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大学周辺のおすすめスポットを紹介します。
❖ ぱんやのパングワン

http://www.pingouin.sakura.ne.jp/
三軒茶屋駅の近くにあるお店「パングワン」を紹介します。
パングワンは創業110年という長い歴史のある天然酵母のパン屋さ
んで、当初から変わらぬレシピでパンを作っているそうです。私はそ

キャンパスニュース & ファッションスタイル

んなパングワンで人気ベスト3のパンをいただきました。
人気No.1はペンギンパン。ペンギンのおなかの中には自家製カス
タードクリームがたっぷり入っています。外側のおなかや目の部分は
しっとりとしたクッキー生地になっています。ペンギンパンはクリーム
のほか、夏は抹茶、カレーと季節の味を楽しむことができるのも魅力
です。人気No.2のメロンパンはカリッとしていて食感がよく、ふんわ
りとした甘さが広がります。お菓子のように軽く食べられました。人
ぱんやのパングワン
東京都世田谷区三軒茶屋1-36-15
Tel：03-3421-0615
7:30～19:00
月曜、火曜定休

気No.3は塩パン。皮はしっかりしていて中はもちもちでした。粒の大
きい塩がパンの甘みを引き立てています。満腹感が得られる一品です。
広々とした店内やテラス席でお茶を飲みながら、またテイクアウトで
焼き立てのパンを買って近くの公園で食べるのもおすすめです♪


〈取材学生〉日本語日本文学科2年

安部水紀

❖ イルピアットカチャトラ

昭和女子大学生が提供する受験生向け情報誌

［エスジェイマガジン］
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http://ilpiattocacciatora.com/
世田谷公園
世田谷区池尻1-5-27
施設により利用時間が異なります

西門から下馬の方に歩いて5分程のところに本格的なイタリアン
「イルピアットカチャトラ」があります。幻想的で落ち着いた雰囲気の
店内とは対照的に、心地よい風と光を感じながらテラス席でいただい
たランチは絶品でした。本日のおすすめ、
「ホワイトアスパラガスと生
ハムのリゾット」と「ホタテ貝と貝のトマトスパゲティ」を注文。ワン

❖世田谷公園

プレートにサラダ、ピザのような味わいのフラットブレッド、塩味のき
いたエビとしいたけのフリッターが彩りよく盛られており食欲がそそ
られました。注文した料理には、そのこだわりの食材について説明が

大学からほど近い住宅街の中に世田谷公園があります。四季折々の花が咲く
自然豊かな公園は人々の憩いの場として思い思いに楽しく過ごすことができます。
園内を走る約5分の1に縮尺されたミニSLは子供たちに大人気です。
週末はフリー
マーケットなどのイベントが開催されることもあり、更に賑わいが増します。ほか
にも、屋外プール、テニスコート、軟式野球場、洋弓場、スケートボード広場が
併設され地域の人々の交流の場として利用されています。公園の周辺にはおしゃ
れなカフェやパン屋さん、アップルパイ専門店、アンティークショップなどが立ち
並び学生にも人気のエリアです。

Pick UP!

il piatto cacciatora（イルピアットカチャトラ）
東京都世田谷区下馬2-34-12
Tel：03-3418-8980
ランチ／11:30〜14:00
（L.O.14:00)
※土・日・祝日12:00～15:00
（L.O.14:30）
ディナー／17:30〜23:30
（L.O.22:30)
※土・日・祝日17:30～22:30
（L.O.22:00）
定休日：月曜日

