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Global Education

昭和女子大学

授業は何時から始まるの？
どんなクラブ・サークルがあるの？

学食はありますか？
2021年度の入試日程を教えて！ 

友達と話したり自由 に過ごせるスペースはあるの？

どんな学科があるの？

大学の雰囲気が知りたい！  

海外大学の授業  が受けられるって聞いたけど？ 
海外にキャン   パスがあるって本当？

どんな留学プログラムがあるの？ 
大学に   コンサートホールがあるの？
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Question
受験生からよくある質問をまとめました

大学独自の奨学金制度は？

自習できる場所はあるの？

就職サポートの特色は？

友達と話したり自由 に過ごせるスペースはあるの？

取得できる資格は？

就職状況を知りたい！ 

他大学にない学びの特色は？

海外大学の授業  が受けられるって聞いたけど？ 
海外にキャン   パスがあるって本当？

大学に   コンサートホールがあるの？



Campus Life
昭和女子大学には、憩いの場として多くの学生で賑わう学生ホールやカフェテリア、

クラブ・サークルで使用できる体育館やグラウンドなど様々な施設があります。

学生一人ひとりに合わせたきめ細やかなサポートも充実しており、

実りある4年間を過ごせます。

Q. 授業は何時から始まるの？
A.1講時の開始は9時からです。

履修状況により授業開始が2講時

以降になるケースも。

Q. 大学独自の奨学金制度は？
A.充実した豊かな学生生活が送
れるよう、各種奨学金を用意して
います。

1講時　  9:00～10:30
2講時　10:40～12:10
3講時　13:10～14:40
4講時　14:50～16:20
5講時　16:30～18:00

Q.どんなクラブ・サークルがあるの？
A.文化系団体と体育系団体合わせて約40の
　クラブ・サークルがあります。   ※2020年3月現在

【クラブ】
■ E.S.S.
■ 生田流筝曲部
■ 池坊華道部
■ イラストレーション部
■ 裏千家茶道部
■ 演劇部
■ growあっぷSETAGAYA
■ 軽音楽部
■ ジャパンアニメーション部
■ 書道部
■ 吹奏楽部
■ 文芸部
■ 放送研究会
■ マンドリン・ギタークラブ
■ 民俗学研究会
■ 礼法・着付けクラブ葵

【サークル】
■ 愛茗流煎茶道サークル
■ Encore
■ 英国文化研究会
■ エンパワメントせたがや
■ 競技かるたサークル
■ 国際貢献クラブ
■ 子ども研究会
■ 写真同好会
■ 手話サークル 手話の輪
■ Showa Gleam
　  International
■ 昭和創作サークル
■ Showa-TUJ Student 
　　Ambassadors Club
■ Sing Song Society

【クラブ】
■ 合気道部
■ 競技ダンス部
■ クリケットクラブ
■ 剣道部
■ 硬式テニス部
■ スイミングクラブ
■ ダンス部AUBE
■ バドミントン部
■ バレーボール部
■ ワンダーフォーゲル部

