
〒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
検索和光大学

模擬授業動画や在学生インタビューなどを公開中！

／ 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。平日の学校帰りに相談

したい方や普段のキャンパスの雰囲気を見てみ

たい方にもおすすめです。

／ @wako_nyushi

詳しくはウラ表紙を Check！

OPEN CAMPUSへ！

※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。

ホームページ https://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 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！

入試・学び・学校生活など気軽に相談しよう！

対面型

各 STEP を Check しながら入試対策

動画で和光大学を体験できる！

先輩の入試合格体験記 & 和光大学を選んだ理由

P.3

P.1

P.5

OPEN CAMPUS
完全予約制 ・対面型2022

BBBBOOOOKKKKKKKKKKBOOK
WWWAAAWAWWAWWAW KKOOWAKOこの一

冊で

和光大
学を

まるご
と体験

しよう
！

開 催 中

体験

冊子で
WAKOを体験！

今すぐ

Chec
k!

冊子で
を体験！

次のページから
スタート！

ホームページ・SNS も Check！

個別入試相談・キャンパス見学

オンライン個別入試相談

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。

新高校2～3年生を対象に、模擬授業や先生と話せ
るコーナーなどのプログラムをご用意してお待ちして
おります。

主な
プログラム

主な
プログラム

オンライン説明会

半日で気軽に和光の学びや入試について知ることができます。
早めに情報収集したい人や、落ち着いて個別相談したい人におススメです。

※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。

全学科で模擬授業を実施します。
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
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オープンキャンパス
模擬授業
あり

模擬授業
あり

オープンキャンパス
じっくりじっくり

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

土511 土253

・入試ガイダンス
・先生と話せるコーナー
・キャンパスツアー 他

一般選抜の受験予定者や「早めに情報が知りた
い！」という高校1・2年生向けのイベントです。

主な
プログラム

12：30～16：30
 （12：15 開場・受付開始）時間

土1012

・大学選びキックオフ説明
・キャンパスツアー 他

・模擬授業
・先生と話せるコーナー
・キャンパスツアー 他

オープンキャンパスで実施する「30分で分かる！和光の学び」「30分で分かる！和光の
入試」の内容をオンライン（Zoom）で配信します。気軽に自宅から参加いただけます。

さっくりさっくり

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！

和光大学に興味を持ったら

秋のオープンキャンパス 春のオープンキャンパス
2022年

冬のオープンキャンパス
2022年 2023年

入試説明
大学説明

申込はこちらから！

申込はこちらから！

１ヶ月前から
予約受付開始！

18：00～19：00
※2日間同様の内容です。都合が良い日程でご参加ください。

時間
水16

水67・
・遠方に住んでいてすぐにオープンキャンパスに参加するのは難しい
・オープンキャンパスに参加したときには、先生や先輩学生との交流に時
間を使いたい！

オンラインで参加できる！

こんな人に
おススメ！

予約制

予約制

予約制

予約制



入試方法ごとの
受験体験記

リアルな
学生生活
リアルな
学生生活

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

https://www.wako.ac.jp/

E-mailから

go@wako.ac.jp

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2023』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

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！和光の学び」
「30分で分かる！和光の入試」
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学科の科目を選択し、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！

3学部・6学科・2専修・1コース

和光大学を知ろう！1STEP

3STEP

4STEP

5STEP

2STEP

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

模擬授業を体験しよう！

オンラインで！

「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！

※画面は昨年度のものです。

※画面は昨年度のものです。

さらに和光を知りたい方は……

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

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！

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！

対面で！

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

和光大学の入試方法は5種類
5STEPで

動画を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

2023年度入試を動画でCheck！

★2023年度入試の全体説明
★総合型選抜前期・
　学校推薦型選抜の対策

　をチェック！

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！

オープンキャンパス

オンラインでも
相談できます
オンラインでも
相談できます

資料代・送料

無 料！

資料請求では
Get できない
資料も……！？

資料請求では
Get できない
資料も……！？

P5～6を見てみよう!