Club & Circle

ダンス部AUBE

吹奏楽部

ダンスが大好きなメンバーで活動中！

学科、学年を超えて楽しく活動しています

創部42年の伝統を誇り、関東大学学生ダンス連盟「Σ」にも

練習は週2回で、学生が主体となり、楽しくそしてより質の高い音楽を作る

所 属 して い る ダ ンスサ ー クルで す。 メンバー は HIPHOP、

ことを目指して活動しています。現在部員数38人、主なイベントは、6月のジョ

HOUSE、GIRLS、JAZZ、LOCK、PUNKINGの6ジャンルの中

イントコンサートや、11月に開催される秋桜祭での人見記念講堂での演奏、

から好きなものを選び、
週4日、
旧体育館と、
新体育館のプレイルー

12月の定期演奏会、3月と9月の年2回実施している合宿です。昨年度は子育

ムで活動。初心者には基礎から丁寧に指導するので、ダンス経験

てフェスタや三軒茶屋のイベントでも演奏をさせていただき、地域ボランティ

がない人でも問題なく踊れるようになります。練習の成果は、ジャ

アにも積極的に参加しています。

ンルごとにチームを組み、新入生歓迎会や学園祭、外部のショー

学内のサークルやクラブに入部する一番の利点は、縦と横の繋がりができ

ケースやイベントなど、様々な場所で披露。公演前に集中して練

ることだと私達は感じています。普段なら聞くことができない授業やアルバイ

習し、試験期間中は活動を休止するなどメリハリをつけることで、

ト、そして就職活動の話など、よりよい学生生活を送るためにどうしたらいい

サークル活動と学業を両立できる環境が整っています。

か先輩達の生の声を聞くことができます。

ありました。新鮮な野菜や、シェフが築地まで買い付けにいった魚介
が使用されています。遺伝子組み換えのない純国産油を使用するな
ど体に入るものをこだわり、素材と美味しさを追及しているそうです。
小さいお店だからこそできる使命だともおっしゃっていました。
三軒茶屋にある隠れ家的なレストランで、おなか一杯になったあと
は、歩いて世田谷公園までグルッとお散歩したくなりました。

Cover
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現代教養学科4年

高松 千愛さん♥
神奈川県立市ヶ尾高等学校出身

仲の良さはこの部活最大の魅力です！ぜひ昭和女子大学に入学して吹奏楽
部でいっしょに演奏しましょう♪
Q 昭和女子大学の魅力を教えてください。
A 学生と先生との距離が近いところです。勉強以外
でも分からないことや悩んでいることがあるとき
など、気軽に相談できる先生が近くにいるのは、
昭和女子大学の強みだと思います。
Q 三軒茶屋のお勧めスポットを教えてください。
A 世田谷公園です。
広々としていて緑豊かで、
ピクニッ
クなどには最適です！近くに美味しいお店もたくさ
んあります。

企画協力
阿部 真優子（心理学科4年）
足立 若葉（心理学科4年）
岡本 桂（心理学科4年）
今村 みのり（心理学科3年）
大橋 めぐみ（心理学科3年）
霞 紫帆（心理学科2年）
鈴木 遥（福祉社会学科1年）
髙柳 蓉子（日本語日本文学科4年）

建築サークル

横井 佳奈（日本語日本文学科4年）
安部 水紀（日本語日本文学科2年）
中島 里咲（日本語日本文学科1年）

女子ならではの視点と発想を大切に活動しています

濵田 香衣（環境デザイン学科4年）

現在私たちは9人で活動しています。毎年、文化祭の看板制作を手掛けて

表紙モデル

います。昨年は休憩スペースも任されたので、落ち着いた空間をつくることに

高松 千愛（現代教養学科4年）

決めました。五角形に切り抜いた12枚の段ボールを組み立てて作ったランプ

スーパーバイザー

シェードや、豆電球を半紙で覆った果実のランプを作り、間接照明で演出し

桃園 靖子（環境デザイン学科 教授）
中村 徳子（初等教育学科 准教授）

ました。それぞれから溢れ出る柔らかな光はゆっくりとくつろげる空間になっ
たのではないかとおもいます。今年も文化祭の正門脇の看板を制作するので
ぜひ注目してください！

昭和女子大学 Facebook
https://www.facebook.com/ShowaJoshi

〒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】
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キャンパスニュース

