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開講の詞
夜が明けようとしてゐる。

五年と云ふながい間、世界の空は陰惨な雲に掩はれて、人々は暗い檻の中に押し込められ

て、身動きも出来なかった。けれど、今や、一道の光明が空の彼方から仄めき出して、新

らしい文化の夜が明けようとしてゐる。人々は檻の中から這ひ出し、閉ぢ込められた心を

押し開いて、文化の素晴らしい光を迎へようとしてゐる。

夜が明けようとしてゐる。

海の彼方の空にも、わが邦の上にも、新らしい思想の光が、ながい間漂うてゐたくろ雲を

押し破って、眩しいばかり輝き出そうとしてゐる。それを迎へて叫ぶ人々の声をきけ。霊

る可く、身にも心にも、仕度が十分調ってゐる。

の底まで鳴りひびく声を、力強いその叫びをきけ。既に目ざめた人々は、文化の朝を迎へ

夜が明けようとしてゐる。

われ等の友よ。その愛らしき眼をとじたまま、逸楽の夢をむさぼる時はもう既に去った。

われ等は、まさに来る文化の朝を迎へるために、身仕度をとり急がねばならぬ。正しき道

に歩み出すために、糧を十分にとらねばならぬ。そして、目ざめたる婦人として、正しき

婦人として、思慮ある力強き婦人として、文化の道を歩み出すべく、互ひに研き合はなけ

ればならない時が来たのである。

　　大正九年九月十日

日本女子高等学院
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　時代は女性の力を求めています。21世紀の女性は個人として幸福で充実した人生を
送るだけでなく、社会を支え、人を助ける力をつけることが求められています。
　まず、これからの日本人に欠かせないのはグローバルに生きる力です。昭和女子大
学は、アメリカ マサチューセッツ州ボストンに海外キャンパス（昭和ボストン）を設
置し、日本人として世界で活躍できる女性を育てることを目指しています。ボストン
近郊の大学ばかりでなく、アジア、ヨーロッパを含めた様々な海外大学への留学プロ
グラムもあり、本学と海外大学の両方の学位を取得できるダブル・ディグリー・プロ
グラムの修了生も輩出しています。2019年に本学キャンパスに移転したアメリカ ペ
ンシルベニア州立テンプル大学ジャパンキャンパスとの交流は授業内外で行われ、ダ
イバーシティに富んだ環境が整っています。
　現在のグローバル社会の中で活躍するためには、日々の積み重ねが重要です。その
ため昭和女子大学では、誰もが共有しやすい具体的な指針として、「夢を実現する7つ
の力」を学生一人ひとりが身につけることを推奨しています。7つの力とはグローバ
ルに生きる力に加え、外国語を使う力、ITを使いこなす力、コミュニケーションをと
る力、問題を発見し目標を設定する力、一歩踏み出して行動する力、そして自分を大
切にする力です。他の国の文化を尊重すると同時に、自分の足元を固め、自国の伝統
や文化も大切にし、語学やITを使いこなして、ものごとを成し遂げる力です。
　昭和女子大学では従来から、キャリア教育を徹底し、一人ひとりの学生を丁寧に支
援してきました。就職率は、卒業生1,000名以上の女子大学の中で、継続してトップ
を保っています。女性の活躍の場が更に広がるSociety5.0に向けて、自主性、創造
性、そして行動力が求められています。昭和ボストンへの留学・研修制度をはじめ、
多種多様な講義や学びのプログラム、各種企業や地域との連携プロジェクトにおいて
も、学生が自ら企画、運営などを行うチャンスをたくさん用意しています。積極的に
行動し、責任をもって成し遂げ、仲間と切磋琢磨し合うことを通じて、自分を大切に
し、他者に手をさしのべる力が育まれます。その結果、高い就職率に示されるよう
に、卒業生は企業から高く評価されています。
　昭和女子大学は、これからの変化の激しい世の中で幸せな人生を生きる力、社会で
必要とされる力を身につけ、夢を実現する人材を育てる大学です。

入学志願者のみなさんへ
７つの力を身につけたグローバルな人材をめざしましょう

昭和女子大学　学 長　小原 奈津子
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建学の精神と教育目標
昭和女子大学理解の資料として

■建学の精神
　「開講の詞（ことば）」は、昭和女子大学の創立者である
人見圓吉が、創立にあたって建学の精神を高らかに謳い
あげたものです。その精神を正しく理解するには、歴史
を振り返り当時の社会情勢を考慮する必要があります。
　昭和女子大学の歴史は、斬新華麗な詩風をもって知ら
れた詩人人見圓吉が、トルストイの理想とする「愛と理
解と調和」に教育の理想を見出し、緑夫人とともに女子
教育の道を歩みはじめたことからはじまります。
　大正7（1918）年に終結した第一次世界大戦。この怒
涛のように荒れ狂う世の中で新しい平和な社会を築くに
は、自己の進路を見失わない女性、すすんで世のため人
のために自己の力を役立てようとする女性の力が必要だ
という情熱と信念が昭和女子大学の門扉を開きました。

■校訓三則
　現在、昭和女子大学では、次頁のような教育目標を掲
げています。この教育目標には「開講の詞」に掲げられた

「愛と理解と調和」を求める建学の精神を「世の光となろ
う」ということばに集約して示したと同時に、現代社会
であるべき女性像を示しています。この理想とする女性
像は、清き気品、篤き至誠（あつきしせい）、高き識見の

「校訓三則」としてまとめられています。
　まず、清き気品とは、清楚な品位を保つことです。こ
れは、あたたかく広い心で人と接すること、相手の気持
ちを思いやること、礼節を重んじることなどで身につけ
ることができます。ものの考え方から身の処し方、そし
て服装にいたるまで、大学で学ぶ者として清楚な品位を
保つことが大切です。
　次に、篤き至誠とは、自分と同様に他を愛し、愛と理
解と調和を実践し、誠実に日々精進することです。正し
いと思うことは勇気をもって行い、学友との交流を大切
にし、公共の施設を使用する際には行き届いた配慮をす
ることが、この精神体得に通じる道です。
　最後に、高き識見とは、志高く豊かな知識を持ち、広い
公平な判断ができることです。専門とする学問に真剣に
取り組むこと、また、専門以外の知識を深め内面を磨き、
懸命に生きる道を探求することです。

■国際的に通用する女性へ
　昭和女子大学では教育目標を実現するために、カリキ
ュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー、アドミッショ
ン・ポリシーの３つの方針をまとめています。また学生
が在学中に自分の生き方をデザインするために本学独自
のキャリアデザイン・ポリシーを設けています。次頁以
降に掲載しますので、内容を確認してください。
　カリキュラム・ポリシーとは、教育課程の編成方針の
ことです。これに対し、ディプロマ・ポリシーとは、昭和
女子大学の教育を受けた人に対する卒業認定・学位授与
に関する方針のことです。キャリアデザイン・ポリシー
とは社会的・職業的自立に関する方針のことです。
　昭和女子大学は、先に述べた創設当初の教育観を継承
すると同時に、新しい時代に適応する活力の養成を目指
すことにしました。これからの時代、グローバル化が進
行していくことは疑いありません。国際的に活躍した
い人だけではなく、国内で活躍したい人にとっても、グ
ローバル化への対応は不可欠です。昭和女子大学は、こ
のようにグローバル化した時代において世界で通用し、
日本人として尊重される女性を育てたいと考えていま
す。これらを可能にするため、カリキュラム・ポリシー
とディプロマ・ポリシーとキャリアデザイン・ポリシー
を明確にし、教育環境を整えました。
　アドミッション・ポリシーとは、入学者受け入れ方針
のことです。昭和女子大学は、このアドミッション・ポ
リシーに合致した人を求めています。本学に入学した学
生は、この国際化した新しい時代に適応すべく、日々、最
大限の力を注いでいます。受験する皆さんには、ここに
書かれた、本学の建学の精神およびその教育目標を理解
し、本学の方針に賛同した上で受験するようお願いしま
す。そうすることによってはじめて、自らの輝きで周り
を照らすことのできる女性が育まれるのだと思います。
　一人でも多くの皆さんが、昭和女子大学の精神に共感
し、受験を志してくださることを期待します。私たちと
ともに、世の光となることを目指しませんか。
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■建学の精神
　「開講の詞（ことば）」は、昭和女子大学の創立者である
人見圓吉が、創立にあたって建学の精神を高らかに謳い
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は、自己の進路を見失わない女性、すすんで世のため人
のために自己の力を役立てようとする女性の力が必要だ
という情熱と信念が、昭和女子大学の門扉を開きました。
　そして、大正 9（1920）年に掲げられた「開講の詞」
の意味を、「世の光となろう」ということばに集約し、建
学の精神として今に引き継いでいます。

■教育目標と校訓三則
　昭和女子大学は建学の精神や理念に基づき、グローバル
社会で主体的に役割を担える女性の育成を目的にしてい
ます。在学中に次の力を高めることを教育目標とします。
　［知識・技能］  教養と専門知識・技能を身につけ社会

に貢献する力
　［自主・自律］  主体性をもって挑戦し最後までやり遂

げる力
　［協働・調和］  自らに誇りを持ち多様な人々と協働す

る力
　この教育目標に示された、現代社会のあるべき女性像
は、清き気品、篤き至誠（あつきしせい）、高き識見の

「校訓三則」としてもまとめられています。
　まず、清き気品とは、清楚な品位を保つことです。こ
れは、あたたかく広い心で人と接すること、相手の気持
ちを思いやること、礼節を重んじることなどで身につけ
ることができます。ものの考え方から身の処し方、そし
て服装にいたるまで、大学で学ぶ者として清楚な品位を
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　次に、篤き至誠とは、自分と同様に他を愛し、愛と理
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　昭和女子大学では教育目標を実現するために、カリ
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ション・ポリシーの３つの方針をまとめています。また
学生が在学中に自分の生き方をデザインするために、本
学独自のキャリアデザイン・ポリシーを設けています。
次頁以降に掲載しますので、内容を確認してください。
　カリキュラム・ポリシーとは、教育課程の編成方針の
ことです。これに対し、ディプロマ・ポリシーとは、昭和
女子大学の教育を受けた人に対する卒業認定・学位授与
に関する方針のことです。キャリアデザイン・ポリシー
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を明確にし、教育環境を整えました。
　アドミッション・ポリシーとは、入学者受け入れ方針
のことです。昭和女子大学は、このアドミッション・ポ
リシーに合致した人を求めています。本学に入学した学
生は、このグローバル化した新しい時代に適応すべく、
日々、最大限の力を注いでいます。受験する皆さんには、
ここに書かれた、本学の建学の精神およびその教育目標
を理解し、本学の方針に賛同した上で受験するようお願
いします。そうすることによってはじめて、自らの輝き
で周りを照らすことのできる女性が育まれるのだと思い
ます。
　一人でも多くの皆さんが、昭和女子大学の精神に共感
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3ポリシー
（アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）

■学科ごとにもアドミッション・ポリシーを定めています。
　本学ホームページ（https://univ.swu.ac.jp/guide/
　education/f_policy/）で必ず確認してください。
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■教育目標
　昭和女子大学は建学の精神や理念に基づき、グローバ
ル社会で主体的に役割を担える女性の育成を目的にして
います。在学中に次の力を高めることを教育目標としま
す。
　［知識・技能］教養と専門知識・技能を身につけ社会
　　　　　　　　に貢献する力
　［自主・自律］主体性をもって挑戦し最後までやり遂
　　　　　　　　げる力
　［協働・調和］自らに誇りを持ち多様な人々と協働す
　　　　　　　　る力
■アドミッション・ポリシー（入学者受入れ方針）
　昭和女子大学は、「世の光となろう」を建学の精神と
し、［知識・技能］［自主・自律］［協働・調和］の教
育目標と学位授与方針を定めています。これを達成する
ために定められた教育課程に従い学修する資質と能力を
備えた入学者を受け入れます。そのために多様な入試方
法で入学者を募集し、多面的、総合的に選抜します。
［知識・技能］
　・入学を希望する学部・学科の教育課程で必要となる
　　教科・科目の知識・技能ならびにその表現・活用方
　　法を身につけている。
［自主・自律］
　・自身の目標をもち、学部・学科の教育課程に従い専
　　門知識・技能を主体的に習得する学習習慣を身につ
　　けている。
［協働・調和］
　・様々なプロジェクトに参画し、活動の中で他者と協
　　働し目標達成・問題解決を図る意欲がある。

■カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成方針）
　昭和女子大学では、学位授与方針に掲げる能力を修得
させるために、一般教養科目、外国語科目、専門教育科
目、文化講座を体系的に編成します。教育内容、教育方
法、評価について以下のように定めます。
〔教育内容〕
1． 一般教養科目では、４年間の学びの指針となる「実
　　践倫理」「キャリアデザイン入門」及び「日本語基
　　礎」を置き、さらに社会・文化・自然に対する理解
　　を深め、多角的な視点を養う科目群を編成します。
2 ．外国語科目では、英語の他主要外国語及び日本語
　　（留学生用）を習熟度別に配置します。
3． 専門教育では、専門分野の体系性に基づいて必修科
　　目と選択科目を分け、順次性をもって（学期別）に
　　科目を配置します。
4． １年次に専門基礎科目を配置し、担当教員が教育・
　　研究に関する指導を行います。

5． 専門教育科目を中心とする教育内容の成果として４
　　年次の卒業論文または卒業研究、卒業制作、卒業プ
　　ロジェクト等を配置し、担当教員が教育・研究に関　　
　　する指導を行います。
6 ．キャリア教育を推進するためキャリア・コア科目と
　　インターンシップを開設します。
7． 自己確立や創造力の育成、多様な文化の理解を深め
　　るため、国内外の研究者や文化人、芸術家による講
　　演やコンサートを「文化講座」として開講し、毎年
　　所定回数の受講を必修とします。
8． 自主性や協調性、奉仕の精神を養うため、学科単位
　　で１年次～３年次において一定期間の宿泊研修への
　　参加を必修とします。
9． 昭和ボストンでの各種留学プログラムをはじめ、さ
　　まざまな協定校留学・海外研修プログラムを開設し、
　　国際的に通用する人材を育成します。
〔教育方法〕
10．各科目の期中において課題、レポート、試験等を課
　　 し、フィードバックに努めます。
11．能動的学修の充実のため、アクティブ・ラーニング、
　　 プロジェクト・ベースト・ラーニング等の体験型学
　　 習を積極的に取り入れます。
〔学修成果の評価〕
12．全学での評価は①学習時間・学修経験に関するアン
　　 ケート調査、②卒業要件充足者の把握によって行い
　　 ます。
13．学科での評価は、学科が定める方法によって行い
 　　ます。
14．学生の評価は、①各科目の成績評価、②卒業論文ま
　　 たは卒業研究、卒業制作、卒業プロジェクトのいず
 　　れかに対する評価によって行います。
■ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与に関する
　方針）
　昭和女子大学は、「世の光となろう」を建学の精神と
し、学則第１条に定める「高等教育機関として、また、
学術文化の研究機関としての使命に鑑み、善を尚び美を
愛し真を究めて、文化の創造と人類の福祉に貢献する女
性を育成する」ことを目的としています。その達成のた
めに、次の能力を修得し所定の単位を修めた学生に対し
て学位を授与します。
［知識・技能］
　・ 教養と専門知識・技能を身につけ応用できる。
　・ 社会について理解を深め貢献できる。
［自主・自律］
　・ 自ら課題を発見し目標を設定できる。
　・ 目標に向かって多角的に考えやり遂げることができ
　　 る。
［協働・調和］
　・ 自己の特性を理解するとともに他者を尊重し多様な
 　　人々と協働できる。
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3ポリシー
（アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）

