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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
10⽉21⽇
校訓の巌

創⽴者⼈⾒記念講堂の⼊り⼝右⼿に、⼤きな岩（巌）が置かれているの
をご存じですか。キャンパスには何か所かに⼤きな⽯が置かれています...
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0 statuses posted
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 12

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部歴史⽂化学科
10⽉3⽇
2016年度⽇本近現代史ゼミ旅⾏（⾶騨⾼⼭）
その3
ゼミ旅⾏3⽇⽬は⾼⼭市街を⾒学しました。最初に訪れた宮川朝市は、宮川沿いに露店が多数出されていて、地元の野菜やフルーツなどが売ら
れていました。今回の旅⾏で特に印象に残った吉島家住宅は、時代や⽂化の重みを感じさせる佇まいで、⽞関をくぐるとむき出しになった重厚な
⾻組みが出迎えてくれます。
その後は⾼⼭祭屋台会館へ。
このあたりからだんだんと⾬⾜が強くなり、⼤⾬に･･･。
その後は⼀旦⾃由⾏動で、⾼⼭
の
「古い街並」
をそれぞれで堪能しました。市街中⼼にある鍛冶橋では不思議な像を⾒つけました。1848年につくられた⼿⻑像、⾜⻑像を模して
造られた像とのことです。別班の学⽣たちはこんな美味しいものを⾷べていたそうです！⾒えますか？⾶騨⽜のお寿司！
そして本旅⾏最後の訪問地である⾼⼭陣屋にて再び全員集合。陣屋には⾝分に応じた⽞関がそれぞれ⽤意されていて、裁判が⾏われるときの
流れなどを学ぶことができました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 3rd, 2016 at 3:04 PM
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【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
10⽉1⽇
［英語プレゼンテーション⼤会］
ビジネスデザイン学科の学⽣が⼤活躍！
⼀昨⽇、⽂部科学省「経済社会の発展を牽引するグローバル⼈材育成⽀援」採択⼤学が主催する
「東⽇本第⼆ブロック・イベント 学⽣英語プレ
ゼンテーション⼤会」に向けた選考会を⾏ないました。今年は5グループ中、4グループがビジネスデザイン学科からの参加です！
『グローバル社
会につながる地域ネットワーク：⽇本の⼤学⽣と国内外の地域社会が草の根レベルで⼀体となって、
より良いグローバル社会を実 現するための
プロジェクトを、
「 持続可能性」
を考慮にいれて創出してください』
という難しいテーマでしたが、
どのメンバーも堂々と英語で熱弁をふるい、独創性
あふれる企画が提案されました。選考会の結果は、来週初めに発表予定です。⼀次予選は今⽉29⽇、本選は11⽉23⽇に早稲⽥⼤学で⾏われる
予定です。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 3rd, 2016 at 4:03 PM
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【SWUニュース】
カラダとおサイフに優しい朝定⾷スタート！
10⽉3⽇
学⽣部・学友会・H＆Bプロジェクトが提供する
「朝定⾷」。学⽣⾷堂ソフィアが “⾷欲の秋” を応援します！本⽇から28⽇までの期間限定で1⾷15
0円（税込）。卵や納⾖などの定番メニューに加え、H＆Bランチから⽇替わりで⼩鉢2品を提供。
キノコや⻑芋など秋の⾷材も並びます。
夏の疲れが溜まりがちなこの時期。
朝ごはんをしっかり⾷べて元気いっぱいで過ごしましょう！
■「健康第⼀！昭和定⾷（ごはん）」
期間：10⽉3⽇から28⽇（⼟⽇祝を除く）
時間：朝8時∼10時
価格：150円（税込）
ご飯、味噌汁、選べる⼩鉢（2品）

 Timeline Photos - October 3rd, 2016 at 4:54 PM
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【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
10⽉3⽇
9⽉はアメリカとヨーロッパと2回海外へ⾏ったのと本の執筆、校正を抱えていてブログを書かないうちに10⽉になってしまった。天候不順でも⾦
⽊犀は時をあやまたず⾹っている。
･･･（ 中略）･･･
12⽇（⽉）は朝シーラ・マルセロ。
とても魅⼒的で精⼒的。10時藻⾕さんとシモンズカレッジでビジネススクールのパトリシアなどと⾯談。早めに出
てフランクとハーバードのファカルティクラブ。
ベスター教授が主催できちんとした正式の昼⾷会。
スーザンも国際交流基⾦賞の授賞を喜んでくれ
てよかった。
･･･（ 中略）･･･
20⽇（⽕）はビゼンツァの街を散歩。⼩川ご夫妻の友⼈がロンドンからみえてお昼をご⼀緒する。
･･･（ 中略）･･･
23⽇（⾦）は午前中散歩していたら⾒事な虹が⾒えた。
お昼は⼤使の公邸でSisters Lunch。
アイスランドの⼤⾂や政府⾼官や⼤使が約20⼈。
⽇本の⼥性について話す。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 4th, 2016 at 11:14 AM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部歴史⽂化学科
10⽉3⽇
［歴⽂⽣の海外体験］
ヨーロッパ歴史演習Part2
バルセロナでは、
ガウディの設計した建築を⾒て歩きました。年ごとに建設が
進んでいくサグラダ・ファミリア聖堂は2026年の完成を⽬指しているらしいで
す！研修旅⾏のクライマックス・ローマでは、ボルゲーゼ美術館やサン・ピエト
ロ⼤聖堂を⾒学。本場のパスタも堪能しました。最後に参加学⽣の感想をご
紹介します♪
■貴重な体験がたくさんできて、楽しく充実した研修になりました。
さらにヨー
ロッパの美術が好きになりました！
■毎年海外を旅⾏する⼤⼈の気持がよくわかりました。
ヨーロッパは本当に楽
しいです。
■初めての海外がとても幸せなものとなりました。学ぶことが多く、今後に⽣か
したいです。個⼈的にバチカンにリベンジしたいです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 4th, 2016 at 2:01 PM
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【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
10⽉3⽇
［髙⽊ゼミ 美しい繊維はここから⽣まれた：徳島県海陽町プロジェクト］現地調査・体験(1)
髙⽊ゼミ繊維プロジェクト3年の⽯井⾥奈です。私たち繊維プロジェクトメンバーは、9⽉23⽇から29⽇まで徳島県海陽町を訪問し、藍染のトータ
スさんでの農業・藍染体験、帆布製品製作・販売の美⽉幸房さんでのミニトートバッグの製作体験を⾏いました。実際に体験することで、事前に学
んだ知識をさらに深めることができ、今後、私たちがプロジェクトを進めていく上で何が必要なのかを確認することができました。
･･･（ 中略）･･･
今後、私たちは、秋桜祭でのミニトートバッグの販売や、無農薬の藍染の製品の販売を予定しています。ぜひ、私たちのブースにお越しください！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 5th, 2016 at 9:08 AM
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【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
10⽉4⽇
［英語プレゼンテーション⼤会］
ビジネスデザイン学科3年⽣グループが本学代表に選出！
先週のブログでご紹介致しました
「⽂部科学省グローバル⼈材育成⽀援 東⽇本第2ブロック 英語プレゼンテーションイベント」本学選考会の結
果が発表され、本学科3年⽣の⼩澤千耀さん、⼩原詩歩さん、藤野真理さんのグループ “Cacao Angels” が、本学の代表チームとして選出されま
した！
･･･（ 中略）･･･
Cacao Angelsは、10⽉29⽇に中央⼤学で⾏われる⼀次予選へと進みます。
これからの活躍にご期待ください！！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 5th, 2016 at 11:34 AM
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【地域連携センターブログ更新】
10⽉4⽇
企業でプレゼン
ビジネスデザイン学科4年の中道と⽔沼です。昨年、私たちが知財活⽤アイデア全国⼤会で提案した
「⼩型ドローンゲート通過ゲーム」の商品化
に向けて、ユニデンホールディングス株式会社様にプレゼンをしてきました。社⻑他役員の⽅々が熱⼼に聞いてくださり、具体的な質問や提案を
いただきました。
プロジェクトとして企業に売り込むのは初めてだったので、
ビジネスの現場を体験出来て良かったです。
まだまだ課題は⼭積みで
すが、商品化に向けて⼀歩前進できたと思います。
地域連携センターブログ