詳しくはP3～4または『入試ガイドブック2023』を見てみよう！

『大学案内2023』ではどんな授業があるのかや、先輩・卒業生の声なども確認できます！

1 2



入試方法ごとの
受験体験記

リアルな
学生生活
リアルな
学生生活

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

https://www.wako.ac.jp/

E-mailから

go@wako.ac.jp

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2023』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

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！和光の学び」
「30分で分かる！和光の入試」
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学科の科目を選択し、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！

3学部・6学科・2専修・1コース

和光大学を知ろう！1STEP

3STEP

4STEP

5STEP

2STEP

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

模擬授業を体験しよう！

オンラインで！

「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！

※画面は昨年度のものです。

※画面は昨年度のものです。

さらに和光を知りたい方は……

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

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！

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！

対面で！

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

和光大学の入試方法は5種類
5STEPで

動画を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

2023年度入試を動画でCheck！

★2023年度入試の全体説明
★総合型選抜前期・
　学校推薦型選抜の対策

　をチェック！

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！

オープンキャンパス

オンラインでも
相談できます
オンラインでも
相談できます

資料代・送料

無 料！

資料請求では
Get できない
資料も……！？

資料請求では
Get できない
資料も……！？

P5～6を見てみよう!

詳しくはP3～4または『入試ガイドブック2023』を見てみよう！

『大学案内2023』ではどんな授業があるのかや、先輩・卒業生の声なども確認できます！
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面接の対策

「授業体験とレポート作成（実技）」
「小論文」「実技」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
3STEP

4STEP

5STEP

2STEP

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」
レポート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先生と話せるコーナーや入試相談ブース、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（実技）」、「小論文」または「実技」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。

「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

「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！

授業体験とレポート作成

●授業体験方式
対象学科：◆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 ◆総合文化学科 ◆経済学科 ◆経営学科

対象学科：◆芸術学科

対象学科：◆全学科

対象学科：◆全学科

対象学科：◆全学科

＋

授業体験と実技

＋

「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

●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

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

芸術学科

ポイント

対象学科： ◆人間科学科　◆総合文化学科
　　　　　 ◆芸術学科　

＋
面　接

まずは情報を集めよう！〈 事前準備 〉

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つながります。

自身の強みや経験と照らし合わせてみよう

コラージュ・デッサンの
練習をしよう

オープンキャンパスの模擬授業を活用したり、

高校の先生に協力してもらったりして、練習を

積んでおきましょう。

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

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

公募制で
受験する方

学校推薦型選抜総合型選抜前期

総合型選抜前期（授業体験方式）や学校推薦型選抜（公募制）の芸術学科「授業体験と実技」「実技」の科目では、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。
学校推薦型選抜（公募制）での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。

各項目をCheckしたら□を入れよう！

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.

□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解消した

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
□実技の練習をした
□過去問題に取り組んだ

試験の対策
S T E P4

□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 P3

□志望動機を明確にした
□面接の練習をした

S T E P 5S T E P 1 S T E P2

Q&A入試対策

受験をしよう！
と決めたら

2023年度入試

理解を深める
ポイント

1STEP

「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

「30分で分かる！入試対策」
で詳しく知ろう！

オープンキャンパスでは じっくり
オープン
キャンパスで
開催
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面接の対策

「授業体験とレポート作成（実技）」
「小論文」「実技」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
3STEP

4STEP

5STEP

2STEP

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」
レポート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先生と話せるコーナーや入試相談ブース、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（実技）」、「小論文」または「実技」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。

「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

「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！

授業体験とレポート作成

●授業体験方式
対象学科：◆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 ◆総合文化学科 ◆経済学科 ◆経営学科

対象学科：◆芸術学科

対象学科：◆全学科

対象学科：◆全学科

対象学科：◆全学科

＋

授業体験と実技

＋

「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

●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

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

芸術学科

ポイント

対象学科： ◆人間科学科　◆総合文化学科
　　　　　 ◆芸術学科　

＋
面　接

まずは情報を集めよう！〈 事前準備 〉

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つながります。

自身の強みや経験と照らし合わせてみよう

コラージュ・デッサンの
練習をしよう

オープンキャンパスの模擬授業を活用したり、

高校の先生に協力してもらったりして、練習を

積んでおきましょう。

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

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

公募制で
受験する方

学校推薦型選抜総合型選抜前期

総合型選抜前期（授業体験方式）や学校推薦型選抜（公募制）の芸術学科「授業体験と実技」「実技」の科目では、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。
学校推薦型選抜（公募制）での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。

各項目をCheckしたら□を入れよう！

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.