■学科ごとにもアドミッション・ポリシーを定めています。
　本学ホームページ（https://univ.swu.ac.jp/guide/
　education/f_policy/）で必ず確認してください。
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■教育目標
　昭和女子大学は建学の精神や理念に基づき、グローバ
ル社会で主体的に役割を担える女性の育成を目的にして
います。在学中に次の力を高めることを教育目標としま
す。
　［知識・技能］教養と専門知識・技能を身につけ社会
　　　　　　　　に貢献する力
　［自主・自律］主体性をもって挑戦し最後までやり遂
　　　　　　　　げる力
　［協働・調和］自らに誇りを持ち多様な人々と協働す
　　　　　　　　る力
■アドミッション・ポリシー（入学者受入れ方針）
　昭和女子大学は、「世の光となろう」を建学の精神と
し、［知識・技能］［自主・自律］［協働・調和］の教
育目標と学位授与方針を定めています。これを達成する
ために定められた教育課程に従い学修する資質と能力を
備えた入学者を受け入れます。そのために多様な入試方
法で入学者を募集し、多面的、総合的に選抜します。
［知識・技能］
　・入学を希望する学部・学科の教育課程で必要となる
　　教科・科目の知識・技能ならびにその表現・活用方
　　法を身につけている。
［自主・自律］
　・自身の目標をもち、学部・学科の教育課程に従い専
　　門知識・技能を主体的に習得する学習習慣を身につ
　　けている。
［協働・調和］
　・様々なプロジェクトに参画し、活動の中で他者と協
　　働し目標達成・問題解決を図る意欲がある。

■カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成方針）
　昭和女子大学では、学位授与方針に掲げる能力を修得
させるために、一般教養科目、外国語科目、専門教育科
目、文化講座を体系的に編成します。教育内容、教育方
法、評価について以下のように定めます。
〔教育内容〕
1． 一般教養科目では、４年間の学びの指針となる「実
　　践倫理」「キャリアデザイン入門」及び「日本語基
　　礎」を置き、さらに社会・文化・自然に対する理解
　　を深め、多角的な視点を養う科目群を編成します。
2 ．外国語科目では、英語の他主要外国語及び日本語
　　（留学生用）を習熟度別に配置します。
3． 専門教育では、専門分野の体系性に基づいて必修科
　　目と選択科目を分け、順次性をもって（学期別）に
　　科目を配置します。
4． １年次に専門基礎科目を配置し、担当教員が教育・
　　研究に関する指導を行います。

5． 専門教育科目を中心とする教育内容の成果として４
　　年次の卒業論文または卒業研究、卒業制作、卒業プ
　　ロジェクト等を配置し、担当教員が教育・研究に関　　
　　する指導を行います。
6 ．キャリア教育を推進するためキャリア・コア科目と
　　インターンシップを開設します。
7． 自己確立や創造力の育成、多様な文化の理解を深め
　　るため、国内外の研究者や文化人、芸術家による講
　　演やコンサートを「文化講座」として開講し、毎年
　　所定回数の受講を必修とします。
8． 自主性や協調性、奉仕の精神を養うため、学科単位
　　で１年次～３年次において一定期間の宿泊研修への
　　参加を必修とします。
9． 昭和ボストンでの各種留学プログラムをはじめ、さ
　　まざまな協定校留学・海外研修プログラムを開設し、
　　国際的に通用する人材を育成します。
〔教育方法〕
10．各科目の期中において課題、レポート、試験等を課
　　 し、フィードバックに努めます。
11．能動的学修の充実のため、アクティブ・ラーニング、
　　 プロジェクト・ベースト・ラーニング等の体験型学
　　 習を積極的に取り入れます。
〔学修成果の評価〕
12．全学での評価は①学習時間・学修経験に関するアン
　　 ケート調査、②卒業要件充足者の把握によって行い
　　 ます。
13．学科での評価は、学科が定める方法によって行い
 　　ます。
14．学生の評価は、①各科目の成績評価、②卒業論文ま
　　 たは卒業研究、卒業制作、卒業プロジェクトのいず
 　　れかに対する評価によって行います。
■ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与に関する
　方針）
　昭和女子大学は、「世の光となろう」を建学の精神と
し、学則第１条に定める「高等教育機関として、また、
学術文化の研究機関としての使命に鑑み、善を尚び美を
愛し真を究めて、文化の創造と人類の福祉に貢献する女
性を育成する」ことを目的としています。その達成のた
めに、次の能力を修得し所定の単位を修めた学生に対し
て学位を授与します。
［知識・技能］
　・ 教養と専門知識・技能を身につけ応用できる。
　・ 社会について理解を深め貢献できる。
［自主・自律］
　・ 自ら課題を発見し目標を設定できる。
　・ 目標に向かって多角的に考えやり遂げることができ
　　 る。
［協働・調和］
　・ 自己の特性を理解するとともに他者を尊重し多様な
 　　人々と協働できる。
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■アドミッション・ポリシー（入学者受入れ方針）
　昭和女子大学は、「世の光となろう」を建学の精神と
し、［知識・技能］［自主・自律］［協働・調和］の教育
目標と学位授与方針を定めています。これを達成する
ために定められた教育課程に従い学修する資質と能力
を備えた入学者を受け入れます。そのために多様な入試方
法で入学者を募集し、多面的、総合的に選抜します。
［知識・技能］
　・  入学を希望する学部・学科の教育課程で必要となる

教科・科目の知識・技能ならびにその表現・活用方
法を身につけている。

［自主・自律］
　・  自身の目標をもち、学部・学科の教育課程に従い専

門知識・技能を主体的に習得する学習習慣を身につ
けている。

［協働・調和］
　・  様々なプロジェクトに参画し、活動の中で他者と協

働し目標達成・問題解決を図る意欲がある。

　本学の教育目標に基づいてアドミッション・ポリシーに記
載した［知識・技能］［自主・自律］［協働・調和］は、文
部科学省が提示する「学力の３要素」に下記の表のような
対応をしています。［知識・技能］は、学力の３要素におけ
る①「知識・技能」の確実な習得と②（①を基にした）「思
考力・判断力・表現力」に対応します。［自主・自律］およ
び［協働・調和］は③主体性を持って多様な人々と協働し
て学ぶ態度「主体性・多様性・協働性」に対応します。

アドミッション・ポリシーと「学力の３要素」の対応
アドミッション・ポリシー 学力の３要素

知識・技能 ①「知識・技能」の確実な習得
② （①を基にした）「思考力・判断力・表現力」

自主・自律 ③ 主体性を持って多様な人々と協働して
学ぶ態度「主体性・多様性・協働性」協働・調和

■学科ごとにもアドミッション・ポリシーを定めています。
　本学ホームページ（https://univ.swu.ac.jp/guide/
　education/f_policy/）で必ず確認してください。

■カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成方針）
　昭和女子大学では、学位授与方針に掲げる能力を修得
させるために、一般教養科目、外国語科目、専門教育科
目、文化講座を体系的に編成します。教育内容、教育方
法、評価について以下のように定めます。
〔教育内容〕
1 ．  一般教養科目では、４年間の学びの指針となる科目

（「実践倫理」「キャリアデザイン入門」）や将来の学
びの基礎となる科目（「日本語基礎」及び「データサ
イエンス入門」）を置き、さらに社会・文化・自然に
対する理解を深め、多角的な視点を養う科目群を編
成します。

2 ．  外国語科目では、英語の他主要外国語及び日本語
（留学生用）を習熟度別に配置します。

3 ．  専門教育では、専門分野の体系性に基づいて必修科
目と選択科目を分け、順次性をもって学期別に科目
を配置します。

4 ．  １年次に専門基礎科目を配置し、担当教員が教育・
研究に関する指導を行います。

5 ．  専門教育科目を中心とする教育内容の成果として４
年次の卒業論文または卒業研究、卒業制作、卒業プ
ロジェクト等を配置し、担当教員が教育・研究に関
する指導を行います。

6 ．  キャリア教育を推進するためキャリア・コア科目と
インターンシップを開設します。

7 ．  自己確立や創造力の育成、多様な文化の理解を深め
るため、国内外の研究者や文化人、芸術家による講
演やコンサートを「文化講座」として開講し、毎年
所定回数の受講を必修とします。

8 ．  自主性や協調性、奉仕の精神を養うため、学科単位
で１年次～３年次において一定期間の宿泊研修への
参加を必修とします。

9 ．  昭和ボストンでの各種留学プログラムをはじめ、さ
まざまな協定校留学・海外研修プログラムを開設し、
国際的に通用する人材を育成します。

〔教育方法〕
10．  各科目の期中において課題、レポート、試験等を課

し、フィードバックに努めます。
11．  能動的学修の充実のため、アクティブ・ラーニング、

プロジェクト・ベースト・ラーニング等の体験型学
習を積極的に取り入れます。

〔学修成果の評価〕
12．  全学での評価は①学習時間・学修経験に関するアンケー

ト調査、②卒業要件充足者の把握によって行います。
13．学科での評価は、学科が定める方法によって行います。
14．  学生の評価は、①各科目の成績評価、②卒業論文ま

たは卒業研究、卒業制作、卒業プロジェクトのいず
れかに対する評価によって行います。

■ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与に関する方針）
　昭和女子大学は、「世の光となろう」を建学の精神とし、
学則第１条に定める「高等教育機関として、また、学術文化
の研究機関としての使命に鑑み、善を尚び美を愛し真を究め
て、文化の創造と人類の福祉に貢献する女性を育成する」こ
とを目的としています。その達成のために、次の能力を修得
し所定の単位を修めた学生に対して学位を授与します。
［知識・技能］
　・教養と専門知識・技能を身につけ応用できる。
　・社会について理解を深め貢献できる。
［自主・自律］
　・自ら課題を発見し目標を設定できる。
　・目標に向かって多角的に考えやり遂げることができる。
［協働・調和］
　・  自己の特性を理解するとともに他者を尊重し多様な

人々と協働できる。
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昭和女子大学の特色ある教育

■新時代に適応する活力の養成
　昭和女子大学では、学生がそれぞれの専攻学問を深く研
究し、その専攻分野を中核としながらも多彩な世界を自ら
確立し得るようにと考えています。
　一人ひとりの生き方は十人十色です。昭和女子大学で
は、101年前に宣言された「開講の詞」の本旨を守り、各人
の将来に対応する幅広い教育計画と個々人の要望に応じ
て自由に選択し得る多彩な道を整えています。
　そのひとつは、いずれの学科に籍を置いている学生で
あっても、一定の制限のもとで、他の学部・学科の授業を一
般教養科目として受講できる「オープンカリキュラム制」
です。学生は学部・学科の枠を超え、複数領域の組み合わ
せによる学修が可能となり、個人のもつ能力が最大限に発
揮され、個性溢れる人材となることが期待できます。そし
て、それぞれ違った学科の学生が互いに刺激し合い、さま
ざまな視点からの議論によって、専攻学科以外の分野を学
ぶことは、広い視野や人的ネットワークの形成に役立つに
ちがいありません。

■初年次教育と少人数教育
　昭和女子大学では１年次に「初年次教育」を行っていま
す。大学での学びに必要な基礎を固めるため、全学科で

「日本語基礎」の授業を全員履修とし、語彙力と表現力の
基礎を体得し、場面や状況に応じた日本語運用能力を高め
ます。それぞれの学科では、「基礎科目」「基礎演習」「基礎
ゼミ」を設け、専門科目を学ぶために必要な知識や技術を
修得します。
　また、きめ細かい指導により一人ひとりの力を伸ばす目
的で、「少人数教育」を入学から卒業まで実践しています。
各授業やゼミ、演習を一人ひとりに目が行き届く人数で編
成し、学生の発言や発表の機会を多く設けています。

■3つの文化講座
　日本女子高等学院が女性文化の確立を誓って発足した
背景には、創立時代に立派な指導者が揃っていたという根
底がありました。それから既に101年、社会はすべての面
で複雑化し高度化しました。そこで、日常における学内教
員の着実な指導に加えて、国内はもとより広く海外からの
学者や文化人に直接触れて、学生の心の中に世界第一級
の文化を認識させ、未来の進路を自ら開拓する意欲を高め
させたいと考えました。101年の昔、既にそのような学生生
活を展開していた日本女子高等学院の原点を、今日以後も
なお実現しようとして企画したのが、創立者を記念して建

設した講堂を中心として開催する文化講座です。
　この講座は、女性の心を育むための「女性教養講座」、広
く情操面の陶冶を目指しての「文化研究講座」、学科ごと
に専門の見識を深める「特殊研究講座」を３本の柱として、
年間40回以上開催しています。３つの講座をそれぞれ受
講することにより、卒業までに世界的文化人に直かに接し
て、知的にも精神的にも情操面にも高度の影響を受けるこ
とができます。

■キャリア形成
　昭和女子大学では、それぞれの学科の特徴を活かし学科
ごとに取り組んでいるキャリア支援に加え、学科・学年を
超えて学生一人ひとりのキャリア形成をバックアップする
ために「昭和女子大学キャリア支援システム」を設けてい
ます。知識の獲得だけにとどまることなく、産業界や本学
卒業生と連携し、「学んだことをもとに自ら考え行動し成
長する機会」を豊富に用意しています。
　在学中に キャリア をデザインする力を養い、卒業後
は自分に適した職業に就いて、社会人・職業人として自立
した人生を歩めるように、キャリアデザイン・ポリシー（社
会的・職業的自立に関する方針）を策定し、キャリア教育
を推進しています。

【本学のキャリアデザイン・ポリシー】
に業就再や業就続継、てし通を践実と修学ので学本 ．１　

係る職業意識・職業観を磨き、長い生涯にわたる自
分の生き方を設計するキャリアデザイン力を養う。

専「、きづ基に」ーシリポ・ンイザデアリャキ「の科学 ．２　
門教育科目」を体系的に履修することによって、そ
の特性を活かした職業・就業分野で社会的に自立で
きる職業人を育成する。

に身を観理倫の上業職、養教なか豊と野視な的際国 ．３　
つけ、自立した人間として21世紀の男女共同参画
社会を担う人材を育成する。

　また、キャリアに関する知識を入学後の早い段階から学
ぶことを目的に全学共通の「キャリアコア科目」を開設し
ているほか、経験豊かなスタッフや、キャリアカウンセラー
が、学生一人ひとりに対し進路に関する相談・指導を行っ
ています。昭和女子大学はすべての学生が学修や体験を通
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してしっかりした就業観をもち、将来を選択できる力を培
うことを目標としています。

