
 

 

 

 

 

 

 

外国人留学生 

一般入学試験要項 

１１月期 
２ 月期 

 

 

昭和女子大学 

〒154-8533 東京都世田谷区太子堂１－７－５７ 

 

お問い合わせ先 

■入試に関すること 

電話 03-3411-5154（アドミッションセンター） 

 

■留学全般に関すること 

電話 03-3411-5249（国際交流センター） 

 

 

            



受験にあたり 

本入試の受験者は事前に、本要項にある「学科の概要」や別添の「入学試験要項」にある「昭和女子大学理

解の資料として」を読み、本学の教育方針を十分に理解してください。また、本学の大学案内、オープンキャン

パス等を利用し、希望学科の教育内容を十分に理解するようにしてください。 

 

１．学部・学科および募集人員                             
 

学 部 ・ 学 科 募集人員 

人間文化学部 

日本語日本文学科 

若干名 

英語コミュニケーション学科 

歴史文化学科 

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  

グローバルビジネス学部  ビジネスデザイン学科  

  

２．出願資格 

以下の（１）～（４）の条件をすべて満たす者。 

（１）日本国以外の国籍を有する女子で、私費または国費での就学が可能な者。 

（２）次の①～⑤のいずれかに該当する者。 

   ①外国において、学校教育制度による 12 年の課程を修了した者。 

   ②上記①と同等以上の学力があると認められる当該国の検定に合格した者。 

   ③外国において、高等学校と同等と認定される課程を修了した者(検定合格者を含む)で、 

学校教育が 12 年を満たさない場合、次にあげる教育（研修）施設において我が国の大学に 

入学するための準備教育を行う課程を修了した者。 

東京外国語大学留学生日本語教育センター、大阪外国語大学留学生日本語教育センター、大阪大学日

本語日本文化教育センター、拓殖大学言語文化研究所附属日本語研修センター、拓殖大学日本語学

校、京都コンピュータ学院鴨川校京都日本語研修センター、大阪ＹＭＣＡ学院、環球日本語学習院、セメ

ントリー日本語学院、学校法人三井学園武蔵浦和日本語学院、学校法人新井学園赤門会日本語学校本

校、カルチャー・アンド・ランゲージ・センター日本語学校、KCP 地球市民日本語学校、国際学友会日本語

学校、財団法人言語文化研究所附属東京日本語学校、日本学生支援機構東京日本語教育センター、学

校法人長沼スクール東京日本語学校、淑徳日本語学校、新宿日本語学校、ジェット日本語学校、千駄ヶ

谷日本語学校、東京工科大学附属日本語学校、東京国際大学付属日本語学校、メロス言語学院、山野

日本語学校、国際ことば学院、静岡日本語教育センター、学校法人育英館関西言語学院、関西国際学友

会日本語学校、日本学生支援機構大阪日本語教育センター、英数学館岡山校、九州英数学舘国際言語

学院、財団法人アジア学生文化協会、帝京マレーシア日本語学院 



④国際バカロレア資格またはアビトゥア資格を有する者で 2015 年 3 月 31 日までに 18 歳に達す

る者。 

⑤上記①～④のいずれにも該当しない者で、本学の個別出願資格審査により高等学校卒業と同等

以上の学力があると認められた者で、2015 年 3 月 31 日までに 18 歳に達する者。 

個別出願資格審査は以下の要領で申請すること 

Ⅰ.申請期限   １１月期試験:2014 年 10 月 1 日（水）本学必着 

          ２月期試験:2014 年 12 月 1 日（月）本学必着 

Ⅱ.申請方法  書留郵便（「出願資格認定申請書類在中」と明記すること） 

Ⅲ.申請書類 

① 出願資格認定申請書（本学所定様式） 

② 高等学校課程に相当する課程等における学習歴を証明する書類（成績証明書でも可）の

コピー、あるいは、社会での実務経験や取得した資格を有する者はその実務経験や取得

した資格を証明する書類 

※学習歴や実務歴が複数にわたる場合は、そのすべてについて提出すること。 

※成績証明書のコピーには教育内容（シラバス）がわかる書類も添えて提出すること。 

※日本語または英語の訳文が必要となる。 

③ 返信用封筒（長形 3 号封筒に申請者の宛先を明記し、簡易書留による返信用切手 380 円 

分を貼り付けること） 

④ その他、上記以外で本学が提出を求める書類等 

Ⅳ.審査結果  出願資格審査結果については、本人宛に郵送にて交付する。 

 

