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学部教員による 体験授業 創大生による学部企画・相談コーナー 10：00～16：00

❶10：10～10：50　❷11：10～11：50　❸12：30～13：10

中央教育棟 
5F AC531経済学部 AC

●ＩＰで学び世界で活躍する
グローバル人材を育成
●すべての科目を英語で学
ぶ「ＳＵＣＣＥＥＤ」コース 
●学部の海外研修・国内外
インターンシップが充実

なぜ人々は心身の健康を害するほど働いて
しまうのか？　～経済学で「働き方」を考える～
増井 淳 准教授

体
験
授
業

●歴史・演劇・文学・社
会学等多彩なジャンル　
●4年間で2大学の学位
が取得できるDDコース
（イギリス／中国）  ●社
会福祉士資格取得可能

❶10：10～10：50　❷12：30～13：10　❸14：50～15：30

中央教育棟
6F AC631文学部

創価大学文学部の学び学び
―  新カリキュラムのムの
概要と魅力
小林 和夫 教授

Introduction
to Political
Bargaining
ハートムット・レンツ 
教授

体
験
授
業

❶10：10～10：50　❷12：30～13：10　❸14：50～15：30

中央教育棟
5F AW507法学部 AW

●グローバル＆キャリア主義の法学部！　
●バッキンガム大学への「ダブル・ディグ
リー（DD）」と「長期留学」　●グローバ
ル・ロイヤーズ・プログラム（GLP）が充実
●４つの「キャリア・コース制」で夢の実現

夢の実現とグローバル キキキキキャリア＆キキャリア主
―未来を創る
法学部生とともに
TEAM・LAW 2018
（若手教員・学生・卒業生）

夢の実現とグローバル＆キャリア主義
―未来を創る
法学部生とともに
TEAM・LAW 2018
（若手教員・学生・卒業生）

体
験
授
業

❶10：10～10：50　❷11：30～12：10　❸14：50～15：30

中央教育棟
4F AW403国際教養学部 AW

●世界と対話・交渉できる力を身につける
●実践的英語力を養い国際社会に通用する
教養を学ぶ　●異文化理解の力をつける

❶10：10～10：50　❷12：30～13：10　❸14：50～15：30

教育学部棟
3F B301教育学部 B

●創価教育学の本拠地で人間教育を
深く学ぶ　●学生主体の「PEGASUS」
プログラムで英語力を向上　●教育
学・心理学・国際教育の各コースで
専門性を高める教育学科　●幼稚
園・小学校教員としての実践的指導
力を磨く児童教育学科

●N303・304 教員による
相談コーナー  ●N203 学
生との交流コーナー  ●
N204・305・306 展示

❶こんな授業だったら国語が好きになったのに！
❷コミュニケーション力育ての心理学
❸教育制度改革と学びの変化を考えよう

石丸 憲一 教授
園田 雅代 教授
井上 伸良 准教授

体
験
授
業

❶10：30～11：00　❷12：30～13：00　❸14：50～15：20

看護学部棟
3F N302看護学部 N

ガイダンスの他に看護学実習室で体験授業も実施！！

体
験
授
業

❶10：30～10：55　
❷11：00～11：25
❸12：00～12：25
❹12：30～12：55
❺13：30～13：55
　（共生創造理工学科のみ）　
❻14：00～14：25
　（共生創造理工学科のみ）
❼14：30～14：55
❽15：00～15：25

●学科展示コーナー
●パソコン
　体験コーナー
●わくわく
　実験コーナー

SOBITもお待ちしています

理工学部 E 情報システム工学科 E204
共生創造理工学科 E203

模
擬
授
業

模擬授業
❶11：30～11：55　
❷13：00～13：25
❸15：30～15：55

学科ガイダンス

社会福祉士ガイダンス
11：30～12：00

中国DDスカイプ
14：30～14：50

ロシア留学スカイプ
11：00～11：20

英語DDスカイプ
15：30～15：50

❶10：10～10：50　❷12：30～13：10　❸14：50～15：30

中央教育棟
6F AW608経営学部

●ビジネスに役立つ多彩な
科目が学べる　●海外訪問
授業のプログラムも魅力
的！！　●公認会計士・税理
士を目指すなら経営学部！！

はじめての実践ビジネス英語：ビジネス英語：
英語で値引き交渉してみよう！渉してみよう！
波多野 一真 准教授教授

体
験
授
業

AW

AC

体
験
授
業

会計士・税理士相談コーナー
AW604

創価大学文学部の学び
―  新カリキュラムの
概要と魅力
小林 和夫 教授

はじめての実践ビジネス英語：
英語で値引き交渉してみよう！
波多野 一真 准教授

展望ラウンジ

創大記念グッズプレゼント

文部科学省「私立大学研究
ブランディング事業」
採択企画展示開催中！

※みなさまに、無料昼食券、
　創大記念グッズをプレゼント！

AB102・103

未来教育セミナー

経営学部
体験授業、相談コーナー
会計士・税理士相談コーナー

経済学部
体験授業、相談コーナー

文学部
体験授業、相談コーナー

法学部
体験授業、相談コーナー

ワールド会イベント

ローソン

入試問題
傾向と対策
AW302・AW303

エントランス

グランカフェ

入試ガイダンス
AW301

PASCAL入試
体験LTD

留学生コーナー
（外国人入試相談）

AW
West Wing
西棟

AC
Central Ridge
中央棟

AE
East Wing
東棟

AB
Basement
地下階

エントランスホール
ロビー

富士山が
見えるよ！

Mt.Fuji

富士山が

GLOBAL SQUARE
中央教育棟

国際教養学部
体験授業、相談コーナー

通信教育部
体験授業、DVD上映

見えるよ！
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憲一 教授
雅代 教授
伸良准教授

「学習者中心」 のキャンパスを実現するため、
「GLOBAL SQUARE 中央教育棟」では、各種ラウ
ンジやラーニングコモンズなど、学生をサポート
する教育施設が充実しています。

ラーニング・コモンズ SPACe
GCP相談コーナー
ワールド会 ラーニングアリーナ

奨学金navi
クラブ　
なんでも相談コーナー

キャリーバックなど大きな荷物もお預かりします。

看護学部棟　  へは、B2また
はB3の出口からが便利です。

N

P.4 P.5
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