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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、別添の「入学試験要項」にある「昭和女子大学理解の資料として」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  

募集人員を超えた出願があり、光葉同窓会推薦入試の判定が合格とならなかった場合、同時に行われる公募制推薦 

入試の志願者に加え再度判定を行います。 

【併願制度について】管理栄養学科・健康デザイン学科以外の学科は、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 

生活科学部 

環境デザイン学科 ３名 

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 ２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 

 

４．試験日程および試験会場  

出 願 期 間･･････････２０１８年１１月 １日（木）～１１月６日（火）消印有効 

試 験 日･･････････２０１８年１１月１８日（日） 

  ＊受験票はインターネット出願のマイページから、１１月９日頃までに印刷が可能となります。 

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。 

合格発表日･･････････２０１８年１１月２７日（火） 

手 続 期 間･･････････２０１８年１１月２７日（火）～１２月５日（水） 

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、「２０１９年度大学ＡＯ・公募制推薦入学試験要項」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。 
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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２０１９年３月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名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：１０月１日（月）～１０月１２日（金） 

面談日    ：１０月９日（火）～１０月３１日（水） ※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 

④ 管理栄養学科・健康デザイン学科志願者は専願制入試とし、本学を第一志望とする者 

※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、出願許可を得ることが必要です。 

申請書は本学ホームページ（入試情報サイト）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】  ２０１８年１０月２９日（月） 消印有効   

 

 

● 学科ごとの出願基準 

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 大学全体の出願基準どおり 

現代教養学科 なし 大学全体の出願基準どおり 

初等教育学科 なし 大学全体の出願基準どおり 

生
活
科
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。 

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 
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【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 

＊5:「外国語」「英語」「専門英語」の全ての科目と、その他教科の英語以外の言語に関する科目の評定平均値 

計算式…（該当する科目の評定平均値の合計）÷（科目数）＝英語・外国語の評定平均値（小数点以下第二位を四捨五入） 

 

＊3：TOEIC®は 2016年 8月より TOEIC®L&Rに名称変更しており、どちらの名称のものでも出願可能です。 

＊4：GTEC(3技能版、4技能版)はオフィシャルスコアに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学部 学科 高校での履修条件 成績等の基準 

生
活
科
学
部 

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 2教科のうち1教科以上の評定平均値が3.6以上  

 1．理科 2．保健体育 

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 
大学全体の出願基準どおり 

グ
ロ
ー
バ
ル
ビ

ジ
ネ
ス
学
部 

ビジネスデザイン

学科 
なし 大学全体の出願基準どおり 

会計ファイナンス

学科 
なし 大学全体の出願基準どおり 

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 

   ・実用英語技能検定試験（英検）2級以上  

   ・TOEFL® iBT 45点以上 

   ・TOEIC®L&R 470点以上(＊3)、またはTOEIC Bridge® 150点以上  

・IELTSTM 4.0以上 

・GTEC(3技能版) 550点以上(＊4) 

・GTEC(4技能版) 920点以上(＊4) 

・GTEC CBT 800点以上 

・TEAP 2技能(Reading/Listening)100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 

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3教科のうち 1教科以上の評定平均値が4.0以上  

    1.国語 2.外国語＊5 3.地理歴史   

 ②次に挙げる語学検定の基準を満たした者 

   ・実用英語技能検定試験（英検）2級以上 

・TOEFL® iBT 45点以上 

   ・TOEIC®L&R 470点以上(＊3)、またはTOEIC Bridge® 150点以上  

     ・IELTSTM 4.0以上 

・GTEC(3技能版) 550点以上(＊4) 

・GTEC(4技能版) 920点以上(＊4) 

     ・GTEC CBT 800点以上 

・TEAP 2技能(Reading/Listening)100点以上 

     ・実用フランス語技能検定試験 4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3級もしくは韓国語能力試験3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 
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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名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 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、⑤個人情報取扱いの同意書 は本学ホームページ（入試情報サイト）の 

「光葉同窓会推薦入試」からダウンロードしてください。 

 
検 定 料   ３５，０００円  

コンビニエンスストア、またはクレジットカードでのお支払いとなります。 
 
送 付 先   ①②④⑤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①②④⑤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 

 

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 

調査書 ＊2 

同窓生の推薦書2通 ＊3

自己報告書 ＊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）＊1 
面接※（個別または集合） 

(歴史の基礎知識に関する質問を含む） 

人
間
社
会
学
部 

心理学科 小論文（800字） 

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、日本の福祉保健に

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） 

初教教育学科 
教育・保育に関連した基礎的知識

と600字程度の小論文 

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) 

生
活
科
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） 

管理栄養学科 

適性テスト(専門に必要な基礎知

識ならびに食と栄養に関する一般

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

識ならびに食と栄養に関する一般

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） 
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  ※ 面接の内容（入学意志の確認（管理栄養学科・健康デザイン学科）、志望理由、学科独自の質問、その他） 

 

＊1 歴史文化学科では以下の書物に関する小論文の問題を出題する。書物を会場に持ち込んでください。 

     歴史文化学科指定図書： 岡本隆司『中国の論理 ―歴史から解き明かす』中央公論社 2016年 820円(税別) 

 

＊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名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 本学が指定する以下の「知識・技能」「高等学校入学以降の役員・賞歴」については、書類選考の際に加点評価します。 

◆知識・技能 

   ・英語 4技能検定試験（CEFR B1以上） 

・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、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 国際学科 

Ⓐ 語彙・読解力検定準 2級以上 
・実用フランス語技能検定試験 4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 3級もしくは韓国語能力試験 3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 
Ⓑ 日本語検定 3級以上 

