
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！Study Style

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）

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）

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

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

最も身近な臓器“皮膚”の
さまざまな謎を解き明かそう

健康デザイン学科

皮膚の構造と機能を知ることは将来必
ず役に立ちます。実験を通して皮膚が
もつ力を調べましょう。

圷 信子 教授

社会福祉の知識は、生きる上でも働く
上でも必要です。全ての人を包み込む
社会のために学びを深めましょう。

根本 治代 専任講師

　私たちにとって最も身近で触れられる臓器、皮膚。皮膚
は乾燥や紫外線などから身体を守ってくれていますが、最
近では意識にのぼらない皮膚の変化が、私たちの行動を決
めているというデータも報告されています。ゼミでは、皮膚
のさまざまな働きに注目し、ストレスなどの心の状態と皮膚
の関係や、化粧が及ぼす人の行動の違いなどを、皮膚の生
理機能を計測する機器や心理指標などを使い科学的に研
究しています。研究とは、目的を決め、計画を立てて必要
な実験を行い、結果を分析し、考察&報告することで成り
立ちます。この一連の作業を通して、社会人として必要な
問題提起、課題解決力が養
われます。

身近なマスメディアに着目し、
社会と時代の関係性を探る

現代教養学科

　普段、何気なく見ているテレビや新聞、雑誌、広告など
といったマスメディアは、我々にどのような影響を与えてい
るか。社会学とメディア研究の視点を取り入れて、関係性
を探っていきます。ゼミではメディアの受け手側の心理面に
着目し、視聴時間や好きな番組、それを見ようと思った理
由などを、アンケート用紙や聞き取りを通じて調査。社会
調査の知識だけでなく、調査結果を分析することでメディ
アとの関わり方やリテラシーも身につきます。他にも、アイ
ドル好きなファンの心境とはどういうものか、新商品コマー
シャルと購入の関係性など、幅広い研究が進められています。

自分が好きなことを徹底的に追及する
ことは、自分の内面を見つめ直すきっ
かけになります。

小川 豊武 専任講師

求められる「食の安全」。
つくり、守り、支え続けるために

食安全マネジメント学科

さまざまな食品はどのような工程を経
て、私たちの手元に届くのでしょうか？
その疑問から学びは始まります。

高尾 哲也 教授

　多種多様な食品の安全性を確保し、維持するための学
びを講義と実験をリンクさせながら深めていきます。食品
業界では、食中毒などを防ぐために微生物制御による安全
性の管理などが行われますが、その基礎や応用を習得。
安全を守るだけでなく、その食品を流通・販売するために
必要なマネジメントやマーケティングなどの専門知識も身に
つけます。“食品の安全と安心を世の中に届け続ける”ため
の知識や経験は、食品メーカーや流通業界などで発揮で
きるもの。輸出入における規格基準の国際化も叫ばれる現
在、多様な観点から「食」を支え続けられる人が求められ
ているのです。

心を読み解く。
真偽を見極め、未来をひらく

心理学科

　人は何を見て、それをどのようにとらえているのか。認知
心理学や臨床心理学の領域のなかで、人の表情や行動な
どの情報を読み解く研究をしています。調査や討論、実験
を通じて、学生たちは“クリティカルシンキング（物事の真偽
を見極める力）”を培いながら、顔表情認知や広告表現の
効果測定など、興味をもった分野に取り組みます。現在で
は子ども向けの習い事を探し、受講できるサービスを提供
する企業とコラボし、新システムの開発に携わるなど、研究
フィールドは多様です。国家資格の公認心理師や認定心理
士を目指す他、企業に就職して活躍する学生も多いです。

問題解決能力や客観的判断力、そして
英語の文献に触れる機会が多いため、
次第に英語の素養も身につきます。

木村 あやの 専任講師

障害児者福祉の実際を体験し、
全ての人を包み込む社会を目指す

福祉社会学科

　障害のある方にとっての“社会の壁”を考えるため、学生
たちは障害のある子どもをもつ家族や障害者雇用を進める
企業などに取材。机上だけではわからない「障害児者福祉」
の実際を体験します。地域の小学校やNPO団体などと連
携しながら、ボランティア活動も実践。取材や活動によっ
て得た経験を学生同士がディスカッションすることで視野
を広げ、障害のあるなしに関係なく、誰もが豊かな生活を
送れる社会を構築するために多様な発想を生み出していま
す。論理的思考能力を身につけ、社会福祉士や精神保健
福祉士、保育士などの資格取得に向けサポートしています。