【サークル】
■ フロアホッケーサークル
■ 陸上競技サークル

文化系 体育系

Q. 学食はありますか？
A.豊富なメニューのカフェテリア「ソフィア」が
　あります！フードトラックもきます。

Q.友達と話したり自由に過ごせるスペースはあるの？
A.屋内外で多くの場所があります。
　大学のメインストリートは緑化整備が現在進行中です。

Q. 大学にコンサートホールがあるの？
A.人見記念講堂があります。コンサートの
　ほか、文化講座などの授業でも使用します。

▲ 8号館1階 学生ホール

大学案内 P.114



Study
総合的な知を養う「一般教養」と

質の高い専門的知識・技能を磨く「専門教育」を通して、

主体的に役割を担える女性を育成しています。

また実践力を身につけるため、プロジェクト型学習の機会を設けています。

Q. 自習できる場所はあるの？
A.十分なスペースを確保しています。

図書館やPCルームなど授業の空き時間に

自習できる場所がたくさんあります。図書館

は約55万冊の図書をはじめ、雑誌や電子資

料なども充実しています。複数名でグループ

ワークができるアクティブ・ラーニングス

ペースもあります。全部で11あるPCルーム

は授業で使用していない時間帯は自由に

使用することができます。

Q. 取得できる資格は？
A.それぞれの学科の専門性
を活かし、資格・免許を
取得できるカリキュラムを
整えています。資格取得
講座も充実しています。

■ 文化講座
活躍する著名人の講演や、コンサー

ト、古典芸能など「一流」に触れる

ことで感性を磨き、教養を磨きます。

■ 光葉博物館
文化財の保存や修復を担う研究、

展示施設。様々な特別展・企画展

が開催されます。

大学案内 P.17

Q. 他大学にない学びの特色は？
A.特色のある本学独自のプログラムがあります。
■ プロジェクト型学習

学内で学んだ知識を活かして社会で実践す

るプロジェクト型学習も本学の特色の1つ。

その数は100を超えています。

■ 学寮研修

協調性・責任感・奉仕の精神などの社会性

を養う宿泊研修プログラム。1年に1度、

学科ごとのプログラムを3泊4日で実施して

います。大学案内 P.09 大学案内 P.17

▲ 望秀海浜学寮（千葉県館山市）

▲ 2020年度予定（抜粋）
　　　●  劇団四季ミュージカル「コーラスライン」　
　　　●  バレエ「白鳥の湖」全幕　● 落語鑑賞会
　　　● ディズニー・オン・クラッシック  など

▲ 『東京で識る東北』プロジェクト
　 東北の復興支援と観光促進による地域活性化の
　 推進を目指しています。

▲ 東明学林（神奈川県足柄上郡）

Q. 海外大学の授業が受けられるって聞いたけど？
A.TUJ（テンプル大学ジャパンキャンパス）があります。

TUJでできること

■ イベントやプロジェクト等での交流

■ 単位互換プログラム（語学基準あり）

■ ダブルディグリー・プログラム（国際学部のみ）

このほか授業で交流のある学科もあります。

大学案内 P.02～05

大学案内 P.14、15



Global Education
アメリカの学術都市にある海外キャンパス「昭和ボストン」をはじめ、

海外協定校での留学や研修、学内国際交流活動が豊富にあります。

他大にはない海外留学環境と国際交流により、

グローバル社会に対応する人材を育成しています。

■ ダブルディグリー・プログラム
国際学部では昭和女子大学と海

外協定校の両方で学び、2つの

学位を取得するプログラムがあ

ります。2019年3月卒業生では

12名がこの制度を利用し卒業し

ました。

大学案内 P.07

大学案内 P.22,23,28

Q. 海外にキャンパスがあるって本当？
A.昭和女子大学ボストン校（昭和ボストン）
　があります。

全学科で留学を後押ししています。

サマーセッション（短期留学）で力をつけ、

長期留学をめざす学生も多くいます。

Q.どんな留学プログラムがあるの？
A.多彩なプログラムを用意しています。

昭和ボストン以外の留学も多く用意。このほかにも協定校への

留学や学科で企画運営しているプログラムも多数あります。

対象学科 概 要

初等教育学科

健康デザイン学科
管理栄養学科

全学科 ☆詳細は下表 サマーセッション
英語集中講義と9つのフォーカスグループから選択するフィールドワーク。

アメリカ栄養士研修
医療現場や一般企業など、様々な職場でのアメリカの栄養士の役割を
知るとともに、仕事の実際に触れる。

アメリカ初等教育演習
アメリカの教育現場を体験し、現地の教育実践を知る。日本の教育現場
との違いを考える。

全学科
日本文化プログラム
異文化を体験しながら日本の文化や歴史を英語で学び、日本人としての
アイデンティティーを考える。

短期プログラム

グループ 概 要

ボランティア

ミュージアム＆
アートコレクションズ

ホスピタリティ ホテル、フードサービス業界、航空会社、旅行会社等への訪問や講義を通
じて、多くの産業に共通するホスピタリティの精神と実践を学ぶ。

アメリカン・ビジネスを実際に見て聞いて学ぶプログラム。多様なビジネス
の現場を訪問し、様々な観点からアメリカのビジネスについて学ぶ。

貧困、飢え、差別等の社会問題解決を図る福祉施設や非営利団体の活動に
ついて学び、実際にボランティアを体験しながら、アメリカにおけるボラン
ティアの社会的意義や仕組みについて理解する。