■新時代に適応する活力の養成
　昭和女子大学では、学生がそれぞれの専攻学問を深く
研究し、その専攻分野を中核としながらも多彩な世界を
自ら確立し得るようにと考えています。
　一人ひとりの生き方は十人十色です。昭和女子大学で
は、102 年前に宣言された「開講の詞」の本旨を守り、
各人の将来に対応する幅広い教育計画と個々人の要望に
応じて自由に選択し得る多彩な道を整えています。
　そのひとつは、いずれの学科に籍を置いている学生で
あっても、一定の制限のもとで、他の学部・学科の授業
を一般教養科目として受講できる「オープンカリキュラ
ム制」です。学生は学部・学科の枠を超え、複数領域の
組み合わせによる学修が可能となり、個人のもつ能力が
最大限に発揮され、個性溢れる人材となることが期待で
きます。そして、それぞれ違った学科の学生が互いに刺
激し合い、さまざまな視点からの議論によって、専攻学
科以外の分野を学ぶことは、広い視野や人的ネットワー
クの形成に役立つにちがいありません。

■初年次教育と少人数教育
　昭和女子大学では１年次に「初年次教育」を行ってい
ます。４年間の学びの指針として、全学科で「実践倫理」
及び「キャリアデザイン入門」の授業を全員履修として
います。それぞれの学科では、「基礎科目」「基礎演習」

「基礎ゼミ」を設け、専門科目を学ぶために必要な知識や
技術を修得します。
　また、きめ細かい指導により一人ひとりの力を伸ばす目
的で、「少人数教育」を入学から卒業まで実践しています。
各授業やゼミ、演習を一人ひとりに目が行き届く人数で編
成し、学生の発言や発表の機会を多く設けています。

■3つの文化講座
　日本女子高等学院が女性文化の確立を誓って発足した
背景には、創立時代に立派な指導者が揃っていたという
根底がありました。それから既に 102 年、社会はすべて
の面で複雑化し高度化しました。そこで、日常における
学内教員の着実な指導に加えて、国内はもとより広く海
外からの学者や文化人に直接触れて、学生の心の中に世
界第一級の文化を認識させ、未来の進路を自ら開拓する
意欲を高めさせたいと考えました。102 年の昔、既にそ
のような学生生活を展開していた日本女子高等学院の原
点を、今日以後もなお実現しようとして企画したのが、
創立者を記念して建設した講堂を中心として開催する文
化講座です。
　この講座は、女性の心を育むための「女性教養講座」、
広く情操面の陶冶を目指しての「文化研究講座」、学科ご
とに専門の見識を深める「特殊研究講座」を３本の柱と

して、年間 40 回以上開催しています。３つの講座をそれ
ぞれ受講することにより、卒業までに世界的文化人に直
かに接して、知的にも精神的にも情操面にも高度の影響
を受けることができます。

■キャリア形成
　昭和女子大学では、それぞれの学科の特徴を活かし学
科ごとに取り組んでいるキャリア支援に加え、学科・学
年を超えて学生一人ひとりのキャリア形成をバックアッ
プするために「昭和女子大学キャリア支援システム」を
設けています。知識の獲得だけにとどまることなく、産
業界や本学卒業生と連携し、「学んだことをもとに自ら考
え行動し成長する機会」を豊富に用意しています。
　在学中に“キャリア”をデザインする力を養い、卒業
後は自分に適した職業に就いて、社会人・職業人として
自立した人生を歩めるように、キャリアデザイン・ポ
リシー（社会的・職業的自立に関する方針）を策定し、
キャリア教育を推進しています。

【本学のキャリアデザイン・ポリシー】
　１． 本学での学修と実践を通して、継続就業や再就業

に係る職業意識・職業観を磨き、長い生涯にわた
る自分の生き方を設計するキャリアデザイン力を
養う。

　２． 学科の「キャリアデザイン・ポリシー」に基づき、
「専門教育科目」を体系的に履修することによっ
て、その特性を活かした職業・就業分野で社会的
に自立できる職業人を育成する。

　３． 国際的な視野と豊かな教養、職業上の倫理観を身
につけ、自立した人間として 21 世紀の男女共同参
画社会を担う人材を育成する。

　また、キャリアに関する知識を入学後の早い段階から
学ぶことを目的に全学共通の「キャリアコア科目」を開
設しているほか、経験豊かなスタッフや、キャリアカウ
ンセラーが、学生一人ひとりに対し進路に関する相談・
指導を行っています。昭和女子大学はすべての学生が学
修や体験を通してしっかりした就業観をもち、将来を選
択できる力を培うことを目標としています。

■グローバル化への取り組み
◆昭和ボストン
　昭和ボストンは、語学学習と海外交流のための海外
キャンパスとして 1988 年、国際的な学術都市である米
国マサチューセッツ州ボストンに開校されました。実践
的な英語スキルを伸ばすとともに、一般教養（専門）の
単位取得、さらには米国大学の本格的な授業履修のチャ
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昭和女子大学の特色ある教育

■新時代に適応する活力の養成
　昭和女子大学では、学生がそれぞれの専攻学問を深く研
究し、その専攻分野を中核としながらも多彩な世界を自ら
確立し得るようにと考えています。
　一人ひとりの生き方は十人十色です。昭和女子大学で
は、101年前に宣言された「開講の詞」の本旨を守り、各人
の将来に対応する幅広い教育計画と個々人の要望に応じ
て自由に選択し得る多彩な道を整えています。
　そのひとつは、いずれの学科に籍を置いている学生で
あっても、一定の制限のもとで、他の学部・学科の授業を一
般教養科目として受講できる「オープンカリキュラム制」
です。学生は学部・学科の枠を超え、複数領域の組み合わ
せによる学修が可能となり、個人のもつ能力が最大限に発
揮され、個性溢れる人材となることが期待できます。そし
て、それぞれ違った学科の学生が互いに刺激し合い、さま
ざまな視点からの議論によって、専攻学科以外の分野を学
ぶことは、広い視野や人的ネットワークの形成に役立つに
ちがいありません。

■初年次教育と少人数教育
　昭和女子大学では１年次に「初年次教育」を行っていま
す。大学での学びに必要な基礎を固めるため、全学科で

「日本語基礎」の授業を全員履修とし、語彙力と表現力の
基礎を体得し、場面や状況に応じた日本語運用能力を高め
ます。それぞれの学科では、「基礎科目」「基礎演習」「基礎
ゼミ」を設け、専門科目を学ぶために必要な知識や技術を
修得します。
　また、きめ細かい指導により一人ひとりの力を伸ばす目
的で、「少人数教育」を入学から卒業まで実践しています。
各授業やゼミ、演習を一人ひとりに目が行き届く人数で編
成し、学生の発言や発表の機会を多く設けています。

■3つの文化講座
　日本女子高等学院が女性文化の確立を誓って発足した
背景には、創立時代に立派な指導者が揃っていたという根
底がありました。それから既に101年、社会はすべての面
で複雑化し高度化しました。そこで、日常における学内教
員の着実な指導に加えて、国内はもとより広く海外からの
学者や文化人に直接触れて、学生の心の中に世界第一級
の文化を認識させ、未来の進路を自ら開拓する意欲を高め
させたいと考えました。101年の昔、既にそのような学生生
活を展開していた日本女子高等学院の原点を、今日以後も
なお実現しようとして企画したのが、創立者を記念して建

設した講堂を中心として開催する文化講座です。
　この講座は、女性の心を育むための「女性教養講座」、広
く情操面の陶冶を目指しての「文化研究講座」、学科ごと
に専門の見識を深める「特殊研究講座」を３本の柱として、
年間40回以上開催しています。３つの講座をそれぞれ受
講することにより、卒業までに世界的文化人に直かに接し
て、知的にも精神的にも情操面にも高度の影響を受けるこ
とができます。

■キャリア形成
　昭和女子大学では、それぞれの学科の特徴を活かし学科
ごとに取り組んでいるキャリア支援に加え、学科・学年を
超えて学生一人ひとりのキャリア形成をバックアップする
ために「昭和女子大学キャリア支援システム」を設けてい
ます。知識の獲得だけにとどまることなく、産業界や本学
卒業生と連携し、「学んだことをもとに自ら考え行動し成
長する機会」を豊富に用意しています。
　在学中に キャリア をデザインする力を養い、卒業後
は自分に適した職業に就いて、社会人・職業人として自立
した人生を歩めるように、キャリアデザイン・ポリシー（社
会的・職業的自立に関する方針）を策定し、キャリア教育
を推進しています。

【本学のキャリアデザイン・ポリシー】
に業就再や業就続継、てし通を践実と修学ので学本 ．１　

係る職業意識・職業観を磨き、長い生涯にわたる自
分の生き方を設計するキャリアデザイン力を養う。

専「、きづ基に」ーシリポ・ンイザデアリャキ「の科学 ．２　
門教育科目」を体系的に履修することによって、そ
の特性を活かした職業・就業分野で社会的に自立で
きる職業人を育成する。

に身を観理倫の上業職、養教なか豊と野視な的際国 ．３　
つけ、自立した人間として21世紀の男女共同参画
社会を担う人材を育成する。

　また、キャリアに関する知識を入学後の早い段階から学
ぶことを目的に全学共通の「キャリアコア科目」を開設し
ているほか、経験豊かなスタッフや、キャリアカウンセラー
が、学生一人ひとりに対し進路に関する相談・指導を行っ
ています。昭和女子大学はすべての学生が学修や体験を通
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してしっかりした就業観をもち、将来を選択できる力を培
うことを目標としています。

■新時代に適応する活力の養成
　昭和女子大学では、学生がそれぞれの専攻学問を深く
研究し、その専攻分野を中核としながらも多彩な世界を
自ら確立し得るようにと考えています。
　一人ひとりの生き方は十人十色です。昭和女子大学で
は、102 年前に宣言された「開講の詞」の本旨を守り、
各人の将来に対応する幅広い教育計画と個々人の要望に
応じて自由に選択し得る多彩な道を整えています。
　そのひとつは、いずれの学科に籍を置いている学生で
あっても、一定の制限のもとで、他の学部・学科の授業
を一般教養科目として受講できる「オープンカリキュラ
ム制」です。学生は学部・学科の枠を超え、複数領域の
組み合わせによる学修が可能となり、個人のもつ能力が
最大限に発揮され、個性溢れる人材となることが期待で
きます。そして、それぞれ違った学科の学生が互いに刺
激し合い、さまざまな視点からの議論によって、専攻学
科以外の分野を学ぶことは、広い視野や人的ネットワー
クの形成に役立つにちがいありません。

■初年次教育と少人数教育
　昭和女子大学では１年次に「初年次教育」を行ってい
ます。４年間の学びの指針として、全学科で「実践倫理」
及び「キャリアデザイン入門」の授業を全員履修として
います。それぞれの学科では、「基礎科目」「基礎演習」

「基礎ゼミ」を設け、専門科目を学ぶために必要な知識や
技術を修得します。
　また、きめ細かい指導により一人ひとりの力を伸ばす目
的で、「少人数教育」を入学から卒業まで実践しています。
各授業やゼミ、演習を一人ひとりに目が行き届く人数で編
成し、学生の発言や発表の機会を多く設けています。

■3つの文化講座
　日本女子高等学院が女性文化の確立を誓って発足した
背景には、創立時代に立派な指導者が揃っていたという
根底がありました。それから既に 102 年、社会はすべて
の面で複雑化し高度化しました。そこで、日常における
学内教員の着実な指導に加えて、国内はもとより広く海
外からの学者や文化人に直接触れて、学生の心の中に世
界第一級の文化を認識させ、未来の進路を自ら開拓する
意欲を高めさせたいと考えました。102 年の昔、既にそ
のような学生生活を展開していた日本女子高等学院の原
点を、今日以後もなお実現しようとして企画したのが、
創立者を記念して建設した講堂を中心として開催する文
化講座です。
　この講座は、女性の心を育むための「女性教養講座」、
広く情操面の陶冶を目指しての「文化研究講座」、学科ご
とに専門の見識を深める「特殊研究講座」を３本の柱と

して、年間 40 回以上開催しています。３つの講座をそれ
ぞれ受講することにより、卒業までに世界的文化人に直
かに接して、知的にも精神的にも情操面にも高度の影響
を受けることができます。

■キャリア形成
　昭和女子大学では、それぞれの学科の特徴を活かし学
科ごとに取り組んでいるキャリア支援に加え、学科・学
年を超えて学生一人ひとりのキャリア形成をバックアッ
プするために「昭和女子大学キャリア支援システム」を
設けています。知識の獲得だけにとどまることなく、産
業界や本学卒業生と連携し、「学んだことをもとに自ら考
え行動し成長する機会」を豊富に用意しています。
　在学中に“キャリア”をデザインする力を養い、卒業
後は自分に適した職業に就いて、社会人・職業人として
自立した人生を歩めるように、キャリアデザイン・ポ
リシー（社会的・職業的自立に関する方針）を策定し、
キャリア教育を推進しています。

【本学のキャリアデザイン・ポリシー】
　１． 本学での学修と実践を通して、継続就業や再就業

に係る職業意識・職業観を磨き、長い生涯にわた
る自分の生き方を設計するキャリアデザイン力を
養う。

　２． 学科の「キャリアデザイン・ポリシー」に基づき、
「専門教育科目」を体系的に履修することによっ
て、その特性を活かした職業・就業分野で社会的
に自立できる職業人を育成する。

　３． 国際的な視野と豊かな教養、職業上の倫理観を身
につけ、自立した人間として 21 世紀の男女共同参
画社会を担う人材を育成する。

　また、キャリアに関する知識を入学後の早い段階から
学ぶことを目的に全学共通の「キャリアコア科目」を開
設しているほか、経験豊かなスタッフや、キャリアカウ
ンセラーが、学生一人ひとりに対し進路に関する相談・
指導を行っています。昭和女子大学はすべての学生が学
修や体験を通してしっかりした就業観をもち、将来を選
択できる力を培うことを目標としています。

■グローバル化への取り組み
◆昭和ボストン
　昭和ボストンは、語学学習と海外交流のための海外
キャンパスとして 1988 年、国際的な学術都市である米
国マサチューセッツ州ボストンに開校されました。実践
的な英語スキルを伸ばすとともに、一般教養（専門）の
単位取得、さらには米国大学の本格的な授業履修のチャ
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昭和女子大学の特色ある教育

■新時代に適応する活力の養成
　昭和女子大学では、学生がそれぞれの専攻学問を深く研
究し、その専攻分野を中核としながらも多彩な世界を自ら
確立し得るようにと考えています。
　一人ひとりの生き方は十人十色です。昭和女子大学で
は、101年前に宣言された「開講の詞」の本旨を守り、各人
の将来に対応する幅広い教育計画と個々人の要望に応じ
て自由に選択し得る多彩な道を整えています。
　そのひとつは、いずれの学科に籍を置いている学生で
あっても、一定の制限のもとで、他の学部・学科の授業を一
般教養科目として受講できる「オープンカリキュラム制」
です。学生は学部・学科の枠を超え、複数領域の組み合わ
せによる学修が可能となり、個人のもつ能力が最大限に発
揮され、個性溢れる人材となることが期待できます。そし
て、それぞれ違った学科の学生が互いに刺激し合い、さま
ざまな視点からの議論によって、専攻学科以外の分野を学
ぶことは、広い視野や人的ネットワークの形成に役立つに
ちがいありません。

