
 

1 

 
 
 

 
 
 
 
 

昭和女子大学 

〒154-8533 東京都世田谷区太子堂１－７－５７ 
 

 
 
 
 

  

  

2023年度 

光葉同窓会推薦 
入学試験要項 

問い合わせ先 
電話 03-3411-5154（アドミッションセンター） 

新型コロナウイルス感染症に伴い、内容が一部変更になる可能性があります。 
変更があった場合は、本学入試情報サイト等で告知しますので必ず確認してください。 
https://exam.swu.ac.jp/ 

https://exam.swu.ac.jp/
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１．趣  旨 

「光葉同窓会推薦入学試験」は、昭和女子大学の卒業生が本学への入学を希望する受験生を、責任をもって

推薦する制度です。推薦者が母校の教育方針に賛同し、自身の子供や孫、また近隣・知人にも昭和教育を受け

させたいと考え、そして、対象となる受験生が、本学の教育方針を理解し本学への入学を希望する場合にご推

薦ください。 
受験生は事前に「2023 年度 総合型選抜・公募制推薦試験要項」にある「昭和女子大学理解の資料として」お

よび本学ホームページ（https://univ.swu.ac.jp/guide/education/f_policy/）に掲載している学科のアドミッショ

ン・ポリシーを読み、本学の教育方針を十分に理解してください。また、受験の前には、本学のオープンキャ

ンパスに参加し、本学の教育方針や希望する学部・学科の教育内容を十分理解するようにしてください。

 
 
２．光葉同窓会推薦入試の特長 
【併願制度】本学ならびに他大学の入学試験との併願が可能です（他の専願制入学試験の合格者を除く）。 
 
３．学部・学科および募集人員 
 

学部名 学科名 募集人員 

人間文化学部 
日本語日本文学科 ３名 
歴史文化学科 ２名 

人間社会学部 

心理学科 １名 
福祉社会学科 ２名 
現代教養学科 ２名 
初等教育学科 １名 

食健康科学部 
管理栄養学科 １名 
健康デザイン学科 １名 
食安全マネジメント学科 ２名 

グローバルビジネス学部 
ビジネスデザイン学科 ２名 
会計ファイナンス学科 １名 

国際学部 
英語コミュニケーション学科 ３名 
国際学科 １名 

環境デザイン学部 環境デザイン学科 ３名 
※受験者の学力状況により、合格者数が募集人員に満たない場合があります。 

 
４．試験日程および試験会場  
出願期間…………２０２２年１１月 ４日（金）～１１月１１日（金）消印有効 
試験日……………２０２２年１１月２７日（日） 
※受験票はインターネット出願サイトのマイページから印刷できます（印刷可能期間については、マイページのお

知らせから通知します）。インターネット出願サイトのマイページから、各自で印刷(A4 サイズ縦)して試験当日に必ず

持参してください。 
合格発表日………２０２２年１２月 ２日（金） 
手続期間…………２０２２年１２月 ２日（金）～１２月 ９日（金） 
試験会場…………昭和女子大学 世田谷キャンパス 
※試験場までの地図は、「2023 年度 総合型選抜・公募制推薦試験要項」の裏表紙を参照してください。 

  

【卒業生の皆さまへのお願い】 
受験生を推薦するにあたり、以下の要件を満たす受験生をご推薦ください。 
・卒業生と親交が深く、十分理解されている受験生。 
・本学の教育方針に沿い、入学後本学においてリーダーとして他学生を牽引できる資質を持っている受験生。 
・面談のうえ、本学ならびに希望する学部・学科の教育内容の理解、入学後の目標が確立できた受験生。 
 
 



 

3 

５．出願資格 
出願については、「全学科共通の出願基準」および「学科ごとの出願基準」を満たす者とします。 
 
●全学科共通の出願基準 
以下の要件を全て満たす者。 
1 日本の教育制度に基づく高等学校もしくは中等教育学校を 2021 年度に卒業見込みの女子 
2 学習態度、人物に優れ、出席良好で同窓生 2 名が推薦する者 

