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昭和女子理事長　坂東真理子先生

人見圓吉

世の光となろう

創立者　 人見 圓吉 先生 ビジネスデザイン学科 山田 隆先生

昭和女子大学長　金子 朝子先生

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）
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）
濵田 香衣（環境デザイン学科4年）

表紙モデル
高松 千愛（現代教養学科4年）

スーパーバイザー
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）

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

Facebookアプリから
アクセス

ブラウザソフトから
アクセス

Project-Based Learning
私たちの大学には、学生が主体的に取り組む様々なプロジェクトがあり
ます。専門科目の講義や実習で身につけた力を社会で実践することで行
動力やコミュニケーション能力の向上とともに新しい自分を発見すること
ができます。地域や企業との学外での協働から多くの学びを得ています。

Cover Student

　日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社と健康デザイン学科
のコラボ企画第3弾。今回は「蒸鶏を使った新サンド」をテーマに、
商品開発に臨みました。私たちと同年代の女性の食生活について調査
し、「和」「ヘルシー」「甘いもの」「SNS映え」などのキーワードを元
にコンセプトを決定。彩りや味わいといった自分たちのこだわりと顧客
のニーズ、店舗での手順などを考慮し、完成したのが「たっぷり野菜
のチキンラップ」です。最終選考会議でのプレゼンテーションでは、
商品の魅力を自分たちの言葉で精一杯伝えました。結果、社員の方か
ら「自分たちには思いつかない女子大生ならではの発想！」との評価を
得て、商品化が実現。プロジェクトを通して感じたのは、商品開発の
難しさと、その先にある達成感です。私たち4年生の思いを引き継い
でもらうため、学寮研修で2年生に完成品を試食してもらい、今後も
第4弾、第5弾に続くプロジェクトにしてほしいです。

ヘルシーでお腹満足の「チキンラップ」が店舗限定で発売！

　2017年度、現代教養学科・鶴田研究室に所属する学生10人が取り
組んだのが、「世田谷まち歩きBook」の制作。“世田谷のまち歩きをもっ
と楽しんでもらおう”というコンセプトのもと、世田谷まちなか観光交
流協会と東急電鉄との連携でプロジェクトが始動しました。この冊子
は地元の女子大生がおすすめのスポットを「歴史」「アート」「スイーツ」
のテーマごとに紹介する作りとなっており、私たちは主にお店のセレクト
と取材・撮影を担当しました。まち歩きのきっかけとなるよう、コンセ
プトがしっかりしていて、ちょっと足を伸ばして行ってみたくなる範囲に
あるお店であることを重視し、分担してアポイントを取り、打ち合わせ、
取材をしました。社会人になる前に企業の方と一緒に冊子を作り上げ
たことは貴重な経験となりました。試行錯誤してできあがった冊子は、
東急電鉄沿線の主要な駅や学校のイベントで配布されました。

地元の女子大生ならではのこだわりの店をセレクト

昭和女子大学らしさを大切にするため
校章の桜をモチーフにデザイン

　環境デザイン学科・田村研究室が取り組んだのは新宿駅の1/100の立体模型。
過去には渋谷駅や東京駅の立体模型も完成させています。世界一の乗降客数を
誇る新宿駅の模型製作という壮大なプロジェクトに立候補したのは30名の学生
たち。“多くの人が迷う新宿駅の構造を調べたい”と、何度も現場に足を運び、調
査を実施。新宿駅だけでなく、新宿三丁目、西口、西武新宿駅、バスタ新宿ま
で新宿全体を網羅しています。完成作品は新宿駅西口の地下イベントコーナーや
文化祭で展示。「古くから新宿の様子を知る方が来て、さまざまな感想を聞くこ
とができ、今後の参考にしたいと思いました」と三尾さん。「今後はどこの駅の
模型を製作しようかと、次回作に向けての構想を練っています」。

世界一の乗降客数を誇る新宿駅を細部に至るまで正確に再現

　2015年4月に誕生した昭和女子大学オ
リジナルのミネラルウォーターの第3弾が
登場。今回は環境デザイン学科橘ゼミに
所属する3・4年生、計6人がコンペに参加
し、4年生の熊澤花笑さんのラベルデザイ
ンが選ばれました。デザインコンセプトは
“水がおいしそうに見えること・昭和女子
大学らしさが伝わること”。熊澤さんは昭
和女子大学の雰囲気を伝えるため、校章
の桜をモチーフにデザイン。水のシズル感＊