（３）日本留学試験（2013 年度または 2014 年度）の「日本語（読解・聴解・聴読解）」の合計得点が

250 点以上の者、または日本語能力試験Ｎ１取得者。ただし、本学１１月期試験の出願時におけ

る日本留学試験「日本語（読解・聴解・聴読解）」の合計得点については、230 点以上で出願可

とする。 

 

（４）志望する各学科の日本留学試験（2013 年度または 2014 年度）に関する以下基準を満たす者。 

心理学科 「総合科目」または数学（コース１またはコース２）」を受験した者 

健康デザイン学科 「理科（化学・生物）」を受験した者 

ビジネスデザイン学科 「総合科目」を受験し、その得点が 100 点以上である者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．出願期間および試験日程 

１．１１月期 

出 願 期 間      2014 年 11 月 4 日（火）～11 月 14 日(金)    郵送のみ・消印有効 

試 験 日      2014 年 11 月 29 日（土） 

合格発表日      
2014 年 12 月 24 日（水）  10:00～ ホームページおよび 

携帯電話で確認 

手 続 期 間      2015 年 1 月 7 日（水）～1 月 14 日(水) 消印有効 

２．２月期 

出 願 期 間      2015 年 1 月 19 日（月）～ 2 月 3 日(火)     郵送のみ・消印有効 

試 験 日      2015 年 2 月 20 日（金） 

合格発表日      
2015 年 2 月 27 日（金）  10:00～ ホームページおよび 

携帯電話で確認 

手 続 期 間      2015 年 2 月 27 日（金）～ 3 月 5 日(木) 消印有効 

 

４．出願書類 

 

 出願書類 注意事項 

1 入学志願書 本学所定の用紙 

2 履歴書 本学所定の用紙 

3 

 

高等学校の 

卒業証明書（※1） 

＜原本＞ 

・日本語または英語表記のものとする。 

・それ以外の言語で書かれている場合は、日本語または英語

の訳文が必要となる。その際は、日本語学校や大使館等の

公的機関が発行した翻訳証明書を添付すること。 

・卒業証明書が提出できない場合は、卒業証書（Diploma）の

写しを提出すること。その際必ず原本からの複製の証明

（Certified true copy）を出身高校または公的機関で受け

てから提出すること。 

出願資格等を確認するために、個人情報を第三者（大使館等）

に照会することがある。 

4 

高等学校の 

成績証明書（※1） 

＜原本＞ 

・日本語または英語表記のものとする。 

・それ以外の言語で書かれている場合は、日本語または英語

の訳文が必要となる。その際は、日本語学校や大使館等の

公的機関が発行した翻訳証明書を添付すること。 

5 
日本語学校の出席証明書 

 

・現在、日本にある日本語学校に通学している者または以前

に通学していた者は、出席状況が記載されている証明書を

日本語学校で発行してもらうこと。 

6 

在留カード（両面）の写し

（または上陸許可記載ペー

ジの写し） 

出願時点での在留資格、在留期間確認のため 

在留カード未取得の場合は、上陸許可記載ページの写しを提

出。 

7 氏名確認票 パスポートのコピーを貼付・氏名ローマ字表記確認のため 

8 
｢日本留学試験｣成績 

通知書の写し 

2013 年度または 2014 年度のもの。 

11 月期試験で「日本語（読解・聴解・聴読解）」の合計得点が

出願時に 250 点未満の場合、2014 年 11 月 9 日実施の日本留

学試験受験票の写しの提出も必要。【「6.選考方法」参照】 

9 出願資格審査結果 個別出願資格審査により出願を認められた場合のみ必要 

※1 高等学校以上の学校を卒業・修了している場合は、高等学校と高等学校以上の証明書

の両方が必要となる。 



【注意】①入学志願書ならびに必要書類に不備がある場合には、受験できない場合があるので十 

分に注意して作成すること。 

②一度提出した出願書類等は返還しない。 

５．検定料 

検定料  ２０，０００円 

１．検定料の振込期間は出願期間内とする。本学窓口では受け付けない。 

２．一度納入した検定料は返還しない。 

 