■初年次教育と少人数教育
　昭和女子大学では１年次に「初年次教育」を行っていま
す。大学での学びに必要な基礎を固めるため、全学科で

「日本語基礎」の授業を全員履修とし、語彙力と表現力の
基礎を体得し、場面や状況に応じた日本語運用能力を高め
ます。それぞれの学科では、「基礎科目」「基礎演習」「基礎
ゼミ」を設け、専門科目を学ぶために必要な知識や技術を
修得します。
　また、きめ細かい指導により一人ひとりの力を伸ばす目
的で、「少人数教育」を入学から卒業まで実践しています。
各授業やゼミ、演習を一人ひとりに目が行き届く人数で編
成し、学生の発言や発表の機会を多く設けています。

■3つの文化講座
　日本女子高等学院が女性文化の確立を誓って発足した
背景には、創立時代に立派な指導者が揃っていたという根
底がありました。それから既に101年、社会はすべての面
で複雑化し高度化しました。そこで、日常における学内教
員の着実な指導に加えて、国内はもとより広く海外からの
学者や文化人に直接触れて、学生の心の中に世界第一級
の文化を認識させ、未来の進路を自ら開拓する意欲を高め
させたいと考えました。101年の昔、既にそのような学生生
活を展開していた日本女子高等学院の原点を、今日以後も
なお実現しようとして企画したのが、創立者を記念して建

設した講堂を中心として開催する文化講座です。
　この講座は、女性の心を育むための「女性教養講座」、広
く情操面の陶冶を目指しての「文化研究講座」、学科ごと
に専門の見識を深める「特殊研究講座」を３本の柱として、
年間40回以上開催しています。３つの講座をそれぞれ受
講することにより、卒業までに世界的文化人に直かに接し
て、知的にも精神的にも情操面にも高度の影響を受けるこ
とができます。

■キャリア形成
　昭和女子大学では、それぞれの学科の特徴を活かし学科
ごとに取り組んでいるキャリア支援に加え、学科・学年を
超えて学生一人ひとりのキャリア形成をバックアップする
ために「昭和女子大学キャリア支援システム」を設けてい
ます。知識の獲得だけにとどまることなく、産業界や本学
卒業生と連携し、「学んだことをもとに自ら考え行動し成
長する機会」を豊富に用意しています。
　在学中に キャリア をデザインする力を養い、卒業後
は自分に適した職業に就いて、社会人・職業人として自立
した人生を歩めるように、キャリアデザイン・ポリシー（社
会的・職業的自立に関する方針）を策定し、キャリア教育
を推進しています。

【本学のキャリアデザイン・ポリシー】
に業就再や業就続継、てし通を践実と修学ので学本 ．１　

係る職業意識・職業観を磨き、長い生涯にわたる自
分の生き方を設計するキャリアデザイン力を養う。

専「、きづ基に」ーシリポ・ンイザデアリャキ「の科学 ．２　
門教育科目」を体系的に履修することによって、そ
の特性を活かした職業・就業分野で社会的に自立で
きる職業人を育成する。

に身を観理倫の上業職、養教なか豊と野視な的際国 ．３　
つけ、自立した人間として21世紀の男女共同参画
社会を担う人材を育成する。

　また、キャリアに関する知識を入学後の早い段階から学
ぶことを目的に全学共通の「キャリアコア科目」を開設し
ているほか、経験豊かなスタッフや、キャリアカウンセラー
が、学生一人ひとりに対し進路に関する相談・指導を行っ
ています。昭和女子大学はすべての学生が学修や体験を通
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してしっかりした就業観をもち、将来を選択できる力を培
うことを目標としています。

ンスもあります。英語コミュニケーション学科は１セメ
スター以上、国際学科およびビジネスデザイン学科は１
セメスターの留学プログラムをカリキュラムに組み込ん
でいます。また全学科を対象とした春期、秋期の１セメ
スタープログラムを用意しており、その他、全学科対象
で夏季約１か月間の「ボストンサマーセッション」、目的
別で、春季２～３週間の日本文化プログラム、アメリカ
栄養士研修、アメリカ教育研修など、多彩なプログラム
を整えて、すべての学生に海外留学・研修の機会を提供
しています。留学にあたっては、昭和ボストンの長期、
短期留学プログラム対象の貸与型奨学金「昭和学園奨学
金（無利息・審査あり）」を始め、その他様々な給付型・
貸与型奨学金が準備されています。

◆協定校・その他の留学
　本学は、23 の国や地域を含む 45 の海外大学・コン
ソーシアムと協定を締結（2022 年５月１日現在）して
おり、今後も戦略的な新規協定校開拓と、更に質の高い
パートナーシップ構築を推進していきます。学生は、留
学中に取得した単位の認定を受けることで、卒業を遅ら
せることなく、これらの海外協定校やその他世界中の大
学及び大学附属の語学学校へ、短期・長期の留学を実現
することができます。また、国際学科では、上海交通大
学や淑明女子大学校と、５年間で２つの大学から学位を
取得することができる「ダブル・ディグリー・プログラ
ム」も実施しています。新たに、国際学科・英語コミュ
ニケーション学科を対象としたクイーンズランド大学と
の「ダブル・ディグリー・プログラム」も開始しました。
　米国テンプル大学の日本校で、本学敷地内にキャンパ
スがあるテンプル大学ジャパンキャンパス（TUJ）とも、
TUJ の授業を履修して本学で単位認定を受けることがで
きる「単位互換プログラム」や、国際学科・英語コミュ
ニケーション学科・ビジネスデザイン学科を対象とした

「ダブル・ディグリー・プログラム」を実施しています。
そして、本学学部課程を３年間で早期卒業し、TUJ のマ
ネジメント修士を１年で修了する「３＋１プログラム」
も開始しました。

◆キャンパスのグローバル化
　2019 年に、テンプル大学ジャパンキャンパスが本学
キャンパスに移転し、多国籍の学生がキャンパス内で交
流するスーパーグローバルキャンパスが誕生しました。
　海外留学・研修を促進するため、留学説明会の開催
や留学情報を定期的に発信し、TOEIC® 対策などの各種
セミナーなども年間を通じて開催しています。また外国
人留学生を積極的に受け入れ、夏季の短期集中プログラ
ム「SSIP（SWU Summer International Program）」 で

の協働学習や、国際交流学生グループ「CHAWA」の
企画運営する異文化交流イベント等を通じ、日本人学生
と外国人留学生との学内での交流が活発に行われていま
す。2022 年度より、専門分野に関わらず、４年間を通じ
てグローバル社会において求められる語学力、知識、ス
キル・マインドを育成するための全学横断的プログラム

「Showa Global Liberal Program (S-GLAP)」を開始し、
一層のグローバル化が進んでいます。

■大学で学んだ専門知識を地域に活かす
　コミュニティサービスラーニングとは、授業中に学ん
だ専門知識を活かして、社会貢献やボランティア活動を
行いながら学びを深めていく学修法です。昭和女子大学
はこのコミュニティサービスラーニングの機会を多く提
供しています。実践的な授業を開設するとともに、「コ
ミュニティサービスラーニングセンター」を設置し学生
を支援しています。また「現代ビジネス研究所」では、
企業や地域が抱える課題に対し、学年・学科横断型の
学生チームが主体的に解決策を提案・実行する Project-
Based Learning を推進しています。さらに、ビジネス経
験豊富な社会人研究員が主体となる研究活動も多数展開
しており、学生も積極的に参加・協働することで、専門
知識やスキルを実践的な力につなげています。

■学寮研修
　本学では、創立以来「世の光となろう」を目標にして
学問の研究と自己の研鑽にいそしんできました。その実
現のためには、日々の生活における学生個々の自覚と精
進が必要であることはいうまでもありません。しかし、
それとともに集団生活を通して目標の達成を図ることも
本学創立以来の伝統です。
　このような意図に基づいて、本学では校外に研修学寮
を設置し、学科ごとに年１回、２泊３日の「学寮研修」
を実施しています。学生相互の友情や社会性が育まれる
とともに、教職員と学生とが寝食を共にするという集団
生活の中で、相互理解を深めながら共に励まし合い、助
け合って勉学・研究に取り組み、また労作体験や自然と
触れ合うことによって、充実した人間形成に努めます。
　2022 年度より学生有志が運営を行うプロジェクト型学
寮に発展し、研修の企画立案及び運営を通じてリーダー
シップを育成しています。本学は学寮研修を、将来、社
会に貢献しうる女性としての資質を養ううえで重要な教
育活動と位置づけています。
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　P.2～3に本学の教育目標やアドミッション・ポリシーを記載しています。
　また、学科のアドミッション・ポリシーは、本学ホームページ
（https://univ.swu.ac.jp/guide/education/f_policy/）に掲載していますので、必ず確認してください。
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出願書類について
・ 出願に必要な書類は、受験をする入学試験要項で確認してください。
・ 出願期間中に「インターネット出願サービス」（P.8 ～ P.11）を使用し、入学検定料の支払い、および入学

志願書と宛名ラベルの印刷を完了してください。
・ 出願書類は郵便局窓口から『簡易書留』（出願期間最終日発送の場合は『速達』・『簡易書留』）で郵送して

ください。出願期間内消印有効で郵送受付のみです（窓口受付はありません）。なお、受験をする入学試験
要項にて別途指示があるときは従ってください。

自然災害に遭った受験生への特別措置
昭和女子大学では、災害救助法適用地域で本学が指定する地域にお住まいの、災害に遭われた受験生を対象に
入学試験検定料を免除、また、被災の状況により学納金等の減免措置を行います。被災状況により減免措置の
適用と内容、提出書類が異なりますので、本学ホームページ（入試情報サイト）「災害に遭われた受験生の皆
さまへ」の2023年度入学試験における被災地域在住者特別措置申請要領を必ずご覧ください。出願の際は、
入学試験検定料を振り込まずに出願されるようお願いします。申請期限は、受験する入学試験の出願期限と
なります。申請期限を過ぎてから申請される場合は、アドミッションセンターにご相談ください。

アドミッションセンター　TEL：03-3411-5154　E-mail：spass@swu.ac.jp

受験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）「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、出願開始日の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。なお、修学上（入学後の大学生活等）の特別な配慮を必要とする方は、別途申請が必要です。

●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、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。

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、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」で申請方法を確認してください。
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　P.2～3に本学の教育目標やアドミッション・ポリシーを記載しています。
　また、学科のアドミッション・ポリシーは、本学ホームページ
（https://univ.swu.ac.jp/guide/education/f_policy/）に掲載していますので、必ず確認してください。
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インターネット出願の利用手順

入学のための
情報登録

合格通知書印刷、
学納金の支払い

パソコン等の動作環境について

プリンター及び印刷用紙

OS  　　Windows : 10　macOS : 10.14以降
　　　　　　　　　　Android: 最新版　iOS: 最新版
ブラウザ推奨環境　　Windows: Microsoft Edge最新版, Firefox最新版, Google Chrome最新版
　　　　　　　　　　Mac: Safari最新版, Firefox最新版, Google Chrome最新版
　　　　　　　　　　Android: Google Chrome最新版（※「ブラウザ」には対応しておりません）
                              iOS: Safari最新版, Firefox最新版, Google Chrome最新版
                              ※Microsoft Edgeご利用の際は、PDFファイルは一旦保存して、表示・印刷はAdobe Acrobat Reader DCを利用してください。
PDF　　　　　　     Adobe Acrobat Reader DC

インターネットに接続されたパソコン又はスマートフォン、タブレットを通じて出願を行います。
次の動作環境を満たしていることを確認してください。自宅でなくても構いません。
OS等のサポートについて以下のような対応となっております。記載内容についてご確認ください。

出願書類（PDFファイル）を印刷の上、郵送することとなります。以下のものを準備してください。
   ●プリンター：A4サイズの普通紙に、カラー（推奨）若しくはモノクロで印刷できるもの
 ●印刷用紙：白色のOA普通紙でミシン目や模様の入っていないもの
◆自宅にプリンターがない場合

 コンビニエンスストア等のプリントサービスを利用してください。

環境の確認

□メールアドレス
インターネット出願では、志願者本人が確認できるメールアドレスの登録が必要です。常に受信が可能なメールアドレスを必ず登録してくだ
さい。キャリアメール（携帯電話会社のメールアドレス）以外のメールアドレスを推奨します。登録したメールアドレスで「 @eraku-p.jp 」 
ドメインからのメールを受信できるように、事前に設定してください。

□入学検定料の支払い方法の確認
「コンビニエンスストア」、「クレジットカード」、「ペイジー ( インターネットバンキング )」での支払いとなります。

□顔写真データの用意
「入学試験」及び入学後の「学生証」に使用するため、出願の際にインターネット出願システムに「顔写真データ」（正面、上半身、脱帽、
背景無地）をアップロードします。登録できるファイル形式は、JPEG（拡張子「.jpg」「.jpeg」）と PNG（拡張子「.png」）です。
あらかじめインターネット出願サイト内で顔写真登録に関する内容を確認の上、データファイルを準備してください。インターネット出願で登
録した写真は、入学後「学生証用写真」となります。このため、学校の制服姿、スナップ写真、画質の悪いもの等は避け、「入学試験」
及び入学後の「学生証」として使用する上で、適切な写真をアップロードしてください。登録後に写真を変更することはできません。

□出願書類の準備 （各試験区分のページを参照）
「調査書」「推薦書」など出願に必要な書類は、発行に時間がかかる場合がありますので、準備しておいてください。

インターネット出願の事前準備　□はチェック欄としてインターネット出願の確認に使用してください。

写真は 20MB 以内の JPEG、または PNG ファイルをアップロードしてください。

●出願 3 ヶ月以内に撮影したカラー写真 ( モノクロは不可 )
●正面・上半身・無帽・無背景
●試験中にメガネを着用する場合はメガネ着用時のもの
●デジタルカメラ、スマートフォン等で撮影したものも可
　( スナップ写真は受付できません )

次のような写真は、受付できませんので撮り直してください。

●目が隠れている、前髪または影が目にかかっている
●被写体が小さい　●ピントが合っていない　●画質が粗い　
●眼鏡が反射している、カラーレンズやサングラスで目が確認できない
●目を閉じている　●影が大きい　●背景が暗い　
●データ容量が極端に小さい (100KB 以下 ) など

顔写真のアップロードについて

良い例

ご不明な点がありましたら、インターネット出願の [ よくある質問 ] をご覧ください。

インターネットに接続されたパソコン又はスマートフォン、タブレットを通じて出願を行います。 
インターネット出願サイト上で入力しただけでは、正式な出願とはなりません。入学検定料のお支払いおよび出願書類が本学
で受理されて初めて正式な出願となりますので、必ず入学検定料をお支払いの上、出願書類（入学志願書・調査書等）を郵送し
てください。(出願期間内消印有効で郵送受付のみ。出願期間後の消印の郵便は受理できません。)

入学志願書、
宛名ラベルの印刷

出願書類
の郵送

受験票
の印刷

合否照会

入学検定料の
支払い

出願内容の
Web登録

出
願
開
始

出
願
完
了

Step 6 Step 7 Step 8 Step 9

Step 4 Step 5

出願から入学手続までの流れ
Step
1

パソコンでインターネット出願をしようとしていたら、
途中で動かなくなってしまった。Q

Q

出願内容登録後、登録したメールアドレスに「出願登録完
了」のメールが届いている場合は、登録は完了しています。

また、入学検定料の支払い後、「支払い完了通知」のメール
が届いている場合は支払いは完了しています。

入学志願書を印刷する場合は、マイページにログインし
「志願書」ボタンをクリックすると表示されますので印刷
してください。

A

マイページ作成時にメールが届かない。

3分過ぎてもメールが届かなかった場合は、「メールアドレ
スが間違っていないか」「メール受信拒否設定をしていない
か」「迷惑メールフォルダなどに振り分けられていないか」な
どをご確認ください。