や透明感を大切にするよう、全体をやさし
い色づかいでまとめました。また、販売に
あたって、夢みる人たちを応援するオリジ
ナルポスターをゼミのメンバーたちが作成。
大学にも協力を仰ぎ、先生の顔写真ととも
に学生に向けた直筆メッセージを掲載して
います。チームの力が集結したオリジナル
商品『ユメミルミズ』は、キャンパス内の
自動販売機で販売されています。

　昭和女子大学 
オリジナル・ミネラルウォーター
ユメミルミズ プロジェクト

　  1/100スケールの巨大ターミナルを制作
DP総合演習 新宿駅模型プロジェクト

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 × 健康デザイン学科
KFCとの新メニュー共同開発プロジェクト

　  世田谷区 × 東急電鉄 × 現代教養学科
「世田谷まち歩きBook」編集プロジェクト

現代教養学科4年
高松 千愛さん♥
神奈川県立市ケ尾高校出身

左から

環境デザイン学科4年
川合 優美さん
東京都立豊多摩高校出身

環境デザイン学科4年
熊澤 花笑さん
神奈川県立鶴嶺高校出身

環境デザイン学科4年
西川 佳奈さん
東京都私立郁文館高校出身

Q	 	大学生活で有意義だったこと、思い出深い出
来事はありますか？

A	 	２年生の夏季休暇を利用して昭和ボストンへ
１か月間留学したことです。人生の中で一番
充実した夏休みでした。

Q	 	受験生へ、大学に入学してからのアドバイス
はありますか？

A	 	短期留学を経験して、自分の世界を広げるには
やはり英語を積極的に勉強することだと痛感
しました。英語力だけでなくコミュニケーショ
ン力もUPします!!	ぜひ、学校のプログラムや
施設を活用して英語を勉強してください。

左から

環境デザイン学科
田村 圭介 准教授

左から

現代教養学科4年
早川 美咲さん
千葉県立柏中央高校出身

環境デザイン学科3年
堂前 颯貴さん
神奈川県立秦野高校出身

現代教養学科4年
佐々木 遥さん
神奈川県立追浜高校出身

環境デザイン学科3年
三尾 萌子さん
神奈川県立瀬谷高校出身

現代教養学科4年
平田 万菜さん
東京都私立品川女子学院高等部出身

現代教養学科4年
堀之内 美里さん
東京都私立東京高校出身

フィールドワークで新宿の歴史と新宿
駅の成り立ちを紐解くことからプロジェ
クトはスタート。

設計図を見て、パーツを確認しながら慎重に作業を進めます。
商品開発担当者と一緒にどのような商品が
よいか、何回も活発な議論を重ねる。

たっぷり野菜の
チキンラップ	
ごぼう＆ひじき／
チェダー＆ハニーメイプル

最終選考会議の様子。社長はじめ商品開
発担当者が試食する緊張の瞬間。

世田谷区のさまざまな情報が掲載された「世
田谷まち歩きBook」。巻末にあるスタンプ
ラリーの台紙は、スタンプの色を重ねるこ
とで1つの絵が完成するこだわりの作り。

砧公園内にあるレストラン、	
ル・ジャルダンでの取材の
様子。実際にスイーツをい
ただきながら楽しい雰囲気
で話を伺いました。

新宿駅立体模型展示組立の様子
2016年11月	新宿駅西口広場にて開催された
「東京	橋と土木展」（東京都建設局）にて

左から

健康デザイン学科4年
松本 玲さん
長野県立上田東高校出身

健康デザイン学科4年
名取 香琳さん
千葉県立千葉北高校出身

健康デザイン学科4年
松山 睦さん
神奈川県私立神奈川学園高校出身

＊食欲や購買意欲を刺激するような瑞々しさを表す造語

昭和女子大学生が提供する受験生向け情報誌
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Entrance Examinations
& Project-Based Learning
入試のスタイル ＆ プロジェクト活動

〒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】　



その他資格については大学案内をご覧ください。資格取得により活躍の場が広がり豊かなネットワークと経験が人間力を培います。

Entrance Examinations
Pick UP!