□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解消した

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
□実技の練習をした
□過去問題に取り組んだ

試験の対策
S T E P4

□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 P3

□志望動機を明確にした
□面接の練習をした

S T E P 5S T E P 1 S T E P2

Q&A入試対策

受験をしよう！
と決めたら

2023年度入試

理解を深める
ポイント

1STEP

「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

「30分で分かる！入試対策」
で詳しく知ろう！

オープンキャンパスでは じっくり
オープン
キャンパスで
開催
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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

「視野の広い
国語の先生」になれる
と思ったからです！

明るく和気あいあいとした雰囲気ですが、メリハリ
をつけ、「やるときはやる」を大事にしています。

1年に3回のゼミ合宿は丸山ゼミの恒例行事。ゼミ
運営も全てゼミ生が行います。

実践的な学びを通じて、
大きく成長できる！

センパイQ&A

丸山 一彦 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学校推薦型選抜（指定校）
❷国語科の教員免許取得を目指して学ん
でいます。
　大学の授業を通じて、特に日本語学や
古典の授業に興味が出てきました。

将来は高校の国語の先生になりたいと

思っています。和光の総合文化学科であ

れば「国文学系の授業だけでなく、文化や

外国語など幅広い授業を履修して広い視

野を持った教師になれる」と思い、受験を

決めました。また、講義バイキングを利用

して、いじめや不登校に関する専門の授

業を受けられることも魅力的でした。

幅広い分野に興味があり、
講義バイキングに
魅力を感じたからです！

「芸術」「心理学」「経営学」と幅広い分野

に興味があったので、和光大学では学科の

枠を超えて自由に授業が選択できること

に魅力を感じました。オープンキャンパス

に参加し、芸術学科・心理教育学科心理

学専修・経営学科すべての先生と直接話

をして、「一番自分がやりたいことに近い」

と感じた芸術学科の受験を決めました。

自由な校風が
自分に合うと
思ったからです！

高校時代に親しかったスクールカウ

ンセラーに憧れ、自身も心理学を学び

たいと思うようになりました。公認心

理師資格にも興味を持ち、心理学を学

べる大学のオープンキャンパスにいく

つか行きましたが、和光の自由な校風

が最も自分に合っていると考え、受験

を決めました。

「経済学」と「心理学」
の両方を学べることに
興味を持ったからです！

中学校時代の社会科の授業をきっか

けに、発展途上国への支援や開発経済学

に興味を持ち、経済学系の学科を志望し

ていました。和光を受験したのは家族の

勧めがあったからでしたが、合格後に講

義バイキングのしくみがあると知り、「心

理学も学んでみたい」と以前から思って

いたことから自分で入学を決めました。

日々輝学園高等学校（横浜校）出身
城戸 大和 さん
表現学部　総合文化学科　2年

経営学科
Message

学校推薦型選抜（指定校）

商品企画の最新理論と方法を学び、

学生が関心のあるテーマで商品や

サービスを企画します。教科書から

理論を学ぶだけでなく、ゼミ生同士で

グループワークを行う、企業との共

同研究、関東学生マーケティング大

会へ出場するなどの実践的な学びの

機会を通じて、社会人基礎力を身に

つけ、大きく成長できます。

推薦制入試 指定校
（現 学校推薦型選抜 指定校）

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）

一般入試前期 英・国方式 
（現 一般選抜前期 英・国方式）

❶推薦制入試（指定校）
　（現 学校推薦型選抜 指定校）
❷「ヴィジュアル・デザイン」のゼミに所属。
　課題が多く大変ですが、着実に力が身に
ついていることを感じています！

