Campus Style 2018

プロジェクト活動 ＆ キャンパススタイル

Project-Based Learning
& Campus Style

自分のスタイルに合った服を思い思いに着こなし、
キャンパスライフを楽しんでいる昭和女子大学の学生たち。
自己表現の一つとしてオシャレを楽しんでいます。

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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環境デザイン学科 3年

川上 聖奈さん

ビジネスデザイン学科 3年

（東京都私立日本大学第三高等学校出身）

水谷 有沙さん

校内の吹奏学部で活動しています。大学生になっても好きなことを続けられているので、
とても充実しています。私が学ぶプロダクトコースでは第一線で活躍されている方の指導を
受けることができ、さまざまなジャンルを学ぶことができます。

（神奈川県立麻溝高等学校出身）
WWG（Women’s Worth Leadership Group）というグループを仲間と立ち上げ、
学内でのイベントや、海外の大学で発表など、日本の文化を留学生に伝える活動を行っ
ています。皆さんも大学生になってからやりたいことを、たくさん考えておいてください！

企画協力
今村 みのり（心理学科4年）
大橋 めぐみ（心理学科4年）
霞 紫帆（心理学科3年）
鈴木 遥（福祉社会学科2年）
安部 水紀（日本語日本文学科3年）
中島 里咲（日本語日本文学科2年）
山本 芽以（心理学科１年）
奥泉 萌乃（心理学科１年）
石井 七海（日本語日本文学科１年）
大江 美帆（環境デザイン学科１年）

心理学科 3年

立壁 麻美さん

スーパーバイザー
桃園 靖子（環境デザイン学科 教授）

（埼玉県私立西武学園文理高等学校出身）

中村 徳子（初等教育学科 准教授）

11月に行われる“秋桜祭”に企画部として参加しています。学校の行事に参加すると、違う
学科や学年の人と交流することができるので楽しいです。一つのことに向かって頑張ると
凄く達成感があり、先輩も良い人ばかりなので、楽しいキャンパスライフを送れます！

表紙モデル
木村 美優さん（ビジネスデザイン学科4年）
千葉県私立八千代松陰高等学校出身

初等教育学科 4年

英語コミュニケーション学科 2年

若林 美花 さん

田丸 桃子さん

（さいたま市立浦和高等学校出身）

（千葉県私立敬愛学園高等学校出身）
興味を持った授業を積極的に取るようにしています。その中でも異文化などが学べる授業は、
国連関係の仕事に就きたい私にとってもとても実りのある授業です。大学生活は課題など大
変なこともありますが、自分の学びたいことを好きなだけ学べるチャンスです！

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

小学校教諭の免許取得に向けて、小学校での学習支援ボランティアなどに取り組んで
きました。現在は、教育実習に向けての授業や、教員採用試験対策の授業を履修して
います。先生方も親身になって指導してくださり、よい環境で学ぶことができます。

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

受験生向けポータルサイト
https://exam.swu.ac.jp/portal/

環境デザイン学科 桃園研究室では、財団法人 塩尻・木曽地域地場産業振興センターと協働し、木曽漆器デザインプロ
ジェクトに取り組んでいます。目的は、伝統工芸品・木曽漆器の世界に新たな風を吹かせること。漆に触れる機会の少ない
若い世代が身近に感じられる漆製品を作るため、
「大人カワイイ」をコンセプトに素材研究やデザイン提案を行っています。

Project #01

Study Style

専門知識を深める〈ゼミ〉の授業。
どんな研究をしているのか、研究室を覗いてみよう！

制作で大変なことは、実作業をする職人の方へ自分の頭にあるイメージを伝えることです。少しでも正確に伝えるため、ラフ
案や自作のサンプルを作って意思の疎通を図りながら改良を重ねます。これまで制作した製品は、漆製品ブランド「cocoro

木曽漆器デザイン

concept」の商品として、ネットショップや振興センターなどで実際に販売。例年2月に行われるギフトショーにも出品し、
たくさんの方に手に取っていただきました。今年度も、新たな商品化に向けてのプロジェクトが始動。夏には実際に木曽を

プロジェクト

訪問し、職人の方から漆や技法について学ぶ予定です。現地で得た知識を糧とし、
「cocoro concept」のブランド力を高
めるためにも、私たちにしかできない漆製品を生み出していきます。

