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１．趣旨  

本学の教育方針を理解し、学びたいという明確な意思を持つ者に対し、編入学、学士入学、転入学を許可する。 

２．学部・学科および募集人員  

学 部 学 科 募集人員 

人間文化学部 
日本語日本文学科  

歴 史 文 化 学 科 

若干名 

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 

生活科学部 
環境デザイン学科 

建築・インテリアデザインコース 

プロダクトデザインコース 

服飾デザインマネジメントコース 

デザインプロデュースコース 

健康デザイン学科 ５名※ 

グローバルビジネス学部 ビジネスデザイン学科 

若干名 
国際学部 

英語コミュニケーション学科 

国 際 学 科 

※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。 

   

【入学年次】 

① 以下の学科の入学年次は３年次となる。ただし、履修状況によっては２年次となる場合がある。 

日本語日本文学科、歴史文化学科、環境デザイン学科、健康デザイン学科 

※健康デザイン学科は３年次入学。その他の学科は出願前資格確認の際に２年次入学と指定する場合がある。 

 

② 以下の学科の入学年次は２年次となる。ただし、以下に記載されている各学科の条件を満たす場合は３年次への入学

を認める場合がある。 

・心理学科          ：他短期大学等の心理学を中心とした専攻を修めた者に対して３年次への入学を認め 

る場合がある。 

・福祉社会学科        ：他短期大学等の社会福祉士、精神保健福祉士、保育士養成校において指定科目を履

修した者に対して３年次への編入学を認める場合がある。 

   ・現代教養学科        ：履修状況等によって３年次への入学を認める場合がある。 

   ・初等教育学科        ：２年次入学。 

   ・ビジネスデザイン学科    ：２年次に課するボストン留学（1セメスター）に相当する経験と知識を有すると、 

学科が認めた場合、３年次への入学を認める場合がある。 

   ・英語コミュニケーション学科：履修状況、留学経験等によって３年次への入学を認める場合がある。 

   ・国際学科          ：２年次入学。 

 

【注意事項】 

① 福祉社会学科は２年次入学の場合、「高等学校教諭一種(福祉)」、｢社会福祉士受験資格｣、｢精神保健福祉士受験資 

格｣、｢保育士｣の資格取得が可能（複数の資格を取得することは不可）。 

② 初等教育学科にて取得できる免許は「小学校教諭一種免許状」または「幼稚園教諭一種免許状」であり、「保育士」 

  資格は取得できない。 

③ 環境デザイン学科の建築・インテリアデザインコースを志望の場合は、建築・インテリアデザインコースの建築・イ 

ンテリアグループに所属することになる。（ＪＡＢＥＥの資格は取得できない） 

④ 健康デザイン学科にて栄養士・教員免許等の各資格の取得を希望する場合、２年間の在学期間で資格の取得ができな 

い場合がある。 

⑤ 国際学科に入学後は、出願時に提出した検定試験の言語を専攻することになる。 

 

※教職課程については再課程認定申請中です。 

ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可能性があります。 
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３．出願資格  

【編入学の場合】 

次のいずれかを満たす女子で、編入学を希望する者。 

１．短期大学を卒業した者または２０１９年３月卒業見込みの者。 

なお、心理学科は、心理学関係科目を２０１８年度前期までに４単位以上修得もしくは履修中であること。 

歴史文化学科、ビジネスデザイン学科は、学科が専門科目として認定できる科目を２０単位以上修得もしくは修得見込

みであること。 

２．高等専門学校を卒業した者または２０１９年３月卒業見込みの者。 

なお、歴史文化学科、ビジネスデザイン学科は、学科が専門科目として認定できる科目を２０単位以上修得もしくは修

得見込みであること。 

３．大学入学資格を有し、専修学校の専門課程（修業年限が２年以上で、総授業時間数が１７００時間以上または６２単位

以上取得）を修了した者または２０１９年３月修了見込みの者。 

なお、歴史文化学科、ビジネスデザイン学科は、学科が専門科目として認定できる科目を２０単位以上修得もしくは修

得見込みであること。 

４.大学入学資格を有し、高等学校の専攻科のうち、文部科学大臣が定める基準を満たすものを修了した者または 

２０１９年３月修了見込みの者。 

（４に該当する方は、２０１８年８月２９日（水）までにアドミッションセンター:TEL03-3411-5154へご連絡ください。） 

 