６．選考方法 

出願書類、筆記試験、面接によって総合的に合否を判定する。 

＜出題は日本語で行う＞ 

学  科 適性テスト① 適性テスト② 面 接 

日本語日本文学科 なし                       小論文(日本語 800 字) 

 

各学科による面

接と試問 ※３ 

 

 

 

 

 

 

 

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 英語（共通） 

小論文（日本語 800 字ま

た は 英 語 エ ッ セ イ

300words の選択）※１ 

歴史文化学科 専門知識 小論文(日本語 800 字) 

国際学科  英語（共通） 小論文(日本語 800 字) 

心理学科 英語（共通） なし 

福祉社会学科  社会福祉の基礎知識 小論文(日本語 800 字) 

現代教養学科 英語（共通） 現代社会に関する事項 

初等教育学科 なし 小論文(日本語 800 字) 

環境デザイン学科 なし 
① 理数系科目(30 分)／ 

② デッサン(30 分) ※２ 

健康デザイン学科 なし 小論文(日本語 800 字) 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ学科  英語（共通） 小論文(日本語 800 字) 

※１ 英語コミュニケーション学科の適性テスト②は、辞書・電子辞書の持ち込み可。 
※２ 環境デザイン学科の「デッサン」は、２Ｂ～４Ｂ程度の鉛筆を各自で用意して使用すること。 
※３＜面接／共通内容＞ 

○志望理由 
○入学後の計画・卒業後の目標 
○希望学科の理解度 
○その他 

 
＜面接／学科別試問内容＞  

学  科 試問内容 

日本語日本文学科 日本の語学、文学、文化についての基礎知識に関する質問 

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 
英米文学、英語学、コミュニケーションの基礎知識に関する質問と英語に

よる質問 

歴史文化学科 歴史文化に関する質問 

国際学科  時事に関する質問および英語での質問 

心理学科 心理学の社会的応用に関する基礎知識／実験・調査等の実習を想定した会話 

福祉社会学科  日本の社会福祉に関する質問 

現代教養学科 現代社会の諸問題に関する質問 



学  科 試問内容 

初等教育学科 日本の教育・保育の制度、目的、内容、現状に関する知識 

環境デザイン学科 興味のあるデザイン領域 

健康デザイン学科 食物、栄養、健康に関する質問 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 最近の経済・社会問題に関する質問および英語による質問 

 

 

●配点 ※それぞれの選考項目について評価し、総合的に判定します。 

 
 

 

11 月期試験の受験者で、出願時に日本留学試験「日本語（読解・聴解・聴読解）」の合計得点が 250

点未満の場合、2014 年 11 月 9 日実施の日本留学試験を受験し、同科目の合計得点で 250 点以上を

取得することが合格のための条件となる。（成績については大学から日本学生支援機構に確認す

る。） 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

７．試験時間割 

 

科目 試験時間 入室時間 

適性テスト①  9:00 ～ 10:00 8：15 開始 

適性テスト② 10:15 ～ 11:15 10：10 完了 

面接 12:30 ～ 12：20 完了 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学科名 満点 
配点 

出願書類 適性テスト① 適性テスト② 面接 

日本語日本文学科 230 30 - 100 100 

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 350 50 100 100 100 

歴史文化学科 400 50 100 100 150 

国際学科 350 100 100 100 50 

心理学科 200 80 20 - 100 

福祉社会学科 400 50 100 100 150 

現代教養学科 300 50 100 100 50 

初等教育学科 300 100 - 100 100 

環境デザイン学科 300 100 - 100 100 

健康デザイン学科 300 100 - 100 100 

ビジネスデザイン学科 400 50 100 100 150 

１． 試験開始の１０分前迄に着席を完了すること。 

＊「適性テスト②」については試験開始の５分前迄 

２．受験票のない者は受験できない。受験票を紛失

したり忘れた場合には、試験開始時間前にアドミ

ッションセンター（大学１号館２階）まで申し出て、

指示を受けること。 

試験当日は、本学の受験票を持参し、試験中は机上に提示すること 



８．試験会場 
 

昭和女子大学 大学１号館 

東京都世田谷区太子堂１－７－５７ 

地下鉄………東急田園都市線「三軒茶屋」駅下車南出口利用 徒歩 7 分 

バ ス………渋谷駅南口から三軒茶屋方面行きバス乗車 約 15 分「昭和女子大」下車 

 