SWU
×
財団法人 塩尻・木曽地域地場産業振興センター

環境デザイン学科
場所の本質を理解し、
魅力を引き出す空間をデザイン
様々な場所で起こっている現象を分析し、新しい
空間を都市や街にデザイン、提案できるかについて
研究しています。ゼミではまず、研究対象に選んだ

「むらかみ宵の竹灯篭まつり」
の竹灯篭。
コンセプトを設定してから空間を構成
していきます。積み方、切り方、並べ
方などの試行錯誤を重ねながら仕上
げていきます。秋桜祭でも展示を行っ
ています。

場所の社会的・歴史的背景をリサーチし、テーマを
決定後、卒業設計や論文などの成果物制作を始め

木曽漆器学生デザインによる新ブランド創出

ます。学生は現地へ足を運んで様々な人の話を聞き、
その場所がもつ可能性を理解した上で制作を進めま
す。ゼミの学生は、研究室で行っているプロジェクト
やデザインコンペに参加します。プロジェクト活動で
は毎年、新潟県村上市の
「むらかみ宵の竹灯篭まつり」
に参加し、竹灯篭のインスタレーションを作成、地域
の人たちとともに幻想的な空間を造り上げています。

塗師の柔軟な技巧の美しさ
写真提供：丸嘉小坂漆器店

金尾 朗 教授
建築はもちろん、たくさんの学びに触れ
て、型にはまらないオリジナリティに富
んだ作品を生み出してください。

歴史文化学科
民俗調査の基本は「聞書き」
現地の人から日本の伝統を学ぶ
民俗・芸能の研究では、文献の解読とフィールド
ワークが重要です。主な資料は人から人へと伝える

能や歌舞伎の演目に使われる『曽我物
語』
。舞台となる曽我の里の魅力を伝え
るため、イベントを盛り上げます。登場
人物をモチーフにしたキャラクターは子
どもたちにも人気です。

伝承資料であるため、現地の人から情報を集める
「聞
書き」が調査の基本となります。ゼミでは毎年、聞
書きの訓練を兼ねて宮崎県・椎葉村へ研修旅行を実
施。学生は地域の風習や行事などについて聞き取り

環境デザイン学科

調査を重ね、卒業研究を進めるためのスキルを身に

桃園 靖子 教授

つけています。有志による「曽我の里プロジェクト」

4年目を迎える「木曽漆器デザインプロジェクト」
。
参加学生は授業と両立しながら、作業を進めてい
ます。学生時代に自分のデザインが製品化に繋が
るまたとないチャンスなので、楽しみながら取り組
んでほしいです。

新たなプロダクトデザイン・制作に向けて打ち合わせ。前
年度までの課題や新プロジェクトの方針が伝えられ、これ
まで商品化されてきたものを見ながら、全員でアイデアを
出し合います。

Project-Based Learning

では、地域を盛り上げるために、1年を通してイベント
や祭りのお手伝いなどをしています。

大谷津 早苗 教授
最初は緊張する聞書きも、やってみると
楽しいもの。フィールドワークで培った
コミュニケーション力は、社会で必ず役
に立ちます。

ビジネスデザイン学科

社会につながる学生プロジェクト活動
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。

ホスピタリティとは相手のために
何ができるかを考え、行動すること
ゼミでは社会に出たとき
「どのようにホスピタリティ
を体現するのか」ということをテーマに、学びを深め
ます。前期は本やディスカッションでホスピタリティ

しなの鉄道の観光列車「ろくもん」を
PRするイベントを、長野県のアンテナ
ショップ銀座NAGANO （東京都中央
区）にて、ゼミ生9名で立案。

の知識や考え方を習得。後期は企業とのプロジェク
トを通じて企画力やプレゼン力を身につけ、チームを
Project #02

Project #03

動かすためのリーダーシップやコミュニケーション力
を高めていきます。ホスピタリティの本質は、相手の

infie(l)ducation
Project

化粧ポーチ・化粧筆セット
開発プロジェクト
販促のPOPやリーフレット、ポスターの制作をも行いました。
ひと目でお客様に化粧ポーチ・化粧筆の魅力を伝えるにはど
うしたら良いかを話し合い、
「春、私がもっと魅力的になる」
というキャッチコピーが生まれました。