 Timeline Photos - October 5th, 2016 at 4:54 PM
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【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
10⽉5⽇
［髙⽊ゼミ 美しい繊維はここから⽣まれた：徳島県海陽町プロジェクト］現地調査・体験(2)
⾼⽊ゼミ繊維プロジェクト3年の⼭本菜々美です。徳島県海陽町（株式会社トータス）
での就業体験では、藍に関するすべての仕事「草刈り」
「 藍の
収穫」
「 ⼤型扇⾵機を使った選別作業」
「 乾燥」
「 藍染」にかかわることができました。
･･･（ 中略）･･･
収穫した藍を⼤型扇⾵機を使って選別・乾燥させると、いよいよ藍染に使う原料が出来上がります。最終⽇には藍染を⾏いました。藍染は、藍が
⼊った液体に浸け、
それを取り出して空気中で酸化させるということを繰り返すことにより⾊が濃くなります。藍染では⼿袋をせずに作業すること
が当たり前なので、先⽣もメンバーも⼿を⻘く染めつつ、写真の通り綺麗な藍染に仕上がりました！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 6th, 2016 at 10:04 AM
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【国際交流センターブログ更新】
10⽉5⽇
国際交流Chawa企画「Welcome Party」
今⽉2⽇、Chawaが企画する後期第1回⽬の留学⽣交流イベントを開催しました！留学⽣、Gap Yearのインターン⽣、ホストシスター、⽇本⼈学
⽣など約60名が集まる
「Welcome Party」
となりました♪
･･･（ 中略）･･･
まずはグループごとに⾃⼰紹介TIME ♪ ニックネームや好きなモノの話で盛り上がりました。BINGOや⽬隠し当てクイズを⾏い、ゲームの総合点が
⼀番⾼いチームには景品が贈与されます(^^)/ レクリエーション後のティータイムではさらに仲を深めることができたようです。最後にみんなで記
念撮影！これから昭和⼥⼦⼤学で学ぶ留学⽣にとって、
とても素敵なスタートを切ることができました！！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 6th, 2016 at 2:25 PM
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【図書館ブログ更新】
10⽉6⽇
図書館インターンシップ2016−3−
インターンシップ参加学⽣が感想をまとめてくれました。内容が盛りだくさんなので、2回に分けてご紹介します。
■貸出･返却、書架移動、
レファレンスなどの図書館の定番業務から秋桜祭に向けた企画検討など、様々な経験をさせていただきました。書架移
動では棚の段を組み換えたり、多くの本を動かしたりととても⼤変でしたが、今まで知らなかった本や新しく⼊った本についても知ることができ、達
成感を得ることができました。
（ T.Hさん）
■レファレンスサービスは初めての経験でしたが、相⼿の要望に応えるためにどのように情報を集めるかが難しかったです。秋桜祭と選書ツアー
が残っているので最後まで楽しく参加していきたいです。
（ Kさん）
■利⽤者からの質問とそれに対する回答を読ませて頂きました。様々な質問が多く寄せられ、
「 焦ってきちんと答えられないかもしれない」
と不安
にもなりましたが、実際のレファレンス業務を知り、⾃分で回答を考える機会を得ることができて良かったです。
（ Y.Kさん）
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 7th, 2016 at 10:41 AM
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【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
10⽉5⽇
［髙⽊ゼミ 美しい繊維はここから⽣まれた：徳島県海陽町プロジェクト］現地調査・体験(3)
こんにちは。⾼⽊ゼミ繊維プロジェクト3年の中⽮ひとみです。今回は、帆布製品製造(美⽉幸房)での就業体験についてお話しいたします。私たち
は、主に秋桜祭(学園祭)で販売するトートバッグの製作を⾏い、帆布の裁断から裁縫まで体験させていただきました。実際に⾃分たちで1から商
品作りに携わることにより、モノ作りの⼤変さや商品に対する想いを直に学ぶことができました。
･･･（ 中略）･･･
今回の体験で学んだことや美⽉幸房の想いをきちんと第三者に伝え、秋桜祭での出店を成功させます！ぜひ、
「 美しい繊維はここから⽣まれた∼
徳島県海陽町∼」のブースへお越しください。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 7th, 2016 at 1:09 PM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部初等教育学科
10⽉6⽇
Be ポンキッキーズに参加しました！
「岡⽥ひとみさんのねんどでミニュチュアクッキング」に、初等教育学科「⼦ども研究会」のメンバー4名が参加し、ねんどを使って
《美味しいもの》
を
作りました。詳しくは学⽣プロジェクト活動S−LABO⼦ども研究会の記事を⾒て下さい。尚、
イベントの様⼦が今⽉7⽇、BSフジ
「beポンキッキー
ズ」
で放映されました
■S−LABO⼦ども研究会
学科ブログ

 Timeline Photos - October 7th, 2016 at 3:56 PM
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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
10⽉7⽇
International Campus Boston
先⽇、本箱の整理をしていて、
「 Showa Campus Life in Boston」
と題した冊⼦を⾒つけました。ボストン校が開学されたのは1988年。
まだ「ボ
ストン昭和⼥⼦⼤学」独⾃では留学ビザが出せない初期の時代、
セント・マイケルズ・カレッジからビザを発⾏していただき、学⽣達も同⼤学で1
週間寮⽣活をして学んでいた時代に作られた冊⼦です。
･･･（ 中略）･･･
1920年に昭和⼥⼦⼤学の前⾝である⽇本⼥⼦⾼等学院が、教師5名と学⽣8名で創設されてから66年経った1986年にモス・ヒルの丘にボスト
ン昭和⼥⼦⼤学を設⽴することが決定しました。1987年には、
マサチューセッツ州知事からボストン昭和⼥⼦⼤学設⽴の認可を受け、1988年に
開学。
これまで約14,000名を超える、昭和学園の児童、⽣徒、学⽣、
そして、他⼤学の学⽣も、ボストン昭和で学んでいます。
･･･（ 中略）･･･
2008年、昭和ボストンは創⽴20周年を迎え、募⾦をつのって⼋重桜など100本に近い桜の苗がキャンパスに植えられました。若い桜の⽊は、少し
ずつ花を咲かせるようになりました。桜の名所として、地域の皆さんと共に春の始まりを楽しむことができるといいですね。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 7th, 2016 at 4:55 PM
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【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
10⽉6⽇
9⽉26⽇から実質的に後期がスタートした。
公務員時代は⼤学の先⽣は夏休みがあって、冬休みがあって、春休みがあって、なんて恵まれた職業だろうと思っていた。⻑くいるうちに⼤学も他
の職場同様仕事ができる⼈は仕事が集まってきて忙しく、
そうでない⼈との差が⼤きいことがわかってきた。
それでも学期が始まるといろんな会議
があり、打ち合わせがあり、休み中より忙しい。
9⽉26⽇（⽉）は8時に美容院によってから9時から⼤学ミーティング。約3週間ぶりなので議案が多い。13時から約2か⽉ぶりの⼤学部局⻑会。⽂
科省の会議は重なり⽋席。15時30分から外出。
18時からは⾮常勤の先⽣たちをお招きしての教育懇談会。
続きはブログへ

 Timeline Photos - October 11th, 2016 at 11:38 AM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部歴史⽂化学科
10⽉7⽇
⽐較⼥性史論ゼミ
（伊勢・⿃⽻）
こんにちは。⽐較⼥性史論ゼミ担当教員・掛川典⼦です。9⽉19⽇∼21⽇まで、三重県伊勢市・⿃⽻市に4年⽣11名と⼀緒にゼミ旅⾏に出かけて
きました。
お伊勢参りはお蔭参り、抜け参りとも⾔われており、
まずは外宮から。伊勢市駅から伊勢神宮外宮に向かいました。
･･･（ 中略）･･･
翌⽇は午前中、台⾵が接近するなかを伊勢神宮内宮を訪問しました。午後は台⾵上陸が報じられていたので、⿃⽻⽔族館のみ⾒学しました。⽇
本ではここでしか⾒られないジュゴンにも対⾯しました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 11th, 2016 at 4:30 PM
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【昭和ボストンブログ更新】
10⽉6⽇
Showa Pumpkins
Today I saw very cute pumpkin and scarecrow in my school. These are f
or Halloween. I heard the Halloween Party will be held on the end of
this month so I’m very excited. For the party, I have to prepare some dr
ess and I’m wondering what costume will I dress? Also, some contests
will be held, too. Although there are many homework and things to do I
wants to do my best for Halloween Party.
昭和ボストンブログ

 Timeline Photos - October 12th, 2016 at 10:00 AM
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【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
10⽉11⽇
［髙⽊ゼミ 美しい繊維はここから⽣まれた：徳島県海陽町プロジェクト］現地調査・体験(4)
こんにちは！⾼⽊ゼミ繊維プロジェクト3年の岡⽥育美です。7⽇間の現地視察を通して、私たちはたくさんの海陽町の魅⼒を肌で感じることが出
来ました。
どうしたら海陽町の素晴らしさを上⼿く消費者に発信できるのか、筋⾁痛の中、
プロジェクトメンバーで何度も打ち合わせを⾏い、最終
⽇に海陽町役場で発表しました。報告会には、今回お世話になった美⽉幸房さん、
トータスさん、海陽町の坂東さんの他に、海陽町職員の皆様も
ご出席くださり、いろいろな意⾒を交わすことができました。皆さん、
ありがとうございました！
今後は、秋桜祭でのブース出展をし、帆布バッグ、藍染製品の販売を予定しています。
さらにボストンで⾏われるジャパンフェスティバルの出展も企
画しています。
プロジェクトメンバー全員⼀層精⼒的に活動してまいりますので皆さんご期待ください。
学科ブログ

 Timeline Photos - October 12th, 2016 at 3:20 PM

6

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
10⽉12⽇
［学⽣レポート］避難訓練
英語コミュニケーション学科3年のミキです。今⽇の昼休みに合同避難訓練を⾏ないました。3･4年⽣に⽐べて授業が多い1年⽣の姿が多く⾒受
けられました。
災害発⽣時においては3秒、30秒、3分の⾏動が⽣死を分けるそうです。何故それをするのか、何のためにするのか。何事においても、意味を考え
ながら⾏動していくよう⼼掛けたいと思います。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 13th, 2016 at 11:00 AM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
10⽉13⽇
［東明学林］学寮研修1⽇⽬
今⽇から現代教養学科の学寮研修がスタートしました。東明学林の様⼦を、現代教養学科1年･CLA Reportersの加賀と佐久間がレポートした
いと思います！
･･･（ 中略）･･･
東明学林到着後には着寮式を⾏ないました。学寮クラス委員⻑の宮城さんは、花に⽣きるという絵を例に挙げ、
この学寮で新しい花を咲かせるよ
うにと話しました。避難訓練・⼣⾷を済ませたあとは、参加者の交流を深める交歓会！1年⽣と3年⽣でチームを組み、学寮内を移動しながら、謎
解きゲームに取り組みました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 13th, 2016 at 1:00 PM

