期」、「学校推薦型選抜」は、入学を強く希望する受験生を対象とした専願制の選抜です。
そのため、大学・学科、入試制度について深く理解している必要があります。

「大学案内」「入試ガイドブック」「授業内容一覧」のほか、

ホームページやＳＮＳなどもチェックしてみましょう。

■「授業体験」のタイトル・内容

総合型選抜前期を受ける方は以下も確認しよう！

志望学科のタイトル・内容についてあらかじめ調べ

たり、考えをまとめたりしておくと良いでしょう。

限られた時間の中で文章をまとめる練習をしよう
指示に沿って文章を時間内にまとめ上げる練習を積みましょう。

書いた文章は第三者にチェックしてもらいましょう。

過去問題に取り組もう（学校推薦型選抜 公募制）
過去問題集（ホームページから請求可）で傾向を把握しましょう。

巻末の「学習対策」も参考にしましょう。

■「事前課題レポート作成の手引き」
作成にあたってのルール・注意点をしっかり確認

した上で、時間をかけてじっくり作成しましょう。

オープンキャンパスの学科ブースや入試相談ブース、個別入試相談・キャンパス

見学などを活用して、疑問点を解決しましょう！

和光大学の各学科がそれぞれの選抜において、「どんな人物を求めているか」は「学生募集要項」で
公表されています。
受験準備を進める前に、しっかりと把握しておきましょう！

「総合型選抜前期（授業体験方式）」、「学校推薦型選抜（公募制）」では
試験当日にそれぞれ「授業体験とレポート作成」、「小論文」の試験があります。

「総合型選抜前期」、「学校推薦型選抜」では必ず「面接」が課されます。
「意欲」や「熱意」が伝わるよう、念入りに準備をしましょう。

出願時提出書類に
書いたことを振り返って、
考えを深めておこう。
面接担当者は、出願時提出書類を見ながら面接

を進めます。内容について問われたときに、自

信を持って説明できるようにしておきましょう。

高校等で
「模擬面接」に取り組んで、
面接の雰囲気に慣れておこう。
高校の先生方などからアドバイスをもらって

参考にしましょう。本番で緊張しても話せる

ように、何度も練習しておくと安心です。

学校推薦型選抜（公募制）の芸術学科で実技試験を選択した場合、どんな課題が出されますか？

試験当日に「コラージュ」または「デッサン」のいずれかを選択することができます。試験時間は90分です。
過去の出題内容については過去問題集（ホームページから請求可）に掲載されています。

理解を深める
ポイント

各項目をCheckしたら□を入れよう！

「志望理由書」※1「課題作文」※2

「活動報告書」などの作成
STEP1・STEP2で集めた情報を踏まえて出願書類を作成します。
これらの書類は面接の参考資料となります。
自身のこれまでの経験や考え、大学・学部・学科の理解度や志望度の高さが伝わるように、
じっくりと作成しましょう。
また、この後の試験対策に備えて、送る前にコピーをとっておくことも忘れずに。

総合型選抜前期

授業体験方式

総合型選抜前期

事前課題方式

面接は個人面接ですか？グループ面接ですか？

個人面接です。みなさんの話をじっくりと聞いていきますので、万全の準備をして臨みましょう。

Q.
A.

Q.

A.

「志望動機」「大学で何を学びたいか」
「高校時代に頑張ったこと」など、
よく聞かれる質問について考えておこう。
ただ質問されたことに返答するだけでなく、具体的な内容や