神奈川県立金沢総合高等学校出身
堀池 美南 さん
表現学部　芸術学科　3年

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「児童心理学」のゼミに所属。
　ゼミとして学外での活動に参加する機
会も多く、大きく成長できました。

あずさ第一高等学校（町田キャンパス）出身
髙山 玲奈 さん
現代人間学部　心理教育学科　心理学専修　4年

❶一般入試前期 英・国方式 
　（現 一般選抜前期 英・国方式）
❷「国際経済学」のゼミに所属。
　課外活動では、生協学生委員会で新入生
歓迎のイベントを企画したりしています。

橘学苑高等学校出身
三井 彩音 さん
経済経営学部　経済学科　3年

ゼミを見れば和光が分かる！ゼミ 和光
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！

ゼミには、教科書やマニュアルには
載っていない各専門に関するセンスを
磨く環境が用意されています。だから
こそゼミでは、自らが積極的に同じ専
門を探究する仲間と一緒に、様々な
体験をしてもらっています。多くの体
験から自ら問題を発見し、独創的な
解決策による社会や顧客の期待に応
える共創活動を通じて、実学としての
人間力も育んでもらいたいと考えてい
ます。学生の皆さんから、世の中を
感動させる「Giant Killing（強者に勝
つ番狂わせ）」を巻き起こしましょう！

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？

学生食堂

入試のこと
大学のこと

先輩の話を聞いてみよう！

キャンパ ス
マップ

Map
Campus

オープンキャンパスでは
学生がキャンパスを
案内します！案内します！
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「多様な文化を学ぶ
ことで視野が広がった」
と実感しています！