昭和女子大学の入試スタイル

国語科教諭
書道科教諭
■ 日本語日本文学科
　私が国語の教員を目指そうと決めたのは
高校生のときでした。日本語がもつ音の響
きや言葉の美しさにひかれ、文学や古典な
ど幅広く学びたいと思い、日本語日本文学
科に進学しました。昭和女子大学では書道
科教諭の免許も取得可能なので、入学後に
本格的に書道を始め、かな文字の美しさに
魅せられました。今後は中学の国語科教諭
を目指し、日本語の素晴らしさを生徒たち
に伝えていきたいと思います。

図書館司書
■ 全学科対象
　利用者の要望に応えて、面白い
本を紹介したり、研究に役立つ情
報を正確に提供したりするために、
図書館や書籍に関する知識やスキ
ルを日々学びます。

小学校教諭
■ 初等教育学科

（児童教育コースのみ）

　附属の子ども園、ボランティア
活動など豊富な現場体験が学びの
理解を深め実践力を身につけます。

言語聴覚士（受験資格）
■ 福祉社会学科
　専門知識・技術を習得し、病院・
施設、学内のことばの相談室での
実習を通じて、乳児～高齢者の方々
の言語コミュニケーション支援を
目指します。

社会調査士
■ 心理学科
■ 福祉社会学科
■ 現代教養学科
　世論・市場・社会現象など複雑
な現代社会の現状を把握し、課題
の解決を図る為に不可欠な社会調
査のスキルを身につけます。

幼稚園教諭・保育士
■ 初等教育学科
　小さい頃から子どもと遊ぶことが好きだった
ので、将来は子どもに関わる仕事をしたいと思っ
ていました。実習を経て、言葉がけや働きかけ
など専門的な視点で子どもにアプローチするこ
とができるようになり、夢に近づいている自分
を実感しています。大学生活はあっという間で
す。興味をもてるものを見つけたら挑戦し、自
分が打ち込める目標を見つけてください。

社会福祉士・精神保健福祉士（受験資格）
■ 福祉社会学科
　中学生の頃、末期がんの患者さんや家族と関わるメ
ディカルソーシャルワーカーが力を尽くす姿に心を打た
れ、私も同じ職業を目指したいと思うようになりました。
実習では苦しい状況でも前を向いて進む人たちを間近
でみて、私自身、日々勇気づけられています。教育を受
けられる場所と時間があることに感謝し、自分の可能
性を信じてがんばってください。

学芸員
■ 全学科対象
　高校生の頃から発掘に興味があり、入学後は考
古学を学ぶとともに、得た知識を生かせる資格とし
て学芸員資格の取得課程にチャレンジしました。
授業では学芸員として必要な知識の修得はもちろ
ん、博物館での館務外実習では、実践的な経験を
得るとともに、ギャラリートークを担当し、人に文
化財の大切さを伝えることの楽しさも学びました。
大学に入ったら、興味のあることに挑戦してみて下
さい。充実した大学生活が送れると思います。

家庭科教諭
■ 環境デザイン学科
■ 健康デザイン学科
　子どもの成長に関わる仕事をしたいと思ったこと、ま
た、裁縫も好きなことから家庭科教諭を目指していま
す。資格取得に向けて家庭科に関する知識と技術の修
得に励み、学園祭ではファッションショーという実践の
場で学びの成果を披露しました。教職課程との両立は
大変ですが、「先生になる」という強い意志と、日々の
学びを積み重ねていくことで乗り越えられると思います。

管理栄養士（受験資格）
■ 管理栄養学科
　食の改善で健康になれることに興味を持ち、管
理栄養士になろうと決めました。国家試験では大
学の学びそのものが対策になるので、授業を大事
にすることはもちろん、オリジナルメニューを考え
るプロジェクトで献立作りの実践も積んでいます。
今後は、管理栄養士として調剤薬局に内定をも
らっているので、患者さん一人ひとりと向き合い、
食の面からサポートしていきたいと思います。

一般入学試験A日程
［全国12都市で受験が可能です］

一般入学試験B日程
［複数学科を同時に受験可能です］

センター型入学試験（Ⅰ期・Ⅱ期）
［大学入試センター試験を利用します］

一般入学試験 3月期
［複数学科を同時に受験可能です］

　A日程は試験日が早いので、B日程で再度挑戦でき、受験のチャンス
を増やすことができます。地方の会場で試験を受けられることも魅力で
す。私は栃木出身なので宇都宮会場で受験しましたが、東京に来るより
も交通費や宿泊費などの負担が少なく、何より地元に近いという安心感
もありました。受験時は、周囲が推薦入試で次々と進路を決めていく中、
一般入試を乗り切れるか不安を抱えることもありました。そんな時に高
校の先生からもらった「必勝」の文字入り手作り受験セットはお守り代わ
りに使った大事な宝物です。たくさん悩みながらも周りに支えられ、受
験で結果を出せた経験は、「何があっても乗り越えられる」という自信に
なりました。