3

【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
10⽉13⽇
［平尾ゼミ･髙⽊ゼミ 外資系企業調査プロジェクト］企業訪問(1)
外資系企業調査プロジェクトメンバー、髙⽊ゼミの⽟城と⾦です。私たちは、資本構成が⽇本から海外に変化した企業や、海外資本の企業を対象
に、資本が変化することで
「⼈事制度」にどのような変化があったのか、
また⽇系企業と外資系企業ではどのような違いがあるのかに焦点を当て
て調査を⾏っています。
･･･（ 中略）･･･
9⽉30⽇には中外製薬と新⽣銀⾏を訪問し、
これまでの歩みや資本変化前後の
「⼈事制度」について、
それぞれご講義いただきました。
また実際
に社員の⽅とお話をする機会をいただき、学⽣⼀同にとって⼤きな学びの時間となりました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 13th, 2016 at 3:08 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
10⽉13⽇
［学⽣レポート］⽇独学⽣⻘年リーダー交流
こんにちは。英語コミュニケーション学科4年のモエカです。若者の社会参画をテーマに、⽂部科学省とドイツ連邦家庭･⾼齢者･⼥性･⻘少年省
が主催した
「⽇独学⽣⻘年リーダー交流」に参加し、9⽉13⽇から2週間ドイツへ⾏ってきました。出発前には全国各地から集まった⾼校⽣から⼤
学院⽣までの23名の参加者らと⽇本で2回の合宿セミナーを⾏い、
ドイツ団員とのディスカッションを通してドイツと⽇本のボランティアや社会参
画について学びを深めました。
私たちはベルリン、
ラーヴェンスブリュック、
ドレスデンを訪れ、環境保護、教育、難⺠⽀援や政治などの分野でドイツの若者が主体となって活動し
ているボランティア団体と様々な意⾒交換を⾏いました。
･･･（ 中略）･･･
⽇本での事前合宿・ドイツでの研修を通して、改めて⺠主主義や社会参画の⼤切さについてたくさんのことに気づきました。
また、
ドイツの若者の
政治参画や社会参画への積極性や、社会は⾃分たちで変えられるという姿勢に感銘を受けました。帰国して2週間が経ちますが、以前よりニュー
スを⾝近に感じ、私たちで変えていけるかもしれないと考えられるようになりました。
この事業に参加できたこと、素晴らしい仲間に出会えたことを
とても嬉しく思います。
これからもしっかりと様々な問題意識を持って⽇々過ごしていきたいです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 14th, 2016 at 9:59 AM

6

【輝け☆健康「美」
プロジェクトブログ更新】
10⽉14⽇
10⽉前半★秋を感じる健康ランチ
H&Bランチ10⽉前半のテーマは「秋を感じる健康ランチ」
です。⾖と野菜をたくさん使⽤して、健康的な献⽴にしました。夏休みのうちに⾷⽣活が
崩れてしまった⽅にもおすすめです！きのことさつまいもを使⽤しているので、秋を感じることもできます♫ぜひ召し上がってみてください！
------------MENU-----------「秋を感じる健康ランチ」
（ ∼10⽉15⽇まで）
☆チリコンカンライス
☆キノコのカレーマリネ
☆さつまいもサラダ
☆ほうれん草のコンソメスープ
-------------------------------詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 14th, 2016 at 11:02 AM

5

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
10⽉13⽇
「メディア表象論演習」4年⽣ゼミ合宿（島根・⿃取）2⽇⽬
現代教養学科福⽥ゼミ4年⽣による合宿2⽇⽬。午前中は智頭町（ちづちょう）に向かいました。宿場町として栄えた名残で古い町並みが保存さ
れており、⽯⾕家住宅は国の重要⽂化財に指定されています。智頭町を訪れた理由の⼀つ「⻄河克⼰映画記念館」
では、⻄河監督が⼿がけた
『
⻘い⼭脈』
『 伊⾖の踊⼦』
『 絶唱』
らのポスターや貴重なスチール写真集を⾒ることができました。記念館の館⻑をされている福本昭夫さんが、⽯
⾕家住宅や造り酒屋も案内してくださいました。
午後は北栄町へ⾏きました。最寄り駅の由良駅は･･そうです！ コナンくんです！
『名探偵コナン』の作者である⻘⼭剛昌先⽣がこの北栄町出⾝
ということで町おこしを⾏い、由良駅はコナン駅として多くの⼈に愛されています。駅から
「⻘⼭剛昌ふるさと館」
までの通りは「コナン通り」
と呼ば
れており、
キャラクター像を探しながら歩くのも楽しいです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 14th, 2016 at 1:09 PM

9

【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
10⽉13⽇
ゼミ合宿に⾏ってきました！
こんにちは、⼭⽥優⼦ゼミ⻑の⽥邉です。神奈川県三浦市にあるマホロバマインズで9⽉26⽇から2泊3⽇のゼミ合宿を⾏いました。3年⽣だけで
なく、4年⽣3名・他ゼミ⽣有志2名も参加してくれました。合宿では、11⽉検定での合格を⽬指し、⽇商簿記検定2級の集中講義を4回⾏いました
。現在の⾃分たちの学習状況を把握したことで、
それぞれモチベーションを⾼めることができたと思います。
フリータイムにはホテルから海岸まで歩き、海でリフレッシュすることもできました！合宿中は天気に恵まれ
（9⽉下旬なのに連⽇30℃超！）、⽔着が
あれば泳ぐこともできそうでした。
最終⽇の昼⾷はバーベキューで打ち上げをしました。先輩が“焼き奉⾏”をしてくださるなど意外な⼀⾯を⾒ることができ、就活トークも弾みました
！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 14th, 2016 at 2:12 PM

5

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
10⽉13⽇
望秀海浜学寮研修［その１］
私たち現代教養学科2年⽣は、千葉県館⼭市にある望秀海浜学寮で学寮研修を⾏っています。1⽇⽬は鋸⼭（のこぎりやま）
へ⾏きました！バスか
ら降りて急な階段を登った先に、絶景が広がっていました。
望秀学寮では、⼣⽇と海が私たちを迎えてくれました。1⽇⽬最⼤のイベント交歓会はドッチボール⼤会。いつもは⼤⼈しい学⽣も、ボールを持つ
と豹変。本気と本気がぶつかる熱い戦いになりました。明⽇はスピーチプレゼンテーション。
クオリティーを上げるため深夜まで練習を続けるグル
ープもありました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 14th, 2016 at 3:39 PM

4

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
10⽉13⽇
［東明学林］学寮研修2⽇⽬
現代教養学科1年･CLA Reportersの加賀と佐久間、3年の⻑⽥です。
学寮2⽇⽬は当学科の学寮のメインコンテンツ
「読解⼒を⾝につけ、論理的思考を鍛える」
スピーチプログラムを⾏いました！1年⽣は「⻄の魔⼥
が死んだ」
ついて個⼈スピ―チを、3年⽣は「国境の南、太陽の⻄」についてグループスピーチをそれぞれ⾏い、最後に学⽣・教員から推薦された
優秀者のスピーチを聴きました。
昼⾷には定番のカレーを美味しくいただき、午後は歌の集いを⾏ないました。教員・附属⾼校出⾝者らが中⼼となり、校歌の指導をしてください
ました！まだ、校歌を歌い慣れていない私たち1年⽣にとっては、特に昭和⼥⼦⼤学の歴史を感じるいい機会になりました。学寮研修の伝統的⾏
事「灯の集い」
では、
『 ⼤学⽣活で頑張りたいことと10年後の⾃分』についてクラスで発表しました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 14th, 2016 at 4:20 PM
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【国際交流センターブログ更新】
10⽉14⽇
国際交流Chawa企画「豪徳寺周辺散策」
Chawa企画「豪徳寺周辺散策」
イベント開催報告です！！⾬や曇りの⽇が続いていましたが、
この⽇はとても気持ちの良い秋晴れとなりました♪
各グループ⾃⼰紹介を済ませたあとは、
くじで引いたお題をクリアしながら町中をトレジャーハンティングして回ります。世⽥⾕線の三軒茶屋駅で
は、電⾞に乗る前に名物の今川焼で腹ごしらえ♡世⽥⾕代官屋敷では貴重な東京指定史跡を⾒学しました。松陰神社でどきどき！おみくじ体験。
⼤吉が出たようです☆そして豪徳寺では、
お待ちかねのネコネコネコネコ…⼤量の招き猫です！
本学へ来て間もない留学⽣も多く参加していて、世⽥⾕線を使った今回のイベントは、世⽥⾕の街並みを知るいい機会になった事でしょう！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 14th, 2016 at 4:54 PM

 24

【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
10⽉14⽇
先哲の碑
･･･（ 前略）･･･先哲の碑は、碑⽂にもあるように、創⽴以来、本学園の研究・教育・運営に尊い命をそそぎ、現在の学園の繁栄を築いてくださった
⽅々の業績を顕彰し、感謝の気持ちを捧げるために建てられたものです。
全学園参加で開催していた時代の体育祭で、学⽗⼈⾒圓吉先⽣が両⼿を⼤きく広げて児童・⽣徒・学⽣に応えているお写真がありますが、
その
お姿にちなんで、
ここで学ぶ者たちを両⼿で⼤きく抱いてくださるような形に作られています。先⽣の故郷である岡⼭県の⾚御影⽯が使われてい
ます。今年も10⽉4⽇に全学園の代表者が碑の前に集まり、過去1年間に亡くなられた恩師の慰霊祭を⾏い、先哲をしのび、感謝の気持ちを新た
にしました。
そして、本学園のさらなる発展を誓いました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - October 17th, 2016 at 9:03 AM

7

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
10⽉14⽇
望秀海浜学寮研修［その2］
望秀学寮2⽇⽬。午前中は三島由紀夫の
『春の雪』についてグループ発表を⾏ないました。1位に選ばれた1-3Aは主⼈公の友⼈「本多」に着⽬し
て、他のグループとは異なる視点で素晴らしい発表をしてくれました。午後は⾬天のため、予定していた労作が中⽌となり、
「 新聞エコバッグ作り」
をしました。みんなで相談して助け合いながら、たくさんのバッグを作ることが出来ました。
⼣⾷後に⾏った
「灯の集い」
では、
『 20歳になることに際しての抱負とその理由』
をテーマにそれぞれ発表しました。⼀⼈ひとりが⾃分⾃⾝と向き
合い、⾔葉にすることで意識を⾼めることが出来ました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 17th, 2016 at 12:55 PM

6

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
10⽉15⽇
［東明学林］学寮研修3⽇⽬
現代教養学科1年 CLA Reportersの加賀と佐久間です！学寮研修3⽇⽬は午前中に労作奉仕を⾏ない、1年⽣は⼟を運ぶためにバケツリレー
をしたり、シャベルで⼟を掘ったりしました。
その後のEnglish Activityでは、1年⽣は1⽇⽬にミュージアムに⽴ち寄った星の王⼦様について、3年
⽣はポーラ美術館についてそれぞれ発表しました。⼯夫を凝らした発表が多く、⾒ていてとても楽しかったです！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 17th, 2016 at 4:51 PM