A

メールアドレスを変更するには ?Q
マイページにログインし、「メールアドレスの変更」から変更
してください。万一、登録したメールアドレスが使用できな
くなった場合は、本学までお問い合わせください。

A

顔写真データはどのようなデータをアップロードした
らよいか？Q

写真専門店・カメラ店の写真データや、スマートフォン・
デジタルカメラで撮影した写真データを使用できます。A

Q&A

インターネット出願サイトの
入力や操作方法に関すること

Ｅ楽サポートセンター： 03-5957-5345
受付期間： 各試験区分の出願開始から入学手続期間
受付時間： 9:00 ～ 17:00
※土、日、祝日、年末年始は除く

出願書類・受験票の
発行等に関すること

昭和女子大学アドミッションセンター：03-3411-5154
受付時間： 9:00 ～ 16:00
※土、日、祝日、年末年始及び本学が定める休業日は除く

Step
2 大学のホームページからインターネット出願サイトへアクセス

昭和女子大学入試情報サイトにアクセスし、「インターネット出願」をクリック。

Step
3 マイページ作成

志願者氏名、メールアドレスを入力し、「ワンタイムパスキーを取得する」ボタンをクリックすると、 「ワンタイムパスキー」が記載された
メールが届きます。「ワンタイムパスキー」を入力すると、「マイページ」が作成され、「ログインID」が記載されたメールが届きます。
マイページからは、入学までの様々な手続きが可能です。メールアドレスとログインIDは、常に同じものを利用してください。
メールアドレス、ログイン IDは今後使用しますので、間違えないように上記に記入してください。

※3分過ぎてもメールが届かなかった場合、「メールアドレスが間違っていないか」 「メール受信拒否設定をしていないか」  「迷惑メール
フォルダなどに振り分けられていないか」 などをご確認ください

マイページの機能

大学からのお知らせ
を確認 出願登録 出願内容、履歴確認・

検定料支払状況確認

受験票印刷 合否照会 合格通知書印刷、
学納金の支払いStep

8
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4
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9
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10
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11
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印刷 Step

6
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Step 3

インターネット
出願サイトにアクセス
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インターネット出願の利用手順
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入学のための
情報登録

合格通知書印刷、
学納金の支払い

パソコン等の動作環境について

プリンター及び印刷用紙

OS  　　Windows : 10　macOS : 10.14以降
　　　　　　　　　　Android: 最新版　iOS: 最新版
ブラウザ推奨環境　　Windows: Microsoft Edge最新版, Firefox最新版, Google Chrome最新版
　　　　　　　　　　Mac: Safari最新版, Firefox最新版, Google Chrome最新版
　　　　　　　　　　Android: Google Chrome最新版（※「ブラウザ」には対応しておりません）
                              iOS: Safari最新版, Firefox最新版, Google Chrome最新版
                              ※Microsoft Edgeご利用の際は、PDFファイルは一旦保存して、表示・印刷はAdobe Acrobat Reader DCを利用してください。
PDF　　　　　　     Adobe Acrobat Reader DC

インターネットに接続されたパソコン又はスマートフォン、タブレットを通じて出願を行います。
次の動作環境を満たしていることを確認してください。自宅でなくても構いません。
OS等のサポートについて以下のような対応となっております。記載内容についてご確認ください。

出願書類（PDFファイル）を印刷の上、郵送することとなります。以下のものを準備してください。
   ●プリンター：A4サイズの普通紙に、カラー（推奨）若しくはモノクロで印刷できるもの
 ●印刷用紙：白色のOA普通紙でミシン目や模様の入っていないもの
◆自宅にプリンターがない場合

 コンビニエンスストア等のプリントサービスを利用してください。

環境の確認

□メールアドレス
インターネット出願では、志願者本人が確認できるメールアドレスの登録が必要です。常に受信が可能なメールアドレスを必ず登録してくだ
さい。キャリアメール（携帯電話会社のメールアドレス）以外のメールアドレスを推奨します。登録したメールアドレスで「 @eraku-p.jp 」 
ドメインからのメールを受信できるように、事前に設定してください。

□入学検定料の支払い方法の確認
「コンビニエンスストア」、「クレジットカード」、「ペイジー ( インターネットバンキング )」での支払いとなります。

□顔写真データの用意
「入学試験」及び入学後の「学生証」に使用するため、出願の際にインターネット出願システムに「顔写真データ」（正面、上半身、脱帽、
背景無地）をアップロードします。登録できるファイル形式は、JPEG（拡張子「.jpg」「.jpeg」）と PNG（拡張子「.png」）です。
あらかじめインターネット出願サイト内で顔写真登録に関する内容を確認の上、データファイルを準備してください。インターネット出願で登
録した写真は、入学後「学生証用写真」となります。このため、学校の制服姿、スナップ写真、画質の悪いもの等は避け、「入学試験」
及び入学後の「学生証」として使用する上で、適切な写真をアップロードしてください。登録後に写真を変更することはできません。

□出願書類の準備 （各試験区分のページを参照）
「調査書」「推薦書」など出願に必要な書類は、発行に時間がかかる場合がありますので、準備しておいてください。

インターネット出願の事前準備　□はチェック欄としてインターネット出願の確認に使用してください。

写真は 20MB 以内の JPEG、または PNG ファイルをアップロードしてください。

●出願 3 ヶ月以内に撮影したカラー写真 ( モノクロは不可 )
●正面・上半身・無帽・無背景
●試験中にメガネを着用する場合はメガネ着用時のもの
●デジタルカメラ、スマートフォン等で撮影したものも可
　( スナップ写真は受付できません )

次のような写真は、受付できませんので撮り直してください。

●目が隠れている、前髪または影が目にかかっている
●被写体が小さい　●ピントが合っていない　●画質が粗い　
●眼鏡が反射している、カラーレンズやサングラスで目が確認できない
●目を閉じている　●影が大きい　●背景が暗い　
●データ容量が極端に小さい (100KB 以下 ) など

顔写真のアップロードについて

良い例

ご不明な点がありましたら、インターネット出願の [ よくある質問 ] をご覧ください。

インターネットに接続されたパソコン又はスマートフォン、タブレットを通じて出願を行います。 
インターネット出願サイト上で入力しただけでは、正式な出願とはなりません。入学検定料のお支払いおよび出願書類が本学
で受理されて初めて正式な出願となりますので、必ず入学検定料をお支払いの上、出願書類（入学志願書・調査書等）を郵送し
てください。(出願期間内消印有効で郵送受付のみ。出願期間後の消印の郵便は受理できません。)

入学志願書、
宛名ラベルの印刷

出願書類
の郵送

受験票
の印刷

合否照会

入学検定料の
支払い

出願内容の
Web登録

出
願
開
始

出
願
完
了

Step 6 Step 7 Step 8 Step 9

Step 4 Step 5

出願から入学手続までの流れ
Step
1

パソコンでインターネット出願をしようとしていたら、
途中で動かなくなってしまった。Q

Q

出願内容登録後、登録したメールアドレスに「出願登録完
了」のメールが届いている場合は、登録は完了しています。

また、入学検定料の支払い後、「支払い完了通知」のメール
が届いている場合は支払いは完了しています。

入学志願書を印刷する場合は、マイページにログインし
「志願書」ボタンをクリックすると表示されますので印刷
してください。

A

マイページ作成時にメールが届かない。

3分過ぎてもメールが届かなかった場合は、「メールアドレ
スが間違っていないか」「メール受信拒否設定をしていない
か」「迷惑メールフォルダなどに振り分けられていないか」な
どをご確認ください。

A

メールアドレスを変更するには ?Q
マイページにログインし、「メールアドレスの変更」から変更
してください。万一、登録したメールアドレスが使用できな
くなった場合は、本学までお問い合わせください。

A

顔写真データはどのようなデータをアップロードした
らよいか？Q

写真専門店・カメラ店の写真データや、スマートフォン・
デジタルカメラで撮影した写真データを使用できます。A

Q&A

インターネット出願サイトの
入力や操作方法に関すること

Ｅ楽サポートセンター： 03-5957-5345
受付期間： 各試験区分の出願開始から入学手続期間
受付時間： 9:00 ～ 17:00
※土、日、祝日、年末年始は除く

出願書類・受験票の
発行等に関すること

昭和女子大学アドミッションセンター：03-3411-5154
受付時間： 9:00 ～ 16:00
※土、日、祝日、年末年始及び本学が定める休業日は除く

Step
2 大学のホームページからインターネット出願サイトへアクセス

昭和女子大学入試情報サイトにアクセスし、「インターネット出願」をクリック。

Step
3 マイページ作成

志願者氏名、メールアドレスを入力し、「ワンタイムパスキーを取得する」ボタンをクリックすると、 「ワンタイムパスキー」が記載された
メールが届きます。「ワンタイムパスキー」を入力すると、「マイページ」が作成され、「ログインID」が記載されたメールが届きます。
マイページからは、入学までの様々な手続きが可能です。メールアドレスとログインIDは、常に同じものを利用してください。
メールアドレス、ログイン IDは今後使用しますので、間違えないように上記に記入してください。

※3分過ぎてもメールが届かなかった場合、「メールアドレスが間違っていないか」 「メール受信拒否設定をしていないか」  「迷惑メール
フォルダなどに振り分けられていないか」 などをご確認ください

マイページの機能

大学からのお知らせ
を確認 出願登録 出願内容、履歴確認・

検定料支払状況確認

受験票印刷 合否照会 合格通知書印刷、
学納金の支払いStep
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インターネット出願の利用手順

Step４ 出願内容の登録 及び Step５ 入学検定料の支払い完了後、
出願書類を郵送することで出願が完了します。(出願期間内消印有効で郵送受付のみです)

出願期間後の消印の郵便は受理できません。

本学が出願書類を受理後、次のステップへ

合格発表日

インターネット出願は完了です

入 学 手 続 完 了

「入学志願書」・「宛名ラベル」の印刷

支払い完了後、「支払い完了通知」のメールが届いたら、インターネット出願サイトの「マイページ」に
ログインして、「入学志願書」「宛名ラベル」をダウンロードしてA4サイズ縦で印刷してください。

※ログインIDは、登録完了時の「インターネット出願登録受付のお知らせメール」に記載されています。

※クレジットカードでのお支払いの場合、インターネット出願サイトでの申込と同時にお支払いが完了します
ので、Step4で「インターネット出願 登録受付のお知らせメール」が届き次第、印刷が可能です。

Step
6

出願書類の郵送Step
7

受験票の印刷
出願書類が全て本学に到着し、出願書類のチェック等を経た後、受付処理（出願受理）が完了するとインターネット出願サイト
の「マイページ」で、「受験票」の印刷が可能になります。(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お持ちください。
試験日近くになっても「受験票」が発行されない場合は昭和女子大学アドミッションセンターへ連絡してください。
アドミッションセンター　TEL：03-3411-5154　E-mail：spass@swu.ac.jp

Step
8

合否照会
インターネット出願サイトの「マイページ」から、合否の照会ボタンをクリックの上、合否を確認してください。

入学試験実施に伴い取得した個人情報については、入学試験要項内に記載している「個人情報の取り扱いについて」に基づき慎重かつ適切に管理します。

Step
9

!
注意

入学志願書 宛名ラベル

宛名ラベル 貼
付
す
る

◆合格発表直後は、アクセスが多くつながりにくい状態が予想されます。その場合は、しばらく時間を置いてからアクセスしてください。

入学のための情報登録（入学時学納金の完納者のみ）Step
11

合格通知書・入学手続に関する書類の印刷、学納金の支払い(合格者のみ)
合格者はインターネット出願サイト「マイページ」の、「入学手続・書類一覧」ページに「入学手続に進む」のボタンが表示されます。
入学手続ページでは、①合格通知書・振込用紙の印刷、②入学手続に関する書類の印刷を行ってください。

（合格通知書や振込用紙等は郵送しません。）

入学希望者は入学手続期間内に、所定の学納金を、金融機関（窓口・ATM・インターネットバンキング）・クレジットカードの
いずれかの方法でお支払いください。金融機関窓口でお支払いされる場合は、合格通知書の下部に表示される、本学所定
の振込用紙を各自で印刷してご使用ください。金融機関ATM・インターネットバンキングでお支払いされる場合は、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者氏名を入力してくだ
さい。クレジットカードでお支払いされる場合は、入学手続ページに表示される案内に従いお支払いください。支払い方法に
よって支払手数料が異なりますので注意してください。また、クレジットカード以外でお支払いされた場合は、「マイページ」に入金
情報は表示されません。入金の際は、明細書等の控えをお手元に保管してください。
※システムメンテナンス等によりお支払い手続きが行えない場合があります。事前に予定されているメンテナンススケジュール

は、インターネット出願サイトにてご案内いたします。

入学時学納金を完納された方には、各入試の「入学のための情報登録期間」内に「入学のための情報登録」ページが表示されます。
「入学のための情報登録」ページでは、本学学則をお読み頂き、誓約内容に同意のうえ、保証人情報等を登録してください。

Step
10

出願内容の登録
画面の指示に従って「入試種別」→「出願内容」→「個人情報」→「写真の登録」→「支払い窓口」を選択・入力します。
登録完了と同時に「インターネット出願 登録受付のお知らせメール」が送られてきますので、コンビニエンスストアで支払う
場合は期限内に入学検定料をお支払いください。ペイジー (インターネットバンキング)で支払う場合は、画面の指示に従い、
支払いを完了させてください。クレジットカードで支払う場合は、登録完了と同時に支払いが完了します。

Step
4

入学検定料の支払い（コンビニエンスストア・クレジットカード・ペイジー (インターネットバンキング))
コンビニエンスストア、クレジットカード、ペイジー (インターネットバンキング)のいずれかでお支払いください。
店頭へは「インターネット出願 登録受付のお知らせメール」に記載されている支払う際に必要な番号をお持ちください。
支払い後、入金が確認出来てはじめて入学志願書が印刷できるようになりますが、入金の確認に2時間程度かかる
場合もありますので、出願期限に間に合うように余裕を持ってお支払いください。

Step
5

クレジットカード ペイジー （インターネットバンキング）

■入学検定料の他に支払手数料が必要です。支払い方法によって支払手数料が異なりますので注意してください。
■入学検定料のお支払い後は出願内容の変更ができませんのでご注意ください。
■コンビニエンスストアでお支払いの場合、出願内容の登録後に通知される支払期限内に入学検定料の支払いがなかった場合は登録

情報は無効になります。
■コンビニエンスストアで受け取った領収書(レシート)は本学に提出する必要はありません。お支払いの証明となるため、試験終了まで

大切に保管してください。（本学から受領書類は発行しません）
■ペイジー (インターネットバンキング）でお支払いの場合、画面の指示に従い、出願内容の登録に続けて支払いまで完了させてください。
■クレジットカードでお支払いの場合、インターネット出願サイトでの申込と同時にお支払いが完了します。カード決済後の修正・取消は