　B日程は複数学科に出願できます。私は、健康デザイン学科と食安全
マネジメント学科を受験しました。同時に出願したので通常より検定料を
抑えることができました。さらに、B日程は基本2科目ですが、最大で3科
目まで受験できます。必須科目と受験した選択科目の成績から上位科目
の得点を採用して合否が決まります。理系分野である学科を文系科目で受
けることができ、文系出身という自分の強みを存分に活かすことができま
した。授業では基礎から理系科目を修得でき、実習も新設されたばかり
の9号館で最新の設備を使えます。「自分は文系だから」と栄養系の学科
の受験に迷っている人がいたら、諦めずに、ぜひチャレンジしてみてくだ
さい。

　センター型入学試験で受験した大きな理由は、センター試験対策をす
ることで志望大学が狙えること。また、地元で試験を受けることができる
からです。地方出身者にとって、交通費をかけずに志望大学を受験でき、
さらにセンター試験の成績を利用できるのはとても便利なシステムだと思
います。複数の学科に出願することもできます。高校時代はバドミントン部
に所属していたので、本格的な受験勉強を始めたのは引退後です。部活に
費やしていた時間をすべて勉強にあて、昼休みや電車の待ち時間などの隙
間時間も有効に活用しました。大学受験は人生の通過点です。合格する
ことを最終の目標にせず、入学したら何を学び、どんなことに挑戦したい
のか、目先のことではなく、少し先の楽しみを見つけてがんばってください。

　国立大学を目指していた私は、センター試験で、得意科目の国語が自己
採点の段階で思うように伸びないと判断し、国立1本から私大を並行して受
験することにしました。高校の先生から雰囲気、就職率の良さ、立地の良
さもあり昭和女子大学を勧められました。3月期試験は国語・英語の2科目
受験で、複数の学科に志願できるので、第一志望の歴史文化学科と国際学
科に出願しました。募集人数の少ない3月期試験ですが、歴史文化学科は「歴
史」を得意とする受験生も多いはず、そこを国・英の2科目受験なので、勝
算があると考えました。3月期試験では、国立に向けてやってきたことを活
かすことができました。受験では思うようにならないこともありましたが、
今はとても充実しています。最後まであきらめずにがんばってください。

日本語日本文学科1年
君島 かれんさん
栃木県立那須拓陽高校出身

日本語日本文学科3年
佐々木 邑華さん
秋田県立能代高校出身

初等教育学科３年
佐久間 晴香さん
東京都立翔陽高校出身

福祉社会学科４年
細淵 由真さん
神奈川県平塚学園高校出身

一級建築士☆の資格を取得するためには？
　一級建築士は一定規模以上の建物を設計する上で必須の資格であり、最近では
ハウスメーカーやゼネコン勤務の方なども、顧客の信用を得るために取得する人が
増えています。受験資格には大学での特定科目の履修と複数年の実務経験が必要
で、試験では設計製図のほか実務に関わる知識と大学で学ぶ建築学全般の知識が
広く出題されます。
☆実務経験を経た後、受験資格を得る

環境デザイン学科
森部 康司 准教授

図書館司書の資格を取得するためには？
　司書は公共図書館のための専門的職員の資格で、利用者と図書館資料とをつなぐ
役割があり、全学科の学生が資格取得のための科目を履修することができます。図
書館資料やインターネット上の情報源を用いて利用者の質問に答える演習授業など
があり、卒業論文やレポートに取り組む際にとても役に立ったと、卒業式や学期末
に受講生から声をかけられることがあります。担当者としてはとても嬉しくなります。

池田 美千絵 助教 図書館学課程担当

言語聴覚士★の資格を取得するためには？
　ことばや聴こえ、嚥下（飲み込み）に障害をもつ人々に専門的な支援を行う言語
聴覚士になるためには、様々な専門科目を学びます。言語聴覚障害学と共に、そ
の障害の背景を理解するために基礎医学や臨床医学なども学びます。国家試験に
合格すると、小児施設やリハビリテーション病院など活躍が期待されます。　
★受験資格

福祉社会学科
進藤 美津子 特任教授

小学校教論免許を取得するためには？
　初等教育学科では「教員になりたい！」という明確な目標を持った学生が多く集
まっています。教育職員免許状の取得には、卒業要件の単位を修得した上で「教
育職員免許法」及び関連法令で定められた学びが必要です。その他に学科独自の
実習プログラムも多く、例えば1・2年生では公立小学校の「参観実習」や「5日間
ボランティア」、「1日見学」等があります。また3・4年生では自主的に選択する「教
育現場体験」をはじめ、教職指導室を設置して「就職試験対策講座」にも力を入
れています。仲間たちと学び、教職に関わる仕事に就くことを大いに期待しています。

