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岩﨑 英華（歴史文化学科 1 年）
阿部 真優子（心理学科 3 年）
足立 若葉（心理学科 3 年）
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濵田 香衣（環境デザイン学科 3 年）
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高松 千愛（現代教養学科 3 年）
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“ 昭和女子大学ってどんな大学？”をテーマに、大学の特色や概要をお話する全体説明会のほか、
学科イベント・学生とのフリートークなどイベント盛りだくさんの内容となっています。

※写真は体験授業の様子。大学の授業を体験してみよう！

2018 年度の AO・推薦入試について、入試の流れやポイント、
受験上の注意点などを説明します。

体験授業
大学の授業にどんなイメージを持っていますか？オープンキャンパ
スでは、各学科の体験授業に参加することができます。普段の授
業より短めの 30 ～ 50 分ですので、気軽に参加してみてください。
※７月・8 月のオープンキャンパスは全学科実施しています。他の日程については、
学科によって実施状況が異なりますので、詳細はホームページをご確認ください。

http://exam.swu.ac.jp/campus/c_ocan

キャンパスツアー
オープンキャンパスの学生スタッフが学内施設を案内します。当日
予約制で所要時間は約 30 分です。都内有数の多目的コンサー
トホールの「人見記念講堂」や四季折々の花が咲く「昭和之泉」、
キャンパス内にある「博物館」や「図書館」など、普段見学でき
ない施設も見ることができるので、ぜひご参加ください。

フリートーク
オープンキャンパスの学生スタッフと、大学の雰囲気や学生生
活について気軽にお話ができるコーナーです。在学生に質問が
できるので、学生の “ 生 ” の情報を得られるチャンスです。お菓
子を食べながらのとてもリラックスした雰囲気ですので、何でも
聞いてくださいね。

先輩たちが、推薦・一般入試を受験する際にどのような勉強を
したのかを中心に、合格までの体験談をお話します。

昭和女子大学を卒業後、様々な分野で活躍する先輩のお話を
パネルトーク形式で聞くことができます。

昭和女子大学の一般入試「英語」「現代文」のポイントを解説
します。入場制限はなく、ご家族の方も同席できます。

プロの講師が、小論文・面接試験を受験する際のコツを教え
ます。入場制限はなく、ご家族の方も同席できます。

■予約不要・入退場は自由です。　■各日程でのイベント内容は変更となる可能性があります。

現代教養学科3年
高松 千愛さん♥
神奈川県立市ヶ尾高等学校出身
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将来の夢は何ですか？
人と話したり、コミュニケーションをとったりするこ
とが好きなので、人と接することの多い仕事に就き
たいと思っています。
現代教養学科では、どのようなことを勉強していま
すか？
社会科学分野を中心に学んでいます。今は社会調
査士という調査専門家の資格を取るために授業を
取って、勉強をがんばっています。
授業以外に力を入れていることはありますか？
接客のアルバイトをしています。社会勉強として学
ぶことも多く、今後に役立てることができるように
と頑張っています。

キャンパスには、7人の妖精が毎日居場所を変えて学生
たちを見守っています。1日で全員を見つけると幸せに
なれるという言い伝えも…。

昭和女子大学
〒154-8533  
東京都世田谷区太子堂1-7-57  
TEL.03-3411-5154  spass@swu.ac.jp

人間文化学部  日本語日本文学科  歴史文化学科　 国際学部　英語コミュニケーション学科  国際学科 　
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　 生活科学部  環境デザイン学科  健康デザイン学科  管理栄養学科　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【2018年4月新設計画中】　

初等教育学科2年
山下 舞 さん

東京都私立昭和女子大学附属昭和高校出身

初等教育学科2年
鈴木 亜耶音さん
栃木県立さくら清修高校出身
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ARコンテンツの利用方法

この冊子では｢COCOAR2｣アプリと連動した
AR（拡張現実）コンテンツを提供しています。
ARマークが付いている箇所をスキャンすると、
関連動画を実際に体感することができます。

右記のQRコードを読み取
り、「COCOAR2」アプリを
ダウンロードしてください。
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アプリを起動して「STAFF
ポロシャツ」をスキャンする
と、動画コンテンツがご覧
になれます。

オープンキャンパスでは、フリートークやキャンパスツアー
など、様々な企画を実施しています。私たちはピンクのポ
ロシャツを着ているので、気軽に話しかけてくださいね。

