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CAREER

次世代のリーダーを育成する、リーダーズアカデミー

大学で得た知識や技術を活かし、企業や地域の課題に挑戦するプロジェクト型学修。

年間100以上の学生チームが編成されます。社会人との協働・企画提案・プレゼンテーション評価が主体的な学修へと導きます。

卒業後、自立した人生を歩めるよう、1年次からはじまるキャリア教育を通して、

自分の生き方を設計し考える力を身につけます。

1年間の活動を通して、社会で必要となる力を

身につけることができた

Showa Digital Square
新たな価値創造のプラットフォーム

新しい価値を生み出すために、大学と地域、社会、

企業とが交流・協働するインキュベーション施設。約

70人を収容するコワーキングスペース、セッション

やセミナーで活用するスタディルーム、デジタル工

作機械が揃うスタジオがあります。定期的にワーク

ショップやセミナーも開催しています。　

2020年度は「水問題」について、7つのチームで

調査、計画、提案を行いました。成果発表では、

それぞれのチームが食や文化、アートなど様々

な視点でのアプローチをしていて、とても勉強に

なりました。1年間の活動を通し、将来必要とな

るリーダーシップや発想力、自己管理能力などを

身につけられたと感じています。

■ 学生と地域・社会・企業が協働する機会の提供
■ コワーキングスペースの管理・運用

■ 大学の施設を拠点と
　 したコワーキング
■ 利用者同士の
　 交流を契機とした
　 新規ビジネスの創出

■ デジタルファブリケー
　 ションを使用した学修
■ 地域・社会・企業の
　 課題を解決する
　 プロジェクトに参加 現代ビジネス

研究所

地域
社会
企業

学生

Showa
Digital
Square

野澤 奈美
会計ファイナンス学科 2年
栃木県 私立宇都宮海星女子学院
高等学校出身

プロジェクト型学習への導入教育となる学寮研修
「幸福度」に着目したグループワークで

自主性と協調性を身につける

2020年度の現代教養学科の学寮研修は、

国が幸福度を上げるために何が必要かを

調べて発表するグループワーク。プロジェ

クト型学習で重要な、自主性と協調性を

身につけることにつながりました。 オンラインでのクラス別発表の様子



テンプル大学ジャパンキャンパス（TUJ）とのアカデミック・コラボレーション

GLOBAL
オンライン留学の今

2020年度は新型コロナウイルス感染症の予防対策として

オンラインでの遠隔留学の機会を提供しました。

昭和女子大学
学生

留学先の
学生

テーマについて
ディスカッション／
グループワーク

多様な社会での
リーダーシップを
身につける

プレゼン
テーション

合同チーム

アメリカのコロラド大学ボルダー校とのオンラインプログラムを

実施。「Withコロナ時代に新しいノーマルをどう創るか」という

テーマのもと「高齢化と労働力」「若年失業」「職場の多様性」

「温暖化対策」「起業」などのサブテーマごとに日米の混成チーム

で討論や調査を進め、英語によるプレゼンテーションを行いました。

多様な人々と協働するスキルを磨く
昭和女子大学・コロラド大学合同プログラム

中国の上海外国語大学、韓国の誠信女子大学と本学の3か国

合同でオンラインにて開催しました。テーマは「女性のリーダー

シップ」についてとし、使用言語はすべて英語。講義を受けな

がら、３か国混成チームでのグループワーク、プレゼンテーション

実施しました。

異文化理解を深めリーダーシップスキルを養う
バーチャル日中韓プログラム

2021年7月に本学を含めた3校合同でのシンポジウム「日本の未来、世界の

未来：グローバル社会に生きる責任」を開催予定。その中で「グローバル社会で求め

られる力とは何なのか、どのように育成すればよいのか？」など3つのトピックスを

軸にしたワークショップを日英両言語で展開します。本学附属高校の生徒も参加

します。 ＊The British School in Tokyo

SWU×TUJ×BST*シンポジウム

2020年度から「コミュニティーアート」を開講。アートを通して地域社会の課題

解決をめざし、新たな価値を創造する取組みを学びます。2021年度は新たに

国際的な場での交渉を成功させるための知識やスキルを学ぶための授業を計画

しています。両大学の学生が同じ授業の中でともに学びます。

TUJとの共同授業



国際交流を経験した学生の声

昭和ボストンで培った語学力とTUJの

学びから生きた英語を修得しました

昭和ボストンへの留学で印象的なのは、日本

と異なり授業中、常に発言を求められる環

境だったことです。最初は戸惑いましたが、

予習を徹底し授業に臨むことで自信を持っ

て発言できるようになりました。そして、

TUJの単位互換プログラムでは音楽の授業

を受講しました。英語を学ぶのではなく、英

語で何かを学びたいと思ったからです。知ら

ない分野を英語で学ぶのは難しさもありま

したが、そこに楽しさを感じました。加えて、

日本にいながら留学できる点は、経済的な

メリットでもありました。

2年次に昭和ボストンへの留学を体験し、3年次でオンラインにてTUJの
単位互換プログラムを受講しました。  1 ボストンで現地の方と交流  2 ボストン・レッドソックスの