９．合格発表および入学手続き 
 

１. 合格発表は、速達郵便による「合格通知」の郵送で行う。また、「昭和女子大学合否速報サイト」

（https://www.go-hi.jp/swu/）にて合格発表日の午前 10 時から合否の確認ができる。合否速報

サイトには、携帯電話とパソコンどちらからでもアクセスできる。 

電話による問い合わせには応じない。 

２. 合格通知を受けた者は、同封された各書類の指示に従って入学手続きをすること。指定期日内に

書類および学費の手続きを完了しない場合は入学辞退とみなす。 

３. 入学辞退に伴う学費の返還については『入学試験要項』を参照  

   

10．入学準備教育 
 
    昭和女子大学では、入学前の学習準備として日本語の課題を課しています。また、学科により 

  別途課題を課すことがあります。出題された課題等の学習を十分に充たさなかった場合は、入 

学許可を取り消すことがあります。 
 

11．学費 [2014(平成 26)年度現行] 決定次第変更 

                      （単位／円） 

 注意 

① 授業料､実験実習教材費､厚生文化費は物価等の上昇に見合うスライド制とし､年度ごとに定める。  

② 後期学納額は、入学時納入額から入学金を除いた金額である。 

③ 卒業年次後期に光葉同窓会費 30,000 円を納入する。 

④ 資格に関する実習費は、別途徴収する場合がある。 
 
 

12．注意事項 
 

身体に障がいがあり入学試験で特別な配慮を希望する方、ならびに修学上（入学後の大学生活等）
特別な配慮を必要とする方は、出願開始日の２週間前までに必ずアドミッションセンター
（TEL.03-3411-5154）までお問い合わせください。本学が必要と判断した場合は、事前面談を行
います。 

 

 

施　設 実験実習 厚　生 学　友

設備金 教材費 文化費 会　費

（半年分） （半年分） （半年分） （半年分） （半年分）

日本語日本文学科 250,000 115,000 397,800 6,000 40,000 1,200 810,000 560,000

英語コミュニケーション学科 250,000 115,000 397,800 20,000 40,000 1,200 824,000 574,000

歴史文化学科 250,000 115,000 412,800 20,000 40,000 1,200 839,000 589,000

国際学科 250,000 115,000 397,800 25,000 40,000 1,200 829,000 579,000

心理学科 250,000 115,000 427,800 30,000 40,000 1,200 864,000 614,000

福祉社会学科 250,000 115,000 412,800 30,000 40,000 1,200 849,000 599,000

現代教養学科 250,000 115,000 407,800 15,000 40,000 1,200 829,000 579,000

初等教育学科 250,000 115,000 407,800 15,000 40,000 1,200 829,000 579,000

環境デザイン学科 250,000 115,000 412,800 30,000 40,000 1,200 849,000 599,000

健康デザイン学科 250,000 115,000 427,800 30,000 40,000 1,200 864,000 614,000

グローバルビジネス学部 ビジネスデザイン学科 250,000 115,000 407,800 25,000 40,000 1,200 839,000 589,000

生活科学部

人間文化学部

人間社会学部

入学時

納入額

後期

納入額
入学金

授業料
学部 学科



学 科 の 概 要                               
 
注意事項：「③ 取得可能資格」に記載されている資格については、カリキュラム上は取得可能でも、

本人の履修状況により取得できない場合があります。 
■この件に関するお問い合わせ先：03-3411-5154（アドミッションセンター） 

 