　2018年は、昭和女子大学図書館が世田谷の地に開設して70年となります。第二次
世界大戦後の物不足の中で、校友等の寄贈により1948年11月に和漢洋書合わせて2万
8千冊の蔵書を備えた図書館を開設し、以来70年間に収集した図書は約20倍の54万5
千冊以上となりました。今年度は、70周年を記念して「特殊コレクションヒストリー」をテー
マに特別展やイベントを開催しています。是非足をお運びください。

〒154-8533  
東京都世田谷区太子堂1-7-57  
TEL.03-3411-5154  spass@swu.ac.jp
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　坂東眞理子理事長・総長は、昭和女子大学がこれからも昭和ボストン校を核に、グローバル人材の
育成に最優先で取り組む決意を、昭和ボストン開学30周年の式典において表明しました。また、フランク・
シュワルツ昭和ボストン学長に、長年にわたって日米友好に貢献したとして、マサチューセッツ州議会唯
一の日系議員ケイコ・M・オラール議員から表彰状が贈呈されました。

CIE学生相談 留学生支援

留学
サポート
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教学支援センター 国際交流課（CIE）

昭和ボストン開学30周年

2019年9月、米国テンプル大学日本校が
昭和女子大学の敷地内に移転

単位互換プログラム

日本で留学できる貴重な機会
達成感が自信につながります

日本人としての意識が向上し
価値観と視野が広がりました

ダブルディグリー・プログラムで
２つの大学の学位を取得

　教学支援センター 国際交流課（CIE）は、海外研修や留学に関する情
報発信と外国人留学生の支援はもちろん、大学のさらなる国際化のための
取組みを行っています。昭和ボストンや海外協定大学への留学だけでなく、
夏季休暇・春季休暇期間の短期プログラム等、学生の留学の機会を数多
く提供しています。そのほか、初めての海外研修を考えている人から、海
外大学への進学を考えている人まで、様々な目的やニーズに応じてその想
いを実現できるよう、情報発信や渡航準備のサポートをします。また、国
内にいながらも異文化体験ができる、外国人留学生との交流会や多文化
プロジェクトの企画も行っています。

　テンプル大学ジャパンキャンパス（TUJ）との
協定に基づき、昭和女子大学ではTUJに在籍を
して単位を取得する「認定留学」、本学に在籍し
たまま空き時間を利用して通学する「科目等履修」
の単位互換プログラムがあります。日本にいな
がら多様なバックグラウンドを持つ学生と共に海
外の大学の授業を履修することができます。数
もジャンルも豊富な英語開設科目の中から、自
分の興味のある科目にチャレンジしてみましょう。

　有山さんと清水さんは、日本にいながらアメリカ
の授業を受けられる点に魅力を感じ、認定留学制
度を利用しました。授業はすべて英語で行われ、内
容も雰囲気もアメリカの大学のイメージそのもので
した。積極的に意見が交わされ、課題提出も大変
な日々でしたが、無事に単位を取得できたあとは「達
成感とやればできるという自信が身につき、これか
らもいろいろなことにチャレンジしたい」とやる気に
満ちています。

　2019年9月、テンプル大学ジャパンキャンパスは、昭和女子大学のキャンパス内に新設される6階建
ての校舎に移転します。スポーツ施設やカフェテリア、講堂などは昭和女子大学の既存施設を利用する
ことになり、日米の大学のキャンパスを同一敷地内に置くことは日本初となります。