国語科の教員免許取得を目指して日

本語学や古典を学んでいますが、他にも

中国語や宗教思想など幅広い分野の授

業を受け、視野の広がりを感じています。

また、プロゼミで「大学での学び方」を基

礎から知ることができたのは大きな収穫

でした。「来週の授業が楽しみ」と思える

授業も多く、日々成長を実感しています。

たくさんの課題に
取り組むことで、 成長を
実感できています！

私の所属する「ヴィジュアル・デザイン」

のゼミでは多くの課題が出されます。内容

もポスターやパッケージデザインなど

様々。大変だなぁと感じることもあります

が、現役のデザイナーでもある近藤先生の

指導を受けることで、「ターゲット層を意識

したデザイン」を考えられるようになるな

ど、自分自身でも成長を感じています。

児童心理学のゼミで
数多くの学外活動を経験。
たくさんの刺激を受けています！

児童心理学が専門の菅野恵先生のゼミに所

属。菅野先生はスクールカウンセラーの経験が

あるため、実際の現場での話をうかがうことも

あります。ゼミでは、子どもの虐待防止を訴え

る「オレンジリボン運動」や町田市が主催する

「学生活動報告会ガクマチ EXPO」に参加。学

外の方との交流や、大勢を相手にプレゼンをす

る機会もあり、大きな刺激を受けています。

国際経済学のゼミや
課外活動に、忙しい
毎日を送っています！

生協学生委員会に所属し、入学準備説明会

や新入生歓迎会の企画に携わっています。

元々、人と話すことはあまり得意ではありませ

んでしたが、活動を通してコミュニケーション能

力が大きく上がりました。また、高校生の頃から

興味があった国際経済学のゼミナールに所属。

研究室を訪れ先生と話をする機会も多く、和光

のアットホームな雰囲気も気に入っています。

Q2 学生生活はいかがですか？

高校での
面接練習が
とても役立ちました！

学校推薦型選抜（指定校）での受験

だったので、高校生活の中で日々の勉

強を頑張ってきたことや検定取得に力

を入れていたことが合格につながった

と思います。また、面接対策では、「自分

が和光で何を学びたいのか」を具体的

に伝えられるように準備しました。高

校で多くの先生に面接練習をしていた

だいたことも有意義でした。

日常生活での細かい
心がけが合格に繋がった
と感じています！

もともと指定校推薦を使って大学進

学したいと考えていたので「遅刻や欠席

をなるべくしない」「提出物はきちんと出

す」といったことを日頃から心がけてき

ました。模擬面接では、自己アピール用

に面接に持ち込む予定だった作品を実

際に使って何度も練習しました。しっか

り準備をしたおかげで、面接本番では楽

しく受け答えができたと感じています。

高校の先生と早めに
コミュニケーションを
とっておくことをお勧めします！

高校の小論文対策講座に参加し、限

られた時間の中で文章を仕上げる練

習をしました。この経験は「授業体験と

レポート作成」の試験のときにレポート

を書くのに役立ちました。また、高校の

先生と進路について早めにコミュニ

ケーションをとっておくと、入試や対策

に関する情報がたくさん得られて良い

と思います。

とにかく
日々の積み重ねが
重要です。

一般選抜で受験したため、日頃から

こつこつと勉強し、受験に必要な学力

を高めてきました。受験を決めたのは

出願締切直前でしたが、日々の成果を

活かしてしっかりと対応することがで

きたと感じています。また、過去問題を

解いて、試験の傾向を掴んでおくこと

もお勧めです。

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。

スクールバス
乗り場
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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

「視野の広い
国語の先生」になれる
と思ったからです！

明るく和気あいあいとした雰囲気ですが、メリハリ
をつけ、「やるときはやる」を大事にしています。

1年に3回のゼミ合宿は丸山ゼミの恒例行事。ゼミ
運営も全てゼミ生が行います。

実践的な学びを通じて、
大きく成長できる！

センパイQ&A

丸山 一彦 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学校推薦型選抜（指定校）
❷国語科の教員免許取得を目指して学ん
でいます。
　大学の授業を通じて、特に日本語学や
古典の授業に興味が出てきました。

将来は高校の国語の先生になりたいと

思っています。和光の総合文化学科であ

れば「国文学系の授業だけでなく、文化や

外国語など幅広い授業を履修して広い視

野を持った教師になれる」と思い、受験を

決めました。また、講義バイキングを利用

して、いじめや不登校に関する専門の授

業を受けられることも魅力的でした。

幅広い分野に興味があり、
講義バイキングに
魅力を感じたからです！

「芸術」「心理学」「経営学」と幅広い分野

に興味があったので、和光大学では学科の

枠を超えて自由に授業が選択できること

に魅力を感じました。オープンキャンパス

に参加し、芸術学科・心理教育学科心理

学専修・経営学科すべての先生と直接話

をして、「一番自分がやりたいことに近い」

と感じた芸術学科の受験を決めました。

自由な校風が
自分に合うと
思ったからです！

高校時代に親しかったスクールカウ

ンセラーに憧れ、自身も心理学を学び

たいと思うようになりました。公認心

理師資格にも興味を持ち、心理学を学

べる大学のオープンキャンパスにいく

つか行きましたが、和光の自由な校風

が最も自分に合っていると考え、受験

を決めました。

「経済学」と「心理学」
の両方を学べることに
興味を持ったからです！

中学校時代の社会科の授業をきっか

けに、発展途上国への支援や開発経済学

に興味を持ち、経済学系の学科を志望し

ていました。和光を受験したのは家族の

勧めがあったからでしたが、合格後に講

義バイキングのしくみがあると知り、「心

理学も学んでみたい」と以前から思って

いたことから自分で入学を決めました。

日々輝学園高等学校（横浜校）出身
城戸 大和 さん
表現学部　総合文化学科　2年

経営学科
Message

学校推薦型選抜（指定校）

商品企画の最新理論と方法を学び、

学生が関心のあるテーマで商品や

サービスを企画します。教科書から

理論を学ぶだけでなく、ゼミ生同士で

グループワークを行う、企業との共

同研究、関東学生マーケティング大

会へ出場するなどの実践的な学びの

機会を通じて、社会人基礎力を身に

つけ、大きく成長できます。

推薦制入試 指定校
（現 学校推薦型選抜 指定校）

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）

一般入試前期 英・国方式 
（現 一般選抜前期 英・国方式）

❶推薦制入試（指定校）
　（現 学校推薦型選抜 指定校）
❷「ヴィジュアル・デザイン」のゼミに所属。
　課題が多く大変ですが、着実に力が身に
ついていることを感じています！