SWU
×
株式会社 インフィールドデザイン

SWU
×
hakuho-do

社会課題の解決を通して「経験デザイン」の手法を学ぶ

より輝きたい女性を応援する

モノの見方や考え方をデザインする

化粧ポーチ・化粧筆セットを開発・販売

ために何かできることはないかを考え、行動すること。
2年間の活動で、自分が社会で働く本当の意味や
目的を見つけることを目標としています。

飴善 晶子 教授
ゼミでの活動を通じて、自分のことだけ
でなく、相手の立場を理解し、受け入れ
る気持ちを育んでもらいたいと思います。

会計ファイナンス学科
1枚の表からお金の流れを知り
企業の経営状況を読み解く
財務諸表とは、企業が決算の際に1年間の売上高
や資産状況などをまとめた書類のこと。財務諸表を

天笠研究室では株式会社 インフィールドデザインと共に、経験デザインの手法を用

左）
「エクラ・モア」
ポーチ・化粧筆セット

いて現代社会の問題解決にむけて取り組むプロジェクトを継続的に実施しています。
経験デザインとは、人々の暮らしや仕事の丹念な観察を通して、よりよい日々の経験や
価値のあり方をデザインすること。2016年度に続き、
「国道17号線」沿線の地域格
をデザインしました。まず都心・郊外・内陸部工業地帯・中山間地域および、伝統・
地場産業地域の5つのエリアに分かれて調査ポイントを設定し、3人1
組のチームでフィールドワークを実施。
「経験デザイン」の手法を
用いてワークショップを重ね、各地域ごとのモノの見方や考え
方について理解を深めていきました。インフィールドデザイ
ンのクライアント企業の方々を交えた成果報告会では「自分

ます。基礎を身につけた後は、実際の財務諸表を分

（2017年度 共同研究）
Infie ( l ) ducation Project 03では、国道17

ビジネスデザイン学科 浅田ゼミでは、世界最

号線をたどりながら、地域特性の異なる各地
域での幸せの形を考えるプロジェクトを昨年
度に引き続き実施。豊かさを測る基準・単位
づくりをプロジェクトのゴールとしました。

高級品質の筆づくりで知られる株式会社 白鳳堂
とコラボ。

の2種類の化粧ポーチ・化粧筆セットを開発。
「春
薫る、すだち」ポーチ・化粧筆セットは、春、新

メイクが好き、商品開発に興味があるなどの思

しい世界に羽ばたく女性が化粧筆を手に取るきっ

て発表しました」と西山さん。チームごとに地域の様子を報

いを持った5名が2つのチームに分かれ、化粧ポー

かけになってほしいという願いから、化粧筆と一

告し、自分の意見や感想も交え、現場の肌触りを伝えました。

チ・化粧筆セットの開発に取り組みました。白鳳

緒にコスメもたくさん収納できるサイズにしました。

指標・単位を考えるワークショップを行いました。
東京エリアのインタビューを担当した中村さんは「話を聞
きだす難しさを学ぶと同時に、さまざまな生き方を見ること
で、改めて女性の生き方を考えました」と、プロジェクトを
通じて自分自身と社会の関係性を見直すきっかけを得たよう
です。
社会課題の理解と解決という大きなテーマだけでなく、

現代教養学科

学生個人個人としても幸せや豊かさのあり方の多様さを肌

天笠 邦一 専任講師

で学ぶなど、多くの経験を積んだ本プロジェクト。成果は毎

プロジェクトの中で特にフィールドワークを
重要視しています。活動を通して、さまざま
な生き方や考え方があることを知り、第三者
の目線で物事を見たり、考えたりする力を身
につけ、人生の選択肢を広げてもらいたいと
思います。