2 人目の推薦者が見つからない場合は、光葉同窓会に指定の期日内に相談のうえ 10 月中に光葉同窓会と面談する。 
光葉同窓会受付：２０２２年１０月 １日（土）～１０月 ７日（金） 
※期日内に光葉同窓会 E-mail：dousoukai@swu.ac.jp 宛に件名を「推薦入試」としてメール連絡し、面談日

を調整すること。 
面  談  日：２０２２年１０月１１日（火）～１０月２８日（金）（土曜・日曜は除く） 

※調整のうえ日程を決定する。 
3 評定平均値の基準（高等学校 1 年から 3 年 1 学期まで、または 3 年前期までの全体の評定平均値）…3.4 以上 

 
●学科ごとの出願基準 

各学科の出願基準の中で★印については、事前に申請のうえ出願許可を得て、許可書のコピーを出願書類と一緒

に送付してください。申請書は「総合型・推薦入試」ページ内の光葉同窓会推薦入試からダウンロードしてくださ

い。【申請期限】  ２０２２年１０月２１日（金） 郵送必着 
 

学部 学科 高校での履修条件 成績等の基準 

人間

文化

学部 

日本語日本文

学科 なし 

次のいずれかに当てはまる者は、全体の成績の基準(3.4)を満たしていなく

ても、出願を認める。 
①国語の評定平均値が 3.5 以上 

★②全国レベルの書道コンクールの入賞経験者  
★③全国レベルの日本文学に関する文芸・論文コンクールなどの入賞経験者 
★④文学活動で社会的に評価される優秀な成果をおさめた者 

歴史文化学科 なし 

次のいずれかに当てはまる者は、全体の成績の基準(3.4)を満たしていなく

ても、出願を認める。 
★①芸術・文化の分野で、都道府県規模の大会に出場もしくは出品し、入

賞した者  
★②地元の文化財の保存・伝承に携わった経験を持つ者、もしくは史跡や文

化財など、歴史文化学科に関連する調査・研究・発表の実績を持つ者 

人間

社会

学部 

心理学科 なし 次の 3 教科の評定平均値が全て 3.4 以上  
1.国語  2.数学  3.英語*1 

福祉社会学科 なし 全学科共通の出願基準どおり 

現代教養学科 なし 次の 5 教科のうち 2 教科以上の評定平均値が 3.6 以上 
1.国語  2.数学  3.英語*1  4.地理歴史  5.公民 

初等教育学科 なし 全学科共通の出願基準どおり 

食健

康科

学部 

管理栄養学科 

次の条件を全て満たす者 
①次の 2 科目を履修した者 
(1)化学基礎 (2)生物基礎 
②次の 2 科目のうち 1 科目以

上を履修した者 
(1)化学 (2)生物 

理科の評定平均値が 3.6 以上 

健康デザイン学

科 

次の条件を全て満たす者 
①次の 2 科目を履修した者 
(1)化学基礎 (2)生物基礎 
②次の 2 科目のうち 1 科目以

上を履修した者 
(1)化学 (2)生物 

次の 4 教科の評定平均値が全て 3.4 以上 
1. 数学  2. 理科  3. 保健体育または家庭  4. 英語*1 

食安全マネジメ

ント学科 
次の 2 科目を履修した者 
(1)化学基礎 (2)生物基礎 全学科共通の出願基準どおり 
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学部 学科 高校での履修条件 成績等の基準 

グロー

バルビ

ジネス

学部 

ビジネスデザイ

ン学科 なし 全学科共通の出願基準どおり 

会計ファイナン

ス学科 なし 全学科共通の出願基準どおり 

国際

学部 

英語コミュニケ

ーション学科 なし 

次のいずれかに当てはまる者は、全体の成績の基準(3.4)を満たしていなく

ても、出願を認める。 
①英語*1の評定平均値が 3.6 以上、かつ国語の評定平均値が 3.5 以上  
②次に挙げる語学検定の基準を満たした者 

（有効期限のある検定試験は有効期限内、有効期限のない検定試験

は 2020 年 4 月以降に受験した検定試験に限る） 
・実用英語技能検定試験（英検）2 級以上または CSE スコア 1950 以上 
・TOEFL® iBT 42 点以上 
・TOEIC® L&R 550 点以上 
・TOEIC Bridge® L&R 96 点以上 
・IELTSTM 4.0 以上 
・GTEC(4 技能版) 960 点以上（オフィシャルスコアに限る） 
・TEAP4 技能 225 点以上 

