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2023年度 

外国人留学生 

一般入学試験要項 

問い合わせ先 

■入試に関すること 

電話 03-3411-5154（アドミッションセンター） 

 

■留学全般に関すること 

電話 03-3411-5249（国際交流センター（CIE）） 

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/


受験にあたり 
本入試の受験者は事前に本要項にある「学科の概要」や「入学試験要項（共通事項）」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、本学の大学案内、オープンキャンパス等を利用し、希望学科の教育内容を十分に理解するように

してください。 

なお、本学では私費外国人留学生入学金免除制度を設けています。制度を利用する際は一定の条件があ

り、出願時に書面での申請が必要です。詳細はこの要項に記載していますので、必ず確認してください。 

 

１．学部・学科および募集人員、入学時期 
 

学 部 ・ 学 科 入学時期 募集人員 

人間文化学部 
日本語日本文学科 

4 月 若干名 

歴史文化学科 

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 

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 

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 

国際学部 
英語コミュニケーション学科 

国際学科 

環境デザイン学部 環境デザイン学科  

 

２．出願資格 

以下の（１）～（４）の条件をすべて満たす者。 

（１）私費または国費での修学が可能な女子。 

（２）次の①～⑤のいずれかに該当する者。 

①学校教育課程(※)12 年以上の課程を修了した者、および 2023 年 3 月までに修める見込みの者で、

以下のⅰ）またはⅱ）のいずれかを満たす者。 

ⅰ）日本以外の国において、当該国の学校教育制度に基づく中学校および高等学校の課程を修

了した者、および 2023 年 3 月までに修了する見込みの者｡ 

ⅱ）文部科学省が「外国の高等学校相当」として指定した日本国内の外国系高等学校の課程を

修了している（2023 年 3 月までに修了見込みの）者で、日本以外の国において、中学校の

課程を修了し、日本国内の外国系高等学校の在籍期間が最終学年を含めて継続 2 年以内で

ある者。 

※学校教育課程とは当該国において制度上正規の学校教育課程に位置づけられたものであって、日

本における 12 年間の学校教育課程（小学校 6 年、中学校 3 年、高等学校 3 年）に相当するもの

を指す。 

②上記①と同等以上の学力があると認められる当該国の学力認定試験に合格した者で、2023 年 3

月 31 日までに 18 歳に達する者。 

③日本以外の国において、高等学校と同等と認定される課程を修了した者（学力認定試験合格者を

含む）で、学校教育が 12 年を満たさない場合、文部科学省が指定した準備教育課程または研修

施設の課程を修了した者。 

④国際バカロレア資格・アビトゥア資格・バカロレア資格・GCEAレベルを有する者、または、国

際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI、NEASC）の認定を受けた教育施設の 12 年の課程を修