人間文化学部 

学科 概要 

日本語日

本文学科 

① 求める人物 
日本の文化を理解し、言語・文学に興味を持つ人。目標に向かって

意欲的に取り組める人。コミュニケーション能力を身につけ、幅広

い知識や経験を社会に発信できる人。 

② 教育内容 
日本文学・日本語学を核にして日本語教育を含めた３分野から 

バランスよく学びます。１・２年次で基礎を固め、３・４年次で 

３分野の中から１分野を中心に専門的に学びます。 

③ 取得可能資格 
高等学校教諭一種（国語・書道）、中学校教諭一種（国語）、 

日本語教員（大学認定証）、図書館司書・司書教諭、博物館学芸員、 

社会福祉主事（任用資格） 

英語コミ

ュニケー

ション学

科 

① 求める人物 
世界の動向に関心を持ちながら英語を中心に学修する人。ボストン

留学プログラムに積極的に参加し、知識や経験を活かして社会に貢

献する意欲を持った人。 

② 教育内容 

ボストン留学や少人数の習熟度別クラス及び E ラーニングを徹底

することで英語力および IT スキルを高めます。また、国内外のイ

ンターンシップをはじめ様々な活動を通して主体性、リーダーシッ

プ、協調性を磨きます。 

③ 取得可能資格 
高等学校教諭一種（英語）、中学校教諭一種（英語）、 

児童英語教員（大学認定証）、日本語教員（大学認定証）、図書館司

書・司書教諭、博物館学芸員、社会福祉主事（任用資格）  

歴史文化

学科 

① 求める人物 
歴史と文化を意欲的に学ぼうとする強い意志があり、資料やフィー

ルドワークを通じて得た知識と経験を社会に発信し、貢献すること

を望む人。 

② 教育内容 

歴史、美術・伝統文化、地域と民族の文化、考古・文化財の 4 分野

についての体系的な学修を目指します。また歴史史料調査／民俗・

地理の現地調査／博物館や寺社での調査／考古学の発掘調査など

の体験の場を通して、多文化への理解を深めます。 

③ 取得可能資格 
博物館学芸員、日本語教員（大学認定証）、高等学校教諭一種（地

理歴史）、図書館司書・司書教諭、中学校教諭一種（社会）、社会

福祉主事（任用資格）、考古調査士（2 級） 

国際学科 

① 求める人物 
グローバル化する世界に知的関心があり、留学プログラムを通じて

自分の能力を高め、幅広い教養と柔軟な思考がもてる人。 

② 教育内容 
複雑化する国際社会に対応するために人文科学・社会科学にまたが

る科目群を学べます。さらに、英語＋１の外国語科目（仏語、独語、

西語、中国語、韓国語）を集中的に学びます。 

③ 取得可能資格 
高等学校教諭一種（英語）、中学校教諭一種（英語）、 

日本語教員（大学認定証）、図書館司書・司書教諭、博物館学芸員、 

社会福祉主事（任用資格） 

 