できませんので、決済前に出願内容をよくご確認ください。
■いったん納入された入学検定料は返還いたしません。
■取扱コンビニエンスストア・支払方法は変更になる場合があります。変更された場合はインターネット出願サイトにてご案内いたします。
■システムメンテナンス等によりお支払い手続きが行えない場合があります。事前に予定されているメンテナンススケジュールは、インター

ネット出願サイトにてご案内いたします。

■「出願登録完了メール」に「支払う際に必要な番号」「ログインＩＤ」が記載されています。
■氏名の漢字登録は、JIS規格の第一水準、第二水準のみとなりますのでご了承ください。戸籍と漢字が異なる場合は、入学後に手続を

してください。

Step4 からは出願期間のみ表示されます。( 出願締切日のインターネット出願は 20:00 までです )

コンビニエンスストア 現金支払い

ファミリーマート

［Famiポートまたはマルチコピー機］

端末から出力された
申込券を持ってレジでお支払い

［代金支払い］を選択

デイリーヤマザキ

［レジへ］

内容確認後、レジでお支払い

レジ画面で決済番号を入力

レジで「オンライン決済」を
申し込む

セブンイレブン

［レジへ］

店員の方へ「インターネット支
払い」をする旨を伝え、

「払込票番号」を伝えます。 
発行した「払込票」を渡しても構
いません。 

お支払い

セイコーマート

［レジへ］

OKを押してお支払い

支払内容の確認画面が表示

お客様側のレジ画面にて
［受付番号］［確認番号］を入力

レジで［インターネット支払い］
と伝える

コンビニ設置のATMは利用できません 。コンビニでは現金のみの取扱いとなります。

ローソン・ミニストップ

端末から出力された
申込券を持ってレジでお支払い

内容確認後、「了解」ボタンを押す

お申込み時に登録した
電話番号を入力し「次へ」を押す

[受付番号(6桁)]を入力し、
[次へ]ボタンを押す

[各種番号をお持ちの方]を選択

［Loppi］

出願に必要な書類を確認して、「宛名ラベル」を貼り付けた「角2封筒」(角形2号)に
出願書類を入れ、出願期間内に郵便局の窓口から『簡易書留』で郵送してください。

出願期間最終日発送の場合は『速達』『簡易書留』で郵送してください。

Famiポート［各種番号をお持ちの
方はこちら］
マルチコピー機［番号入力］

Famiポート［企業コード・注文番号］
を入力
マルチコピー機［第1番号・第2番号］
を入力

VISA, Master, JCB, American Express, Diners
※カードの名義人は受験生本人でなくとも構いません。

画面の指示に従って、
お支払いを完了してください。

総
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型
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・
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制 

共
通
事
項

インターネット出願の利用手順

2023年度 総合型選抜・公募制推薦入学試験要項
SHOWA WOMEN'S UNIVERSITY10 2023年度 入学試験要項（共通事項）
SHOWA WOMEN'S UNIVERSITY10



Step４ 出願内容の登録 及び Step５ 入学検定料の支払い完了後、
出願書類を郵送することで出願が完了します。(出願期間内消印有効で郵送受付のみです)

出願期間後の消印の郵便は受理できません。

本学が出願書類を受理後、次のステップへ

合格発表日

インターネット出願は完了です

入 学 手 続 完 了

「入学志願書」・「宛名ラベル」の印刷

支払い完了後、「支払い完了通知」のメールが届いたら、インターネット出願サイトの「マイページ」に
ログインして、「入学志願書」「宛名ラベル」をダウンロードしてA4サイズ縦で印刷してください。

※ログインIDは、登録完了時の「インターネット出願登録受付のお知らせメール」に記載されています。

※クレジットカードでのお支払いの場合、インターネット出願サイトでの申込と同時にお支払いが完了します
ので、Step4で「インターネット出願 登録受付のお知らせメール」が届き次第、印刷が可能です。

Step
6

出願書類の郵送Step
7

受験票の印刷
出願書類が全て本学に到着し、出願書類のチェック等を経た後、受付処理（出願受理）が完了するとインターネット出願サイト
の「マイページ」で、「受験票」の印刷が可能になります。(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お持ちください。
試験日近くになっても「受験票」が発行されない場合は昭和女子大学アドミッションセンターへ連絡してください。
アドミッションセンター　TEL：03-3411-5154　E-mail：spass@swu.ac.jp

Step
8

合否照会
インターネット出願サイトの「マイページ」から、合否の照会ボタンをクリックの上、合否を確認してください。

入学試験実施に伴い取得した個人情報については、入学試験要項内に記載している「個人情報の取り扱いについて」に基づき慎重かつ適切に管理します。

Step
9

!
注意

入学志願書 宛名ラベル

宛名ラベル 貼
付
す
る

◆合格発表直後は、アクセスが多くつながりにくい状態が予想されます。その場合は、しばらく時間を置いてからアクセスしてください。

入学のための情報登録（入学時学納金の完納者のみ）Step
11

合格通知書・入学手続に関する書類の印刷、学納金の支払い(合格者のみ)
合格者はインターネット出願サイト「マイページ」の、「入学手続・書類一覧」ページに「入学手続に進む」のボタンが表示されます。
入学手続ページでは、①合格通知書・振込用紙の印刷、②入学手続に関する書類の印刷を行ってください。

（合格通知書や振込用紙等は郵送しません。）

入学希望者は入学手続期間内に、所定の学納金を、金融機関（窓口・ATM・インターネットバンキング）・クレジットカードの
いずれかの方法でお支払いください。金融機関窓口でお支払いされる場合は、合格通知書の下部に表示される、本学所定
の振込用紙を各自で印刷してご使用ください。金融機関ATM・インターネットバンキングでお支払いされる場合は、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者氏名を入力してくだ
さい。クレジットカードでお支払いされる場合は、入学手続ページに表示される案内に従いお支払いください。支払い方法に
よって支払手数料が異なりますので注意してください。また、クレジットカード以外でお支払いされた場合は、「マイページ」に入金
情報は表示されません。入金の際は、明細書等の控えをお手元に保管してください。
※システムメンテナンス等によりお支払い手続きが行えない場合があります。事前に予定されているメンテナンススケジュール

は、インターネット出願サイトにてご案内いたします。

入学時学納金を完納された方には、各入試の「入学のための情報登録期間」内に「入学のための情報登録」ページが表示されます。
「入学のための情報登録」ページでは、本学学則をお読み頂き、誓約内容に同意のうえ、保証人情報等を登録してください。

Step
10

出願内容の登録
画面の指示に従って「入試種別」→「出願内容」→「個人情報」→「写真の登録」→「支払い窓口」を選択・入力します。
登録完了と同時に「インターネット出願 登録受付のお知らせメール」が送られてきますので、コンビニエンスストアで支払う
場合は期限内に入学検定料をお支払いください。ペイジー (インターネットバンキング)で支払う場合は、画面の指示に従い、
支払いを完了させてください。クレジットカードで支払う場合は、登録完了と同時に支払いが完了します。

Step
4

入学検定料の支払い（コンビニエンスストア・クレジットカード・ペイジー (インターネットバンキング))
コンビニエンスストア、クレジットカード、ペイジー (インターネットバンキング)のいずれかでお支払いください。
店頭へは「インターネット出願 登録受付のお知らせメール」に記載されている支払う際に必要な番号をお持ちください。
支払い後、入金が確認出来てはじめて入学志願書が印刷できるようになりますが、入金の確認に2時間程度かかる
場合もありますので、出願期限に間に合うように余裕を持ってお支払いください。

Step
5

クレジットカード ペイジー （インターネットバンキング）

■入学検定料の他に支払手数料が必要です。支払い方法によって支払手数料が異なりますので注意してください。
■入学検定料のお支払い後は出願内容の変更ができませんのでご注意ください。
■コンビニエンスストアでお支払いの場合、出願内容の登録後に通知される支払期限内に入学検定料の支払いがなかった場合は登録

情報は無効になります。
■コンビニエンスストアで受け取った領収書(レシート)は本学に提出する必要はありません。お支払いの証明となるため、試験終了まで

大切に保管してください。（本学から受領書類は発行しません）
■ペイジー (インターネットバンキング）でお支払いの場合、画面の指示に従い、出願内容の登録に続けて支払いまで完了させてください。
■クレジットカードでお支払いの場合、インターネット出願サイトでの申込と同時にお支払いが完了します。カード決済後の修正・取消は

できませんので、決済前に出願内容をよくご確認ください。
■いったん納入された入学検定料は返還いたしません。
■取扱コンビニエンスストア・支払方法は変更になる場合があります。変更された場合はインターネット出願サイトにてご案内いたします。
■システムメンテナンス等によりお支払い手続きが行えない場合があります。事前に予定されているメンテナンススケジュールは、インター

ネット出願サイトにてご案内いたします。

■「出願登録完了メール」に「支払う際に必要な番号」「ログインＩＤ」が記載されています。
■氏名の漢字登録は、JIS規格の第一水準、第二水準のみとなりますのでご了承ください。戸籍と漢字が異なる場合は、入学後に手続を

してください。

Step4 からは出願期間のみ表示されます。( 出願締切日のインターネット出願は 20:00 までです )

コンビニエンスストア 現金支払い

ファミリーマート

［Famiポートまたはマルチコピー機］

端末から出力された
申込券を持ってレジでお支払い

［代金支払い］を選択

デイリーヤマザキ

［レジへ］

内容確認後、レジでお支払い

レジ画面で決済番号を入力

レジで「オンライン決済」を
申し込む

セブンイレブン

［レジへ］

店員の方へ「インターネット支
払い」をする旨を伝え、

「払込票番号」を伝えます。 
発行した「払込票」を渡しても構
いません。 

お支払い

セイコーマート

［レジへ］

OKを押してお支払い

支払内容の確認画面が表示

お客様側のレジ画面にて
［受付番号］［確認番号］を入力

レジで［インターネット支払い］
と伝える

コンビニ設置のATMは利用できません 。コンビニでは現金のみの取扱いとなります。

ローソン・ミニストップ

端末から出力された
申込券を持ってレジでお支払い

内容確認後、「了解」ボタンを押す

お申込み時に登録した
電話番号を入力し「次へ」を押す

[受付番号(6桁)]を入力し、
[次へ]ボタンを押す

[各種番号をお持ちの方]を選択

［Loppi］

出願に必要な書類を確認して、「宛名ラベル」を貼り付けた「角2封筒」(角形2号)に
出願書類を入れ、出願期間内に郵便局の窓口から『簡易書留』で郵送してください。

出願期間最終日発送の場合は『速達』『簡易書留』で郵送してください。

Famiポート［各種番号をお持ちの
方はこちら］
マルチコピー機［番号入力］

Famiポート［企業コード・注文番号］
を入力
マルチコピー機［第1番号・第2番号］
を入力

VISA, Master, JCB, American Express, Diners
※カードの名義人は受験生本人でなくとも構いません。

画面の指示に従って、
お支払いを完了してください。
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インターネット出願の利用手順

2023年度 総合型選抜・公募制推薦入学試験要項
SHOWA WOMEN'S UNIVERSITY10

Step４ 出願内容の登録 及び Step５ 入学検定料の支払い完了後、
出願書類を郵送することで出願が完了します。(出願期間内消印有効で郵送受付のみです)

出願期間後の消印の郵便は受理できません。

本学が出願書類を受理後、次のステップへ

合格発表日

インターネット出願は完了です

入 学 手 続 完 了

「入学志願書」・「宛名ラベル」の印刷

支払い完了後、「支払い完了通知」のメールが届いたら、インターネット出願サイトの「マイページ」に
ログインして、「入学志願書」「宛名ラベル」をダウンロードしてA4サイズ縦で印刷してください。

※ログインIDは、登録完了時の「インターネット出願登録受付のお知らせメール」に記載されています。

※クレジットカードでのお支払いの場合、インターネット出願サイトでの申込と同時にお支払いが完了します
ので、Step4で「インターネット出願 登録受付のお知らせメール」が届き次第、印刷が可能です。

Step
6

出願書類の郵送Step
7

受験票の印刷
出願書類が全て本学に到着し、出願書類のチェック等を経た後、受付処理（出願受理）が完了するとインターネット出願サイト
の「マイページ」で、「受験票」の印刷が可能になります。(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お持ちください。
試験日近くになっても「受験票」が発行されない場合は昭和女子大学アドミッションセンターへ連絡してください。
アドミッションセンター　TEL：03-3411-5154　E-mail：spass@swu.ac.jp

Step
8

合否照会
インターネット出願サイトの「マイページ」から、合否の照会ボタンをクリックの上、合否を確認してください。

入学試験実施に伴い取得した個人情報については、入学試験要項内に記載している「個人情報の取り扱いについて」に基づき慎重かつ適切に管理します。

Step
9

!
注意

入学志願書 宛名ラベル

宛名ラベル 貼
付
す
る

◆合格発表直後は、アクセスが多くつながりにくい状態が予想されます。その場合は、しばらく時間を置いてからアクセスしてください。

入学のための情報登録（入学時学納金の完納者のみ）Step
11

合格通知書・入学手続に関する書類の印刷、学納金の支払い(合格者のみ)
合格者はインターネット出願サイト「マイページ」の、「入学手続・書類一覧」ページに「入学手続に進む」のボタンが表示されます。
入学手続ページでは、①合格通知書・振込用紙の印刷、②入学手続に関する書類の印刷を行ってください。

（合格通知書や振込用紙等は郵送しません。）

入学希望者は入学手続期間内に、所定の学納金を、金融機関（窓口・ATM・インターネットバンキング）・クレジットカードの
いずれかの方法でお支払いください。金融機関窓口でお支払いされる場合は、合格通知書の下部に表示される、本学所定
の振込用紙を各自で印刷してご使用ください。金融機関ATM・インターネットバンキングでお支払いされる場合は、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者氏名を入力してくだ
さい。クレジットカードでお支払いされる場合は、入学手続ページに表示される案内に従いお支払いください。支払い方法に
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情報は表示されません。入金の際は、明細書等の控えをお手元に保管してください。
※システムメンテナンス等によりお支払い手続きが行えない場合があります。事前に予定されているメンテナンススケジュール

は、インターネット出願サイトにてご案内いたします。
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Step
10

出願内容の登録
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場合は期限内に入学検定料をお支払いください。ペイジー (インターネットバンキング)で支払う場合は、画面の指示に従い、
支払いを完了させてください。クレジットカードで支払う場合は、登録完了と同時に支払いが完了します。
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4
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5

クレジットカード ペイジー （インターネットバンキング）
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大切に保管してください。（本学から受領書類は発行しません）
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Step4 からは出願期間のみ表示されます。( 出願締切日のインターネット出願は 20:00 までです )

コンビニエンスストア 現金支払い

ファミリーマート

［Famiポートまたはマルチコピー機］

端末から出力された
申込券を持ってレジでお支払い

［代金支払い］を選択

デイリーヤマザキ

［レジへ］

内容確認後、レジでお支払い

レジ画面で決済番号を入力

レジで「オンライン決済」を
申し込む

セブンイレブン

［レジへ］

店員の方へ「インターネット支
払い」をする旨を伝え、

「払込票番号」を伝えます。 
発行した「払込票」を渡しても構
いません。 

お支払い

セイコーマート

［レジへ］

OKを押してお支払い

支払内容の確認画面が表示

お客様側のレジ画面にて
［受付番号］［確認番号］を入力

レジで［インターネット支払い］
と伝える

コンビニ設置のATMは利用できません 。コンビニでは現金のみの取扱いとなります。

ローソン・ミニストップ

端末から出力された
申込券を持ってレジでお支払い

内容確認後、「了解」ボタンを押す

お申込み時に登録した
電話番号を入力し「次へ」を押す
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[各種番号をお持ちの方]を選択