エピソードも交えて話せるように準備しましょう。

出願書類を作成しよう！

□試験方式を理解した
□オープンキャンパスや
　個別相談で不明点をなくした

事前準備

□学生募集要項を入手した
□求める人物像などを理解した
□試験方式ごとの対策を理解した

□文章をまとめる練習をした
□過去問題に取り組んだ

試験の対策

S T E P 4
□出願書類を丁寧に作成した
□コピーをとり手元に保管した

出願書類作成

S T E P 3
□志望動機を明確にした
□面接の練習をした

S T E P 5

授業体験 レポート作成

●授業体験方式 対象学科：◆全学科

対象学科：◆全学科
対象学科：◆全学科

対象学科：◆全学科

試験当日に行う「授業

体験とレポート作成」と

「面接」によって選考し

ます。

＋
試験当日に
「授業体験とレポート作成」
を同じ試験時間内で実施

「授業体験方式」と「事前課題方式」は同時には受験できません。

＋

事前課題
レポート作成

◇ 出願前 ◇ 試験当日

面　接

面　接

「学生募集要項」にてレポートの課題を確認1
自宅でじっくりと取り組んで作成2
出願時に必要書類とともに提出3

●事前課題方式
出願時に提出する事前

課題レポートは学科ご

とに指定された内容が

課されます。自宅でじっ

くりと取り組んで作成

できます。

面　接

＋
小論文

コラージュまたはデッサン
  ／試験当日にいずれか選択

芸術学科は下記も選択可能

実 技

※推薦基準などの詳細は
　所属学校の進路指導部に
　問い合わせてください。

※1　総合型選抜前期で受験する場合
※2　学校推薦型選抜で受験する場合

面　接

S T E P 1 S T E P 2

ポイント

対象学科： ◆人間科学科　◆総合文化学科　◆芸術学科　

まずは情報を集めよう！事前準備

2022 年度入試

受験をしよう！
と決めたら

資料やWebから情報収集しよう

自身の強みや経験と照らし合わせると、自分自身を振り返り、志望動機を深めることに繋がります。

自身の強みや経験と照らし合わせてみよう

オープンキャンパスや個別相談を活用しよう

ポイント

ポイント

の受験を考えている
みなさんへ

学校推薦型選抜

総合型選抜前期

Q&A入試対策

じっくり！丁寧に！

試験の対策をしよう！本番に向けて！

授業体験方式で
受験する方

公募制推薦で
受験する方

学校推薦型選抜総合型選抜前期
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「授業体験とレポート作成」
「小論文」の対策

アドミッションポリシー・求める人物像・
選考基準・選考方法などを把握する

●公募制

●指定校
●和光高校内部推薦

学校推薦型選抜総合型選抜前期
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5
S T E P
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和光大学にはさまざまな入試方法があります。
「総合型選抜前期」、「学校推薦型選抜」は専願制です。
和光大学への入学を強く希望する方は、ぜひこの入試方法をご検討ください。

「総合型選抜前期」、「学校推薦型選抜」は、入学を強く希望する受験生を対象とした専願制の選抜です。
そのため、大学・学科、入試制度について深く理解している必要があります。

「大学案内」「入試ガイドブック」「授業内容一覧」のほか、
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志望学科のタイトル・内容についてあらかじめ調べ

たり、考えをまとめたりしておくと良いでしょう。

限られた時間の中で文章をまとめる練習をしよう
指示に沿って文章を時間内にまとめ上げる練習を積みましょう。

書いた文章は第三者にチェックしてもらいましょう。

過去問題に取り組もう（学校推薦型選抜 公募制）
過去問題集（ホームページから請求可）で傾向を把握しましょう。

巻末の「学習対策」も参考にしましょう。

■「事前課題レポート作成の手引き」
作成にあたってのルール・注意点をしっかり確認

した上で、時間をかけてじっくり作成しましょう。

オープンキャンパスの学科ブースや入試相談ブース、個別入試相談・キャンパス

見学などを活用して、疑問点を解決しましょう！

和光大学の各学科がそれぞれの選抜において、「どんな人物を求めているか」は「学生募集要項」で
公表されています。
受験準備を進める前に、しっかりと把握しておきましょう！

「総合型選抜前期（授業体験方式）」、「学校推薦型選抜（公募制）」では
試験当日にそれぞれ「授業体験とレポート作成」、「小論文」の試験があります。

「総合型選抜前期」、「学校推薦型選抜」では必ず「面接」が課されます。
「意欲」や「熱意」が伝わるよう、念入りに準備をしましょう。

出願時提出書類に
書いたことを振り返って、
考えを深めておこう。
面接担当者は、出願時提出書類を見ながら面接

を進めます。内容について問われたときに、自

信を持って説明できるようにしておきましょう。

高校等で
「模擬面接」に取り組んで、
面接の雰囲気に慣れておこう。
高校の先生方などからアドバイスをもらって

参考にしましょう。本番で緊張しても話せる

ように、何度も練習しておくと安心です。

学校推薦型選抜（公募制）の芸術学科で実技試験を選択した場合、どんな課題が出されますか？

試験当日に「コラージュ」または「デッサン」のいずれかを選択することができます。試験時間は90分です。
過去の出題内容については過去問題集（ホームページから請求可）に掲載されています。
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各項目をCheckしたら□を入れよう！