人間社会学部 

学科 概要 

心理学科 

① 求める人物 
将来、人と関わる仕事や活動を通して社会に貢献するために、心理

学を学ぼうとする人。心理学の研究・実践で必要となる調査・実験

の遂行に支障のない日本語運用能力を持つ人。 

② 教育内容 
臨床・社会・発達・認知の４領域における心理学の基礎を学んだ上、

より専門的な知識や技能を身につけます。３年次以降はゼミナール

形式で指導し、卒論研究を通じて総合的な力を養います。 

③ 取得可能資格 
認定心理士、社会調査士、高等学校教諭一種（公民）、 

図書館司書・司書教諭、博物館学芸員、日本語教員（大学認定証） 

福祉社会

学科 

① 求める人物 
高齢者や障害のある方へのソーシャルワークに関心のある人。福祉

マインドをもって福祉社会づくりに貢献したい人。子どもと家族へ

の相談や助言ができる保育士になりたい人。 

② 教育内容 
2 年次からソーシャルワーク、福祉キャリア、子ども家庭支援のい

ずれかのコースに所属し、専門領域を探究します。 3 年次からゼ

ミに所属し、4 年次に卒業論文に取り組みます。 

③ 取得可能資格 
社会福祉士受験資格、精神保健福祉士受験資格、保育士、高等学校

教諭一種（福祉）、社会福祉主事（任用資格）、図書館司書・司書

教諭、社会調査士、日本語教員（大学認定証） 他 

現代教養

学科 

① 求める人物 
複雑化する現代社会を的確に把握・分析し、社会に発信・表現できる能

力を磨きたい人。学際的な学びから得た知識や判断力をもとに社会と

積極的に関わりたい人、知の楽しみを見つけたい人。 

② 教育内容 
１年次で基礎となる幅広い教養を身につけ、２年次から「ソーシャル・ス

タディーズ」「メディア・スタディーズ」「グローバル・スタディーズ」の専門

科目を学び、物事を複合的に捉える力や社会への発信力を養います。 

③ 取得可能資格 
社会調査士、高等学校教諭一種（公民・英語）、中学校教諭一種（社

会・英語）、博物館学芸員、社会福祉主事（任用資格）、日本語教員（大

学認定証）、図書館司書・司書教諭 

初等教育

学科 

① 求める人物 
日本の教育制度・保育制度に理解を示し、かつ資格取得に対する明確

な意思を持ち、子どもの成長を支援する職業に就きたいという意欲を持

つ誠実で明朗快活な人。 

② 教育内容 

人間形成の原理と基本的な教育理論、現代社会における教育課題に

ついて学び、教育者・保育者に不可欠な教育教養を身につけます。また

段階的に小学校・幼稚園の教育職員免許状・保育士の資格取得に必

要な科目を修得します。 

③ 取得可能資格 
小学校教諭一種（児童教育コースのみ）、幼稚園教諭一種、保育士（幼

児教育コースのみ）、児童厚生二級指導員（幼児教育コースのみ）、社

会福祉主事（任用資格）、社会調査士 

 

 

 

 



生活科学部 

学科 概要 

環境デザ

イン学科 

① 求める人物 
広く実社会においてデザイン力とプレゼンテーション力を生かし

て活躍する事を目標に、自由な発想で意欲的に学習し、チームの一

員としても調和しようと努力する人。 

② 教育内容 
専門の講義・演習科目を通して、デザイン力とプレゼンテーショ力、

コミュニケーション力を育むとともに、学内・学外活動を通じて実

社会に通用する力を養います。 

③ 取得可能資格 
一級建築士受験資格（※２年以上の実務経験が必要）、 

JABEE ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、一級衣料管理士、ｲﾝﾃﾘｱﾌﾟﾗﾝﾅｰ登録資格、中学校・

高等学校教諭一種（家庭）、博物館学芸員 他 

健康デザ

イン学科 

① 求める人物 
健康と栄養および食品・感覚・運動に強い関心を持ち、将来、専門

的な知識と能力を活かして社会に貢献したいという意欲のある人。 

② 教育内容 
栄養士としての基盤となる基礎・専門能力を身につけ、社会で活躍

できる実践力を養います。その上で、食品・感覚・運動など多面的

に健康をとらえ生活の質の向上に貢献する能力を養います。 

③ 取得可能資格 
栄養士、管理栄養士受験資格（1 年間の実務経験が必要、最短で卒

業後 2 年）、中学校・高等学校教諭一種（家庭・理科・保健・保健

体育）、栄養教諭二種、健康運動指導士受験資格 他 

 

グローバルビジネス学部 

学科 概要 

ビジネス

デザイン

学科 

① 求める人物 
ビジネスの領域でリーダーとして活躍することをめざす人。自ら課

題を発見しその解決に取り組む人。グローバルな視野と知識をキャ

リアプランに活かそうとする人。 

② 教育内容 

ビジネスの仕組みを『ビジネス５つの知』という視点から体系的に

学びます。２年前期には全員がボストン留学を経験し、英語力と国

際感覚を習得します。実務家からビジネスの実際を学んで応用力を

養い、プロジェクト研究で問題解決能力を身につけます。 

③ 取得可能資格 
本学科ではビジネスの実践的スキル修得をめざします。資格、技能

についてはこれらのプロセスの中で、必要に応じて個々に対応し、

支援していきます。 

 

 

 

 



■出願書類の請求方法 
下記のとおり必要な内容を入力して、メールで資料請求を行っ
てください。 
 
＜宛先＞ 
spass@swu.ac.jp 
 
＜件名＞ 
留学生資料請求 
 
＜入力内容＞ 

 お名前（漢字） 

 お名前（かな） 

 メールアドレス 

 郵便番号 

 ご住所 

 お電話番号 

 願書を希望する入学試験  

※以下から選択して、○をしてください。 

（ ）私費留学生入学試験（11月期） 

（ ）私費留学生入学試験（２月期） 

 大学案内を一緒に送付しますか？ （する・しない） 

その他、オープンキャンパスまたは個別大学訪問に来られた方
には、その場でお渡しすることも可能です。 
昭和女子大学への出願、お待ちしております。 

 

＜ご質問／お問い合わせ＞ 

国際交流センター（CIE） 
03-3411-5249 
cie@swu.ac.jp 

mailto:spass@swu.ac.jp
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