神奈川県立金沢総合高等学校出身
堀池 美南 さん
表現学部　芸術学科　3年

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「児童心理学」のゼミに所属。
　ゼミとして学外での活動に参加する機
会も多く、大きく成長できました。

あずさ第一高等学校（町田キャンパス）出身
髙山 玲奈 さん
現代人間学部　心理教育学科　心理学専修　4年

❶一般入試前期 英・国方式 
　（現 一般選抜前期 英・国方式）
❷「国際経済学」のゼミに所属。
　課外活動では、生協学生委員会で新入生
歓迎のイベントを企画したりしています。

橘学苑高等学校出身
三井 彩音 さん
経済経営学部　経済学科　3年

ゼミを見れば和光が分かる！ゼミ 和光
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！

ゼミには、教科書やマニュアルには
載っていない各専門に関するセンスを
磨く環境が用意されています。だから
こそゼミでは、自らが積極的に同じ専
門を探究する仲間と一緒に、様々な
体験をしてもらっています。多くの体
験から自ら問題を発見し、独創的な
解決策による社会や顧客の期待に応
える共創活動を通じて、実学としての
人間力も育んでもらいたいと考えてい
ます。学生の皆さんから、世の中を
感動させる「Giant Killing（強者に勝
つ番狂わせ）」を巻き起こしましょう！

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？

学生食堂

入試のこと
大学のこと

先輩の話を聞いてみよう！

キャンパ ス
マップ

Map
Campus

オープンキャンパスでは
学生がキャンパスを
案内します！案内します！
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「多様な文化を学ぶ
ことで視野が広がった」
と実感しています！