了した者。 

⑤上記①～④のいずれにも該当しない者で、本学の個別出願資格審査により高等学校卒業と同等以

上の学力があると認められた者で、2023 年 3 月 31 日までに 18 歳に達する者。 

https://univ.swu.ac.jp/guide/education/f_policy/


個別出願資格審査は以下の要領で申請すること 

Ⅰ．申請期限  2022 年 11 月 11 日（金）本学必着 

Ⅱ．申請方法  書留郵便（「出願資格認定申請書類在中」と明記すること） 

Ⅲ．申請書類 

①出願資格認定申請書（本学所定様式） 

②高等学校課程に相当する課程等における学習歴を証明する書類（成績証明書でも可）のコ

ピー、あるいは、社会での実務経験や取得した資格を有する者はその実務経験や取得した資

格を証明する書類 

※学習歴や実務歴が複数にわたる場合は、そのすべてについて提出すること。 

※成績証明書のコピーには教育内容（シラバス）がわかる書類も添えて提出すること。 

※日本語または英語の訳文が必要となる。 

③返信用封筒（長形 3 号封筒に申請者の宛先を明記し、簡易書留による返信用切手 404 円分を

貼り付けること） 

④その他、上記以外で本学が提出を求める書類等 

Ⅳ．審査結果  出願資格審査結果については、本人宛に郵送にて交付する。 

（３）日本留学試験（2021 年度または 2022 年度）の「日本語（読解・聴解・聴読解）」の合計得点が

250 点以上の者、または日本語能力試験 N1 取得者。 

（４）志望する各学科について以下基準を満たす者。 

心理学科 

日本留学試験 
（2021 年度または 2022 年度） 

「総合科目」および数学（コース１または

コース２）」を受験した者 

管理栄養学科 「理科（化学・生物）」を受験した者 

健康デザイン学科 「理科（化学・生物）」を受験した者 

食安全マネジメント学科 「理科（化学・生物）」を受験した者 

ビジネスデザイン 

学科 

「総合科目」を受験し、その得点が 100 点

以上である者、かつ、次のいずれかの英語

検定試験のスコアを取得している者※ 

・TOEIC® L&R 550 点以上 

・TOEFL® iBT 42 点以上 

・IELTSTM 4.0 以上 

英語コミュニケー

ション学科 

次のいずれかの英語検定試験のスコアを取得している者※ 
・TOEIC® L&R 550 点以上 

・TOEFL® iBT 42 点以上 

・IELTSTM 4.0 以上 

国際学科 

次のいずれかの英語検定試験のスコアを取得している者※ 
・TOEIC® L&R 550 点以上 

・TOEFL® iBT 42 点以上 

・IELTSTM 4.0 以上 

※英語検定試験のスコアは出願期間に有効期限内のものに限る。 

３．昭和女子大学私費外国人留学生入学金免除制度について 
本学の正規課程に入学する私費外国人留学生を対象に入学金を免除します。 

次の全てに該当する私費外国人留学生に対して制度を適用します。 

（１）本学の正規課程への入学手続きをする者 

（２）在留資格が「留学」または「留学」へ変更となることが見込まれている者 

何らかの理由により入学金の一部が減額されている場合は、減額後の入学金全額を免除します。 

入学試験出願時に「入学金免除申請書」（指定書式）を本学ホームページ（入試情報サイト）「大学入学試

験」→「外国人留学生入試」からダウンロードし、出願書類と併せて提出してください。申請しない場合は

申請書の該当欄にチェックし提出してください。 

４．出願期間および試験日程 
 

出願期間 
２０２２年１１月２１日（月）～１２月 5 日（月） 

郵送のみ・消印有効 ※日本国外からの郵送は期間内必着 

試験日 

２０２３年 １月 ７日（土） 

受験票はインターネット出願のマイページ上から、１２月２４日頃から印刷可能と

なる。 各自で印刷(Ａ４サイズ縦)し、試験日当日に必ず持参すること。 

合格発表日 
２０２３年 １月１３日（金）１０：００～ 

インターネット出願のマイページ上で合否結果を確認してください。 

入学手続期間 ２０２３年 １月１３日（金）～ １月２３日（月） 



５．出願書類 
 

 出願書類 注意事項 

1 入学志願書 

本学ホームページ(入試情報サイト http://exam.swu.ac.jp/)の

「インターネット出願サービス」で作成すること。 

※手順は「入学試験要項(共通事項)」参照 

2 履歴書（※1） 本学所定の用紙 

3 

高等学校の 

卒業証明書（※2） 

(Certificate of Graduation) 

＜原本＞ 

・日本語または英語表記のものとする。 

・それ以外の言語で書かれている場合は、日本語または英語の

訳文が必要となる。翻訳した場合は、日本語学校や大使館等

の公的機関が発行した翻訳証明書を添付すること。 

・卒業証明書(Certificate of Graduation)が提出できない場合

は、卒業証書(Diploma)のコピーを提出すること。その際必

ず原本から正しく複製されたことの証明（Certified true 

copy）を出身高校または公的機関で受けてから提出するこ

と。 

出願資格等を確認するために、個人情報を第三者（大使館等）

に照会することがある。 

4 

高等学校の 

成績証明書（※2） 

＜原本＞ 

・日本語または英語表記のものとする。 

・それ以外の言語で書かれている場合は、日本語または英語の

訳文が必要となる。翻訳した場合は、日本語学校や大使館等

の公的機関が発行した翻訳証明書を添付すること。 

5 
在留カード(両面)の写し 

（※1） 

出願時点で日本国内の在留資格、在留期間を有する者のみ提

出。 

6 氏名確認票（※1） 
氏名ローマ字表記確認のため、本学所定の用紙にパスポートの

コピーを貼付けること。 

6 

次のいずれかを提出すること。ただし、心理学科、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、ビジネスデザイン学科を希望する者は①を提出すること。 