Global Topics

SHOWA BOSTON　http://www.showaboston.org/

国際学科４年　中国　上海交通大学留学
稲葉 千岬さん （東京都立狛江高等学校）

英語コミュニケーション学科3年

有山 桃加さん
（埼玉県さいたま市立大宮西高等学校）

清水 舞花さん
（東京都昭和女子大学附属昭和高等学校）

スペイン
イマージョンプログラム

日本語教育実習
（インドネシア）

春季アメリカ
教育研修

グローバルビジネス
プログラム

国際学科4年

山下 良美さん 
（千葉県千葉市立稲毛高等学校出身）

2年次後期と3年次前期をアルカラ大学で学ぶ
国際学科対象プログラム。ホームステイを通し
スペインの社会や文化を肌で実感します。

2年次前期に実施されるビジネスデザイン学科
全員対象の留学プログラム。ビジネスの基礎を
英語で学び、グローバル感覚を養います。

春季や夏季の長期休暇を利用して専門分野の施
設見学や実習を行います。学科や専攻、学年で
様 な々海外研修プログラムが用意されています。

春季の長期休暇を利用した短期集中プログラム
です。アメリカの教育現場を体験し、現地の教
育現場を知り、日本との違いを感じます。

日本語日本文学科4年

外口 楓さん 
（東京都立保谷高等学校出身）

初等教育学科2年

門間 史帆さん 
（東京都私立青稜高等学校出身）

ビジネスデザイン学科3年

長 愛美さん 
（東京都私立和洋九段女子高等学校出身）

　2年秋から11か月間、教育学に定評
のあるアルカラ大学の語学学校に留学
をしました。先生方はベテラン揃いで
留学生がわからないポイントを踏まえ
つつ、レベルに合わせて丁寧に教えて
くれました。語学のほか、映画や芸術
を学ぶ授業もあり、歴史ある街にいる
ことで、内容もより身近に感じることが
できました。最初はホームステイ先の
家族や日本人の友人と過ごすことが多
かったのですが、交流会などに参加す
ることで、現地の友人も増えていき、帰
国後の今も交流があり、連絡を取り合っ
ています。スペイン人はみな陽気で明る
く前向きです。異文化に触れることで、
人ぞれぞれの価値観の違いを尊重する
ことを知り、物の見方や考え方が柔軟
になりました。

　3年次の春、インドネシアのガジャ・
マダ大学の日本語教育実習プログラム
に参加しました。日本語教師を目指し
ていたものの、教師の具体的なイメー
ジをつかめなかったため、海外で働く
日本語教師を見たいと思ったことが
きっかけです。実際に職業養成学校の
日本語学科の授業に参加し、そこで教
える日本語教師の姿を見たり、自分も
教える経験をしたことで、帰国後は目
指すべき教師像を想像しながら講義を
受けることができるようになりました。
インドネシアの学生の向上心の高さに
刺激され、日本への想いを知り、改め
て日本の良さを知ることもできました。
卒業後は日本で日本語教師の実績を積
み、将来は海外で働くことを目標に努
力を重ねていきたいと思います。

　将来は保育の現場で英語を使って働
きたいという希望があり、3週間のプロ
グラムに参加しました。最初の1週間は
子ども向けの施設を見学したり、現地
の保育士から子どもたちへの接し方を
学んだり、保育士を目指す現地の学生
たちと交流しました。後半は各自現地
の幼稚園や小学校へ実習に行き、私は
異年齢の子どもたちが集まる園に配属
されました。最初は言葉の問題もあり、
意思疎通が図れず大変でしたが、ワー
クショップや読み聞かせを通じ交流を
深めていきました。実習は予定通り進
まないことも多々ありましたが、困難を
乗り越えることで、精神的にも強くなっ
たことを実感しています。留学は価値
観を広げ、自分が成長するいいチャンス
です。ぜひ参加してください。

　留学ではビジネスの基礎を英語で学
ぶため、最初の一か月は英語の4技能
を磨く語学研修があります。そこでレ
ポートの書き方などを基礎から学び、
少人数のクラスに分かれ本格的な授業
がスタート。実際に経営者やコンサル
タントとして働く先生から実践的な話を
聞くことができるなど、学科特有のプロ
グラムで内容も充実していました。マー
ケティングの授業では、チームでプレゼ
ンする機会が多々あり、仲間と協力し
て資料制作に励んだこともいい思い出
です。私はウィング（寮）リーダーを務
めたので、イベント計画やミーティング
など大忙しの半年間でした。多くの経
験を通じ、責任感も強くなり、リーダー
シップやコミュニケーション能力が身に
つきました。
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　昭和ボストンは、米国有数の学園都市ボストン郊外にある本学の海外キャンパスです。今年で開設
30周年を迎えます。毎年約500名の学生が利用するキャンパスで、昭和ボストンでの体験型海外研修
や海外協定校への留学プログラムも充実しています。本学独自の昭和ボストンでの留学を1つのステップ
とし、認定留学等次のステージへとグローバルな一歩を踏み出します。今年9月14日にはキャンパス開設
30周年を記念し、昭和ボストン貢献者や地域の方々を招いてのセレモニーを実施しました。

グローバル・トピックス

　私は上海交通大学の文学コースに留学しました。
ボランティア活動やサマースクールに参加し、中国
人の友人を増やし会話力を強化するなど充実した
2年間を過ごすことができました。海外では政治や
文化など日本人として意見を求められる機会も多
く、自分の考えを相手に伝える力が養われ、興味
の幅も広がりました。留学で得た経験を、自分の
将来に役立てていきたいと思います。

　上海交通大学、ソウル女子大学校のいずれかで2
年間、本学で3年間学び、計5年間で２つの大学から
学位を取得する制度。どちらも高い語学基準をクリ
アしたうえで、現地の学生や各国の留学生と肩を並
べて正規の講義や演習科目を受けます。

Go Global
留学・国際交流

国際感覚と語学力を高め
世界へ羽ばたく

国際学科

ビジネスデザイン学科 日本語日本文学科

初等教育学科

教学支援センター 国際交流課（CIE）　https://cie.swu.ac.jp

上海交通大学（中国） ソウル女子大学校（韓国）