「志望理由書」※1「課題作文」※2

「活動報告書」などの作成
STEP1・STEP2で集めた情報を踏まえて出願書類を作成します。
これらの書類は面接の参考資料となります。
自身のこれまでの経験や考え、大学・学部・学科の理解度や志望度の高さが伝わるように、
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また、この後の試験対策に備えて、送る前にコピーをとっておくことも忘れずに。
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授業体験方式
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面接は個人面接ですか？グループ面接ですか？

個人面接です。みなさんの話をじっくりと聞いていきますので、万全の準備をして臨みましょう。
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A.
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「志望動機」「大学で何を学びたいか」
「高校時代に頑張ったこと」など、
よく聞かれる質問について考えておこう。
ただ質問されたことに返答するだけでなく、具体的な内容や

エピソードも交えて話せるように準備しましょう。
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□試験方式を理解した
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　個別相談で不明点をなくした
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□学生募集要項を入手した
□求める人物像などを理解した
□試験方式ごとの対策を理解した

□文章をまとめる練習をした
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□出願書類を丁寧に作成した
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「学生募集要項」にてレポートの課題を確認1
自宅でじっくりと取り組んで作成2
出願時に必要書類とともに提出3

●事前課題方式
出願時に提出する事前

課題レポートは学科ご

とに指定された内容が

課されます。自宅でじっ

くりと取り組んで作成

できます。

面　接

＋
小論文

コラージュまたはデッサン
  ／試験当日にいずれか選択

芸術学科は下記も選択可能

実 技

※推薦基準などの詳細は
　所属学校の進路指導部に
　問い合わせてください。

※1　総合型選抜前期で受験する場合
※2　学校推薦型選抜で受験する場合
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対象学科： ◆人間科学科　◆総合文化学科　◆芸術学科　

まずは情報を集めよう！事前準備
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受験をしよう！
と決めたら

資料やWebから情報収集しよう

自身の強みや経験と照らし合わせると、自分自身を振り返り、志望動機を深めることに繋がります。

自身の強みや経験と照らし合わせてみよう

オープンキャンパスや個別相談を活用しよう

ポイント

ポイント

の受験を考えている
みなさんへ
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じっくり！丁寧に！
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A棟