①｢日本留学試験｣成績通知書 

の写し 

2021 年度または 2022 年度のもの。2022 年 11 月受験者は受験

票のコピーを同封すること。（※3） 

②日本語能力試験認定結果 

及び成績に関する証明 

(N1) 

日本語能力試験のＨＰで「証明書の発行」ページを確認し、必

ず「証明書(原本)」を提出すること。 

7 資格の取得を証明する書類 

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

科を希望する者は、次のいずれかの英語検定試験のスコア取得

証明 

・TOEIC® L&R 550 点以上 

・TOEFL® iBT 42 点以上 

・IELTSTM 4.0 以上 

＊出願期間に有効期限内のものに限る。コピー可。 

8 入学金免除申請書（※1） 申請の有無を記載すること。 

9 出願資格審査結果 個別出願資格審査により出願を認められた場合のみ必要 

※1 本学ホームページ(入試情報サイト http://exam.swu.ac.jp/)の「外国人留学生入試」から書式をダ

ウンロードすること。 

※2 高等学校以上の学校を卒業・修了している場合は、高等学校と高等学校以上の証明書の両方が必要

となる。 

※3 日本留学試験を 2022 年 11 月に受けた者は、受験票のコピーを同封すること。但し、成績が基準に

満たさない場合は出願を受理しない。 

【注意】入学志願書ならびに必要書類に不備がある場合には、受験できない場合があるので十分に注意

して作成すること。 

一度提出した出願書類等は返還しない。 

  



６．検定料 

検定料  ２０，０００円 

1． 出願期間内に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。 

2． 一度納入した検定料は返還できません。 

 

７．選考方法 

出願書類、筆記試験、面接によって総合的に合否を判定する。＜出題は日本語で行う＞ 

学  科 適性テスト① 適性テスト② 面 接 

日本語日本文学科 なし 小論文(日本語 800 字) 

各学科による面接

と試問 ※1 

歴史文化学科 専門知識 小論文(日本語 800 字) 

心理学科 英語（共通） 小論文(日本語 800 字) 

福祉社会学科 
福祉や保健・医療に 

関連した知識 
小論文(日本語 800 字) 

現代教養学科 英語（共通） 現代社会に関する事項 

初等教育学科 なし 小論文(日本語 800 字) 

管理栄養学科 なし 小論文(日本語 800 字) 

健康デザイン学科 なし 小論文(日本語 800 字) 

食安全マネジメント学科 なし 小論文(日本語 800 字) 

ビジネスデザイン学科 英語（共通） 小論文(日本語 800 字) 

会計ファイナンス学科 英語（共通） 小論文(日本語 800 字) 

英語コミュニケーション学科 英語（共通） 小論文(日本語 800 字) 

国際学科  英語（共通） 小論文(日本語 800 字) 

環境デザイン学科 基礎科学と専門知識 小論文(日本語 800 字) 

※1＜面接／共通内容＞志望理由、入学後の計画・卒業後の目標、希望学科の理解度、その他 

 