★③全国レベルの文学、言語、コミュニケーション関連のコンクールで優秀

な成績をおさめた者 

国際学科 なし 全学科共通の出願基準どおり 

環境

デザ

イン

学部 

環境デザイン

学科 なし 

次のいずれかに当てはまる者は、全体の成績の基準(3.4)を満たしていなく

ても、出願を認める。 
①次の 2 教科のうち 1 教科以上の評定平均値が 3.6 以上  

1．数学 2．英語*1 
★②美術系科目･技術系科目･理数系科目のいずれかの分野で、優れた技

能(*2)をもつ者 
*2優れた技能とは、高等学校もしくは中等教育学校（後期課程）在学中に、

都道府県レベルの公的評価を受けた技能を指す。 

【英語、外国語について】 
*1：「外国語」「英語」「専門英語」の 3 教科のうち、英語以外の言語を除いた、全ての科目の評定平均値 
計算式…（該当する科目の評定平均値の合計）÷（科目数）＝英語の評定平均値（小数点以下第二位を四捨五入） 

 
６．出願に必要な書類 
出願書類 
① 入学志願書 
② 調査書          （出身学校から発行されたもの） 
③ 同窓生の推薦書２通    （ホームページで書式をダウンロードすること） 

※2 人目の推薦者が見つからず、同窓会と面談した場合は１通 
④ 自己報告書        （ホームページで書式をダウンロードすること） 
⑤ 検定試験や主体性評価の証書（該当者のみ)   
⑥ 個人情報取扱いの同意書  （ホームページで書式をダウンロードすること） 
①入学志願書は本学ホームページ（入試情報サイト）にアクセスし、「インターネット出願サービ

ス」を使用して作成してください。③同窓生の推薦書、④自己報告書、⑥個人情報取扱いの同意書 は
入試情報サイトの「AO・推薦入試」ページ（https://exam.swu.ac.jp/university/exam/ao）内の光葉同窓会

推薦入試からダウンロードしてください。右の QR コードからもアクセスすることができます。 
 
検定料  ３５，０００円 

コンビニエンスストア、クレジットカードまたはペイジー（インターネットバンキング）でのお支払い

となります。 
 
送付先  ①②④⑤⑥は市販の角 2 封筒（角形 2 号）に入れ、封筒のおもて面には、インターネット出願サービスで

入学志願書と一緒に印刷される宛名ラベルを、はがれないようにのりで貼り付け、出願期間内に郵便局窓

口から簡易書留で郵送してください。 
 

③は以下の宛先に①②④⑤⑥とは別に郵送してください。推薦書は出願期間前でも受付可能です。 
〒154-8533 東京都世田谷区太子堂１－７－５７ 昭和女子大学 光葉同窓会会長宛 
 

https://exam.swu.ac.jp/university/exam/ao
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７．選考方法 
提出書類ならびに小論文および面接等の成績を、それぞれの学科の特徴を考慮のうえ、総合的に審査し合否