オススメ

オススメ

オススメ

オススメ

オススメ

※写真は各学科ブースの様子。ブースでは、教員と学生がカリキュラムや
　授業の様子、キャンパスライフについてなど、何でも相談してください。

新企画

6.18sun

AO・推薦入試ガイダンス

10.28sat

受験対策体験談

■ 共通実施イベント

7.23sun

先輩ようこそ！

12.9sat

受験対策講座［一般入試］

受験対策講座［推薦入試］

会計ファイナンス学科（※）

ミニオープンキャンパス実施！！
（※）2018年4月  新設計画中♪

7.1sat

8.19 sat
8.20sun

アイス無料配布
やってます！！

アイス無料配布
やってます！！

Q
A 私たちオープンキャンパス

スタッフ (Sprout) は、 現 在 1
～ 4 年生まで約 70 人のメンバーが

います。当日の案内や受付・誘導だけ
でなく、定期的に集まって新しい企画

を考えたり展示パネルを作ったり
と、楽しく活動しています。

体験授業
やってます!!

体験授業
やってます!!

体験授業
やってます!!

体験授業
やってます!!
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【カルガモの親子】
毎年春になると、キャンパスにカルガモの親子
が訪れます。ぜひ、探してみてくださいね。
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昭和女子大学のキャンパスは、都心からアクセスのいい三軒茶屋にあります。
三軒茶屋は、歴史や文化・自然を身近に感じられる街です。近くには「松陰神社」
や「豪徳寺」など歴史的な建造物があり、「世田谷パブリックシアター」や廃校となっ
た中学校を再活用した施設「世田谷ものづくり学校」といった文化施設も数多く
あります。緑豊かな「世田谷公園」もあり、大学生活を送るのに最適な環境です。

【文化研究講座／女性教養講座】
キャンパス内にある人見記念講堂で一流の芸術
に触れることができます。昨年の文化研究講座
では、ディズニー・オン・クラシック、落語やピ
アノリサイタルを実施。女性教養講座では、東
京大学名誉教授の養老 孟司氏など様々な分野
で活躍する著名人の講演を聴きました。

【ボストンサマーセッション】
主に夏休みの 1 か月を利用した短期留学プログラムです。大学で
の専攻に関わる 7 つのプログラムを用意しており、参加学生は英語
を学ぶと同時にフィールドワークを通して各分野におけるアメリカの

「今」を体験します。この研修をきっかけに、長期留学に進む学生
が多数います。

【学寮研修】
毎年学科ごとに、昭和女子大学の研修施設で
研修を行っています。学科ならではの特別プロ
グラムや友人たちとのふれあいは忘れることの
できない貴重な思い出となります。

【図書館】
地下 2 階～地上 4 階の図書館には 50 万冊以上の図書が所蔵されています。図
書館内には学生用の「研究個室」もあるので、集中して課題をやりたい時に利用
しています。入口のある 3 階には、グループ向けの共同学習室「グループスタディ
ルーム」もあり、グループ発表などの打ち合わせでも利用しています。その他に図
書館に所蔵している CD や DVD などを視聴できる視聴覚コーナーもあります。

【学生ホール】
座席数が約 300 ある学生ホールは、学生の憩いの場です。い
つも多くの学生で賑わっており、飲み物だけでなく、パンやお
菓子の自販機も設置されています。自習をしたり、軽食を摂っ
たり、友達とおしゃべりしたり、学生たちは思い思いに利用して
います。私は、友人との待ち合わせで利用することが多いです。【ソフィア［学生食堂］】

週に 2 ～ 3 回は利用する学食は、日替わりラ
ンチや麺類、丼もの、デザートなどメニューが
豊富です。中でも私のオススメはビビンバ丼
です。健康デザイン学科と管理栄養学科の学
生が考案した「Health ＆ Beauty ランチ」は  
昭和女子大学ならではの美と健康を考えたス
ペシャルメニューです。

大学がある三軒茶屋は東
急田園都市線の他に、今
では珍しい路面電車の東
急世田谷線の始発駅でも
あります。下北沢や自由
が丘、二子玉川へのアク
セスも良く、渋谷からは
2 駅、所要時間わずか 5
分と好立地です。

【コンピューター教室】
コンピューター教室のパソコンには、情報系から
デザイン系まで、あらゆるアプリケーションが豊富
に揃っています。私が履修している科目では、主
に司書科目の授業で使用しており、3 年生後期で
は「情報資源組織演習」の授業で使用していまし
た。自習時間には、授業内で使用するプレゼン用
の資料やレポートを作成する際に活用しています。