国語科の教員免許取得を目指して日

本語学や古典を学んでいますが、他にも

中国語や宗教思想など幅広い分野の授

業を受け、視野の広がりを感じています。

また、プロゼミで「大学での学び方」を基

礎から知ることができたのは大きな収穫

でした。「来週の授業が楽しみ」と思える

授業も多く、日々成長を実感しています。

たくさんの課題に
取り組むことで、 成長を
実感できています！

私の所属する「ヴィジュアル・デザイン」

のゼミでは多くの課題が出されます。内容

もポスターやパッケージデザインなど

様々。大変だなぁと感じることもあります

が、現役のデザイナーでもある近藤先生の

指導を受けることで、「ターゲット層を意識

したデザイン」を考えられるようになるな

ど、自分自身でも成長を感じています。

児童心理学のゼミで
数多くの学外活動を経験。
たくさんの刺激を受けています！

児童心理学が専門の菅野恵先生のゼミに所

属。菅野先生はスクールカウンセラーの経験が

あるため、実際の現場での話をうかがうことも

あります。ゼミでは、子どもの虐待防止を訴え

る「オレンジリボン運動」や町田市が主催する

「学生活動報告会ガクマチ EXPO」に参加。学

外の方との交流や、大勢を相手にプレゼンをす

る機会もあり、大きな刺激を受けています。

国際経済学のゼミや
課外活動に、忙しい
毎日を送っています！

生協学生委員会に所属し、入学準備説明会

や新入生歓迎会の企画に携わっています。

元々、人と話すことはあまり得意ではありませ

んでしたが、活動を通してコミュニケーション能

力が大きく上がりました。また、高校生の頃から

興味があった国際経済学のゼミナールに所属。

研究室を訪れ先生と話をする機会も多く、和光

のアットホームな雰囲気も気に入っています。

Q2 学生生活はいかがですか？

高校での
面接練習が
とても役立ちました！

学校推薦型選抜（指定校）での受験

だったので、高校生活の中で日々の勉

強を頑張ってきたことや検定取得に力

を入れていたことが合格につながった

と思います。また、面接対策では、「自分

が和光で何を学びたいのか」を具体的

に伝えられるように準備しました。高

校で多くの先生に面接練習をしていた

だいたことも有意義でした。

日常生活での細かい
心がけが合格に繋がった
と感じています！

もともと指定校推薦を使って大学進

学したいと考えていたので「遅刻や欠席

をなるべくしない」「提出物はきちんと出

す」といったことを日頃から心がけてき

ました。模擬面接では、自己アピール用

に面接に持ち込む予定だった作品を実

際に使って何度も練習しました。しっか

り準備をしたおかげで、面接本番では楽

しく受け答えができたと感じています。

高校の先生と早めに
コミュニケーションを
とっておくことをお勧めします！

高校の小論文対策講座に参加し、限

られた時間の中で文章を仕上げる練

習をしました。この経験は「授業体験と

レポート作成」の試験のときにレポート

を書くのに役立ちました。また、高校の

先生と進路について早めにコミュニ

ケーションをとっておくと、入試や対策

に関する情報がたくさん得られて良い

と思います。

とにかく
日々の積み重ねが
重要です。

一般選抜で受験したため、日頃から

こつこつと勉強し、受験に必要な学力

を高めてきました。受験を決めたのは

出願締切直前でしたが、日々の成果を

活かしてしっかりと対応することがで

きたと感じています。また、過去問題を

解いて、試験の傾向を掴んでおくこと

もお勧めです。

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。

スクールバス
乗り場
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〒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
検索和光大学

模擬授業動画や在学生インタビューなどを公開中！

／ 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。平日の学校帰りに相談

したい方や普段のキャンパスの雰囲気を見てみ

たい方にもおすすめです。

／ @wako_nyushi

詳しくはウラ表紙を Check！

OPEN CAMPUSへ！

※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。

ホームページ https://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 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！

入試・学び・学校生活など気軽に相談しよう！

対面型

各 STEP を Check しながら入試対策

動画で和光大学を体験できる！

先輩の入試合格体験記 & 和光大学を選んだ理由

P.3

P.1

P.5

OPEN CAMPUS
完全予約制 ・対面型2022

BBBBOOOOKKKKKKKKKKBOOK
WWWAAAWAWWAWWAW KKOOWAKOこの一

冊で

和光大
学を

まるご
と体験

しよう
！

開 催 中

体験

冊子で
WAKOを体験！

今すぐ

Chec
k!

冊子で
を体験！

次のページから
スタート！

ホームページ・SNS も Check！

個別入試相談・キャンパス見学

オンライン個別入試相談

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。

新高校2～3年生を対象に、模擬授業や先生と話せ
るコーナーなどのプログラムをご用意してお待ちして
おります。

主な
プログラム

主な
プログラム

オンライン説明会

半日で気軽に和光の学びや入試について知ることができます。
早めに情報収集したい人や、落ち着いて個別相談したい人におススメです。

※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。

全学科で模擬授業を実施します。
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

土
5
28

6
土11

7
土16

8
日7

8
土20

9
日11

10
日2土23

4

オープンキャンパス
模擬授業
あり

模擬授業
あり

オープンキャンパス
じっくりじっくり

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

土511 土253

・入試ガイダンス
・先生と話せるコーナー
・キャンパスツアー 他

一般選抜の受験予定者や「早めに情報が知りた
い！」という高校1・2年生向けのイベントです。

主な
プログラム

12：30～16：30
 （12：15 開場・受付開始）時間

土1012

・大学選びキックオフ説明
・キャンパスツアー 他

・模擬授業
・先生と話せるコーナー
・キャンパスツアー 他

オープンキャンパスで実施する「30分で分かる！和光の学び」「30分で分かる！和光の
入試」の内容をオンライン（Zoom）で配信します。気軽に自宅から参加いただけます。

さっくりさっくり

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！

和光大学に興味を持ったら

秋のオープンキャンパス 春のオープンキャンパス
2022年

冬のオープンキャンパス
2022年 2023年

入試説明
大学説明

申込はこちらから！

申込はこちらから！

１ヶ月前から
予約受付開始！

18：00～19：00
※2日間同様の内容です。都合が良い日程でご参加ください。

時間
水16

水67・
・遠方に住んでいてすぐにオープンキャンパスに参加するのは難しい
・オープンキャンパスに参加したときには、先生や先輩学生との交流に時
間を使いたい！

オンラインで参加できる！

こんな人に
おススメ！

予約制

予約制

予約制

予約制