試合を観戦

 1 アルカラ大学の授業で作成した「日本の習慣」についての
資料  2 昭和ボストンの授業で作った「ラテン音楽」の資料

 1 ソウル女子大学校のオンライン授業の資料  2 韓国語の
テキスト  3 ソウル女子大学校の学生とビデオ電話で交流

2年次の9月からアルカラ大学のオンライン留学に参加しました。並
行して昭和ボストンのオンラインプログラムも受講。

学科では食の安全について学んでおり、3年次にソウル女子大学校の
短期オンライン研修に参加しました。

オンライン留学だからこそ

時間を有効に使い、学ぶことができました

コロナ禍で留学ができなくなりましたが、

昭和ボストンとアルカラ大学、並行して2か

国のオンライン留学を経験しました。この期

間で英語とスペイン語を集中して学べる点、

時差があるため時間を上手く活用して勉強

ができる点がメリットでした。また、母国語

が違う方とオンラインでコミュニケーション

を取るための工夫について考えることがで

きました。私の将来の目標は、様々な国籍

の人々と関わる仕事に就くこと。留学での学

びを役立てられると考えています。

短期間の研修で、語学力の向上と

視野の広がりを実感できました

オンライン研修は、日本で留学気分を味わ

いながら、短期間で集中的に韓国語を学ぶ

ことができます。ソウルの学生とのビデオ通

話での交流や、学んだ内容の予習復習を徹

底したことで、語学力の成長を実感すること

ができました。また、研修を受けたことで、

日本と他国の食文化の比較など多面的な視

点で物事を考えることができるようになりま

した。それを学科の課題レポートを作成す

る際は常に意識するようにしています。

梁島 琴乃
英語コミュニケーション学科 3年
栃木県 県立宇都宮北
高等学校出身

芝尾 有里彩
国際学科 2年
神奈川県 私立日本大学
高等学校出身

猪瀬 若菜
食安全マネジメント学科 3年
埼玉県 県立熊谷女子
高等学校出身

昭和ボストン
スペイン

アルカラ大学 &

ソウル女子大学校
短期オンライン研修

食安全マネジメント
学科の学び &

TUJ昭和ボストン &
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ボストンとの交流

オンライン秋桜祭

クラブ & サークル

クラブ＆サークル一覧

【クラブ】
■ E.S.S.
■ 生田流筝曲部
■ 池坊華道部
■ イラストレーション部
■ 裏千家茶道部
■ 演劇部
■ growあっぷSETAGAYA
■ 軽音楽部
■ ジャパンアニメーション部
■ 書道部
■ 吹奏楽部
■ 文芸部
■ 放送研究会
■ マンドリン・ギタークラブ
■ 民俗学研究会
■ 礼法・着つけクラブ葵

【サークル】
■ 愛茗流煎茶道サークル
■ Encore
■ 英国文化研究会
■ エンパワメントせたがや
■ 競技かるたサークル
■ 国際貢献クラブ
■ 子ども研究会
■ 写真同好会
■ 手話サークル 手話の輪
■ Showa Gleam
　  International
■ Showa-TUJ Student 
　　Ambassadors Club
■ Sing Song Society

【クラブ】
■ 合気道部
■ 競技ダンス部
■ クリケットクラブ
■ 剣道部
■ 硬式テニス部
■ スイミングクラブ
■ ダンス部AUBE
■ バドミントン部
■ バレーボール部
■ ワンダーフォーゲル部
■ フィギュアスケート部