【学士入学の場合】 

次のいずれかを満たす女子で、学士入学を希望する者。 

１．大学を卒業した者または２０１９年３月卒業見込みの者。 

２．大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者または２０１９年３月までに学位を授与される見込みの者。 

 

【転入学の場合】 

女子にして、昭和女子大学以外の大学に２年以上在学し当該大学において６２単位以上を修得した者または 

２０１９年３月３１日までに大学に２年以上在学する見込みの者で当該大学において６２単位以上を修得見 

込みの者。 

 

【編入学・学士入学・転入学共通（国際学科のみ）】 

国際学科は、次に挙げるいずれかの語学検定の基準を満たす者。ただし外国籍の受験生は母語を選択できない。 

入学後は、出願時に提出した検定試験の言語を専攻することになる。 
・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 
・実用フランス語技能検定試験4級以上 
・ハングル能力検定試験３級もしくはTOPIK４級以上 
・中国語検定試験4級もしくは漢語水平考試（新HSK）３級以上 
 

４．出願前受験資格確認                                    

受験を希望する者は、期限内に「出願前受験資格確認」を申請すること。受験資格の承認を受けた場合に限り出願できる。

但し、健康デザイン学科受験希望者は申請が不要。 

 

１.必要書類 

①受験資格確認申請書（本学所定用紙）  

  ②在籍期間の成績（単位修得）証明書のコピー 

(履修中の科目が成績証明書に明記されていない場合は履修科目証明のコピーも送付すること) 

 

２.確認申請期限 ２０１８年８月２９日（水）〔必着〕 
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５．選考方法  

筆記試験、面接ならびに口頭試問、既修得単位の成績等を総合的に審査して合否を決定する。 
 

 

 

 

 

 

 

学科・専攻・コース名 
外国語 

（英語） 
専門テスト① 専門テスト② 面接 

日本語日本文学科 

外国語 

(英語) 

作品読解 日本文学史 

 

各学科に

よる面接

と試問 

※３ 

 

歴史文化学科 歴史に関する基礎 小論文 

心理学科 心理学（基礎知識） 小論文 

福祉社会学科 社会福祉の基礎知識 小論文 

現代教養学科 時事問題 小論文 

初等教育学科 教育に関する基礎 小論文 

環境デザイン学科 
建築・インテリアデザインコース 
プロダクトデザインコース 
服飾デザインマネジメントコース 

デザインプロデュースコース 

共通 

問題 
基礎科学 ２問  

デッサン※１ 
専門 

科目 
選択問題 ２問 

健康デザイン学科 栄養学 食品学 

ビジネスデザイン学科 経済学、経営学の基礎知識 
専門領域に関する小論文

（日本語800字） 

英語コミュニケーション学科 
英語エッセイ 300words 

※２ 

専門領域に関する小論文

（日本語800字） 

国際学科 
専門領域に関する小論文

（日本語800字） 
 

筆記試験の問題は、いずれも短大卒業程度の内容とする。 

※１ 環境デザイン学科のデッサンは、ＨＢから４Ｂ程度の鉛筆を各自で用意して使用すること。 

※２ 英語コミュニケーション学科の英語エッセイは、辞書の持ち込み可（電子辞書の持ち込みは不可）。 

※３ 

＜面接／基本内容＞ 

入学意志の確認、志望理由、学科独自の質問、その他 
 

＜面接／試問内容＞ 
 

学  科 試問内容 

日本語日本文学科 日本の言語文化についての基礎知識に関する質問 

歴史文化学科 歴史に関する質問 

心理学科 心理学の基礎知識に関する質問 

福祉社会学科  日本の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 日本の教育に関する一般的知識および児童観、教育観に関する質問 

環境デザイン学科 
編入：これまで学んだデザイン領域に関する質問 

学士・転入：興味のあるデザイン領域に関する質問 

健康デザイン学科 食・栄養・健康に関する質問 

ビジネスデザイン学科 経済学、経営学に関する質問と英語による質問 

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 英米文学・文化、英語学、コミュニケーション学の基礎知識に関する質問と英語による質問 

国際学科  国際社会（日本を含む）に関する質問 
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●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。 
 