【コスモスホール（一般大教室）】
約 340 人収容できる、明るく綺麗な大教室で
す。学科の授業だけでなく、他学科の学生と
一緒に履修する「一般教養科目」の授業は、
学生の人数も多いのでよく使用されています。
他学科の学生と同じ授業を受けることで交流も
生まれます。キャンパスには他に、グリーンホー
ル、オーロラホール、人見記念講堂があります。

【９号館】
2017 年 4 月、新校舎

『9号館』の利用を開始します。
体育フロアもある 3 階建ての
建物には実験室もあり、主に

「健康デザイン学科」と「食安全マネジ
メント学科」の学生が利用する施設です。

【人見記念講堂】
客席数が 2,000 以上ある多目的コンサートホールで
す。コンピューター制御による音響・照明等の設備
を備え、音響効果の素晴らしさには定評があります。
学内行事のほか、一流アーティストの講演にも多数
利用されています。学園祭（秋桜祭）でどんなアーティ
ストのライブが観られるのか、毎年の楽しみです。

【キャリア支援センター】
経験豊富なキャリアカウンセラーが常駐し、学生はい
つでも進路に関するあらゆる相談をすることができま
す。私も 4 年生になるので、就活をする上で、業界や
職種に悩んだ時に相談しに行っています。インターン
シップや履歴書の書き方についても相談に乗ってもらえ
るので、とても心強いです。

【ショッププレリュード】
書籍や文房具、パンやお菓子のほか、ソフトクリー
ムやコーヒーも販売しています。お昼時にはお弁
当も並ぶので学生で混み合います。書籍は雑誌や
洋書も全て１０％ＯＦＦ、文房具は２０％ＯＦＦで
購入することができ、とてもお得です。

【クラブ・サークル】
昭和女子大学のクラブ・サークルは文科
系・体育系合わせて45 以上あります。
特に人気があるのはダンス部「AUBE」。
振り付けや指導はすべて上級生が担当
しているので、学科学年を超えて仲良く
なれます。学園祭での公演は、毎年好
評で、観客から大きな歓声があがってい
ます。仲間たちと一緒に過ごす時間は
かけがえのないものです。

■ 入学式
■ 学科オリエンテーション
■ 前期授業開始
■ 春期ボストン15週間プログラム
■ ボストン留学開始 
    （英語コミュニケーション学科・
　  ビジネスデザイン学科）

■ 創立記念日
■ 新入生向けキャリアガイダンス

■ 前期試験
■ 大学院 7 月期入学試験

■ 夏季休暇 （8 月1日〜 9 月 30 日）

■ インターンシップ
■ ボストンサマーセッション

■ ボストン・上海・ソウル・スペイン・
　 ベトナム留学開始（国際学科）
■ 秋期ボストン15 週間プログラム
■ ボストン留学開始
　 （英語コミュニケーション学科）

■ 学寮研修
※学科により時期は異なります。

■Message
昭和女子大学では、学科ごとにクラス編成されています。クラスアドバイザー
の先生に授業の履修や就職、サークルのことなどを相談することができま
す。クラスの仲間と交流を深める機会も多く生まれ、充実した大学生活を
送ることができます。
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Life キャンパスライフ

人間社会学部現代教養学科3年

青田 奈巳さん
（福島県立相馬高校出身）

Access Map

Calendar

10
October

12
December

6.18 sunOpen Campus

7.23 sunOpen Campus

8.19 sat - 20 sunOpen Campus

【ボストン留学】
アメリカのボストンに海外キャンパス「昭和ボストン」
があります。留学を必須とする、英語コミュニケーショ
ン学科、国際学科、ビジネスデザイン学科に加え、各
学科で多彩な留学プログラムを用意しています。

【秋桜祭】
学科やゼミの研究発表、クラブや有志など
による出店、トークショーやコンサートなど
盛りだくさん！なかでも環境デザイン学科に
よるファッションショーは毎年立ち見が出る
ほど大盛況です。

■ 後期授業開始

■ 学園祭『秋桜祭』

10.28 satOpen Campus

1
January

2
February

■ 後期試験
■ 大学院 2 月期入学試験
■ 各種短期研修出発

■ 卒業論文提出

■ 卒業式

3
March

■ 冬季休暇 （12 月 23 日〜1 月 5 日）

12.9 satOpen Campus