   ※英語 4技能検定試験(CEFR B1)の基準は、英語 4技能情報サイト(http://4skills.jp/qualification/comparison_cefr) 

を参照してください。尚、実用英検技能検定(英検)については、2級不合格であっても、CSEスコア 1950～1979であれ 

ば B1レベルとして認めます。 

 

◆高等学校入学以降の役員・賞歴 

   ・役員歴（クラブ副部長以上、生徒会役員など学校全体に関わる役員、その他同等の学校以外の役員） 

   ・全国大会入賞・入選 

・活動・社会貢献による表彰・顕彰 

 

 

 

学部 学科 出願書類 小論文・適性テスト 面接（試問内容） 

生
活
科

学
部 

食安全マネジメン

ト学科 

調査書 ＊2 

同窓生の推薦書2通 ＊3 

自己報告書 ＊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※ 

(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 
小論文（800字） 

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)：(客観テ

スト(語法・文法の学力及び

読解力を測るテスト)) 

個別面接※ 

(英米文学・文化、言語及びコミュニケーショ

ン学の基礎知識に関する質問ならびに英語に

よる質問を含む） 

国際学科 
適性テスト（英語：読解・

英作文を含む） 

個別面接※ 

(時事に関する質問を含む) 
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●配点 

学科名 満点 
配点 

出願書類 筆記試験 面接(試問を含む） 

日本語日本文学科 300 100 100 100 

歴史文化学科 400 100 200 100 

心理学科  300 100 100 100 

福祉社会学科 300 100 100 100 

現代教養学科 250 50 100 100 

初等教育学科 450 150 100 200 

環境デザイン学科 300 100 100 100 

管理栄養学科 200 50 100 50 

健康デザイン学科 250 50 100 100 

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 300 50 100 150 

会計ファイナンス学科 300 50 100 150 

英語コミュニケーション学科 250 50 100 100 

国際学科 250 50 100 100 
 

 

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～ 

＊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。 
 

９．受験の注意点  

・受験票はインターネット出願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  

２０１８年１１月２７日（火） 
 

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。 
 

＊合格発表に関しては、「２０１９年度 大学ＡＯ・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。各学科で出題された 
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 7」(3,000円)を使用します。 
各学科の課題は、合格発表日以降にインターネット出願のマイページにリンクしている入学手続用ページにて
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、専願制の管理栄養学科・健康デザイン学科を除く学科の合格者で、特別な事情（ex.２０１９年２月以降
の大学受験）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。 
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１２．入学手続  

入学手続期間 ２０１８年１１月２７日（火）～１２月５日（水） 

入学希望者は、入学時学納金を期日内にお振込ください。振込用紙はインターネット出願のマイページ 

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。) 

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。 

 

※学納金の振込が完了した方には、後日、手続書類を郵送します。郵送された書面に従い、書類手続を進めてください。 
 
 
【 学費 ２０１８年度 現行 単位／円】 

※2019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。 

 

＊個人情報の取り扱いについて 

相談者の住所・氏名・相談内容等の個人情報は、本学で厳重に管理したうえで、入学試験・修学上の対応業務に 

利用するほか、学生生活の向上を検討するための資料として活用することがあります。 
 
 
 

１４．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。 

 

１５．JAPAN e-Portfolioの学びのデータ提出について  

「JAPAN e-Portfolio」とは、文部科学省大学入学者選抜改革推進委託事業（主体性等分野）で構築・運営する、 

高校 e ポートフォリオ、大学出願ポータルサイトです。高校生が学校内外の活動を e ポートフォリオとして記録し、 

高校生が入力した記録を高等学校の先生が確認できるものです。 

本学では、本事業に参画し、多面的・総合的評価の実現を目指していますので、インターネット出願時の JeP出願 

コードの登録にご協力ください。 

提出いただいたデータは、参考・参照活用（今後の入学者選抜改革に向けて参考のため利用）、および、統計データ 

活用の目的で利用します。入学者選抜には利用しないため、合否には一切影響しません。 

施設
設備金

授業料
実験実習
教材費

厚生
文化費

学友
会費

(半年分) (半年分) (半年分) (半年分) (半年分)
日本語日本文学科 200,000 130,000 397,800 6,000 40,000 1,200 775,000 1,350,000
歴史文化学科 200,000 130,000 412,800 20,000 40,000 1,200 804,000 1,408,000
心理学科 200,000 130,000 427,800 30,000 40,000 1,200 829,000 1,458,000
福祉社会学科 200,000 130,000 412,800 30,000 40,000 1,200 814,000 1,428,000
現代教養学科 200,000 130,000 407,800 15,000 40,000 1,200 794,000 1,388,000
初等教育学科 200,000 130,000 407,800 15,000 40,000 1,200 794,000 1,388,000
環境デザイン学科 200,000 130,000 412,800 30,000 40,000 1,200 814,000 1,428,000
管理栄養学科 200,000 130,000 427,800 30,000 40,000 1,200 829,000 1,458,000
健康デザイン学科 200,000 130,000 427,800 30,000 40,000 1,200 829,000 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 1,458,000
ビジネスデザイン学科 200,000 130,000 422,800 25,000 40,000 1,200 819,000 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 1,438,000
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 1,408,000
国際学科 200,000 130,000 412,800 25,000 40,000 1,200 809,000 1,418,000

年間
納入総額

人間文化学部

人間社会学部

生活科学部

国際学部

学部 学科名 入学金
入学時
納入額

グローバル
ビジネス学部
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