生活科学部
管理栄養学科 4年

大和田 依里 さん

生活科学部
環境デザイン学科 4年

東京都私立昭和女子大学附属
昭和高校出身

松本 侑子 さん

授業には臨床や栄養学、カウンセリ

環境デザイン学科は4つのコース

ングなどの座学から、微生物学実験、

変ですが、ほとんどの授業がクラス

で、毎日楽しいです！文化祭の展

神奈川県立横須賀大津高校出身

そして一緒に創る側になりましょ

2018年4月誕生

う！きっと楽しいと思います！

神奈川県立七里ガ浜高校出身

栄養の基礎となる生物化学と経済学を

一緒に切磋琢磨する楽しい毎日です。

分の目で見て体験してください。

山本 優花 さん

新設された食安全マネジメント学科で、

単位なので友だちがたくさんでき、

示やファッションショーをぜひ自

生活科学部
健康デザイン学科 4年

学生が夢を実現できる力を幅広く身につけられるよう、様々な知識や経験を得られる学びの場を拡げています。

す。他学科と比べて授業が多くて大

個性 豊かな人がたくさんいるの

佐藤 くるみ さん

2018年には、グローバルビジネス学部に「会計ファイナンス学科」が新設されます。

調理実習など実践的なものがありま

があります。課題は大変ですが、
生活科学部
食安全マネジメント学科 1年

2017年、
「国際学部」
「生活科学部 食安全マネジメント学科」が誕生。

埼玉県立春日部東高校出身

グローバルビジネス学部

『輝け☆健康「美」プロジェクト』で、

学んでいます。これから委員会、サー

ショコラトリーとコラボしたバレンタ

クルにも一生懸命取り組んで、将来は

会計ファイナンス学科（新設計画中）

インチョコレートの商品企画に挑戦し

食に関する企業で働きたいです！

ました。私たちのチームは商品化に到
りませんでしたが、チームで目標に向

■ 学んだ知識をビジネスの現場で“使える”ものにします

かって努力する力が身につきました！

会計・ファイナンスの思考法はビジネスだけでなく、自分の人生を考える上でも大いに役立つ切れ味の
鋭いものです。その醍醐味をこの学科で皆さんに体感して頂きたいです。理論と実務の架け橋となれる
実務家出身の教員も多く、会計・ファイナンスの視点を通して世の中の仕組みを体系的に把握できます。

人間社会学部
初等教育学科 3年

ビジネスに興味のある好奇心旺盛な皆さんに会えるのを楽しみにしています。
グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科 着任予定

桂田 華 さん

山田 隆 教授（現ビジネスデザイン学科教授）

東京都立墨田川高校出身

小学校教諭の免許状取得に向け
て、小学生と関わるボランティア
を行いながら勉強しています。今
は国語・算数・理科・社会の教育
法の授業が多く、どのように授業
を進めるか、試 行錯誤しながら
学んでいます。

2017年4月誕生
生活科学部

食安全マネジメント学科
■ 食の安全を確保・提供するための総合力を養う
「食」を取り巻く環境が多様化する昨今、フードビジネスの現場では食品の機能や品質管理に加えて、
マーケティングや経営戦略などの知識を持つ人材が必要とされています。本学科は、自然科学と社会科
学の両方を学び、様々な形で食品業界を目指せる学科です。食品業界の現場で役立つ力を身につけた
いという意志があり、好奇心が旺盛な方は、是非来てみてください。
生活科学部 食安全マネジメント学科