＜面接／試問内容＞ 

学  科 試問内容 

日本語日本文学科 日本の言語、文学、文化についての基礎知識に関する質問 

歴史文化学科 歴史文化に関する質問 

心理学科 心理学の社会的応用に関する基礎知識／実験・調査等の実習を想定した会話 

福祉社会学科 社会福祉に関する質問 

現代教養学科 現代社会の諸問題に関する質問 

初等教育学科 日本の教育・保育の制度、目的、内容、現状に関する知識 

管理栄養学科 食・栄養・健康に関する質問 

健康デザイン学科 食・栄養・健康に関する質問 

食安全マネジメント学科 食品、食品の安全性、食品の流通に関する質問 

ビジネスデザイン学科 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 

会計ファイナンス学科 最近の経済・社会問題に関する質問 

英語コミュニケーション学科 
英語圏文学・文化、言語、コミュニケーション学についての基礎知識に関する 

質問と英語による質問 

国際学科  時事に関する質問 

環境デザイン学科 興味のあるデザイン領域 

●配点 ※それぞれの選考項目について評価し、総合的に判定します。 



学科名 満点 
配点 

出願書類 適性テスト① 適性テスト② 面接 

日本語日本文学科 230 30 - 100 100 

歴史文化学科 400 50 100 100 150 

心理学科 300 80 20 100 100 

福祉社会学科 400 50 100 100 150 

現代教養学科 350 50 100 100 100 

初等教育学科 300 100 - 100 100 

管理栄養学科 300 100 - 100 100 

健康デザイン学科 300 100 - 100 100 

食安全マネジメント学科 300 100 - 100 100 

ビジネスデザイン学科 400 50 100 100 150 

会計ファイナンス学科 400 50 100 100 150 

英語コミュニケーション学科 350 50 100 100 100 

国際学科 350 50 100 100 100 

環境デザイン学科 350 50 100 100 100 

 

 

８．試験時間割 
 

科目 試験時間 入室時間 

適性テスト① 9：00～10：00 8：15 開始 

適性テスト② 10：30～11：30 10：25 完了 

面接 12：30～ 12：20 完了 

 

 

 

 

 

 

９．試験会場 

昭和女子大学 1 号館 

東京都世田谷区太子堂 1-7-57 

地下鉄………東急田園都市線「三軒茶屋」駅下車南出口利用 徒歩 7 分 

バ ス………渋谷駅南口から三軒茶屋方面行きバス乗車 約 15 分「昭和女子大」下車 

  

１．試験開始の 10分前迄に着席を完了すること。 
＊「適性テスト②」については試験開始の 5分前迄 

２．最初の科目を欠席した場合、以降の科目は受験

できない。 

３．受験票のない者は受験できない。受験票を紛失し

たり忘れた場合には、試験開始時間前にアドミッ

ションセンター（1 号館 2 階）まで申し出て、指示を

受けること。 

※試験当日は、本学の受験票を持参し、試験中は机上に

提示すること。 



１０．合格発表および入学手続き 

1. 合格発表日：２０２３年１月１３日（金） 

インターネット出願のマイページ上で午前 10 時以降に合否結果を確認して 

ください。電話による問い合わせには応じません。 

 

2. 入学手続期間：２０２３年１月１３日（金）～１月２３日（月） 

入学希望者は、入学手続期間内に（１）入学時納入金の振込、および、 

（２）入学のための情報登録をしてください。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。 

 

（１）入学時納入金の振込 

１月１３日（金）以降、インターネット出願のマイページから、以下のいずれかの方法で、 

入学時学納金の振込をしてください。 

 

 

（２）入学のための情報登録 

マイページから期日内に手続きを行ってください。 

入学のための情報登録期間：２０２３年１月１３日（金）～１月２３日（月） 

 

※入学辞退に伴う学費の返還については『入学試験要項（共通事項）』を参照すること。 

 

 

１１．入学準備教育 

昭和女子大学では、入学前の学習準備として日本語の課題を課しています。また、学科により別途課題

を課すことがあります。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。 

  

◆お支払方法◆ 

①金融機関窓口で支払う 

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。 

※お支払方法によって手数料が異なりますのでご注意ください。 

 



１２．学費等 

●２０２２年度学費（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＞ 

① 私費外国人留学生入学金免除制度を利用することで、入学金は全額免除となります。 

② 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。 

③ 外国人留学生は所定の基準を満たせば、授業料が最大 30％減免されます。 

④ 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。 

⑤ 卒業年次後期に光葉同窓会費 40,000 円の納入が必要です。 

⑥ 資格に関する実習費は、別途徴収する場合があります。 

 

●昭和女子大学学生会館について〔2023 年 12 月 31日閉館（運営終了）〕 
昭和女子大学には世田谷キャンパス隣接地に 131 人を収容できる「昭和女子大学学生会館」がご