ボストン美術館をはじめ、世界的評価が高い美術館、博物館、建築物を訪
れ、ミュージアムの運営、展覧会企画、作品展示、作品の保存などについ
て、現職学芸員やスタッフに話を聞く。

アメリカン・ビジネス

対象学科 概 要

全学科

全学科

全学科

イタリア食文化研修
イタリア北部にある料理専門学校で、パスタ・チーズなどの実習形式によ
る講習を行う。

春季ヨーロッパ研修（食文化）
オーストリアの職業訓練校を拠点にウィーン菓子やパン作りの実習を行
う。研修成果は秋桜祭で発表する。

全学科
高麗大学韓国語集中講座
初級・中級・上級の３レベルで開催され、韓国語授業以外にも文化体験な
どの機会がある。

ワシントン大学英語研修"STEP"
英語とアメリカ文化を学ぶ3週間研修。英語スキル授業と、シアトル市内
観光やアクティビティに参加する。

その他海外研修（短期）

対象学科 概 要

英語
コミュニケーション
学科

国際学科（選択）

ビジネスデザイン学科
（原則必修）

University（原則必修）
確実に英語力を高める約5か月の必修プログラム。

FSP（原則希望制）
地域活動などを体験できる約10か月の原則希望制プログラム。

BLIP（希望者選抜制）
昭和ボストン＋認定留学で、英語力を最大限に伸ばす希望者選抜制プログラム。

ボストンイマージョンプログラム
英語＋ドイツ語、あるいはフランス語を選択した学生が対象。

グローバルビジネスプログラム
ビジネススキル修得と英語力向上をめざした集中プログラム。

その他の学科
春期／秋期15週間ボストンプログラム
英語の集中講義と現地施設でのコミュニティサービスを通して、実践的
な英語コミュニケーション力を修得。

昭和ボストン海外研修（長期）

全学科
タイ チェンライ 風の学校 ボランティアワークキャンプ
NGOでのボランティアや山岳少数民族の暮らしの体験を通し、多文化
共生の未来を探る。

環境デザイン学科
海外デザイン演習
スペイン・フランス・ベルギーを探訪し、各国の歴史的な芸術やアート、
様々な様式に触れ、伝統的な文化や工芸デザインを学ぶ。

福祉社会学科
北欧福祉演習
福祉先進国であるデンマーク・フィンランドで、教育機関、保育・福祉施設
の訪問を通して、先駆的な政策立案や実践のありかたについて学ぶ。

歴史文化学科
アメリカ歴史文化演習
アメリカにおける日本美術コレクションの実態および博物館文化の様相
について、より専門的な理解を深める。

歴史文化学科
国際学科

アジア文化遺産演習（海外考古学実習）
ハノイ国家大学と、世界遺産ホイアンにおいて考古学調査を実施する。

心理学 教育心理、社会心理、臨床心理、発達心理、犯罪心理などを研究・応用する大学の研究室、
病院や専門施設を訪問し、心理学が実践現場と社会でどのように活きているのかを学ぶ。

アート＆デザイン
※環境デザイン学科限定

マサチューセッツ州立アートアンドデザイン大学訪問、様々なインテリアデザ
インを見られるボストンデザインセンターやマーチャンダイジング現場見学を
通じて、アメリカならではのデザインアプローチや最先端のトレンドを学ぶ。

フードマネジメント
※2年次以上

人気のローカルレストラン、世界規模の給食会社、最先端の安全管理体制を
持つ食材配給会社などの現場を見学し、食安全とマネジメントに関わって活
躍する人たちの生の声を聞く。