 13

【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
10⽉16⽇
急に秋らしくなり、後の名⽉が美しかった。
･･･（ 中略）･･･
12⽇（⽔）
お昼に避難訓練。避難した後帰宅困難となった学⽣や教員をどのように⼤学でサポートするか、考えておかなくてはならない。14時か
らＪ
ＩＣＡで招聘している⽅たちに⽇本の⼥性の現状についてはなす。
･･･（ 中略）･･･
15⽇（⼟）午前中は⼤芦さんが泊まるのにそなえ掃除。
それからジム、⼥性教養講座の養⽼先⽣にごあいさつ。夜は校正。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 18th, 2016 at 1:00 PM

5

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
10⽉15⽇
望秀海浜学寮研修［その３］
学寮3⽇⽬。今⽇はEnglishActivityの準備で城⼭公園に⾏き、城⼭城や⾥⾒⼋⽝伝に関する博物館を⾒学しました。公園までは⽚道1時間か
けて歩いていきました。･･･（ 中略）･･･
寮に戻った後は、館⼭周辺を歩いて⾒つけた魅⼒を外国⼈に紹介するというテーマで、
グループごとにEnglishActivityの発表を考えました。1位
は鋸⼭にも触れながら、館⼭の魅⼒を紹介した2-6Bが獲得しました！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 19th, 2016 at 10:42 AM

9

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部歴史⽂化学科
10⽉18⽇
三⼤学共同ゼミ合宿 1⽇⽬
こんにちは。⻄洋史の⼩野寺です。今⽉9⽇、⽴正⼤学にて三⼤学共同ゼミ合宿を⾏ないました。今年度のテーマは、
「ドイツ・メルケル政権による
移⺠政策の是⾮」。合宿2⽇⽬のディベートに向けて、1⽇⽬は難⺠・移⺠の歴史的経緯について、(1)アメリカと移⺠、(2)ユダヤ⼈難⺠とパレスチ
ナへの移住、(3)ドイツ⼈被追放⺠とその統合、(4)トルコ系住⺠のドイツ社会への統合という4つの班に分かれてプレゼンを⾏いました。
･･･（ 中略）･･･
3つの異なる⼤学による混成班でしたので、準備はどの班も⼤変だったようですが、
その苦労はきちんと内容に反映されていたと思います。
詳細はブログへ

加藤 史朗 頑張ってますね！学⽣さんたちの表情がとてもいいですねー。

 Timeline Photos - October 19th, 2016 at 12:47 PM

 11

【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
10⽉18⽇
飴善ゼミ合宿を実施しました！
飴善ゼミ3年の鈴⽊です。9⽉13⽇∼14⽇にかけて、株式会社⽯坂産業さんの
「
くぬぎの森環境塾教室」
で飴善ゼミ合宿を⾏ないました。
おもてなしを学ぶのに
なぜ産業廃棄物処理場に⾏くのだろうと疑問に思いましたが、⽯坂産業さんに
到着してまず驚いたことはその環境の美しさでした。
⼯場をイメージしてきた私たちの前に広がっていたのは緑溢れる⾥⼭でした。産
業廃棄物処理場ということを感じさせない⾥⼭には、たくさんの果実や野菜の
畑、季節の植物、趣のある建物と本当に⼀つの村ができていました。⽯坂産業さ
んではここを三富今昔村として、様々なイベントを開催し、
より地域と密接な関係
を築いていました。
続きは学科ブログへ

 Timeline Photos - October 19th, 2016 at 3:40 PM

 10

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
10⽉18⽇
4年学寮2⽇⽬〔2〕箱根ガラスの森美術館
東明学林を出発し、
まずはじめに向かったのは箱根ガラスの森美術館。⾒学だけでな
く、
ガラスに絵柄を彫るサンドブラスト体験も⾏いました＼(^o^)／
学科ブログ

 Timeline Photos - October 20th, 2016 at 9:05 AM

8

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
10⽉18⽇
4年学寮2⽇⽬〔3〕仙⽯原⾼原
美術館を後にし、続いて向かったのはススキの名所・仙⽯原⾼原＼(^o^)／終着地点
まで⾏って来ました！
学科ブログ

 Timeline Photos

 11

October 19th, 2016 at 4:41 PM

【SWUニュース】箱根町と藥袋ゼミのコラボ
はこじょ森林セラピー
（R）⼿帳2017が完成！
10⽉19⽇
若い⼥性向けに箱根の新しい魅⼒をプロデュースする
ビジネスデザイン学科藥袋ゼミのはこじょ創造プロジ
ェクト。架空の⼤学「はこねのもり⼥⼦⼤学」
と⼀緒に
体験型イベントを企画・実施しています。今⽉15・16
⽇には⽇本⼥⼦体育⼤学の学⽣も参加して初の野外
フェスティバルを実施しました。来場者には箱根町が
未病をテーマに発⾏した健康管理⼿帳が配布されま
した。箱根初⼼者の6名の学⽣が発⾒した魅⼒のレポ
ートも載っています。綺麗な写真に癒されますね。

 Timeline Photos

 12

October 20th, 2016 at 1:01 PM

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
10⽉20⽇
シムゼミ
「現代社会論演習」
４年⽣ゼミ合宿@広島・宮
島
シムゼミは、現代社会における諸問題についての学習
に重点を置き、
ゼミ⽣の複眼的思考⼒を培うことに⼒
を⼊れています。オバマ⼤統領が現職の⽶⼤統領とし
て初めて広島を訪問した年に戦争と平和について考
えるべく、
また世界遺産厳島神社や豊かな⾃然環境
を活かした観光資源のある宮島で⽂化遺産や景観と
観光との関わりについて学ぶべく、広島と宮島へゼミ
合宿に⾏ってきました！
･･･（ 中略）･･･平和記念公園にある原爆死没者慰霊
碑で参拝した後は平和記念資料館を⾒学。実際に展
⺬品を⾒て、原爆の恐ろしさを実感しました。国籍や
⼈種を問わず多くの⽅が⾒学していましたが、皆さん
が静かに真剣に資料や展⺬品を⾒ていたのが印象
的でした。
･･･（ 中略）･･･宮島には世界遺産で有名な厳島神社
があります。私たちが訪れたときは⼲潮で⼤⿃居を近
くで⾒ることができました。本殿にも参拝してお願いを
したり、
おみくじも引いたりしてきました！

詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 21st, 2016 at 10:04 AM

6

【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
10⽉20⽇
［GSフードプロジェクト］
ビーカーワークを開始しました！
今週より、株式会社ジーエスフード様の⼯場からいただいたサンプル品を使⽤したビーカーワーク
（試飲作業）
を開始しました。意⾒交換をしなが
ら作業を進め、少しずつ具体的な案が出来上がってきました。ぜひここでいろいろとお話ししたいのですが、当然のことで具体的なお話は⾮公開
です。来⽉は東京⽀社様にお邪魔して、⼤阪本社様とのテレビ会議を予定しています！プロジェクトTの皆さん、頑張ってください！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 21st, 2016 at 11:31 AM

7

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
10⽉21⽇
［学⽣レポート］
ミスインターナショナル交流会 増澤ゼミ
英語コミュニケーション学科3年のマユコです。昨⽇はミスインターナショナル交流会を⾏い、増澤ゼミはシンガポール、
スロバキア、
フィリピン、北マ
リアナ諸島のミスの⽅々と交流しました。交流会ではミスの⽅々とゲームや折り紙をして交流を深めました。最後にはモデルさんにウォーキングを
教えて頂くという貴重な体験もさせて頂きました。モデルさん⽅はとても気さくで、⼤変充実した時間を過ごすことができました。
学科ブログ

 Timeline Photos - October 21st, 2016 at 12:40 PM

6

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
10⽉21⽇
4年学寮3⽇⽬〔1〕鎌倉散策
⼤掃除を終え、最終⽇は⽂豪たちが愛した鎌倉へ⾏きました！班ごとに分かれて⾃由
散策を楽しみました。昼⾷は⼩町通りにあるお店で、名物のしらす丼を⾷べました。盛り
だくさんでとってもおいしかったです♪♪⾮常に楽しい3⽇間でした。
学科ブログ

 Timeline Photos

6

October 21st, 2016 at 3:00 PM

【輝け☆健康「美」
プロジェクトブログ更新】
10⽉21⽇
パン製造を学ぶ会 パンチーム
今年6⽉に開催した
「パン製造を学ぶ会 」
では、チー
ムのみんなで⽣地の発酵から成形・焼成まで、
パン作
りの⼀連の流れを体験し、
パン作りへの理解を深めま
した。枝⾖ツナパン、
アップルカスタードパン、チョコマ
ーブルスティックの3種類のパンを作りました。
パン⽣地作りでは、強⼒粉に砂糖とイーストを加えて
お湯を注ぎながら⽣地をまとめていくのですが、なか
なか上⼿くまとまらず難しかったです。
後期からたくさんの2年⽣が新しくメンバーに加わっ
たので、今年度2回⽬の
「パン製造を学ぶ会」
を開くこ
とを予定しています！

詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 21st, 2016 at 4:41 PM
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【SWUニュース】
ハーバード⼤教授スーザン・ファー⽒が講演
10⽉21⽇
国際交流基⾦の受賞で来⽇したハーバード⼤学ライシャワー⽇本研究所所⻑スーザ
ン・ファー教授が記念講演を⾏いました。
ファー教授は⽇本政治が専⾨で⼤戦後の⼥
性の政治参加の変遷を研究。
その後、対象を先進諸国の⺠主化と社会の変化や⼥性
の活躍とリーダーシップへと拡げ、⽇本政治の研究を⻑年にわたり牽引してきました。
ハーバード⼤キャンパスや東京の議員会館でシンポジウムを共催するなど、本学とは
深い関わりを持つ⽅です。
講演テーマは「⽇本の⼥性のための充実した⼈⽣」。体験談や事例を交えながら、⼥
性の働き⽅の変遷や⽇本⼥性として⽣きる幸せについて語られました。会場は満席。
学⽣からの質問も多く充実した内容でした。