を決定する。 
学部 学科 出願書類 小論文・適性テスト 面接（試問内容） 

人間

文化

学部 

日本語日本文

学科 

入学志願書 *1 
調査書 *2 
同窓生の推薦書 2 通 
*3 
自己報告書  
検定試験や主体性評

価の証書 *4 
個人情報取扱いの同

意書 
（すべて事前提出） 

小論文（800 字） 
個別面接※ 
(日本の言語文化についての基礎知識に関す

る質問を含む） 

歴史文化学科 小論文（800 字）*5 面接※（個別または集合） 
(関心のある歴史、文化に関する質問を含む） 

人間

社会

学部 

心理学科 

適性テスト（人の心理や行動に

関する調査結果の正確な読み

取りと、それに対する論理的解

釈及び考察を問う問題） 

面接※（個別または集合） 
（興味ある心理学分野に関する質問を含む） 

福祉社会学科 小論文（800 字） 
個別面接※ 
（本学科で学ぶ動機、日本の福祉や保健・医療

に関する質問を含む） 

現代教養学科 小論文（800 字） 個別面接※ 
（現代社会の諸問題に関する質問を含む） 

初等教育学科 小論文（800 字） 
集合面接※ 
（教育者・保育者を目ざす動機と将来の進路に

ついての考え方に関する質問を含む） 

食健

康科

学部 

管理栄養学科 

適性テスト（専門に必要な基

礎知識*6 ならびに食、栄

養、健康に関する一般常識

と時事に関する問題） 

個別面接※ 
（食・栄養・健康に関する質問を含む） 

健康デザイン学

科 

適性テスト（専門に必要な基

礎知識*6 ならびに食と健康

に関する一般常識と時事に

関する問題） 

個別面接※ 
（食・栄養・健康に関する質問を含む） 

食安全マネジメ

ント学科 小論文（800 字） 個別面接※ 
（食に関する質問を含む） 

グロー

バルビ

ジネス

学部 

ビジネス 
デザイン学科 

適性テスト（専門に必要な基

礎知識並びに経済と経営に

関する一般常識と時事に関

する問題） 

個別面接※ 
（最近の経済・社会問題に関する質問および英

語による質問を含む） 

会計ファイナン

ス学科 小論文（800 字） 個別面接※ 
（最近の経済・社会問題に関する質問を含む） 

国際

学部 

英語コミュニケ

ーション学科 

適性テスト（英語の語彙・文

法に関する問題および読

解・表現の力を測る問題） 

個別面接※ 
（出願書類についての説明と質疑応答、英語に

よる質問を含む） 

国際学科 
適性テスト（英語の語彙・文

法に関する問題および読

解・表現の力を測る問題） 

個別面接※ 
（時事に関する質問を含む) 

環境

デザイ

ン学部 
環境デザイン学

科 小論文（800 字） 
個別面接※ 
（興味のあるデザイン分野についての質問を含

む） 
※ 面接の内容（志望理由、学科独自の質問、その他） 
*1 以下の「知識・技能」「主体性（高等学校入学以降の役員・リーダー経験）」に該当する場合、インターネット出願

登録時に選択することで、書類選考の際に加点評価します。調査書に記載、または証明書等の提出がない場合は加点

対象となりません。調査書への記載がない場合は、証明書（コピー可）を、出願書類に同封し提出してください。 

◆知識・技能 有効期限のある検定試験は有効期限内、有効期限のない検定試験は 2020 年 4 月以降に受検した検

定試験に限ります。 
・英語 4 技能検定試験 CEFR B1 以上（いずれか 1 つのみ選択可） 

実用英語技能検定（従来型）CSE2.0 1950 以上、 
英検 S-CBT（英検 2020 1day S-CBT または英検 CBT も可）CSE2.0 1950 以上、 
英検 S-Interview（英検 2020 2days S-Interview も可）CSE2.0 1950 以上、 
TOEFL® iBT 42 以上、IELTSTM 4.0 以上、GTEC 960 以上（オフィシャルスコアに限る）、 
TEAP 225 以上、TEAP CBT 420 以上、Cambridge English 140 以上 
＜高等学校の先生へ＞実用英語技能検定について、英検 CSEスコアを調査書に記載してください。 
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・日本漢字能力検定 2 級以上 
・実用数学技能検定 準 1 級以上 
・学科指定技能（日本語日本文学科、現代教養学科、会計ファイナンス学科、国際学科は以下の知識・技能も加

点評価します） 

日本語日本文学科 ・日本語検定 3 級以上 
・文章読解・作成能力検定 3 級以上 

現代教養学科 ・TOEIC L&R 550 以上かつ S&W 240 以上 
・ニュース時事能力検定試験準 2 級以上 

会計ファイナンス学科 ・日商簿記検定 3 級以上 
・全商簿記検定 2 級以上 

国際学科 

・実用フランス語技能検定試験 3 級以上 
・ドイツ語技能検定試験 4 級以上 
・スペイン語技能検定試験 5 級以上 
・「ハングル」能力検定試験 4 級もしくは韓国語能力試験（TOPIK）2 級以上 
・中国語検定試験準 4 級もしくは漢語水平考試（新 HSK）2 級以上 