［Loppi］

出願に必要な書類を確認して、「宛名ラベル」を貼り付けた「角2封筒」(角形2号)に
出願書類を入れ、出願期間内に郵便局の窓口から『簡易書留』で郵送してください。

出願期間最終日発送の場合は『速達』『簡易書留』で郵送してください。

Famiポート［各種番号をお持ちの
方はこちら］
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VISA, Master, JCB, American Express, Diners
※カードの名義人は受験生本人でなくとも構いません。

画面の指示に従って、
お支払いを完了してください。

総
合
型
選
抜
・
公
募
制 

共
通
事
項

2023年度 総合型選抜・公募制推薦入学試験要項
SHOWA WOMEN'S UNIVERSITY 112023年度 入学試験要項（共通事項）
SHOWA WOMEN'S UNIVERSITY 11
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受験の前にもう一度、このページをしっかり読んでください。

■試験会場に関する注意
　１．試験会場の下見をすることはできない。
　２． やむを得ず連絡や確認をとる必要が発生した場合は、

昭和女子大学アドミッションセンター
 （TEL：03-3411-5154）で受け付ける。
　３．すべての試験室に暖房設備は整っている。
 また、上履きは不要である。
　４．試験会場の駐車場設備は利用できない。
 電車やバスを利用すること。
　５． 試験室への入室開始時間までは、控室で待機する

こと。

■試験実施上の注意

■解答上の注意
　１． 試験時間中に机上に置ける物は、受験票・筆記用具

（鉛筆・消しゴムなど）・鉛筆削り（電動は不可）・時計
（辞書・計算・通信等の機能がついていないもの）・
メガネに限る。

　２．面接時は携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端
 末・ICレコーダー等の電子機器類での録音ならびに
使用は認めない。

　３．試験問題の内容にふれる質問には応じない。
　４． 答案に受験番号・氏名を記入しなかった者は失格と

なる。

■昼食
　１． 昼食を持参した場合は、試験監督の指示した場所で

とること。ゴミは各自で持ち帰ること。

■入室･遅刻の取扱い･途中退室

入 室 時 間
各入試要項で確認すること。

遅刻の取扱い

途 中 退 室 試験時間内の途中退室は認めない。

 

時間に余裕を持って大学に到着すること。
電車の遅延など不測の事態で入学試験に遅れる場
合は、至急大学へ電話連絡を入れること。

昭和女子大学　試験実施本部

 
 のみ

●問い合わせ先

アドミッションセンター………………03-3411-5154

入学試験受験上の注意点

27

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．1
で印刷（A4サイズ縦）し、試験当日に必ず持参すること。

2．受験生全員の検温を行う。検温に応じない者は受験でき
ない。

3．試験会場内では必ずマスクを着用すること。
4．英文字がプリントされている上着等は着用しないこと。
5．出願時に届け出た志望学科の変更は認めない。
6．受験票は必ず携帯し、受験中は机上に置くこと。

受験票のない者は受験できない。

8．試験会場へは付添者は入構できない。
9．試験場へ入館する際には受験票を提示すること。

試験室を離れる場合は必ず受験票を携行すること。
のもるよに図合の督監験試は了終、始開答解の題問験試．10

とする。
11．試験実施上の事項は試験監督の指示に従うこと。

足るよに回巡の者督監（音騒活生な的常日に中間時験試．31
音、監督業務上必要な打合せ、航空機・自動車・風雨・
空調の音、周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音、
野鳥の鳴き声、携帯電話や時計等の短時間の鳴動、照明
の点滅）等が発生した場合でも救済措置は行わない。

、日当験試、は合場たれ忘はいるあ失紛を票験受．7
前に「試験実施本部」で手続をとること。

試験開始

．試験時間中に監督者が、出願時の写真と受験者の顔の確21
う。マスクを一時的に外すよう が指示する

ことがある。
行を認 監督者

注１．学校保健安全法で出席の停止が定められている感染
症（新型コロナウイルス感染症も含む）または流行
性の感染症にかかり、治癒していない場合は、他の
受験生への感染のおそれがありますので、受験を認
めません。感染症患者の濃厚接触者に該当する者、
試験当日の検温で37.5度以上の熱がある者も受験を
認めません。希望者は、後日に実施する入学試験へ
の振替または検定料の返還が可能です。試験前日ま
でにアドミッションセンターまでお申し出ください。

（当日の検温による対象者は別途対応します）

注２．不測の事態により、所定の日程どおりに入学試験や
合格発表等を実施することが困難であると大学が判
断した場合、延期等の対応措置をとることがありま
す。大学から緊急の連絡がある場合は、昭和女子大
学ホームページ（swu.ac.jp）の「重要なお知らせ」
に掲載します。ただし、このことに伴う受験者の個
人的損害について本学は責任を負いません。

2023年度 入学試験要項（共通事項）
SHOWA WOMEN'S UNIVERSITY12



12 2019年度 入学試験要項（共通事項）
SHOWA WOMEN'S UNIVERSITY

受験の前にもう一度、このページをしっかり読んでください。

■試験会場に関する注意
　１．試験会場の下見をすることはできない。
　２． やむを得ず連絡や確認をとる必要が発生した場合は、

昭和女子大学アドミッションセンター
 （TEL：03-3411-5154）で受け付ける。
　３．すべての試験室に暖房設備は整っている。
 また、上履きは不要である。
　４．試験会場の駐車場設備は利用できない。
 電車やバスを利用すること。
　５． 試験室への入室開始時間までは、控室で待機する

こと。

■試験実施上の注意

■解答上の注意
　１． 試験時間中に机上に置ける物は、受験票・筆記用具

（鉛筆・消しゴムなど）・鉛筆削り（電動は不可）・時計
（辞書・計算・通信等の機能がついていないもの）・
メガネに限る。

　２．面接時は携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端
 末・ICレコーダー等の電子機器類での録音ならびに
使用は認めない。

　３．試験問題の内容にふれる質問には応じない。
　４． 答案に受験番号・氏名を記入しなかった者は失格と

なる。

■昼食
　１． 昼食を持参した場合は、試験監督の指示した場所で

とること。ゴミは各自で持ち帰ること。

■入室･遅刻の取扱い･途中退室

入 室 時 間
各入試要項で確認すること。

遅刻の取扱い

途 中 退 室 試験時間内の途中退室は認めない。

 

時間に余裕を持って大学に到着すること。
電車の遅延など不測の事態で入学試験に遅れる場
合は、至急大学へ電話連絡を入れること。

昭和女子大学　試験実施本部

 
 のみ

●問い合わせ先

アドミッションセンター………………03-3411-5154

入学試験受験上の注意点

27

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．1
で印刷（A4サイズ縦）し、試験当日に必ず持参すること。

2．受験生全員の検温を行う。検温に応じない者は受験でき
ない。

3．試験会場内では必ずマスクを着用すること。
4．英文字がプリントされている上着等は着用しないこと。
5．出願時に届け出た志望学科の変更は認めない。
6．受験票は必ず携帯し、受験中は机上に置くこと。

受験票のない者は受験できない。

8．試験会場へは付添者は入構できない。
9．試験場へ入館する際には受験票を提示すること。

試験室を離れる場合は必ず受験票を携行すること。
のもるよに図合の督監験試は了終、始開答解の題問験試．10

とする。
11．試験実施上の事項は試験監督の指示に従うこと。

足るよに回巡の者督監（音騒活生な的常日に中間時験試．31
音、監督業務上必要な打合せ、航空機・自動車・風雨・
空調の音、周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音、
野鳥の鳴き声、携帯電話や時計等の短時間の鳴動、照明
の点滅）等が発生した場合でも救済措置は行わない。

、日当験試、は合場たれ忘はいるあ失紛を票験受．7
前に「試験実施本部」で手続をとること。

試験開始

．試験時間中に監督者が、出願時の写真と受験者の顔の確21
う。マスクを一時的に外すよう が指示する

ことがある。
行を認 監督者

注１．学校保健安全法で出席の停止が定められている感染
症（新型コロナウイルス感染症も含む）または流行
性の感染症にかかり、治癒していない場合は、他の
受験生への感染のおそれがありますので、受験を認
めません。感染症患者の濃厚接触者に該当する者、
試験当日の検温で37.5度以上の熱がある者も受験を
認めません。希望者は、後日に実施する入学試験へ
の振替または検定料の返還が可能です。試験前日ま
でにアドミッションセンターまでお申し出ください。

（当日の検温による対象者は別途対応します）

注２．不測の事態により、所定の日程どおりに入学試験や
合格発表等を実施することが困難であると大学が判
断した場合、延期等の対応措置をとることがありま
す。大学から緊急の連絡がある場合は、昭和女子大
学ホームページ（swu.ac.jp）の「重要なお知らせ」
に掲載します。ただし、このことに伴う受験者の個
人的損害について本学は責任を負いません。

受験の前にもう一度、このページをしっかり読んでください。

■試験会場に関する注意

■試験実施上の注意

1．試験会場の下見をすることはできない。
昭、は合場たし生発が要必るとを認確や絡連ず得をむや ．2

和女子大学アドミッションセンター（TEL： 03-3411-
5154）で受け付ける。

。るいてっ整は備設房暖冷に室験試のてべす ．3
  また、上履きは不要である。
4．試験会場の駐車場設備は利用できない。

  電車やバスを利用すること。
。とこるす機待で室控、はでま間時始開室入のへ室験試 ．5

。とこいなし用着は等着上るいてれさトンリプが字文英 ．4

受験生全員の検温を行う。検温に応じない者は受験でき
ない。
 ．2

試験会場では必ずマスクを着用すること。 ．3

5．出願時に届け出た志望学科の変更は認めない。
6．受験票は必ず携帯し、受験中は机上に置くこと。

  受験票のない者は受験できない。

8．試験会場へは付添者は入構できない。
9．試験場へ入館する際には受験票を提示すること。

  試験室を離れる場合は必ず受験票を携行すること。
10．試験問題の解答開始、終了は試験監督の合図によるもの

とする。
11．試験実施上の事項は試験監督の指示に従うこと。

13. 試験時間中に日常的な生活騒音（監督者の巡回による足
音、監督業務上必要な打合わせ、航空機・自動車・風雨・
空調の音、周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音、
野鳥の鳴き声、携帯電話や時計等の短時間の鳴動、照明
の点滅）等が発生しても救済措置は行わない。

■解答上の注意

   ※歴史文化学科は、P.25で指定した本を持参すること。

3．試験問題の内容にふれる質問には応じない。
4．答案に受験番号・氏名を記入しなかった者は失格となる。

■昼食
１．昼食を持参した場合は、試験監督の指示した場所でとるこ

と。ゴミは各自で持ち帰ること。

■入室･遅刻の取扱い･途中退室
公募制推薦入試

入室時間 9：30 ～ 10：20
（控室には 8：30 から入室できる）

遅刻の取扱い

途中退室 試験時間内の途中退室は認めない。

時間に余裕を持って大学に到着すること。
電車の遅延など不測の事態で入学試験に遅れる場合
は、至急大学へ電話連絡を入れること。

昭和女子大学　試験実施本部

TEL 03-3411-5116

●問い合わせ先

前日までは、アドミッションセンター …… 03-3411-5154
試験当日は、試験実施本部 ………………… 03-3411-5116

公募制推薦入学試験受験上の注意点

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 ．1
で印刷（A4サイズ縦）し、試験当日に必ず持参すること。

、日当験試、は合場たれ忘はいるあ失紛を票験受 ．7
前に「試験実施本部」で手続をとること。

試験開始

12．試験時間中に監督者が、出願時の写真と受験者の顔の確
　　認を行う。マスクを一時的に外すよう監督者が指示する
　　ことがある。

記筆・票験受、は物るけ置に上机に中間時験試 ．1 用具（鉛

2．面接時は携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端末・ICレ
コーダー等の電子機器類での録音ならびに使用は認めない。

注１：学校保健安全法で出席の停止が定められている感
染症（新型コロナウイルス感染症も含む）または
流行性の感染症にかかり、治癒していない場合は、
他の受験生への感染のおそれがありますので、受
験を認めません。感染症患者の濃厚接触者に該当
する者、試験当日の検温で37.5度以上の熱があ
る者も受験を認めません。希望者は、後日に実施
する入学試験への振替または検定料の返還が可能
です。試験前日までにアドミッションセンターま
でお申し出ください。（当日の検温による対象者
は別途対応します）

注２：不測の事態により、所定の日程どおりに入学試験
や合格発表等を実施することが困難であると大学
が判断した場合、延期等の対応措置をとることが
あります。大学から緊急の連絡がある場合は、昭
和女子大学ホームページ（swu.ac.jp）の「重要
なお知らせ」に掲載します。ただし、このことに
伴う受験者の個人的損害について本学は責任を負
いません。

試験開始から30分以内の遅刻は、入室･
受験を認めるが、解答時間の延長は認め
ない。試験開始から30分以上の遅刻は欠
席となり、受験を認めない。

筆・消しゴムなど）・鉛筆削り（電動は不可）・時計（辞書・
計算・通信等の機能がついていないもの）・メガネに限る。

公募制推薦入学試験の合格発表と入学手続について

入学準備教育について

試　験　日 合格発表日 入学のための
情報登録期間

入学手続期間
【学納金納入】

2022年11月27日（日） 12月2 日（金）
10：00

12月13日（火）
～12月19日（月）

12月2日（金）
～12月9日（金）

昭和女子大学では、入学前の学修準備として「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
の学修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サイトのマイページ内「入学手続・書類一覧」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。

　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照会をしてください（P.29参照）
　電話での合否の問い合わせにはお答えできません。合格者はマイページ内「入学手続・書類一覧」ページから合格通知書と振込

用紙が印刷可能となります。合格通知書や振込用紙は郵送しませんので各自で印刷してください。

合格発表

　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者氏名を
入力してください。　

　③クレジットカードで支払う
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」ページに表示される案内に従ってお支払いください。

　※お支払い方法によって支払手数料が異なりますのでご注意ください。
　※クレジットカード以外でお支払いされた場合は、「マイページ」に入金情報は表示されません。

入学手続
●入学手続（学納金納入）

入学手続期間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
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。

2023年3月卒業見込者は入学式当日に卒業証明書1通が必要です。あらかじめ準備しておいてください。

公
募
制
推
薦
入
学
試
験
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●マイぺージから合否を照会する場合
インターネット出願のマイページから、「合否の照会 ボタンをクリックの上、合否を確認してください。