年冊子にまとめられ、
次のプロジェクトへとつなげていきます。

お金の流れを理解できるようになることで、金融や
経理だけでなく、営業として企業に収益を上げる提
案ができるなど、
様々な職種で活かすことができます。

い、最終的に「春薫る、すだち」と「エクラ・モア」

の見てきたこと、感じたことをいかにリアルに伝えるかを考え

エコノミスト誌が世界都市ランキングで用いる指標を活用し、
各地域のもつ豊かさを地域間で比較しながら洗い直す。一目
で見えるように情報を整理するなど工夫を凝らす。

析する実践的学習も予定しています。財務諸表から

自分たちが開発した商品が並ぶ白鳳堂のお店にて、手に取っ
たお客様が喜んで購入してくださる姿を見て達成感を感じる
ことができました。

『続・国道17号線の幸福論
―豊かさのものさしを探す旅』

そして、最後はゲストの方々とともに各地域の豊かさを測る

学生プロフィール
左）現代教養学科4年 中村美里さん
千葉県立柏中央高等学院出身
右）現代教養学科4年 西山素乃子さん
千葉県私立昭和学院秀英高等学校出身

必要な用語や表の種類など基本的な仕組みを学び

各チームのメンバーがすべてのフィールドの成果を報告するダ
ウンロード（披露と共有）ワークショップ。自分の言葉でフィー
ルドを語り、ディスカッションをしながら、お互いのフィールド
への理解を深めていく。

差に着目し、それぞれの地域で異なる幸せ・豊かさのあり方を評価するための“視点”

見ることで、経営状態やビジネスモデルを予想するこ
とができます。授業では、財務諸表を読み解くのに

堂南青山オフィスを訪れ、何度も打ち合わせを繰

「エクラ・モア」ポーチ・化粧筆セットには、化粧

り返し、担当者の方たちからアドバイスを受けな

筆でお直しをすることで新しい自分に出逢ってほし

がら、学生の視点で企画・開発に取り組み、まず

いという思いを込めています。

は化粧筆の使い方やお手入れ方法について学び、

商品開発と合わせて、
販促用のPOPやリーフレッ

ミーティングを重ねてコンセプトやデザインを考

ト、ポスターの制作なども学生自らが携わり、ポー

案。たくさんのサンプルや色見本からコンセプト

チ・化粧筆の特徴が伝わるよう、見せ方を工夫し

に合うものを選択し、最終的に既製品ではあまり

ました。試行錯誤をしながら、機能性だけでなく

使用されていないシャンパンゴールドとピンクに決

素材や色にこだわった女子大生らしいポーチ・化

定しました。使用するシーンを想定した形状や、

粧筆セットは実際に白鳳堂の店舗でも販売され、

筆の形が崩れにくい形状のアイデアなども出し合

白鳳堂の方からも好評をいただきました。

右）
「春薫る、すだち」
ポーチ・化粧筆セット

ビジネスデザイン学科

浅田 裕子 准教授

今回のプロジェクトは、企画・開発や
プレゼンなど全ての作業を学生に任
せました。学生は白鳳堂の皆さまの期
待に応えるため、試行錯誤しながら
も懸命に取り組んでくれたと思いま
す。プロジェクトを通して得た経験や
強みは、必ず社会に出てからの財産
になるはずです。

学生プロフィール
ビジネスデザイン学科4年
左から）
石井美帆さん
千葉県私立国府台女子学院高等部出身
大窪千晶さん
石川県私立遊学館高等学校出身
貴田めぐみさん
埼玉県立大宮光陵高等学校出身

会計ファイナンス学科では、財務諸表
を作るために必要な簿記も学びます。
作り方と分析方法、2つの視点から学
習することで会計に関する理解が深ま
ります。

関 憲治 准教授
生きていく上で、お金は必要なツールで
す。お金と上手に付き合い、望むキャリ
アを実現するためにも、学科での学びは
必ず役に立ちます。

昭和リエゾンセンター
昭和リエゾンセンターは、産学連携、地域連携及び連携を
通じたPBLの推進を目的とし、学生及び教員が企業や自治体
等と協働するプロジェクトを実施しています。
知的財産を活用したアイデア商品の提案、生産技術や文化
的な価値を学ぶデザイン制作、国際交流支援プログラム等、
地域市民参加型の共同イベントを開催し、プロジェクト終了後
には学生による成果報告会の開催や、活動の一部を単位認定
できる仕組みを構築しています。
これらの取組みは、学生の自主性や社会性を育成するとと
もに、
社会連携・社会貢献の方針の具現化に向けた活動として、
学外からも評価されています。

昭和リエゾンセンターのミーティングルーム。学生プロジェクト
の打ち合わせも頻繁におこなわれています。