 Timeline Photos

 37

October 21st, 2016 at 4:56 PM

【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
10⽉21⽇
校訓の巌
創⽴者⼈⾒記念講堂の⼊り⼝右⼿に、⼤きな岩（巌）
が置かれているのをご存じですか。
キャンパスには何
か所かに⼤きな⽯が置かれていますが、
その中でこの
⽯はもっとも巨⼤です。45トンもあります。45000キロ
ですから、45キロの体重の⼈が1000⼈集まった重さ
ですね。
これは学園創⽴60周年にあたる昭和55（ 1980）年に
北海道⽇⾼⼭中から運ばれた⻘⾊の⽯です。北海道
を代表する名⽯の⼀つで、神居古潭⽯（かむいこたん
いし）が正式な呼び名のようです。
･･･（ 中略）･･･
創⽴者⼈⾒圓吉先⽣が、記念講堂の前にいつも笑顔
で、物静かにどっしりと座っていてくださる、
そんな⾵情
のある⻘い⽯。
ここを通る時には、校祖の学園への祈
りを思い出したいものです。
続きはブログへ

 Timeline Photos - October 24th, 2016 at 9:25 AM

8

【地域連携センターブログ更新】
9⽉24⽇
鶴岡ガストロノミー･フィールド･ミュージアム9⽉研修
福祉社会学科2年の坂本百合菜です。鶴岡を知り、親しくなるために、⼭形県鶴岡市に3⽇間の研修に⾏ってきました！新鮮な空気に新鮮な⾷べ
物、出会う⼈皆があたたかい⽅ばかりでした( ´﹀` )
今回初めて鶴岡市に⾏って、稲刈り体験やイカの⼀夜⼲し体験、正式参拝や⼭ぶどう収穫体験などの貴重な経験を沢⼭させて頂きました！体験
すること全てが初めてで、⾊々な事を学び充実した3⽇間を過ごすことができ、何より最⾼に楽しかったです！
続きはブログへ

 Timeline Photos - October 24th, 2016 at 10:32 AM

8

【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
10⽉21⽇
［⼭⽥隆ゼミ］
ゼミ合宿をしました！
こんにちは！⼭⽥隆ゼミです。夏休みのゼミの思い出と⾔えば、やはり
「合宿」
です。私たちは避暑地で英気を養ってまいりました。⼣暮れ時の景⾊
はとても美しかったです。
夜は「多数決は本当に⺠意を反映しているのか」などを勉強しました。
また、社会⼈になるにあたって、
どのようなことに配慮していけばいいかな
ど、
これからの就職活動等にも役⽴つ話を先⽣からたくさん伺うことができました。･･･（ 中略）･･･勉強だけでなく、社会⼈基礎⼒もしっかり磨ける
⼭⽥隆ゼミです！後期からのゼミ活動も全⼒で頑張りたいと思います！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 24th, 2016 at 1:56 PM

7

【昭和ボストンブログ更新】
10⽉14⽇
Anpanman
Last weekend, we went to St. Mary’s Street to visit the baker
y. The name is Japonaise Bakery & Cafe.Why did we go there?
When I participated in High Table at dinner time, the teache
r recommended the bakery to me because the baker is Japan
ese person and there is An Pan Man which is famous
Japanese character! I was so excited to see it! I thought I was
not able to meet him in Boston! And also, there are some Jap
anese snacks and drinks!
続きはブログへ

 Timeline Photos - October 24th, 2016 at 4:54 PM

5

【SWUニュース】韓国⼤学⽣訪⽇団
10⽉21⽇
外務省が招聘した学⽣訪⽇団が来校しました。⽇韓国⽂化交流基⾦が主催するプロ
グラムで若者の⽂化間交流を⽬的としています。学⽣訪⽇団が訪問するのは初めて。
今回は韓国語でイベントを実施しました。
韓国では毎年春と秋に学⽣団を⽇本へ派遣しています。今回は学⽣36⼈と教員・通
訳8名が国際学科を中⼼とした学⽣によるセレモニーやツアー、
レクリエーションなどを
体験しました。
この後は関⻄へ向かい伝統芸能を鑑賞してホームステイ、⼤学訪問、和菓⼦造りや酒
蔵⾒学などで10⽇間の滞在を楽しむそうです。

 Timeline Photos

6

October 25th, 2016 at 9:05 AM

【学科ブログ更新】⽣活科学部環境デザイン学科
10⽉19⽇
卒業設計中間発表会を開催しました
10⽉8⽇（⼟）、建築・インテリアデザインコースの卒業
設計中間発表会を⾏ないました。最終提出と同じく8
枚以上の図⾯と模型を⽤意し、夏休み中の成果をコ
ースの先⽣⽅の前でプレゼンテーションします。
ゼミの
先⽣以外の多くの先⽣から貴重なアドバイスがあり、
12⽉23⽇の最終提出に向けてさらに意欲を⾼める場
となりました。
学科ブログ

7
 Timeline Photos - October 25th, 2016 at 9:56 AM
【SWUニュース】⻄武信⽤⾦庫と連携協定を締結
10⽉24⽇
世⽥⾕区内初となる⽀店を本学キャンパスの隣に開いた⻄武信⽤⾦庫。本学と産学連携協定を締結しました。今後は飲
⾷業を中⼼とした地域活性化に共同で取り組み、企業や商店と教員・学⽣による研究や商品開発など、様々なプロジェク
ト活動に取り組んでいきます。
城南信⽤⾦庫・昭和信⽤⾦庫に次ぐ３つ⽬の連携協定で、⼤学のダイバーシティ推進機構との連携講座・共同研究も期待
されます。

 Timeline Photos - October 25th, 2016 at 11:05 AM

6

【地域連携センターブログ更新】
9⽉16⽇
地場産業共創プロジェクト現地研修
プロジェクト参加学⽣8名とアドバイザー教員が、9⽉16⽇に現地研修を実施しました。
全員のスケジュールが合うのが⼀⽇だけだったので、⽇帰りという厳しい状況のなかで、産直あぐりのある⼭形県鶴岡市に夜⾏バスで早朝到着の
ブドウの収穫や加⼯場の⾒学等、鶴岡市櫛引地区にある産直あぐりでお天気に恵まれた楽しい研修だったようです。
続きはブログへ

 Timeline Photos - October 25th, 2016 at 3:33 PM

7

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
10⽉24⽇
オープンキャンパス
今⽉22⽇の午後に開催したオープンキャンパスは、初秋のさわやかな気候にめぐまれ、多くの⽅が国際学科の説明会と展⺬ブースを訪れました
。
学科説明会では、国際学科の特徴として、英語＋もう⼀⾔語を⽇本でも留学先でも学ぶこと、
ダブル・ディグリー・プログラム、各国別の留学プログ
ラムの紹介、国際学科の留学実績や語学検定取得実績、就職率・先などを紹介しました。
それに続いて⾏なった留学体験報告会では、
ソウル、上
海、
スペイン、に留学した在学⽣３名が、
それぞれ留学先のカリキュラムや⽣活などについて写真⼊りで詳しく説明しました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - October 25th, 2016 at 4:03 PM
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【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
10⽉25⽇
2016年アメリカ⼤統領選討論会Viewing（主催：アメリカ⼤使館）に⾏ってきました
10⽉20⽇、⼤統領選候補者による最後の討論会（ディベート）⽣中継を⾒るイベントに、
ビジネスデザイン学科の学⽣を中⼼に本学から総勢11
名で参加してきました。
とてもエキセイティングだった5時間をレポートします。朝8時に集合して早速セキュリティイーコントロール。⼤使館に初めて
⼊る学⽣もおり、
しっかりした安全対策にちょっとびっくり。都内の数⼤学から集まった120⼈の学⽣や教員が会場⼊りすると、
そこは⾚、⻘、⽩の
⾵船やデコレーションが施されてまるで⽶国のどこかの街のタウンミーティングのようです。
⼤統領選トリビアクイズに挑戦したり、選挙に関する資料を読んだり、⽶国家庭でよく⾒るクッキーやカップケーキで⼀息ついたり、
お祭りムードを
楽しみます。
そこにケネディー⼤使がご登場。⾃⾝の⽗であるケネディー⼤統領とニクソン⼤統領のディベートのときのことをお話くださるなど、分
かりやすいエピソードに魅了されます。
そしていよいよ、第3回にして最後の、⼤統領選ディベート⽣中継が始まりました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - October 25th, 2016 at 4:56 PM

8

【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
10⽉24⽇
いつまでも夏と秋が⾏ったり来たりしている不順な気候だと思っているうちにもう寒露が過ぎて霜降。北の国では積雪のたより。
17⽇（⽉）は･･･（ 中略）･･･10時30分国際交流基⾦の招きで来⽇しているテキサス⼤学のガルシアさん。
とてもわかりやすい明瞭な英語で⽇本
の⼤学教育について話し合う。
･･･（ 中略）･･･
20⽇（⽊）は朝9時⼤学部局⻑会、早く終わって9時50分から⼤学ミーティング。13時から理事会。理事会の議案は約1時間で終わり2時前から中
期⽅針のディスカッション。途中ミスインターナショナルの⽅たちの歓迎のスピーチ。年齢から⾔うと学⽣たちとミスたちはほとんど変わらないのだ
が、
とても⼤⼈に⾒える。
･･･（ 中略）･･･
21⽇（⾦）は午前10時事務打ち合わせ。12時から姫野さん、広中さんも⾒えてスーザンを囲んでの昼⾷会。13時10分スーザンの特別講演。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 26th, 2016 at 9:00 AM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
10⽉24⽇
［学⽣レポート］
ミス・インターナショナル交流会（髙野ゼミ）
英語コミュニケーション学科3年のリカです。今⽉20⽇にミス・インターナショナルの⽅々と交流会を⾏い、私たち⾼野ゼミにはフランス、
ハイチ、チ
ュニジア、
グアドループから4名の⽅が来てくださいました。⽇本語で名前の書き⽅を教えてネームプレートを作ったり、ジェスチャーゲームをして楽
しみました。
また、美を維持する秘訣を教えていただいたり、⽇本ではやっている美容法を教えるなど意⾒交換をすることができました。⼀度にい
ろいろな国の⽅とお話する機会があまりないので貴重な体験をすることができました。
学科ブログ

 Timeline Photos - October 26th, 2016 at 10:27 AM

6

【地域連携センターブログ更新】
10⽉10⽇
体験・滞在の研修 第2弾
連休を利⽤しての⼭形県鶴岡市での体験・滞在の研修を実施しました！学⽣たちの感想を紹介します。
■福祉社会学科2年の坂本百合菜です。今回が2度⽬の鶴岡研修で、前回とは異なる経験をさせて頂きました！由良港⼤漁祭のお⼿伝いや⾙殻
クラフト作り、加茂⽔族館や善寳寺、庄内観光物産館の⾒学をしました。
お祭りでは、初めてみる由良あなごをはじめ、
お⿂を⽣で売っていたり焼
いていたり、
カニ汁やアンコウ汁、サザエなど地元では考えられない海を感じることができました！
続きはブログへ