以下の２つの方法で合否を確認できます。
電話での合否の問い合わせにはお答えできませんので、各自で確認をしてください。

●外部から合否を照会する場合
「昭和女子大学合否照会サイト」 （https://gouhi.eraku-p.jp/era/swu/）からも合否を確認できます。

パソコン、スマートフォン、携帯電話に上記 URL を入力して、「昭和女子大学合否照会」ページへアクセ

受験生の「受験番号（6ケタ）」・「誕生月日（例：2 月3 日→0203）」を半角数字で入力し、合否を確認して
ください。

・合格発表直後はアクセスが多く、つながりにくい状態が予想されます。その場合はしばらく時間を置
　いてからアクセスしてください。
・「誤操作」や「見間違い」等を理由とした、入学手続きの遅れは認めません。
・操作方法ならびに合否の結果に関し、電話でのお問合せには応じかねます。
・一部の携帯電話（旧機種または特定機種）では利用できない場合があります。合否画面が表示されない

場合（エラー画面がでる）などは、携帯機種の特徴、契約内容などを確認してください。（携帯電話会
社のサイトなどで確認できます）

QRコード対応については、
各携帯電話の取扱説明書で確認するか 
各携帯電話会社に確認してください。
(本学へのお問い合わせには応じかねます)

スしてください。QRコードに対応する携帯電話の場合は、下記のQRコードを利用することもできます。

合否照会について

昭和女子大学合否照合サイトQRコード

注意事項

学費〈2022年度現行〉2023年度学費は決定次第HPに掲載します。
（単位：円）

学　　部 学　　科 入学金
施　設
設備金

（半年分）
授業料

（半年分）
実験実習
・教材費

（半年分）

厚　生
文化費

（半年分）

学　友
会　費

（半年分）
入学時
納入額

後　期
納入額

年　　間
納入総額

人間文化学部 日本語日本文学科
歴 史 文 化 学 科

200,000
200,000

130,000
130,000

397,800
412,800

6,500
20,000

40,000
40,000

1,200
1,200

775,500
804,000

575,500
604,000

1,351,000
1,408,000

人間社会学部
心 理 学 科
福 祉 社 会 学 科
現 代 教 養 学 科
初 等 教 育 学 科

200,000
200,000
200,000
200,000

130,000
130,000
130,000
130,000

427,800
412,800
407,800
407,800

30,000
30,000
15,000
15,000

40,000
40,000
40,000
40,000

1,200
1,200
1,200
1,200

829,000
814,000
794,000
794,000

629,000
614,000
594,000
594,000

1,458,000
1,428,000
1,388,000
1,388,000

食健康科学部
管 理 栄 養 学 科
健康デザイン学科
食安全マネジメント学科

200,000
200,000
200,000

130,000
130,000
130,000

427,800
427,800
427,800

45,000
35,000
35,000

40,000
40,000
40,000

1,200
1,200
1,200

844,000
834,000
834,000

644,000
634,000
634,000

環境デザイン学科 200,000 130,000 412,800 30,000 40,000 1,200 814,000 614,000 1,428,000

1,488,000
1,468,000
1,468,000

グローバルビジネス学部 ビジネスデザイン学科 200,000 130,000 422,800 25,000 40,000 1,200 819,000 619,000 1,438,000
会計ファイナンス学科 200,000 130,000 422,800 25,000 40,000 1,200 819,000 619,000 1,438,000

国

環境デザイン学部

際 学 部 英語コミュニケーション学科
国 際 学 科

200,000
200,000

130,000
130,000

412,800
412,800

20,000
25,000

40,000
40,000

1,200
1,200

804,000
809,000

604,000
609,000

1,408,000
1,418,000

①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、年度ごとに定めます。
②後期納入額は、入学時納入額から入学金を除いた金額です。
③卒業年次後期に、光葉同窓会費40,000円の納入が必要です。
④資格に関する実習費は、別途徴収する場合があります。

」

合否照会について

以下の２つの方法で合否を確認できます。
電話での合否の問い合わせにはお答えできませんので、各自で確認をしてください。
● マイぺージから合否を確認する場合
　インターネット出願サイトのマイページから、「合否の照会」ボタンをクリックの上、合否を確認してください。

●外部から合否を確認する場合
　「昭和女子大学合否照会サイト」（https://gouhi.eraku-p.jp/era/swu/）からも合否を確認できます。
　  インターネットに接続されたパソコン、スマートフォン、タブレット、携帯電話のブラウザで、上記 URL を入力して、
「昭和女子大学合否照会サイト」へアクセスしてください。QRコードに対応する端末の場合は、下記のQRコードを
利用することもできます。

　受験生の「受験番号（6ケタ）」・「誕生月日 ( 例：2月3日→ 0203)」を半角数字で入力し、合否を確認してください。

昭和女子大学合否照合サイトQRコード
QRコード対応については、
各端末の取扱説明書で確認するか 
各携帯電話会社に確認してください。
( 本学へのお問い合わせにはお答えできません )

注意事項

　・  合格発表直後はアクセスが多く、つながりにくい状態が予想されます。その場合はしばらく時間を置いてからアク
セスしてください。

　・「誤操作」や「見間違い」等を理由とした、入学手続きの遅れは認めません。
　・操作方法ならびに合否の結果に関し、電話でのお問合せにはお答えできません。
　・  一部の携帯電話（旧機種または特定機種）では利用できない場合があります。合否画面が表示されない（エラー画

面がでる）などの場合は、携帯電話機種の特徴、契約内容などを確認してください。（携帯電話会社のサイトなどで
確認できます）
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入学時学納金のお支払いが完了した方は、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。

2023年度 入学試験要項（共通事項）
SHOWA WOMEN'S UNIVERSITY 13



学費〈2022年度現行〉2023年度学費は決定次第HPに掲載します

●１年次入学� （単位：円）

学　　部 学　科　名 入学金
施　設
設備金

（半年分）
授業料
（半年分）

実験実習
教材費
（半年分）

厚　生
文化費
（半年分）

学　友
会　費
（半年分）

入学時
納入額

後　期
納入額

年　　間
納入総額

人間文化学部
日本語日本文学科 200,000 130,000 397,800 6,500 40,000 1,200 775,500 575,500 1,351,000
歴 史 文 化 学 科 200,000 130,000 412,800 20,000 40,000 1,200 804,000 604,000 1,408,000

人間社会学部

心 理 学 科 200,000 130,000 427,800 30,000 40,000 1,200 829,000 629,000 1,458,000
福 祉 社 会 学 科 200,000 130,000 412,800 30,000 40,000 1,200 814,000 614,000 1,428,000
現 代 教 養 学 科 200,000 130,000 407,800 15,000 40,000 1,200 794,000 594,000 1,388,000
初 等 教 育 学 科 200,000 130,000 407,800 15,000 40,000 1,200 794,000 594,000 1,388,000

食健康科学部
管 理 栄 養 学 科 200,000 130,000 427,800 45,000 40,000 1,200 844,000 644,000 1,488,000
健康デザイン学科 200,000 130,000 427,800 35,000 40,000 1,200 834,000 634,000 1,468,000
食安全マネジメント学科 200,000 130,000 427,800 35,000 40,000 1,200 834,000 634,000 1,468,000

グローバルビジネス学部
ビジネスデザイン学科 200,000 130,000 422,800 25,000 40,000 1,200 819,000 619,000 1,438,000
会計ファイナンス学科 200,000 130,000 422,800 25,000 40,000 1,200 819,000 619,000 1,438,000

国 際 学 部
英語コミュニケーション学科 200,000 130,000 412,800 20,000 40,000 1,200 804,000 604,000 1,408,000
国 際 学 科 200,000 130,000 412,800 25,000 40,000 1,200 809,000 609,000 1,418,000

環境デザイン学部 環境デザイン学科 200,000 130,000 412,800 30,000 40,000 1,200 814,000 614,000 1,428,000
①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、年度ごとに定めます。
②後期納入額は、入学時納入額から入学金を除いた金額です。
③卒業年次後期に、光葉同窓会費 40,000 円の納入が必要です。
④資格に関する実習費は、別途徴収する場合があります。

●２年次編入学� （単位：円）

学　　部 学　科　名 入学金
施　設
設備金

（半年分）
授業料
（半年分）

実験実習
教材費
（半年分）

厚　生
文化費
（半年分）

学　友
会　費
（半年分）

入学時
納入額

後　期
納入額

年　　間
納入総額

人間文化学部
日本語日本文学科 200,000 130,000 397,800 6,500 40,000 1,200 775,500 575,500 1,351,000
歴 史 文 化 学 科 200,000 130,000 412,800 20,000 40,000 1,200 804,000 604,000 1,408,000

人間社会学部

心 理 学 科 200,000 130,000 427,800 30,000 40,000 1,200 829,000 629,000 1,458,000
福 祉 社 会 学 科 200,000 130,000 412,800 30,000 40,000 1,200 814,000 614,000 1,428,000
現 代 教 養 学 科 200,000 130,000 407,800 15,000 40,000 1,200 794,000 594,000 1,388,000
初 等 教 育 学 科 200,000 130,000 407,800 15,000 40,000 1,200 794,000 594,000 1,388,000

グローバルビジネス学部
ビジネスデザイン学科 200,000 130,000 422,800 25,000 40,000 1,200 819,000 619,000 1,438,000
会計ファイナンス学科 200,000 130,000 422,800 25,000 40,000 1,200 819,000 619,000 1,438,000

国 際 学 部
英語コミュニケーション学科 200,000 130,000 412,800 20,000 40,000 1,200 804,000 604,000 1,408,000
国 際 学 科 200,000 130,000 412,800 25,000 40,000 1,200 809,000 609,000 1,418,000

環境デザイン学部 環境デザイン学科 200,000 130,000 412,800 30,000 40,000 1,200 814,000 614,000 1,428,000
上記①～④をご確認ください。

●３年次編入学� （単位：円）

学　　部 学　科　名 入学金
施　設
設備金

（半年分）
授業料
（半年分）

実験実習
教材費
（半年分）

厚　生
文化費
（半年分）

学　友
会　費
（半年分）

入学時
納入額

後　期
納入額

年　　間
納入総額

人間文化学部
日本語日本文学科 200,000 130,000 397,800 6,500 40,000 1,200 775,500 575,500 1,351,000
歴 史 文 化 学 科 200,000 130,000 412,800 20,000 40,000 1,200 804,000 604,000 1,408,000

人間社会学部
心 理 学 科 200,000 130,000 427,800 30,000 40,000 1,200 829,000 629,000 1,458,000
福 祉 社 会 学 科 200,000 130,000 412,800 30,000 40,000 1,200 814,000 614,000 1,428,000
現 代 教 養 学 科 200,000 130,000 407,800 15,000 40,000 1,200 794,000 594,000 1,388,000

生 活 科 学 部
環境デザイン学科 200,000 130,000 412,800 30,000 40,000 1,200 814,000 614,000 1,428,000
健康デザイン学科 200,000 130,000 427,800 30,000 40,000 1,200 829,000 629,000 1,458,000
食安全マネジメント学科 200,000 130,000 427,800 30,000 40,000 1,200 829,000 629,000 1,458,000

グローバルビジネス学部
ビジネスデザイン学科 200,000 130,000 422,800 25,000 40,000 1,200 819,000 619,000 1,438,000
会計ファイナンス学科 200,000 130,000 422,800 25,000 40,000 1,200 819,000 619,000 1,438,000

国 際 学 部 英語コミュニケーション学科 200,000 130,000 412,800 20,000 40,000 1,200 804,000 604,000 1,408,000
上記①～④をご確認ください。

2023年度 入学試験要項（共通事項）
SHOWA WOMEN'S UNIVERSITY14



入学試験Q&A
質　　　問 回　　　答

出　願

インターネット出願はいつから使用できま
すか。

各入試の出願期間中に出願登録可能です。出願期間前にマイページを作成
することはできます。

インターネット出願で入学志願書を印刷し
て最終確認をしたら、住所（志願者情報部分）
の入力を間違えていました。どうすればよい
でしょうか。

インターネット出願で入学志願書を印刷して
最終確認をしたら、志望学科（出願内容部分）
の入力を間違えていました。どうすればよい
でしょうか。まだ郵送はしていません。

出願書類が手元にある（郵送はまだしていない）状態でしたら、アドミッショ
ンセンターまでお電話ください。郵送後は変更できません。

検定料 入学検定料の返還請求ができるのは、どの
ような理由の時ですか。

以下２点の理由の場合のみ返還請求を受け付けます。
①出願内容が完全に一致し、二重払いをしている場合。
②出願書類を郵送したが、受理されなかった場合。
対象の方には、インターネット出願サイトのマイページに「検定料返還」の
ボタンが表示されます。案内に従って返還請求を行ってください。

写　真 出願時に写真は必要ありますか。

受験票 受験票の記載事項が入学志願書の内容と異
なっていたのですが。 アドミッションセンターまでお電話ください。

出願書類ダウンロード

大学編入・学士・転入学試験 https://exam.swu.ac.jp/university/exam/o_tselection

外国人留学生入試 https://exam.swu.ac.jp/university/exam/o_student

辞退について（※推薦入試は対象としていません）

入学手続完了後に入学辞退をする場合、所定の手続を行えば、入学金以外の学費を返還します。
対象の方には、インターネット出願サイトのマイページに「入学辞退」ボタンが表示されます。
学費返還を申請する方は、マイページの掲載文をよく読み、入学辞退登録を行ってください。
　入学辞退登録期限：2023年３月31日（金）
　返還時期：入学辞退登録後、約１カ月でご指定の金融機関へ振り込みます。

「顔写真データ」が必要です。「入学試験」及び入学後の「学生証」に使用する
ため、出願の際に「顔写真データ」をアップロードする必要があります。
P.9を参照してください。

152019年度 入学試験要項（共通事項）
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入学志願書の「志願者情報」部分で修正がある場合は、訂正印を押印のうえ、
正しい内容を入学志願書の余白に手書き（赤字）で書いてください。出願書類
が大学に届いた時にデータを修正します。受験票を印刷した時に正しく修正さ
れているか確認してください。

試験中に受験に耐えられなくなった場合には監督者に申し出てください。保健
室で休養はできますが、保健室での受験や試験時間の延長は認めません。

入学試験に関して大学から緊急の連絡がある場合は、昭和女子大学ホームページ
の「重要なお知らせ」に掲載します。（swu.ac.jp）

その他

受験者の学力状況により、合格者数が募集人数に満たない場合があります。

入　試
当　日

試験中に体調が悪くなった場合は、どうすれ
ばよいですか。

台風が上陸しそうですが、入試を実施しますか。

募集人員分の人数分は必ず合格が出ますか。

学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（新型コロナウイルス感
染症も含む）または流行性の感染症にかかり、治癒していない場合は、他の受
験生への感染の恐れがありますので、受験を認めません。感染症患者の濃厚接
触者に該当する者、試験当日の検温で37.5℃以上の熱がある者も受験を認めま
せん。希望者は、後日に実施する入学試験への振替（当日の検温による対象者
は別途対応します）または検定料の返還が可能です。試験前日までにアドミッ
ションセンターまでお申し出ください。

インフルエンザや新型コロナウイルス等の
感染症にかかってしまいました。

アドミッションセンター　TEL：03-3411-5154　E-mail：spass@swu.ac.jp

合格後 クレジットカード以外でお支払いされた場合は、「マイページ」に入金情報は
表示されません。入金の際は、明細書等の控えをお手元に保管してください。

学納金を納入したのに、マイページの入金
情報に表示されません。
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※試験当日は、必ず正門から入構してください。試験室は当日の係員の指示に従ってください。