◆主体性（高等学校入学以降の役員・リーダー経験） 

生徒会長、生徒会副会長、クラブ部長、委員会委員長、体育祭実行委員長、文化祭実行委員長、その他学内外の

役員・リーダー 
※クラス・学年の役員は対象としません。 

*2 調査書の取り扱いについて 
・評定平均値（全体・教科）ならびに履修科目・成績について 
評定平均値（全体・教科）は、高等学校での学習状況を把握するために評価します。 
また、学科により入学後必要となる教科・科目について、履修ならびに成績の状況を評価します。 

・｢欠席日数」について 
入学後、授業への出席ならびに実習、研修、留学等、大学で必要な修学ができる状況を確認するために評価し

ます。 
＜高等学校の先生へ＞欠席の理由について、大学が判断できる内容を調査書に記載してください。 

*3 2 人目の推薦者が見つからず、同窓会と面談した場合は 1 通。また、同窓会と面談した場合は面談所見も審査の

対象となります。 
*4 加点評価の対象となる検定試験や役員・リーダー経験について、調査書への記載がない場合は、証明書（コピー

可）を同封してください。 
*5 歴史文化学科では、次の書物に関して論題を当日提示します。書物を会場に持参してください。（書物への書き

込みや付箋の貼付けは禁止とします。） 
大門正克著『語る歴史、聞く歴史――オーラル・ヒストリーの現場から』岩波書店（岩波新書）2017年 946円（税込） 

*6 出題範囲は化学基礎、生物基礎とする。 
 

●配点 

学科名 満点 
配点 

出願書類 共通 筆記試験 面接（口頭試問を含む） 

日本語日本文学科 260 50 10 100 100 

歴史文化学科 260 50 10 100 100 

心理学科 260 50 10 100 100 

福祉社会学科 260 50 10 100 100 

現代教養学科 260 50 10 100 100 

初等教育学科 260 50 10 100 100 

管理栄養学科 240 50 10 120 60 

健康デザイン学科 210 50 10 100 50 

食安全マネジメント学科 260 50 10 100 100 

ビジネスデザイン学科 260 50 10 100 100 

会計ファイナンス学科 260 50 10 100 100 

英語コミュニケーション学科 260 50 10 100 100 

国際学科 260 50 10 100 100 

環境デザイン学科 260 50 10 100 100 

※「共通」は、インターネット出願登録時に選択した、「知識・技能」「主体性」（5 ページ *1）の評価点数の配点

です。 
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８．試験時間割 
 

 全学科共通 
受験者入室   ９：３０～１０：２０ 
小論文・適性テスト １０：３０～１１：３０ 
休 憩 １１：３０～１２：３０ 
面 接（試問を含む） １２：３０～ 

※試験開始から３０分以内の遅刻は、入室・受験を認めます。ただし、解答時間の延長は認めません。試験開始か

ら３０分以上の遅刻は欠席となり、受験を認めません。 
 

９．受験の注意点 
・受験票はインターネット出願サイトのマイページから、各自で印刷（A4 サイズ縦）して試験当日に必ず持参し

てください。 
・試験実施上の事項は、試験監督の指示に従ってください。 

 
１０．合格発表 

２０２２年１２月２日（金）１０：００ 
 

合格発表日の 10 時以降にインターネット出願サイトのマイページ上で合否結果を確認できます。 
電話での合否の問い合わせにはお答えできません。 
※合格発表に関しては、「２０２３年度 総合型選抜・公募制推薦入学試験要項」を参照してください。 

 
１１．入学準備教育について 
昭和女子大学では、入学前の学習準備として「入学準備教育」を学科ごとに行っています。各学科から出題された

課題等の学習を十分に充たさなかった場合は、入学許可を取り消すことがあります。全ての学科で、英語の e-
learning 教材「Practical English 8」（3,000 円(税込)）を使用します。 
各学科の課題は、合格発表日にインターネット出願のマイページ内「入学手続ページ」にてお知らせします。合格