ざいます。入館希望者は、合格発表後に、マイページに掲載される入館申込方法に従い、申込をし

てください。 

閉館に伴い、在館は 2023 年 12 月 31 日までとなります。 

その後のお住まいについては、ショッププレリュードまでご相談ください。 

※希望者が定員を超えた場合は抽選とし、入館できない場合は学生用賃貸物件等の資料をお送りし

ます。 

※本学学生会館に関する詳細については、ホームページをご確認ください。 

※問い合わせ先：教学支援センター 学生支援課 TEL 03-3411-5118 

 

 

１３．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）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。

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。 

  



学科の概要 
 

「③取得可能資格」についての注意事項 
 

 

１．カリキュラム上は取得可能でも、本人の履修状況により取得できない場合があります。 

２．＊の任用資格について：任用資格の取得は可能ですが、日本国および都道府県の職員採用試験では

日本国籍を有する者以外の受験資格が認められない場合があります。 

※この件に関する問い合わせ先：アドミッションセンター 03-3411-5154 

 

 

人間文化学部 

学科 概要 

日本語 

日本 

文学科 

① 求める人物 

日本のことばと文学に強い関心を持ち、広い視野と豊かな教養を身に

つけようとする人。ものごとにじっくり取り組み、意欲的に学ぶ人。

ことばに対する感性を高め、表現する力を活用して、社会に貢献でき

る人。 

② 教育内容 

1 年次では基礎的な科目を中心に学びます。2 年次からは、言語コース

（日本語学・日本語教育）か、文学コース（古典文学から近現代文学

まで）かを選び、専門性を高めます。 

③ 取得可能資格 

高等学校教諭一種（国語・書道）、中学校教諭一種（国語）、日本語

教員（大学認定証）、図書館司書・司書教諭、学芸員、文書情報管理

士（2 級）、昭和女子大学認定アーキビスト（2 級）、社会福祉主事

（任用資格＊） 

歴史文化

学科 

① 求める人物 

歴史と文化を意欲的に学ぼうとする強い意志があり、資料やフィール

ドワークを通じて得た知識と経験を社会に発信し、貢献することを望

む人。 

② 教育内容 

歴史（日本史、東洋史、西洋史、地理）、文化（美術、民俗、考古、

文化財）の 2 分野についての体系的な学修を目指します。また歴史史

料調査／民俗の現地調査／博物館や寺社での調査／考古学の発掘調査

などの体験の場を通して、多文化への理解を深めます。 

③ 取得可能資格 

学芸員、日本語教員（大学認定証）、高等学校教諭一種（地理歴

史）、中学校教諭一種（社会）、図書館司書・司書教諭、社会福祉主

事（任用資格＊）、考古調査士（2 級）、文書情報管理士（2 級）、昭

和女子大学認定アーキビスト（2 級） 

 

 

 

  