 Timeline Photos - October 26th, 2016 at 12:56 PM

8

【昭和ボストンブログ更新】
10⽉20⽇
College Connection Program
Each fall semester Showa Boston works with area colleges on an intercultural exchanges opportunity called CCP, or Coll
ege Connection Program. 3 Showa students are matched with an American university student for a series of visits
focusing on cultural exchange and learning with their peers.
On our October 15th “Kickoff Day” event, 40 American college students (College Connectors) were matched with 119 Sh
owa students.
続きはブログへ

 Timeline Photos - October 26th, 2016 at 2:56 PM

7

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
10⽉24⽇
［学⽣レポート］オープンキャンパス
英語コミュニケーション学科3年のヒロコです。先週末、快晴のなかでオープンキャンパスを⾏ない、たくさんの⽅にお越しいただきました。
ありが
とうございました。私は学科説明会でボストン留学についてプレゼンをさせていただき、
その後学科ブースで質問を受け付けていました。
プレゼン
を聞いて来たという⽅や、私の⺟校に通っている受験⽣が親近感を覚えたといってブースに来てくれてとても嬉しかったです。
続きはブログへ

 Timeline Photos - October 26th, 2016 at 5:09 PM

5

【国際交流センターブログ更新】
10⽉24⽇
ベトナム交流プログラム
今⽉12⽇、⽇本語学校で⽇本語を学んでいるベトナムの皆さんが昭和⼥⼦⼤学⽣との交流を⽬的にやってきました！
海外からのお客様がいらっしゃった際に活躍してくれる学⽣『キャンパスアテンダント(CA)』に注⽬しながら、今回のベトナム交流プログラムをご紹
介致します。今回はCAが2⼈とベトナム⼈留学⽣ 3⼈が中⼼となり、会場の設営や司会進⾏を担当しました。挨拶とキャンパスツアーを済ませた
後はレクリエーションTIME！CAの2⼈が⽤意した、昭和⼥⼦⼤学に関するミニクイズで会場は⼤変盛り上がりました。･･･（ 中略）･･･
現在はメンバー16名でCAの活動を⾏っています♪ 英語や韓国語、中国語などを使⽤する案件も多数あります！CAは年度でメンバーを募集し、研
修などを重ねてお客様をアテンドしていきます。興味がある⽅は、来年度の説明会に参加してみてくださいね。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 27th, 2016 at 10:52 AM

9

【学科ブログ更新】⼈間社会学部⼼理学科
10⽉26⽇
オープンキャンパス
10⽉22⽇(⼟)にオープンキャンパスを開催しました。
学科説明会には40名を超える⽅々の参加があり、学⽣から⾃⾝の体験を含めた学⽣⽣活の紹介、松永教授による学科紹介を⾏いました。
受験⽣の⽅からの質問が多くあり、学⽣が応対する学科ブースコーナーも⼤盛況でした。授業や⼤学⽣活について実体験に基づいた話は説得
⼒があるようで、進学後の様⼦も交えて回答しました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - October 27th, 2016 at 12:58 PM

7

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
10⽉27⽇
授業紹介♪ソーシャルワークプロジェクトⅠ
福祉社会学科1年⽣の必修科⽬で、今年度から新設した
「ソーシャルワークプロジェクトⅠ」の授業⾵景をお届けします！
前期は、福祉社会を⽀える様々な⼈や組織の取り組み、特にボランティア活動の意義について学びました。夏休み中はそれぞれが決めた学習テ
ーマに沿って活動計画を⽴て、5⽇間のボランティア活動を⾏なってきました！後期に⼊ってからは、1ヶ⽉にわたり、体験の振り返り・共有のための
ワークショップを実施しています。
来週はグループごとに発表( ^ω^ ) 夏の体験から何を学び、
どのようなアクションをしようと思っているのか、楽しみです！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 27th, 2016 at 2:03 PM
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【昭和ボストンブログ更新】
10⽉24⽇
Niagara Trip
Hello, we are wing8. We went to Niagara Falls from October 21 to
23. The ﬁrst day, we took bus at 4PM. And we took bus for about
8 hours. It’s so tried for us. That day was just sleep in hotel.
The second day, we get up at 6:30AM. And leave at 8AM. For 3 hou
rs, we took bus and the students look like sleepy. But as soon as
we saw the Niagara Falls, We wake up! The falls were very powerf
ul, beautiful. But it’s too cold for us to go out. So, we enjoyed sho
pping. I bought maple syrup and cookie. We took pictures in front
of Niagara falls with Wing8. After that, we took Niagara cruises!
We enjoyed both Canada side fall and America side fall. The spray
was violent, so we got wet. We were very excited and scream.
続きはブログへ

 Timeline Photos - October 27th, 2016 at 3:00 PM

9

【国際交流センターブログ更新】
10⽉25⽇
韓国⼤学⽣訪問団
今⽉20⽇、韓国にある様々な⼤学から36名の学⽣が昭和⼥⼦⼤学へいらっしゃいました！当⽇は国際学科の学⽣や、韓国からの留学⽣が⼤勢
参加してくれました◎オープニングセレモニーでは、韓国語が得意なキャンパスアテンダント
（CA）の松本さんが司会を務めました♪ その後はグル
ープに分かれてのキャンパスツアー。昼⾷会交流会をはさんで、午後はグループディスカッション＆レクリエーションを⾏ないました。国際学科の1
年⽣が司会と企画を担当しました。
全てのプログラムが⼤変盛り上がり、学⽣の仲がとても深まりました☆総数90名ほどの交流会は⼤成功で幕を終えました！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 27th, 2016 at 4:12 PM

5

【地域連携センターブログ更新】
10⽉26⽇
くしびき産直
先⽇、産直あぐりの東京での販売会「くしびき産直」
での販売体験をしました。朝は⾬が降っていたにも関わらず販売開始予定の9時よりも前に続
々とお客さんが集まり、販売会は⼤盛況で商品は売り切れてしまいました。
今回の活動では⼈気商品の傾向などが分かり、現地の⽅のお話も聞くことができました。
この経験も⽣かしながらコラボ商品開発に向け頑張りま
す！
続きはブログへ

 Timeline Photos - October 27th, 2016 at 4:55 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部歴史⽂化学科
10⽉27⽇
3年⽣･1年⽣合同ディベート⼤会＠望秀学寮を開催
こんにちは、松⽥忍です。10⽉19⽇から22⽇にかけて3泊4⽇の学寮研修を⾏いました。歴⽂3年⽣と1年⽣約200名が参加しました。望秀学寮の
⽬⽟プログラムの1つが3年⽣と1年⽣の縦割り班によるディベート⼤会です。･･･（ 中略）･･･
今年はディベートのテーマとして
「外国⼈労働者の受け⼊れ拡⼤は是か⾮か？」
を学⽣たちにぶつけました。･･･（ 中略）･･･
すでにディベートを経験している3年⽣が、1年⽣を優しくリードしている場⾯が⾒受けられ、1年⽣からは「2年後あんな⾵になりたい！」
との声が
多数聞かれました！ディベートの時にも、1年⽣が発⾔する機会を作ったり、1年⽣を3年⽣が挟む形でサポートしたり、それぞれの⼯夫が⾒られ、
とても良かったですよ！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 28th, 2016 at 1:00 PM

6

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
10⽉28⽇
「メディア表象論演習」4年⽣ゼミ合宿（島根・⿃取）3⽇⽬
福⽥ゼミナールの合宿3⽇⽬。午前中は⾃由時間で、⽩兎神社に⾏ってきました！神話「因幡の⽩うさぎ」の舞台であり、2010年に
「恋⼈の聖地」に
認定されています。･･･（ 中略）･･･午後は⿃取砂丘へ。砂に⾜を取られながら上の⽅まで登りきったあとの、海の⾒える景⾊はとても綺麗でした！
ラクダもいました。最後は⿃取砂丘コナン空港へ向かい、帰路に着きました。空港の名前の⽬的は、
「 ⿃取砂丘」
と、⿃取県出⾝の⻘⼭剛昌さんの
⼈気作品「名探偵コナン」の知名度を⽣かし、⿃取空港をアピールすることだそうです。空港はたくさんの
『名探偵コナン』の装飾で溢れていて、
ゼ
ミ⽣のテンションもあがっていました
（笑）
詳細はブログへ

 Timeline Photos - October 28th, 2016 at 4:06 PM
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【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
10⽉27⽇
望秀海浜学寮第1⽇ 学科プログラム
ビジネスデザイン学科1･2年⽣が参加する、望秀学寮研修が昨⽇から始まりました。初⽇⼣⾷後の学科プログラムは、英語でのプレゼンテーショ
ン発表会。先⽇⾏われた⽂部科学省東⽇本第2ブロック･イベント 英語プレゼンテーション⼤会の本学での選考会に参加した2グループが素晴
らしいプレゼンテーションを披露してくれました。総勢200名以上の学⽣の前での発表でしたが、緊張しながらも堂々としたプレゼンぶりに、聴衆
の中からは「⿃肌が⽴つくらいだった」
「 Wow!」の声が⾶び交いました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - October 28th, 2016 at 4:59 PM
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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
10⽉28⽇
「学⽗の岩」
と
「学⺟の岩」
「校訓の巌」
と呼ばれる創⽴者記念講堂の横にある⻘⾊の油⽯と同時期に運びこまれたのが、⼤学5号館の⼊り⼝右⼿に置かれている、
「 学⽗の
岩」
です。
そしてその右隣には、30トンの緑⾊の⽯があります。
これは、学⺟⼈⾒緑先⽣の⽣まれ故郷、四国愛媛県産で、伊豫⻘⽯とも呼ばれてい
る⽯です。名前の通り晴れた⽇には緑⾊に、
そして、⾬に濡れると⻘⾊に輝き、模様も複雑に変化するように⾒えます。伊豫⻘⽯の産地には昔から
有名なお寺も多く、
きっと弘法⼤師や空海も、2億年近く前からさまざまな⾃然の⼒を受けて形成されたこの⽯の岩⼭を歩いて四国を巡ったので
はないでしょうか。
続きはブログへ