アメリカン・メディア
アメリカの情報発信と情報シェアの手段としてのインターネット、ネットワー
キンググループなど比較的新しいメディアについて学び、アメリカのビジネ
ス、プライベートライフ、政治におけるメディアの影響力を調べる。

アメリカ独立戦争の発端の地でもある州都ボストンで移民、原住民、歴史、
カレッジライフ、政治、アート、音楽などアメリカ文化を全般的に学ぶ。

アメリカ文化

☆
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Career Design
卒業後、自立した人生を歩めるよう、1年次からはじまるキャリア教育を通して、

自分の生き方を設計し考える力を身につけます。豊富な就職支援講座のほか、

社会人メンター制度をはじめとした本学ならではのサポートプログラムが充実

しています。 

Open Campus/Information
様々な受験生のチャレンジに対応できるよう、複数学科への併願可能な入試や

同一入試同時出願による複数学科併願の検定料割引制度など、入試制度を整えています。

ぜひキャンパスに足を運んで昭和女子大学の魅力を感じてください。

Q. 大学の雰囲気が知りたい！
A.ぜひオープンキャンパスにお越しください！

学生スタッフが案内するキャンパスツアー

など生の学生の声を聞くことができます。

12月を除き、体験授業も行う予定です。

当日のプログラム・体験授業の内容、タイ

ムテーブルについては開催日の1週間前

を目安に入試情報サイトにて公開します。 一般選抜は全ての日程で、複数学科併願が

可能です。

Q. 2021年度の入試日程を教えて！
A.大学案内やホームページをご確認ください。

Q. 就職状況を知りたい！
A.万全のサポート体制で毎年高い就職実績
を誇ります。
キャリア支援センターには経験豊富なキャ

リアカウンセラーが常駐し、個別に相談に

のります。自己分析や業界研究の方法から

面接対策にいたるまで進路が決定するまで

徹底的にサポートします。

Q. 就職サポートの特色は？
A.きめ細かな「就職活動支援講座」、本学
独自の「社会人メンター制度」があります。

■ 就職活動支援講座
学生の自己理解・社会理解・職業理解と就

職活動のスキルアップを目的としており、年

間150以上と非常に数多くの講座を開催。

企業の方を招いての業界研究セミナーな

ど、企業と接触できる機会も豊富です。

■ 社会人メンター制度
2011 年から他大学にさきがけてスタート

した本学独自の取組み。本学以外の出身

の方も含めた幅広い分野で活躍する女性に

メンターとして登録いただいており、学生

は直接アドバイスを受けることができます。

大学案内 P.11

大学案内 P.12

大学案内 P.13

大学案内 P.117
大学案内 P.124

No.1
＊2

実就職率＊1

97.3%
全大学中4位、9年連続女子大

＊1 実就職率＝
　　就職者数÷［卒業者数－大学院進学者数］×100
＊2 大学通信調べ（卒業生1,000人以上）

■ 6月21日（日） 10:00～15:00
■ 7月19日（日） 10:00～15:00
■ 8月22日（土） 10:00～15:00
■ 8月23日（日） 10:00～15:00
■12月12日（土） 13:30～17:00

2020年度 オープンキャンパス
開催日程

■総合型選抜

■学校推薦型選抜
■一般選抜 A日程
　　　　    B日程
　　　　    3月期

10月18日（日）
25日（日）

11月29日（日）
1月24日（日）
2月  4日（木）
3月  6日（土）

入試日程 実施日



NEXT 100 YEARS

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

［アドミッションセンター］
フリーダイヤル 0120-5171-86
（受付時間 平日9:00～16:00）

TEL. 03-3411-5154
E-mail： spass@swu.ac.jp

■国際学部｜国際学科／英語コミュニケーション学科

■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

■人間文化学部｜日本語日本文学科／歴史文化学科

■人間社会学部｜心理学科／福祉社会学科／初等教育学科／現代教養学科

■環境デザイン学部｜環境デザイン学科

■食健康科学部｜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
　 ※2021年4月、生活科学部から名称変更（予定）

Career Design