発表と同時に必ずご確認ください。 

但し、特別な事情（2023年2月以降の大学受験など）がある場合には、入学準備教育を免除することがあります。

免除の申請方法は合格者にのみマイページ内「入学手続・書類一覧」ページでお知らせします。 
 

１２．入学手続 
入学手続期間 ２０２２年１２月２日（金）～１２月９日（金） 

入学希望者は、期日内に入学時学納金を以下のいずれかの方法でお支払いください。 
期日内に手続が完了しない場合は、入学辞退とみなします。 

 

 
 
入学のための情報登録期間 ２０２２年１２月１３日（火）～１２月１８日（日） 

入学時学納金のお支払いが完了した方は、12 月 13 日からインターネット出願サイトのマイページ内で「入学のための

情報登録」が可能となります。掲載文をよく読み、期日内に登録を行ってください。 
 

 
 

  

◆お支払方法◆ 
①金融機関窓口で支払う 
振込用紙はインターネット出願サイトのマイページ内「入学手続・書類一覧ページ」から

各自で印刷して使用してください。（合格通知書や振込用紙は本学から郵送しません。) 
②金融機関（ATM・インターネットバンキング）で支払う 

振込用紙に記載されている本学の口座へお振込みください。その際、必ず、振込依頼人名

欄に受験番号と受験生氏名を入力してください。 
③クレジットカードで支払う 
入学手続ページに表示される案内に従ってお支払いください。 
 

2022 年 3 月卒業（修了）見込者は入学式当日に卒業（修了）証明書 1 通が必要です。 
あらかじめ準備しておいてください。 
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【学費 ２０２２年度 現行】※2023 年度学費は 7 月以降に本学ホームページでご確認ください。 

 
＜注＞ 授業料、実験実習教材費、厚生文化費は物価等の上昇に見合うスライド制とし、年度ごとに定める。 
  後期学納金は、入学時納入額から入学金を除いた金額である。 
  卒業年次後期に、光葉同窓会費 40,000 円を納入する。 
  資格に関する実習費は、別途徴収する場合がある。 
 
１３．受験上・修学上の特別な配慮が必要な方へ 
疾病・負傷や障がい等があるために入学試験で特別な配慮を希望する方、ならびに修学上（入学後の大学生

活等）特別な配慮を必要とする方は申請が必要です。必ず、本学ホームページ（入試情報サイト）の「受験

上・修学上の特別な配慮が必要な方」で申請方法・支援内容等を確認してください。 
申請の場合は、出願開始１週間前までにアドミッションセンター（TEL 03-3411-5154）に電話してください。 
 

１４．高等教育の修学支援新制度を申請予定の方へ 
「高等教育の修学支援新制度」について、昭和女子大学は支援措置の対象となる機関に認定されています。

「高等教育の修学支援新制度」に申請した（申請予定の）受験生は、必ず本学ホームページ（入試情報サイト）

の「高等教育の修学支援新制度」で申請方法を確認の上、出願期限までに必要書類を昭和女子大学宛に提出

（郵送）してください。なお、必要書類は出願用封筒に同封せず、別の封筒に「修学支援申請」と明記の上、

提出してください。 
 

１５．光葉同窓会会長賞（親子三代賞）について 
光葉同窓会では、親子三代に渡って本学に入学される新入生を対象に、入学後の申請により表彰並びに奨学

金５万円を支給いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

●個人情報の取り扱いについて 

志願者の住所・氏名、入学試験等の個人情報ならびに出願に関してご相談いただいた内容等の個人情報は、本学で厳重に管

理したうえで①入学試験実施、②合格発表、③入学手続き、④入学試験や学生生活等に関する情報についての資料やメール

の送付、を行うために利用します。また、個人が特定できないように統計処理した個人情報のデータは、本学における入試

方法や大学教育改善のための資料として利用します。 

問い合わせ先 

昭和女子大学 アドミッションセンター 

TEL 03-3411-5154（直通） 