 Timeline Photos - October 31st, 2016 at 12:43 PM

4

【学科ブログ更新】⽣活科学部環境デザイン学科
10⽉28⽇
デザイン計画特講
デザイン計画特講では現代デザイン界において活躍中のデザイナーをお招きし、建築・ファッション・プロダクト・プロデュース、多種分野にわたる
内容の講義をしていただきます。
10⽉24⽇の授業では、
（ 株）KOSEのパッケージデザイナー ⽯井 敢歩⽒に化粧品のボトルデザインなど、化粧品がつくられるプロセスについてご
講義いただきました。KOSEにてデザインされている化粧品を実際に⽬で⾒て⼿で触れ、
パッケージの美しさや機能性を実感することが出来まし
た。
詳細はブログへ

 You shared a video - October 31st, 2016 at 3:35 PM
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【SWUニュース】2016ミス・インターナショナル世界⼤会
10⽉31⽇
世界70か国のファイナリストが東京ドームシティホールに集合し、
ミス・インターナショナルの世界⼤会が⾏われました。選
考の結果、
フィリピン代表のカイリー・バーゾサさんが優勝しました。
おめでとうございます。
英語コミュニケーション学科との交流会でウォーキングのコツを教えるバーゾサさん
（中⼼の⽩い服の⼥性）の動画です。
教わった学⽣たちも⼤感激！！

 Timeline Photos - October 31st, 2016 at 4:58 PM

4

【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
10⽉31⽇
寒露という通り急に気温が低くなってきた。新しい⾵物詩のハロウィーンで下北沢でも仮装⾐装の⼦供たちが街にあふれている。
24⽇（⽉）は午前10時から三⽥会議所で私⽴学校の振興に関する研究会、井の頭線はラッシュアワーですごく混む。地⽅の私⽴⼤学の取り組み
が紹介された。
その努⼒は多とするが、
その地で⽣まれた⻘年を引き留めるだけで地⽅創⽣に役⽴つのか。急いで帰って⼥性⽂化研究所の紀要
の編集会議に出席。13時30分らぷらすの桜井さん、14時30分⻄武信⽤⾦庫の落合理事⻑。いろいろ新しいことにチャレンジされている。15時か
ら包括協定を締結。
続きはブログへ

November
2016

【秋桜祭実況中継

その50】

11⽉13⽇

第24回秋桜祭が終了しました。
2⽇間での来場者数は19,212となりました。「つなぐ」をテーマとした今
年の秋桜祭。つながりを感じていただけましたでしょう...

75 likes
120 photos shared
0 statuses posted

November 2016
 Timeline Photos - November 1st, 2016 at 9:45 AM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部歴史⽂化学科
10⽉28⽇
望秀学寮に⾏ってきました
歴⽂3年クラスアドヴァイザーの掛川典⼦です。1年⽣と3年⽣合同の学寮研修のため、千葉県館⼭にある望秀学寮に⾏ってきました。10⽉の学寮
はいわばハロウィン学寮です。寮内のあちこちに、学寮の職員の⽅々が学⽣のために楽しい飾り付けの⼯夫をしてくださっています。労作も季節毎
に内容が異なり、初体験のことも多いです。今回は落花⽣の収穫が新鮮でした。野外研修では安房⽂化遺産フォーラムの皆様に､丁寧なご案内を
頂き、⼤変お世話になりました。座学による事前学習も含め、館⼭という⼟地の地理、歴史、⽂化などを驚きを持って理解する良い機会になりまし
た。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 1st, 2016 at 11:01 AM
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【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
10⽉30⽇
ビジネスデザイン学科の本学代表チームがプレゼンテーション⼤会の⼀次予選通過！
⽂部科学省主催の
「グローバル⼈材育成フォーラム2016学⽣英語プレゼンテーション⼤会」の⼀次予選が、昨⽇中央⼤学で開催され、
ビジネス
デザイン学科3年⽣のチーム
「CACAO ANGELS」が本学代表として参加しました。
この⼀次予選には、東⽇本第⼆ブロックから14⼤学が参加しま
したが、結果は⾒事予選通過！昭和⼥⼦⼤学が本選に参加できる8⼤学のうちの⼀つに選ばれました！
CACAO ANGELSの提案は、
フィリピンの⼦供たちがより良い環境の中で教育を受けられるよう、
フィリピンのダバオにあるカカオ製造会社と地域
活性化を図る現地NGOと⼀体となってカカオを⽇本に輸⼊、ホットチョコラテを販売し、
その収益⾦を就学⽀援としてダバオに送るというもの。
こ
のプロジェクトの⾼い実現性と持続可能性には、卓越したものがありました。3⼈の発表者の明快な英語と熱意を通して、
それは審査員の先⽣⽅
にもしっかり伝わっていたようです。
続きはブログへ

岸⼭ 睦 おめでとうございます。ホント素晴らしい！

 Timeline Photos - November 1st, 2016 at 3:58 PM

5

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
11⽉1⽇
第7期⽣･中国留学便り ∼上海交通⼤学 9⽉編･その1∼
＜⽇本の授業との違いはありますか？＞
学⽣の答えに教員はさらに質問を重ねてくるので、授業内で教員と1対1で学ぶ時間が多いと思います。海外の学⽣は授業に対する姿勢が積極
的で⾒習うところがたくさんありました。
＜新⽣活を振り返って＞
3⽉に⼀度上海に来ていたので、⽣活習慣や学習環境に⾃分が思っていたよりも早く慣れることができそうでよかったです。今⽉⼀番印象的だっ
たのは、外灘の夜景を⾒たことです。気候もよくとても綺麗でした。留学期間はあっという間なので悔いのないように勉強し、たくさんの観光地にも
⾜を運んでいこうと思います。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 1st, 2016 at 4:49 PM

5

【学科ブログ更新】⽣活科学部環境デザイン学科
10⽉28⽇
ファッションショー制作現場〔7〕glamour
ファッションショーまであと2週間。制作現場シリーズも残すところあと2シーンとなりました。今回は3年⽣のシーンの1つである”glamour”の制作
現場に取材をしてきました。
コンセプトは『⼤⼈の⾊気、
セクシーさ』
という ⼥性の外⾒的な美しさを表現しており、他のシーンよりラグジュアリー
なデザインとなっています。サテンやレースなどの素材や、
ピンクやヌーディな⾊味からも⼤⼈なセクシーさが感じられました。
ファッションショーは11⽉12⽇(⼟)、13⽇(⽇)両⽇とも12時30分、14時30分の公演です。是⾮お越し下さい！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 2nd, 2016 at 2:06 PM
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【昭和ボストンブログ更新】
10⽉30⽇
Niagara Trip – Wing 5
Last weekend, we arrived at Canada and watched Niagara Falls!! Everyone had been looking forward to the trip so we h
ad a good and valuable time although our schedule was too busy. After boarding a hotel, we crossed the border
between the United States and Canada. It was unbelievable in Japan to cross a border by bus because Japan is the
island and there is no country next to Japan. When we watched the falls for the ﬁrst time, everyone cried and was
admired. I have never seen a magniﬁcent thing. We were struck with the grandeur of the falls.
続きはブログへ

 Timeline Photos - November 2nd, 2016 at 3:59 PM

6

【学科ブログ更新】⽣活科学部環境デザイン学科
10⽉30⽇
2016夏 ゼミ旅⾏
今年は四国を⼆泊三⽇で巡ってきました。今回の視察先は、参加者の⾏きたいところを順次回っていくかたちで、美術館から博物館、寺社、集合
住宅、納⾻堂と多種多様なジャンルとなりました。良い空間を体験し、夜は地元の⾷に⾆⿎を打つ。単なる旅⾏では？と思われるかもしれません
が、
これが私たちの世界では、⼤変重要な勉強の⼀つです。
丸⻲市猪熊弦⼀郎現代美術館や、⾦⼑⽐羅宮南渡殿、緑黛殿、牧野富太郎記念館、伊丹⼗三記念館など、ほかにも複数の美術館や集合住宅、
お寺を⾒学し、最後は道後温泉にも浸かった今回の旅。
きっと学⽣たちの⼤きな糧となったはずです！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 2nd, 2016 at 5:01 PM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
11⽉2⽇
夏季ボストン留学〔1〕
夏季ボストン留学では、ホスピタリティ・アメリカ⽂化・アートなど⾃分の興味に応じてプログラムを選ぶことができます。私は将来役に⽴つだろうと
考えて、
ビジネス英語を選択しました。13⼈の少⼈数で先⽣との距離が近く、
グループワークも多かったため学年も学校も違うクラスメイトととても
仲が深まりました。
特に印象に残っているのが、チャリティーの授業です。
ビジネスを学ぶ⼀貫で、実際に外に出て⼀般の⽅から寄付を募りました。チャリティーをする
場所や時間、⽅法などをグループで話し合い、
どうしたらお⾦を集められるかビジネスの視点から考えました。⽇本でもやったことがない募⾦活
動を、英語で⾏うことは簡単ではなく、最初は⽴ち⽌まってくれる⼈もいない状況でした。
しかし、⾃分たちから積極的に声を掛け説明し、結果、
ク
ラスで⼀番多い⾦額を集めることができました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - November 4th, 2016 at 11:43 AM
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【輝け☆健康「美」
プロジェクトブログ更新】
11⽉2⽇
鮭と⾖腐バーグランチ☆⼺
みなさんこんにちは(*^_^*) 11⽉になり、寒い⽇が増えてきましたがいかがお過ごしですか？今回は「秋の彩りを楽しもう！！」
をテーマに、旬の⾷
材を多く取り⼊れたメニューにしました。
栄養価の⾼い
「旬」の⾷材には、免疫⼒を⾼める効果があります。鮭には抗酸化作⽤、抗炎症作⽤のあるアスタキサンチンが多く含まれており、
疲労回復が望めます。
また⾖腐や⼩松菜には不⾜しがちなカルシウムが含まれており、⾻粗鬆症の予防ができます。
鮭バーグは⾒た⽬にもこだわり、にんじんを型抜きしたもみじを添えました。⼩松菜のおかかマヨ炒めはマヨネーズでの味付けですがさっぱりとし
ていて、
ご飯が進む1品となっています！！
————MENU————
「鮭と⾖腐バーグランチ」
（ ∼11⽉12⽇まで）
☆さつまいもご飯
☆鮭と⾖腐バーグあんかけソース
☆⼩松菜のおかかマヨ炒め
☆キャベツとれんこんの酢の物
☆なめこの味噌汁
——————————–
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 4th, 2016 at 1:07 PM
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【昭和ボストンブログ更新】
11⽉1⽇
Girls Night Party
On Friday we had a Girls Night Party at Wing 4 lounge. We put on the face cucumber pack and had a snacks and watc
h movie. Also RA bought us new nail polishes so we enjoyed doing nails each other. It was really nice day. We got along
with Wing 4 members. We are looking forward to living with them for 5 months.
昭和ボストンブログ