人間社会学部 

学科 概要 

心理学科 

① 求める人物 

将来、人と関わる仕事や活動を通して社会に貢献するために、心理学

を学ぼうとする人。心理学の研究・実践で必要となる調査・実験の遂

行に支障のない日本語運用能力を持つ人。 

② 教育内容 

臨床・社会・発達・認知の 4 領域における心理学の基礎を学んだ上、

より専門的な知識や技能を身につけます。3 年次以降はゼミナール形

式で指導し、卒論研究を通じて総合的な力を養います。 

③ 取得可能資格 

公認心理師受験資格（原則として大学院修了後）、認定心理士、認定

心理士（心理調査）、社会調査士、高等学校教諭一種（公民）、 

図書館司書・司書教諭、学芸員、日本語教員（大学認定証） 

福祉社会

学科 

① 求める人物 

だれもが自己実現できることへの支援と、ゆたかで安心できる福祉社

会づくりに貢献したい人。人々の生活ニーズや社会における福祉的課

題を掘り起し、解決に向けて主体的に行動できる人。 

② 教育内容 

1 年次の地域型プロジェクト学習のほか、基礎教養科目や専門科目を

体系的に学び、ソーシャルワーカーとして必要な知識とスキルを身に

つけます。3・4 年次はゼミ形式の授業や現場実習を通じて研究力と実

践力を養います。 

③ 取得可能資格 

社会福祉士受験資格、精神保健福祉士受験資格、保育士、社会福祉主

事（任用資格＊）、図書館司書、社会調査士、日本語教員（大学認定

証） 他 

現代教養

学科 

① 求める人物 

複雑化する現代社会を的確に把握・分析し、社会に発信・表現できる

能力を磨きたい人。学際的な学びから得た知識や判断力をもとに社会

と積極的に関わりたい人、知の楽しみを見つけたい人。 

② 教育内容 

1 年次で基礎となる幅広い教養を身につけ、2 年次からは社会学や社会

調査に関連する専門科目を学び、物事を複合的に捉える力や社会への

発信力を養います。 

③ 取得可能資格 
社会調査士、高等学校教諭一種（公民）、学芸員、社会福祉主事（任

用資格＊）、日本語教員（大学認定証）、図書館司書・司書教諭 

初等教育

学科 

① 求める人物 

日本の教育制度・保育制度に理解を示し、かつ資格取得に対する明確

な意思を持ち、子どもの成長を支援する職業に就きたいという意欲を

持つ誠実で明朗快活な人。 

② 教育内容 

人間形成の原理と基本的な教育理論、現代社会における教育課題につ

いて学び、教育者・保育者に不可欠な教育教養を身につけます。ま

た、小学校・幼稚園の教育職員免許状、保育士の資格取得に必要な科

目を段階的に修得します。 

③ 取得可能資格 
小学校教諭一種（児童教育コースのみ）、幼稚園教諭一種、保育士

（幼児教育コースのみ）、司書教諭、社会福祉主事（任用資格＊）他 

 

  



食健康科学部 

学科 概要 

管理栄養

学科 

① 求める人物 

食、栄養、健康に強い関心を持ち、医療、福祉、保健、教育、研究及

び行政並びに食の分野における栄養の専門職を目指して、社会に貢献

したいという意欲が強い人。 

② 教育内容 

栄養・食品の基礎科目から、応用・実践へと段階的に積み重ね、知識

と技術を統合した実践力を養います。また、栄養士資格及び管理栄養

士国家試験受験資格取得に必要な科目を修得します。 

③ 取得可能資格 
栄養士、管理栄養士国家試験受験資格、食品衛生管理者（任用資

格）、栄養教諭一種、図書館司書、社会福祉主事（任用資格＊）他 

健康 

デザイン

学科 

① 求める人物 
健康と栄養を中心に、食・美・運動などに強い関心を持ち、将来は専

門的な知識と能力を活かして社会に貢献したいという意欲のある人。 

② 教育内容 

栄養士としての基盤となる基礎・専門能力を身につけ、社会で活躍で

きる実践力を養います。その上で、健康と食・美・運動などを多面的

にとらえ、生活の質の向上に貢献する能力を養います。 

③ 取得可能資格 

栄養士、管理栄養士受験資格（1 年間以上の実務経験が必要）、中学

校・高等学校教諭一種（家庭・保健体育）、栄養教諭二種、健康運動

指導士受験資格、ＨＡＣＣＰ管理者、フードスペシャリスト他 

食安全マ

ネジメン

ト学科 

① 求める人物 
食の安全と食のマネジメントに強い関心があり、将来専門的な知識と

技能を活かして、食の面から社会に貢献したいと考えている人。 

② 教育内容 
食品学、栄養学などのサイエンスと経済、経営、流通などのフードビジ

ネスについて、実験、実習、演習を交えて基礎から応用まで学びます。 

③ 取得可能資格 
食品衛生監視員（任用資格＊）、食品衛生管理者（任用資格）、 

ＨＡＣＣＰ管理者 

 