B棟

G棟

J棟

C棟

E棟

D棟

第2体育館

第2グラウンド

第1グラウンド

小田急線

彫刻室 アトリエ
（D棟3階）

テニスコート

プール

H棟

エレベーター棟 図書・情報館

パレストラ
（第1体育館）

1階：生協購買部

売店

スクールバス
乗り場

学生食堂

4階：学生食堂

一人ひとりの学生の
個性を大切にする
自由な校風に惹かれました！

ランチや空き時間に限らず、研究室にはいつも誰か
がいます。先生は年の離れた先輩のような存在です。

この日のゼミではさまざまな意見が飛び交いつつ
も、より良い研究につなげるという姿勢が垣間見
えました。

自由な空気が、
自主性を育む

センパイQ&A

野中 浩一 先生

野中 浩一 ゼミ

キャンパスを
動画で見てみよう！

プロフィール項目
❶受験した入試方式
❷現在力を入れて学んでいること（頑張っていること）

❶推薦制入試 指定校
　（現 学校推薦型選抜 指定校）
❷保育実習・教育実習に向けて準備に
取り組んでいます！

もともと子どもが好きで、高校生のとき

にも保育園でボランティアをしていたこ

とから、保育士の仕事に興味を持ちまし

た。進学先を探す中で和光大学の自由な

校風を知り、またオープンキャンパスで

「この先生のもとで学びたい」と思える先

生にも出会えたことから、受験することを

決めました。

教員や学びの内容が
魅力的だったからです！

以前からプロダクト（ものづくり）に興

味があり、高校美術部の顧問の先生から

和光大学のプロダクトデザインの先生を

紹介してもらいました。調べてみると、魅

力的なプロダクトに加え、先生が自分自

身で会社を立ち上げているなど、将来の

参考になりそうだと感じ、先生のもとで学

んでみたいと考え受験を決めました。

自身が理想とする
「保健体育科教員」に
なれると思ったからです！

高校生の頃から「体育が苦手な生徒に

も、運動の楽しさを伝えられる保健体育

科教員になりたい」という目標がありまし

た。志望校を決めるときに、いくつかの大

学の話を聞きましたが、和光大学の雰囲

気や幅広いカリキュラムに魅力を感じ、

「ここなら自身の目標を達成できる」と考

え、受験を決めました。

「経営学」と「心理学」の
両方を学べることに
興味を持ったからです！

「社会に出たときに即戦力として活躍

できる力を身につけたい」と考えて、経営

学科を志望しました。マネジメントや会計

学だけでなく、心理学も学ぶことで対人ス

キルやリーダーシップも身につけられる

のではないかと考え、どちらも専門的に

学べる「講義バイキング」のしくみに魅力

を感じました。

日々輝学園高等学校（神奈川校）出身
石原 百華 さん

現代人間学部　
心理教育学科　子ども教育専修　保育コース　４年

人間科学科

Message

推薦制入試 指定校
（現 学校推薦型選抜 指定校）

「笑顔でいること」を
心がけて面接に
挑みました！

野中先生の専門分野は「衛生学」ですが、

ゼミでの研究テーマはなんでもあり。

よくしゃべる学生もいれば、熱心に資料

に向き合う学生もいます。

どんな学生でも受け入れる懐の深さが特

長といってもいいかもしれません。

推薦制入試 指定校
（現 学校推薦型選抜 指定校）

高校で
何度も模擬面接を
してもらいました

9月AO入試 授業体験方式
（現 総合型選抜前期 授業体験方式）

事前準備にしっかりと
取り組むことが
大切です

一般入試前期２科目選択方式
（現 一般選抜前期２科目選択方式）

とにかく
日々の積み重ねが
重要です

幼稚園の
先生、

　保育士
をめざし

て

　　奮闘
中です！

❶推薦制入試 指定校
　（現 学校推薦型選抜 指定校）
❷卒業制作で、地元の伝統工芸を現代風
にリメイクし量産できるようにするプ
ロダクトに取り組んでいます！

熊本信愛女学院高等学校出身
岡 夢野 さん
表現学部　芸術学科　4年

気になっ
たことには

　積極的
に

　　参加
していま

す！

❶9月AO入試 授業体験方式
　（現 総合型選抜前期 授業体験方式）
❷「身体表現」のゼミに所属。「舞台照明」
をテーマに卒業論文を執筆しつつ、仲間
と舞台の制作にも取り組んでいます！

星槎高等学校出身
兼子 龍海 さん

現代人間学部　
身体環境共生学科（現 人間科学科）　４年

仲間と舞
台を

　創り上
げる活動

に

　　熱中
していま

す！

❶一般入試前期２科目選択方式
　（現 一般選抜前期２科目選択方式）
❷「情報処理技術論」のゼミに所属しなが
ら、就職活動に取り組んでいます！

鹿島学園高等学校（MSG相模原キャンパス）出身
廣田 亮太 さん
経済経営学部　経営学科　４年

ゼミにサ
ークルに

　充実し
た日々を

　　過ご
していま

す！

キャンパス
マップ

Map
Campus

先輩の話を聞いてみよう！

入試のこと
大学のこと

ゼミを見れば和光が分かる！れば和光が分かる！
和光のゼミは、学生が中心になって研究する場。
個性あふれる教員がサポートし、それぞれが独自のカラーを持っています。
穏やかに議論するゼミ、熱気に包まれているゼミ、フレンドリーなゼミなど
キャラクターはさまざま！
学生同士、教員と学生の距離の近さも、大きな魅力です。

もっと知りたい！

このゼミでは研究者というより、かつて初代学長・梅根悟が語った
“哲学する生活者”を育てたいと思っています。大切にしているの
は、問題設定能力の養成で、そのためにゼミ生それぞれの関心を
“全員で”考えていく場であるように努めています。自由度は高い
ですが、受け身でいることはできません。今後のために、自ら考
える、自ら決める姿勢を身につけてほしいと思っています。