初等教育学科
早川 陽 専任講師

歴史文化学科4年
吉岡 伽奈子さん
昭和女子大学附属昭和高校出身

環境デザイン学科4年
梅山 晴比さん
群馬県私立東京農業大学第二高校出身

管理栄養学科4年
戸村 江里さん
埼玉県立熊谷女子高校出身

健康デザイン学科1年
前田 千里さん
東京都立神代高校出身

現代教養学科1年
下山 永里奈さん
栃木県立石橋高校出身

歴史文化学科1年
津野 花さん
東京都立富士高校出身

AO入学試験（専願制＊）
［日頃の成果、そして「入学したい！」という意欲でチャレンジ！］

　出願基準に成績等の条件を設けない入試です。大学・学部学科が求
める学生像（アドミッション・ポリシー）と受験生の能力・適性・意欲・
目的意識などが合致しているか、高校生活で意欲的に取り組んだこと、
書類審査など時間をかけて選考する入試です。そのためAO入学試験は
受験相談が必須となりますので、6月～８月に実施するオープンキャンパ
スに参加して受験相談を受けてください。早期に行われる入試のため、
早めに情報収集することをおすすめします！
＊管理栄養学科の募集はありません。

過去問題について
　オープンキャンパスでは昨年度の入試問題を過去問題集として配布し
ています（数に限りがあります）。また大学のHPから同問題をダウンロー
ドすることもできます。過去問題集にはA日程試験のほか、B日程試験、
3月期試験、公募制推薦試験、AO入学試験とすべての入学試験問題を
掲載しています。本学入試の傾向を確認し、試験対策にぜひ活用してく
ださい。（正答は掲載していません）

公募制推薦入学試験【併願可＊】
［合格を手に一般入試にチャレンジできます！］

　出願基準として全体の評定平均値・学科により履修基準、成績基準
があり、学校長の推薦による入学試験です。出願書類、筆記テスト（小
論文・適性テスト等）の成績、面接により合否を判定します。併願が可
能な学科については、合格を手にしたまま、本学他学科あるいは更に
レベルの高い大学の一般入試にチャレンジすることもできます。
　また、同日に実施する光葉同窓会推薦試験は、出願資格等は公募制
推薦試験と同様で、同窓生の推薦による入学試験です。詳細は、大学ホー
ムページまたはオープンキャンパスに参加して確認してください。
＊管理栄養学科・健康デザイン学科は専願制入試です。

国際学部で
英語4技能検定を活用する
入試がスタートします！

■グローバル入学試験（専願制）
 　［英語力を重視！ 入学後の成績優秀者に
　   留学支援金を給付します！］

　本学を第一志望とすることが出願の条件で専願制となり
ます。英語4技能検定を活かし、書類選考と面接で選考す
る入試です。みなさんの「外国語が好き！」「昭和女子大学
で留学を経験したい！」という気持ちを3月の入試でぶつけ
てください。

■センター型入学試験Ⅱ期
　 【英語4技能試験活用方式】
　 （複数の学科に出願可）
　 ［英語が好き！ 得意！ が活かせる入試］

　センター型入学試験Ⅱ期では、一般方式に加え、英語4
技能検定試験活用方式を採用。英語の「読む」「書く」「話す」

「聞く」の4技能を測定する英語検定試験の基準を満たした
上でセンター試験の成績から指定科目のうち上位１科目を採
用する入試です。また、センター型入学試験Ⅱ期は、センター
試験の自己採点の結果を踏まえて出願できます。

大学入試を制するためには、まず大学の入試スタイルを知ることです！
オープンキャンパスはもとより大学案内・募集要項を読み込んで、

自分に合う自分を活かせる入試スタイルを見つけましょう。

一級建築士（受験資格☆）
■ 環境デザイン学科
　幼いころから迷路やレゴで遊んでいた私は、新聞
折り込みのハウスメーカーの間取りを見るのが大好
きでした。建築関連に興味を持ち、入学後2年生の
後期に設計の授業で出された課題が、学年の代表と
して選ばれたことをきっかけに、提出する作品は常
に全力を尽くし設計、製作をしています。学生一人ひ
とりの作品を、授業担当の先生だけでなく、建築界
の第一線で活躍される外部講師の先生方から講評し
ていただけることはとても勉強になります。内定した
ゼネコンで設計職として仕事をする上で大学時代の
経験を活かしていきた
いと思います。

環境デザイン学科4年
遠藤 友里さん
東京都私立和洋九段女子高校出身

わたしの目指す資格
それぞれの道でプロフェッショナルを目指し、日々学ん
でいます。夢を叶える第一歩としての資格取得、目指し
たきっかけや努力したことを紹介します。

3年後期に、学生寮の設計が優
秀賞に選ばれました。

教員からのアドバイス


