
ガイダンス実施会場の見方 
（会場名：略表示）（教室番号）で表示しています。会場の正式名称は下記の通りになります。

■ 教育棟＝大学教育棟 2014 　■ UCH＝University Concert Hall 2016
■ キャンパスツアー    　例）教育棟  521→大学教育棟 2014  521教室入試対策＆大学紹介フェア

TIME SCHEDULE

10.1SUN 10:00 ～16:00

終日開催のプログラム　10:00~16:00

16:00

食 事 ・ 休 憩

《食事・休憩場所》

■   朔風館  2F
 １０：００～１６：００

《休憩場所》

■   大学教育棟 
        504・601

個別相談コーナー
学部・学科についてや入試等に関する質問に専門
スタッフがお答えします。

〈教育棟 ３F　ラーニングコモンズ〉 ※入口は4Fになります。

〈教育棟  501〉

大学案内等資料配布コーナー
大学案内等、最新情報満載の資料をご用意しています！

「公募制推薦入試」の要項・願書を配布！
〈教育棟 ２Ｆ 教育学術情報図書館〉〈教育棟 4Ｆ ラーニングコモンズ〉

教育学術情報図書館・ラーニングコモンズ
自由見学
2015年4月に開館したばかりの大学教育棟 2014を
ぜひ見学してみてください！ 食事可能時間は

１０：００～１５：００となります。

オープンキャンパス特別メニュー

● TAMAランチ 500円
● カツカレー 500円
● ソースが選べる！！唐揚げ丼 450円

推薦入試
対策講座

～面接試験対策
＆合格体験談～

一般入試
対策講座

合格体験談
【一般入試編】

玉川大学を
知りたい！
～大学紹介＆

入試について～

玉大生による
”キャンパスツアー” 玉大生と

話してみよう！

  玉川大学の
英語教育紹介
～ＥＬＦプログラム

について～

学部学科ガイダンス

教育学部 文学部
英語教育学科

文学部
国語教育学科 芸術学部 経営学部 観光学部 リベラルアーツ学部 農学部 工学部

10：00

10：00 〜10：50
教育棟  521

10：00 〜10：50
教育棟  602

10：00 〜10：50
教育棟  612 10：10 〜10：50

11：00

11：15 〜12：05
教育棟  612

11：15 〜12：05
教育棟  602

11：15 〜12：05
教育棟  521

11：15 〜12：05
教育棟  502

11：15 〜12：15
教育棟  510

11：20 〜12：05

12：00

12：30 〜13：20
教育棟  602

12：30 〜13：20
教育棟  612

12：30 〜13：20
教育棟  615
（定員 30 名）

12：30 〜13：20
教育棟  503

12：30 〜13：30
UCH  マーブル

12：30 〜13：20
教育棟  61112：25 〜13：2013：00

13：45 〜14：35
教育棟  612

13：45 〜14：35
教育棟  606

13：45 〜14：35
教育棟  502

13：45 〜14：35
教育棟  605

13：45 〜14：45
教育棟  602

13：50 〜14：35
14：00

14：35 〜16：00
教育棟  4F

ラーニングコモンズ

15：00

15：00 〜15：50
教育棟  606

15：00 〜15：50
教育棟  612  

16：00

5分前に教育棟4F
ロビーへ集合



大学教育棟  2014
（通称：教育棟）

朔風館 2F（食堂・売店）
営業時間　10：00～16：00
※10：00～15：00　食事可能

ELF Study Hall  2015

（通称：ELF）

University Concert Hall 2016
（通称：UCH）

  大学教育棟 2014 　　　 大体育館　　　咸宜園・松下村塾　　　礼拝堂　　　University Concert Hall 2016　　　

ELF Study Hall  2015　　　低学年校舎　　　 大学教育棟 2014

キャンパスツアーコース

文系コース

  大学教育棟 2014 　　　 松陰橋　　　LED農園（Sci Tech Farm）　　　大学8号館（工学部）　　　大学6号館（農学部）

アクア・アグリステーション　　　ELF Study Hall  2015　　　University Concert Hall 2016　　　 大学教育棟 2014
理系コース

キャンパスナビゲーターが

玉川大学をご案内します

記念グラウンド

記念体育館

松陰橋

正門

玉川学園前駅

大体育館

※プログラムは裏面参照

玉川大学 キャンパスマップ

大学6号館

大学8号館

今回のオススメ！！

11.11Sat/12Sun

10：00〜15：00

受験相談会＋コスモス祭

12.10Sun 10：00〜16：00 

入試直前学習対策会
（事前申込制）

12.10Sun 10：00〜12：00 

高校1・2年生のための

はじめてガイダンス

　 次回以降のオープンキャンパスのお知らせ

10.1
sun

［アクセス］
小田急線「玉川学園前」駅下車、徒歩3分

教育学部／文学部／芸術学部／
経営学部／観光学部／
リベラルアーツ学部／農学部／工学部

玉川大学
［入試広報課］
〒194-8612 東京都町田市玉川学園6-1-1
TEL：042-739-8155

［資料請求］
　   0120-558509 （フリーダイヤル）

http://www.tamagawa.jp/uni_admission/

玉川大学を知りたい！
～大学紹介＆入試について～
玉川大学を知る第一歩！玉川
大学の教育理念やカリキュラム、
入試制度、サポート体制などを
わかりやすく説明します！

推薦入試対策講座
～面接試験対策＆合格体験談～

推薦入試（指定校制・公募制・地域
創生）のポイントと面接試験の対
策について解説。玉大生の合格
体験談もお話しします。アドバイス
をもって受験に向けての準備を
スタートしましょう！

玉川大学の英語教育紹介
～ELFプログラムについて～

ELF（English as a Lingua 
Franca）プログラムについて紹
介するとともに、実際の授業も体
験してみましょう。

玉大生による
キャンパスツアー

広大なキャンパスを玉大生が
ナビゲート！

個別相談
学部・学科についてや入試等に
関する質問に専門スタッフが
お答えします。

教育学術情報図書館
自由見学

2015年4月に開館したばかりの
最新設備のそろった図書館をぜ
ひ見学してみてください！

ラーニング・コモンズ
自由見学

玉大生と話してみよう!
キャンパスライフや受験対策など
知りたいこと、聞きたいことを玉
大生に質問してみよう！玉大生
しか知らない情報が手に入れられ
るかも…

合格体験談【一般入試編】
玉大生が自分の経験をもとに勉強
の方法をアドバイスします。一般
入試対策講座とあわせて聞き、一
般受験に向けての準備に問題はな
いかの再確認をしましょう！
※合格体験談【推薦入試編】は推薦入
　試対策講座の中でお話しします。

一般入試対策講座
2018年度の入試の状況とともに、
一般入試に向けて玉川大学の入試
の傾向・対策について解説します。
合格体験談【一般入試編】とあわ
せて聞き、一般受験に向けての準
備に問題はないかの再確認をし
ましょう！

学部・学科ガイダンス
各学部教員がカリキュラムや特徴

を詳細に解説！学びたい分野が

見つかります。ガイダンス終了後、

教員・学生に質問できます。学部

学科について知りたいことを聞

いてみましょう！

受験生に

おススメ！

受験生に

おススメ！
初めての方に

おススメ！

学部・学科を

知りたい方に

おススメ！

受験生に

おススメ！