曽田 功 教授

人間社会学部 心理学科 4年
人間文化学部※
英語コミュニケーション学科 4年

グローバルビジネス学部
ビジネスデザイン学科 3年

海老名 梨花 さん

木村 美優 さん

山形県立長井高校出身

千葉県私立八千代松陰高校出身

ボストンでの留学経験は英語力の向

昭和女子大学には、自分が何かし

上だけでなく、海外の友だちもでき、

たいという思いを叶えてくれるプロ

価値観や視野が大きく広がったとて

ジェクトや、自分の可能性を広げる

も充 実した1年 半でした。 英 語 を

チャンスがたくさんあります。受験

コミュニケーションツールの1つとして、

佐藤 梨乃 さん

東京都私立目白研心高校出身

人間社会学部
現代教養学科 4年

授業では乳幼児や児童の心理、
心 理学 者のさまざまな研究のほ

香川県立高松高校出身

活かせるスキルも学んできました。

幅広い学びから改めて自分のやりた

受験生の皆さん、大学生活を楽

いことを発見しました。又、色々な

しむ自分の姿を想像して、諦めず

人との出会いもあり、やりたいこと

ポジティブに頑張ってください！！

をどんどん挑戦できる環境が整って

勉強も自分がやりたいことも全 部

世界中の人と繫がっていきたいです。

2017年4月誕生

三日月 咲紀 さん

か、対人関係など今後の生活で

いるのも魅力のひとつです。未来の

がんばっちゃいましょう！

自分にワクワクしながら、最後まで
諦めず頑張ってください！

国際学部

人間文化学部を発展的改組。国際学部として新たにスタートしました。

英語コミュニケーション学科╱国際学科
■ グローバル時代を生き抜く力を身につける
英語コミュニケーション学科

本学科では「英語のspeaking、listening、reading、writing」の4技能に加えコミュニケーション力を
身につけるため全員が海外留学に参加します。ボストン留学や認定留学から帰国した学生は、異文化で
の生活の経験を通して、語学力だけでなく自己表現力、リーダーシップ、国際感覚等、留学前に比べて
格段の成長をみせています。留学後は、全て英語で学ぶGlobal Liberal Arts科目群で、英語力、国際
教養、専門性を更に高めることもできます。本学科で英語力とコミュニケーション力を習得し、将来グロー
バル化が進む現代社会で活躍する夢を実現させましょう。
国際学部 英語コミュニケーション学科

小西 卓三 准教授

国際学科

本学科では昭和ボストン、中国、韓国、スペイン、ベトナムに留学し、それぞれの地域言語に加え、国
際共通語の英語を学習し『英語+1言語』の習得を目指します。昭和ボストン留学後にフランスやドイツな
人間社会学部
福祉社会学科 2年

人間文化学部※
国際学科 5年

原田 萌々香 さん

畑 美咲 さん

学内のボランティアコーディネー

昭和女子大学と上海交通大学の2

ター
『ENVO』に所属し、ボランティ

つの学位を5年間で取得するダブル

ア活動の参加や企画に取り組んで

ディグリープログラムに参加。2年

います。昨夏の宮城県女川町のワー

間の中国留学を終えて、中国語で

クショップでは地域の方と交流し、

の卒業論文に専念しています。大学

ボランティア活動を続けていくこと

生活は自分のやりたいことを実現で

の大切さを強く実感しました。

きる貴重な時間。悔いのない進路

千葉市立千葉高校出身

人間文化学部
日本語日本文学科 4年

吉川 史姫 さん
新潟県立新津高校出身

ゼミでは「現代の日本語」を研究して
います。普段の会話や歌の歌詞、敬語
や小説など言葉のことなら何でも研究
材料にできてとても面白いです。受験
生の皆さん、進学後の楽しい生活を想
像しながら、勉強がんばってください！

どで学ぶ2か国留学、5年間で昭和女子大学と上海交通大学、またはソウル女子大学の2つの大学から学
位が授与される『ダブルディグリー・プログラム』制度も取り入れています。言語だけでなく文化的背景
を学ぶ現地でのインターンシップもあり、将来グローバルに活躍したい人を全力で応援します。

埼玉県立久喜高校出身

選択をしてください！

人間文化学部
歴史文化学科 4年

国際学部 国際学科

寺島 政子 准教授

岸本 みなみ さん

東京都私立村田女子高校出身

ARコンテンツの利用方法

オープンキャンパスでは学科ブースのス
タッフを担当しています。進路に悩む
受験生の皆さんに向けて、大学や学科
の魅力・入試についての相談にのって
います。機会があれば歴史文化学科の
ブースにも足を運んでみてください！

アプリを起動して左
記の「坂東理事長・
総 長 の 写 真 」を ス
キャンすると、動 画
コンテンツがご覧に
なれます。

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。
上 記のQ R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。

※2017年4月入学者からは国際学部

山田 隆 教授verも公開中!!
本学Youtube公式チャンネルをご確認ください。