Q1 和光大学に決めた理由と
学部・学科・専修（コ―ス）を選んだ理由は何ですか？

Q3 合格の秘訣や、
実際に入試を受けたときの感想を教えてください。

Q2 学生生活はいかがですか？

面接試験が始まるまではとても緊張し

ていましたが、担当の先生がとても優し

かったこともあり、リラックスして面接を

受けることができました。面接中は「笑顔

でいること」を心がけました。事前準備で

は「自分が考える和光大学の良さ」をしっ

かりと語れるようにしておくと良いと思

います。

高校の担任の先生や美術部顧問の先生

などに模擬面接を何度もしていただきま

した。また、台本を覚えるようにするので

はなく、要点を覚えて、緊張してもとっさ

に対応できるようにするようアドバイス

をもらいました。自己 PR としてポート

フォリオを持ち込みましたが、作品だけで

なく高校内での活動も盛り込みました。

「授業体験とレポート作成」の対策とし

て、学生募集要項に掲載されている授業タ

イトルとテーマについて事前に調べたり、

高校の授業を活用して文章をまとめるト

レーニングをしたりしました。面接では主

に事前提出書類に書いた内容について質

問されたので、落ち着いて回答できました。

いずれも事前の準備が大切だと思います。

一般選抜に向けた対策では、過去の問

題を解いて傾向を知ることが重要だと思

います。あとは日々努力を積み重ねていく

しかありません。私は「２科目選択方式」で

受験したため、「国語」と「日本史」という

得意科目で勝負できたこともありがた

かったです。

資格取得のための
勉強はもちろん、
課外活動にも全力で
取り組んでいます！

保育士・幼稚園教諭をめざして日々の

勉強を頑張ることはもちろん、吹奏楽部や

オープンキャンパススタッフの活動にも

力を入れています。オープンキャンパスの

スタッフをしていると、高校生や保護者の

方と関わる中で勉強になることも多くあ

り、たくさんの刺激を受けています。

積極的に
行動することを
心掛けています！

のんびりした性格で、高校までは受け身

の姿勢でしたが、大学では自分から行動す

ることが大切だと教わり、気になったこと

には積極的に参加するようにしています。

学外で行う展示に作品を出展したり、授業

では企業で販売する飲料品のパッケージデ

ザインを作成したりと、さまざまな経験を重

ねて充実した学生生活を過ごしています。

和光の自由な校風の
中で自分の可能性を
広げられています！

「身体表現」のゼミに所属し、仲間と 1

つの「舞台」を創り上げる活動に熱中して

います。また、講義バイキングのしくみを

活かして、保健体育科に加えて国語科の

教員免許の取得もめざしはじめました。和

光の自由な校風の中で、自分の可能性を

大きく広げられていると感じています。

たくさんのチャレンジの中で
多様な価値観の人と出会い、
大きく成長できました！

経営学だけでなく、心理学や社会学など

さまざまな授業を受講してきました。課外

活動では、ゴルフ部で部長を務めたり、自

身でサークルを立ち上げたりと、とにかく

いろいろなことに挑戦しました。「自由だけ

ど、行動すれば応えてくれる人がいる」雰

囲気の中で、多様な価値観の人たちと出会

い、大きく成長できたと感じています。
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もっと知りたい！
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かりと語れるようにしておくと良いと思
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て、学生募集要項に掲載されている授業タ
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レーニングをしたりしました。面接では主
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問されたので、落ち着いて回答できました。

いずれも事前の準備が大切だと思います。

一般選抜に向けた対策では、過去の問

題を解いて傾向を知ることが重要だと思
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受験したため、「国語」と「日本史」という

得意科目で勝負できたこともありがた

かったです。
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勉強を頑張ることはもちろん、吹奏楽部や

オープンキャンパススタッフの活動にも
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スタッフをしていると、高校生や保護者の

方と関わる中で勉強になることも多くあ

り、たくさんの刺激を受けています。

積極的に
行動することを
心掛けています！

のんびりした性格で、高校までは受け身

の姿勢でしたが、大学では自分から行動す

ることが大切だと教わり、気になったこと

には積極的に参加するようにしています。

学外で行う展示に作品を出展したり、授業
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ザインを作成したりと、さまざまな経験を重

ねて充実した学生生活を過ごしています。

和光の自由な校風の
中で自分の可能性を
広げられています！

「身体表現」のゼミに所属し、仲間と 1

つの「舞台」を創り上げる活動に熱中して

います。また、講義バイキングのしくみを

活かして、保健体育科に加えて国語科の

教員免許の取得もめざしはじめました。和

光の自由な校風の中で、自分の可能性を

大きく広げられていると感じています。

たくさんのチャレンジの中で
多様な価値観の人と出会い、
大きく成長できました！

経営学だけでなく、心理学や社会学など

さまざまな授業を受講してきました。課外

活動では、ゴルフ部で部長を務めたり、自

身でサークルを立ち上げたりと、とにかく

いろいろなことに挑戦しました。「自由だけ

ど、行動すれば応えてくれる人がいる」雰

囲気の中で、多様な価値観の人たちと出会
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学生スタッフ企画