【サークル】
■ フロアホッケーサークル
■ 陸上競技サークル
■ スポーツチャンバラサークル

文化系 体育系

昭和女子大学の学園祭である秋桜祭。2020年は

オンラインで開催しました。実行委員の学生が作

り上げたWebページではアーカイブ動画などが見

られます。ぜひ一度ご覧ください！

文化系、体育系合わせて約40の団体が活動しています。

興味のあるクラブ・サークルを探してみてください！

昭和ボストンのオンライン留学では、語学の他にも渡航したときと

同じような経験ができるよう、現地スタッフによる様々なプログラム

を実施しています。週一回のオンライン会話交流会で気軽に全米中

から参加するアメリカ人と英語でコミュニケーションを取ったり、

地元のパン屋さんによる料理教室に参加したりと、多様な異文化

交流の機会があります。

また、昭和ボストンへの留学を経

験し、すでに就職している卒業生

による談話会を開催。就職活動の

ことや在学中にすべきことなどを

聞ける貴重な機会となりました。

データサイエンス科目開設
2021年4月より、一般教養科目の中にデータサイエンス科目群

を開設。文系、理系を問わず専門の学びと組み合わせることで将

来に役立てられます。全学科の学生が履修可能。積み上げ式と

し、4つの段階を追って知識、スキルを高めていくことができます。

バンカーヒル記念塔

ボストン美術館

昭和ボストン

ジョン・Ｆ・ケネディ
記念図書館

オールドノースチャーチ

ICA Boston

NEWS ＆ TOPIC

データを武器に
外資系企業で

グローバルに活躍

グローバル
&

データサイエンス

企業の総合職として
社内の隠れた
リソースを活用

経営学
&

データサイエンス

AIを活用して
健康をサポートする
管理栄養士に

栄養学
&

データサイエンス

公開されている実際のビジネスデータ
を用いて、Pythonによるデータ整理
や加工、分析が行える力。

Pythonの基本的なプログラミング。
Pythonを使った簡単なデータ集計や
統計分析ができるスキル。

Excelによる実習を通して、初級レベル
のデータサイエンス能力・データリテラ
シーを取得し、実践できる。

データやAIが現在の経済社会におい
て幅広い様々な領域で活用されている
ことを、具体例をあげて理解できる。

データサイエンス演習Ⅲ

データサイエンス演習
ⅡA、ⅡB、ⅡC

データサイエンス演習Ⅰ

データサイエンス入門

身につく力　分類

発展
（選抜制）

中級

初級

入門

開講科目

スチューデントサービスが提供するアクティビティ。
オンラインでも現地の方々と交流



昭和女子大学
〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1-7-57
swu.ac.jp

［アドミッションセンター］
フリーダイヤル 0120-5171-86
（受付時間 平日9:00～16:00）

TEL. 03-3411-5154
E-mail： spass@swu.ac.jp

■国際学部｜国際学科／英語コミュニケーション学科

■グローバルビジネス学部｜ビジネスデザイン学科／会計ファイナンス学科

■人間文化学部｜日本語日本文学科／歴史文化学科

■人間社会学部｜心理学科／福祉社会学科／初等教育学科／現代教養学科

■環境デザイン学部｜環境デザイン学科

■食健康科学部｜健康デザイン学科／管理栄養学科／食安全マネジメント学科

■ オープンキャンパス

昭和女子大学の魅力を体験できるオープンキャンパスに

ぜひご参加ください。

学生スタッフによる学内見学（キャンパスツアー）や体験授業

など、様々な企画を用意してお待ちしています。

要事前予約・入退場自由

6/ 20（日）
10:00～15:00

6/ 27（日）
10:00～15:00

7/ 11（日）
10:00～15:00

7/ 18（日）
10:00～15:00

8/ 21（土）
10:00～15:00

8/ 22（日）
10:00～15:00

12/ 11（土）
13:30～16:00

受験対策講座
オンライン配信のみ

人間文化学部
国際学部
グローバルビジネス学部

人間社会学部
環境デザイン学部
食健康科学部

人間社会学部
環境デザイン学部
食健康科学部

人間文化学部
国際学部
グローバルビジネス学部

人間文化学部
国際学部
グローバルビジネス学部

人間社会学部
環境デザイン学部
食健康科学部

2021年 開催日程

総合型選抜

学校推薦型選抜

一般選抜
（本学独自）

一般選抜
（大学入学共通テスト利用）

公募制推薦

大学AO

A日程

B日程

3月期

共通テスト利用型Ⅰ期
（一般方式・英語４技能
試験活用方式＊3）

共通テスト利用型Ⅱ期
（一般方式・英語４技能
試験活用方式＊3）

 11/28 （日）

1次選考＊2

2次選考

試験区分 出願期間＊1 試験日

＊1 消印有効で郵送受付のみ（窓口受付はありません）。 
＊2 一次選考で筆記試験を課す学科については10/17（日）、本学（世田谷キャンパス）で試験を実施します。
＊3 英語4技能試験活用方式での募集はビジネスデザイン学科・英語コミュニケーション学科・国際学科となります。

■ 2022年度 試験日程

 10/17（日）

10/ 24（日）

1/6（木）～1/12（水）

1/6（木）～1/24（月）

2/14（月）～2/26（土）

1/6（木）～1/14（金）

2/1（火）～2/16（水）

9/22（水）～10/1（金）

11/5（金）～11/12（金）

1/23（日）

2/4（金）

3/5（土）

̶   

̶    