グローバルビジネス学部 

学科 概要 

ビジネス

デザイン

学科 

① 求める人物 

ビジネスの領域でリーダーとして活躍することをめざす人。自ら課題

を発見しその解決に取り組む人。グローバルな視野と知識をキャリア

プランに活かそうとする人。自らの問題意識に基づき、学科の多様な

プログラム（テンプル大学ジャパンキャンパスとのダブル・ディグ

リー・プログラム、TUJ Master in Management、協定校への認定留

学、プロジェクト活動、ティーチング・アシスタント制度、ウェブマ

スター制度など）に積極的に挑戦しようとする人。 

② 教育内容 

ビジネスの仕組みを『ビジネス 5 つの知』という視点から体系的に学

びます。2 年前期には原則として全員がボストン留学を経験し、英語

力と国際感覚を習得します。実務家からビジネスの実際を学んで応用

力を養い、プロジェクト研究で問題解決能力を身につけます。 

③ 取得可能資格 

日本語教員（大学認定証） 

※下記の資格の取得を学科として奨励し、受験の機会を設けます。 

JHMA 認定アソシエイト・ホスピタリティ・コーディネータ、ユニ

バーサルマナー検定、ニュース時事能力検定、マイクロソフトオフィ

ススペシャリスト（MOS）検定 

会計ファ

イナンス 

学科 

① 求める人物 

簿記およびファイナンシャルプランナーの資格取得を目指す過程でビジ

ネスに必要不可欠な資金の調達およびその運用・活用方法を修得し、そ

れを活かすことで、ビジネスの現場で中核を担うことを目指す人。 

② 教育内容 

ビジネスの仕組みを『ビジネス５つの知』という視点から体系的に学

びます。会計およびファイナンスを中心に、関連する資格取得を目指

しながら金融リテラシーを修得した上で、実務家からビジネスの実際

を学んで応用力を養い、ビジネスを創造し、プロジェクト研究で問題

解決能力を身につけます。 

③ 
取得をめざす

資格 

日商簿記検定、全経簿記検定、国際会計資格（BATIC）、 

ファイナンシャル・プランニング技能士、国税専門官 他 



国際学部 

学科 概要 

英語コ

ミュニ

ケーショ

ン学科 

① 求める人物 

世界の動向に関心を持ちながら英語を中心に学修する人。ボストン

留学プログラムや認定留学プログラムに積極的に参加し、知識や経

験を活かして社会に貢献する意欲を持った人。 

② 教育内容 

留学プログラムや少人数の習熟度別クラスでの学習及び様々なアク

ティブ・ラーニングを通して、高度な英語コミュニケーション能力

を習得します。また、国内外のインターンシップやボランティア活

動を通して、主体性、リーダーシップ、協調性を磨きます。原則と

して全員留学します。 

③ 取得可能資格 

高等学校教諭一種（英語）、中学校教諭一種（英語）、児童英語教

員（大学認定証）、日本語教員（大学認定証）、図書館司書・司書

教諭、学芸員、社会福祉主事（任用資格＊） 

国際学科 

① 求める人物 
グローバル化する世界に知的関心があり、留学プログラムを通じて

自分の能力を高め、幅広い教養と柔軟な思考がもてる人。 

② 教育内容 

複雑化する国際社会に対応するために人文科学・社会科学にまたが

る科目群を学べます。さらに、英語＋１の外国語科目（韓国語、中

国語、ベトナム語、ドイツ語、フランス語、スペイン語）を集中的

に学びます。原則として全員留学します。 

※出身国の言語は原則選択できません。 

③ 取得可能資格 
日本語教員（大学認定証）、図書館司書、学芸員、社会福祉主事

（任用資格＊） 

 

 

環境デザイン学部 

学科 概要 

環境 

デザイン

学科 

① 求める人物 

広く実社会においてデザイン力とプレゼンテーション力を生かして

活躍する事を目標に、自由な発想で意欲的に学習し、チームの一員

としても調和しようと努力する人。 

② 教育内容 

専門の講義・演習科目を通して、デザイン力とプレゼンテーション

力、コミュニケーション力を育むとともに、学内・学外活動を通じ

て実社会に通用する力を養います。 

③ 取得可能資格 
一級建築士受験資格（※免許登録には 2 年の実務経験が必要）、 

JABEE プログラム、学芸員 他 

 

 

 

 

 
 

 

●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) 