〒195-8585　東京都町田市金井ヶ丘5-1-1

TEL:044-988-1434（入試広報室）
小田急線

「鶴川」駅南口から
徒歩約15分。
スクールバスも
運行中！

アクセス 資料請求

■現代人間学部 ○心理教育学科
 　心理学専修｜子ども教育専修｜子ども教育専修 保育コース
 ○人間科学科
■表現学部 ○総合文化学科 ○芸術学科
■経済経営学部 ○経済学科 ○経営学科

Twitter

YouTube

ホームページ

オンライン個別入試相談

個別入試相談・キャンパス見学

検索和光大学

模擬授業動画などを公開中！

和光大学 入試チャンネル

入試や大学の情報を発信中！

ホームページはもちろん、YouTube&Twitterでみなさんに向けてさまざ
まな情報を発信しています！
ご確認の上、チャンネル登録・フォローをお願いします！

自宅から、気になっていることや不安を感じている

ことを気軽に相談できる、ビデオ通話や電話を使っ

たオンライン個別入試相談を実施しています。

大学内で個別の入試相談・キャンパス見学（事前予

約制）を実施しています。必ず事前のご予約をお願い

いたします。

@wako_nyushi

BOOKBOOK
体  験体  験
WAKOWAKO

詳しくはウラ表紙を Check！▶▶▶

OPEN CAMPUS開催中！

OPEN CAMPUSへ！

2021 完全予約制 対面型

和光大学に興味を持ったら

※二次元コードがうまく読み取れない場合はズームする、他の二次元コードを指で隠すなどしてみてください。
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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が分かる！ 模擬授業で和光大学の学びを知ろう！

ホームページ www.wako.ac.jp
メールアドレス go@wako.ac.jp　

Twitter @wako_nyushi
Instagram

YouTube

wakouniversity
検索和光大学 入試チャンネル
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心理学専修

オープンキャンパス

ディズニープリンセスの
親子関係

総合文化学科
竈門禰豆子と
妖怪アマビエ

子ども教育専修
コロナ禍で
学校はどう変わった？

芸術学科
身の回りに
デザインを見つけよう

保育コース
歌って遊んで、技を磨く！！
～ピアノ初心者大集合～

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

人間科学科
あそびのちからは
いのちのちから

経営学科
惹かれるのはナゼ？
～買いたくなる商品と
忘れ去られる商品～

保育
ツアー

音楽室や保育実習
室などをご案内。

アトリエ
ツアー

アトリエや芸術学科の
ゼミ室をご案内。

「心理教育学科子ども教育専修保育コース」と「芸術学科」で、学科・コース
の学びに特化した内容のツアーを実施しています。その学科に所属する学
生スタッフが、普段の授業等で使用している施設を案内します。

学生スタッフがガイドになって大学内の施設や
設備を紹介します。（１周約30分）

授業や大学生活のことなど、気になる疑問に
学生スタッフがお答えします。

キャンパスツアー

スペシャルツアー

学生と話せるコーナー

※「じっくりオープンキャンパス」では、当該学科の模擬授業終了後、
　教室から学生スタッフが集合場所までご案内します。

各STEPを
Checkしながら
入試対策

先輩の
入試合格体験記

&
和光大学を
選んだ理由

動画で
和光大学を
体験できる！

この冊子を読んだらオープンキャンパスに参加してみよう！

次のページからスタート！
冊子で WAKO を体験！

入試・学び・学校生活など
気軽に相談しよう！

ホームページ・SNSも
Check！

この一冊で
和光大学をまるごと体験しよう！

今すぐ
Check!

対面型

志望学科・専修・コースが決まっている人もそうでない人も！
気になる授業を体験して、和光大学の雰囲気を感じてみてください。

他にも
いろいろな授業が
あります！

おすすめプログラム！

模擬授業

例えば…

お申し込みは
こちらから！

完全予約制・先着順 予約・参加申込は
こちらから！

予約・参加申込は
こちらから！

予約受付は
1ヶ月前から開始！
予約受付は

1ヶ月前から開始！

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴う社会情勢の変化により、イベントが中止または内容が変更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。

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

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

午前または午後どちらかのみ参加可能！
（プログラムの内容は同じです） （模擬授業を実施する学科が異なります）

午前と午後両方の参加も可能！