※1 英語コミュニケーション学科の面接は、個別で20分程度100点満点（日本語70点＋英語30点）。 
 

６．試験時間割  

【国際学科以外の学科】 

科目 試験時間 入室完了時刻 

外国語（英語） 9:00 ～ 10:00 8：50完了 

専門テスト① 10:20 ～ 11:20 10：15完了 

専門テスト② 11:40 ～ 12:40 11：35完了 

面接 13:30 ～ 13：25完了 
  

【国際学科】 

科目 試験時間 入室完了時刻 

外国語（英語） 9:00 ～ 10:00 8：50完了 

専門テスト① 10:20 ～ 11:20 10：15完了 

面接 12:10 ～ 12：05完了 
 
 
 

７．出願方法  

出願期間 ２０１８年９月１８日（火）～９月２６日（水）〔郵送のみ／消印有効〕 

出願書類 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)最終出身学校の卒業・修了（または見込み）証明書 ＜転入学の場合は在学証明書＞ 

3)最終出身学校の成績（単位修得）証明書 

履修中の科目が成績証明書に明記されていない場合は履修科目証明も送付すること。 

4)専修学校の専門課程を、修了した者または２０１９年３月修了見込みの者は、修業年限が２年以上で、 

かつ総授業時間数が１７００時間以上の課程であることの証明書、または見込み証明書 

5)受験資格確認書（出願前受験資格確認対象者のみ） 

 

 

 

 

学科名 満点 

 配点 

出願書類  
外国語 

（英語） 
専門テスト① 専門テスト② 面接 

日本語日本文学科 450 50 100 100 100 100 

歴史文化学科 300 50 50 50 50 100 

心理学科 300 50 50 50 50 100 

福祉社会学科 500 50 100 100 100 150 

現代教養学科 450 50 100 100 100 100 

初等教育学科 450 50 100 100 100 100 

環境デザイン学科 500 100 100 100 100 100 

健康デザイン学科 500 100 100 100 100 100 

ビジネスデザイン学科 500 100 100 100 100 100 

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 450 50 100 100 100 100 ※1 

国際学科 350 50 100 100  100 

 

１．外国語(英語)の入室開始時刻は８：１５からとする。 

入室開始時刻までは控室(学生ホール)で待機すること。 

２．試験開始の１０分前迄に着席を完了すること。 

＊専門テスト①、②、面接については試験開始の５分前迄 

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 
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＜ 以下の書類6)～7)は、英語コミュニケーション学科希望者のみ提出＞ 

6)英語能力検定試験（TOEIC、英検等）を受験したことがある者は、その試験結果（写し） 

7)自己報告書 

本学ホームページ（入試情報サイト http://exam.swu.ac.jp/）の「編入・転入・学士入学試験」から書式

をダウンロードして必要事項を記入のうえ提出。 

 

＜ 以下の書類8)は、国際学科希望者のみ提出＞ 

8)以下のいずれかの語学検定の試験結果（写し） 

ただし、外国籍の受験生は母語を選択できない。入学後は、出願時に提出した検定試験の言語を専攻するこ

とになる。  
・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 
・実用フランス語技能検定試験4級以上 
・ハングル能力検定試験３級もしくはTOPIK４級以上 
・中国語検定試験4級もしくは漢語水平考試（新HSK）３級以上 
 

検 定 料   ３５，０００円 

１．出願期間内に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。 

２．一度納入した検定料は返還できません。 

 

８．試験日および試験場  

試 験 日 ２０１８年１０月１４日（日）   

９：００開始  入室開始８：１５（試験時間割は前頁記載） 

１）受験生は８時５０分までに掲示板に示された受験室に入室すること。 

２）受験票はインターネット出願のマイページ上で１０月５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。 

３）受験票を紛失または忘れた場合は、試験開始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 場 昭和女子大学 １号館 

地下鉄 東急田園都市線「三軒茶屋」駅下車、南出口から徒歩７分 

バ ス 渋谷駅南口バスターミナルから三軒茶屋方面行き、「昭和女子大」下車 

 

９．合格発表  

合格発表 ２０１８年１０月２６日（金）１０：００ 

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年度入学試験要項（共通事項）」を参照してください。 
 

１０．入学手続  

入学手続期間 ２０１８年１０月２６日（金）～１１月 ２日（金） 

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。 
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１１．学費＜２０１８年度 現行＞   

※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。 

                               （単位：円） 

 

注: 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、年度ごとに定める。 

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ある。 

③卒業年次後期に光葉同窓会費40,000円を納入する。 

④資格に関する実習費は、別途徴収する場合がある。 

⑤昭和女子大学・昭和女子大学短期大学部出身者の入学金は100,000円となる。 

 

１２．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。 
 

 

 

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
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

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

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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