 Timeline Photos - November 4th, 2016 at 3:04 PM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
11⽉2⽇
ソーシャルワークプロジェクトⅠ グループ発表
先週、学科ブログでご紹介した授業「ソーシャルワークプロジェクトⅠ」の続報です。今⽇はいよいよグループ発表！2つの教室に分かれて6グループ
が、夏休み中に⾏った5⽇間のボランティア活動体験について発表しました。⾃分や他者への気づき、意識化と⾏動変容などが⽣まれていること
がわかりました。
みんなで共有した思いをこれから先もずっと持ち続け、素敵なソーシャルワーカー、保育⼠になっていって欲しいなと思います。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 7th, 2016 at 9:14 AM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部歴史⽂化学科
11⽉2⽇
4年学寮（東明学林）参加記
こんにちは、松⽥忍です。10⽉31⽇（⽉）から11⽉2⽇（⽔）に東明学林で4年⽣学寮を開催しました。1年次から3年次までは3泊4⽇の学寮研修
に全員参加することになっていますが、4年次の学寮研修（2泊3⽇）は⾃由参加。例年、学年の半数50名程度が参加して、⼤学⽣活最後の学寮
⽣活を楽しんでいます。
4年学寮の特別なところは、⼣⾷後にゼミの時間が設けられていることです。卒論提出までの2ヵ⽉の作業⽅針などをみっちり話し合う時間がとれ
ました。･･･（ 中略）･･･
OGたちと話していても、やっぱり学寮の話はとても盛りあがります。みなさんもたくさんの良い思い出ができたでしょうか？
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 7th, 2016 at 10:16 AM
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【地域連携センターブログ更新】
10⽉31⽇
情報誌の原稿⼊稿
プロジェクト型協働インターンシップに参加している、⼼理学科3年の森本早紀です。私たちは夏休みを利⽤して企業を訪問し、情報誌の制作に
向けて貴重なお話を数多く伺うことができました。
その後も、学⽣・アドバイザー・城南信⽤⾦庫様とでミーティングを重ね、情報誌のタイトルや⾴
構成等を決定。10⽉以降は授業の合間を縫って取材した情報を原稿にまとめる作業に励み、10⽉31⽇に城南信⽤⾦庫本店にて、作成した原
稿の⼊稿に⽴ち会わせていただきました。企業の⽅や私たちの想いがすべて詰まった情報誌を⽬指し、引き続き頑張っていきたいと思います。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 7th, 2016 at 12:47 PM
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【学科ブログ更新】⽣活科学部環境デザイン学科
11⽉2⽇
ファッションショー制作現場〔8〕sanctuary
ファッションショー本番まであと10⽇！とうとう最後のシーンの紹介になりました。今回私たちが取材したのは”sanctuary”というシーンです。
「⽇常の勉強」
「バイト」
「 課題から逃げたい時」
「 思い描く現実とは違う場所」
「 現実逃避こそ私だけのsanctuary」
「 夢の中のモヤモヤ感」
「 夢」
「現
実にない世界観」
「 楽園」
をコンセプトに、最初から終わりにかけて布の重なりのボリューム、造花の変化を楽しめるようこだわりました。当⽇、
どん
な⾳楽で、
どんな照明で演出されるのかとっても楽しみです。
続きはブログへ

 Timeline Photos - November 7th, 2016 at 1:49 PM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
11⽉4⽇
天笠ゼミ共同研究 ⿂沼を旅して
共同研究のフィールドワーク先として、
ゼミのメンバーとともに新潟の⿂沼を訊ねました。実はゼミ担当者の天笠と⿂沼（旧⼩出町）には、
ちょっと
したご縁があります。今回、当時からお世話になっている現地のNPO法⼈⿂沼交流ネットワークで活躍される井⼝さんに連絡を取ったところ、快く
インタビューの前後で⿂沼での⽣活の様⼦を案内してくださいました。
･･･（ 中略）･･･
改めて、旅⾏ではなくフィールドワークとして訪れてみて、⽣活や⼦育てすべてに都⼼にはない価値がある場所だと気付かされましたし、なんだか
世界が広がったように思います。
こんな気づきを得るきっかけをくださった
（インタビューにご協⼒くださった）
ママさん、井⼝さんをはじめ、現地の
魅⼒をあますことなく伝えてくださった地元の皆さんに⼼から感謝したいと思います。
ワークショップでは、
この⿂沼をはじめとする地⽅の可能性についても、是⾮、考えてみたいと思っています！魅⼒を失わず、
どんどん進んでいく技
術やメディアをどう活⽤していくのか。学⽣たちとご来場のみなさんと⼀緒に考えたいと思います。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 7th, 2016 at 4:10 PM
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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
11⽉4⽇
恩師同窓の墓
毎年11⽉には世⽥⾕区若林にある松陰神社で、恩師同窓の合祀慰霊祭が⾏われます。
まだ上⾼⽥に校舎があった昭和15（ 1940）年、創⽴20周年の記念事業として、学⽗⼈⾒圓吉先⽣は「恩師の墓」
を、
さらに昭和18(1944)年には
「同窓の墓」
を、亡き恩師、校友と学園が将来永久に精神的に結ばれていることの証として、校舎近くの清原寺に建⽴されました。
その後、校舎が
上⾼⽥から世⽥⾕のこの地に移り、昭和36(1961)年に
「恩師の墓」
と
「同窓の墓」が世⽥⾕キャンパスの近くにある、学問の神と崇められる吉⽥
松陰が祀られている松陰神社の境内の霊園に改葬されたのです。
･･･（ 中略）･･･
中⾼部の⽣徒であった頃は、
「 ⾏学」の時間にクラスごとで松陰神社に恩師・同窓の墓に参り、周りの草むしりをしたり、落ち葉を集めたりしました
。都会の中にありながら、静かな森に囲まれた境内に届く、⿃のさえずりやそよ⾵に揺られる⽊々の葉⾳を懐かしく思い出します。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 7th, 2016 at 4:54 PM
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【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
11⽉7⽇
秋空が澄み渡り、徒歩通勤の緑道も少し⽊々が⾊づき、美しい⼩春⽇和が続くうちに⽴冬。
北国では雪、⼭は紅葉のたより。
10⽉31⽇（⽉）午前中は現代ビジネス研究所の研究員の⽅たちと⼀緒にアサヒビールの神奈川⼯場へ。敷
地の51％が緑地で公園のよう。⽇本の企業は株主に配当を上げるより、
こうした環境投資をもっとすればよい
のにと思う。
しかし従業員は少なく、ほとんどコンピュータ制御。奥⽥常務も来てくださる。
続きはブログへ

 Timeline Photos - November 8th, 2016 at 9:31 AM

7

【昭和ボストンブログ更新】
11⽉2⽇
Wing 2 Halloween
Hello. We are wing2. On Octorber,29 we held the Halloween dance party in Showa Boston. Many students were dressed
in Halloween costume or unique characters such as Teletubbies. Some Showa students can borrow the costume from S
howa student. We put on make up like zombie. We could enjoy American Halloween.
昭和ボストンブログ

 Timeline Photos - November 8th, 2016 at 10:27 AM
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【輝け☆健康「美」
プロジェクトブログ更新】
11⽉6⽇
祝☆第6回世⽥⾕パン祭り出店
パン開発チームは、10⽉9⽇･10⽇に開催された世⽥⾕パン祭りに今年で6回⽬の出店をすることが出来ました。今回は「ブーランジュリーボネ
ダンヌ」様とコラボして考えた3種類のパン
（やさしい⽢さ♡きなこデニッシュ、⾹ばし⿊ゴマデニッシュ、⾹る！よもぎ⿊⾖パン）
を販売しました。
当⽇、会場は⼤賑わい！朝から⼤⾬でしたが、約48,000⼈のお客様がご来場くださいました。私たちのパンブースは、
デニッシュのサクサク感とよ
もぎ⿊⾖パンのもちもち感が特に⼤好評で即完売しました(/・ω・)/
今後は学内でも販売する予定です。ぜひ⾷べてみてください！！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 8th, 2016 at 11:40 AM
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【地域連携センターブログ更新】
11⽉4⽇
秋桜祭に向けての打ち合わせ
「フランス料理のシェフと新メニュー開発に挑戦！」
プロジェクトメンバー、管理栄養学科2年の平岡由⾐です。今⽇は秋桜祭で配るクーポン券につ
いて店⻑さんと打ち合わせしました。
フリッツァを2個購⼊されたお客様に、可愛いボール型の揚げドーナツ
「ピッコロ」
をプレゼントします！！ 店⻑イチオシはきなこ味。他にもシナモ
ン、
メープルシュガーもあります。
ぜひ秋桜祭でゲームに参加してクーポン券をゲットして下さいね！体育館前のテントでお待ちしております！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 8th, 2016 at 12:48 PM
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【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
11⽉7⽇
［⼭⽥隆ゼミ］Cacao Angel Project
こんにちは！⼭⽥隆ゼミの藤野です。私たち⼭⽥ゼミは、
フィリピン南部･ダバオにあるカカオ製造会社と地域活性化に向けた取り組みを⾏うNGO
と⼀体となって、⼦供たちの教育⽀援をする活動を始めました。⼩学校の義務教育を当たり前に受けることができる⽇本と⽐べて、
ダバオでは教
育費が払えないなどといった理由から、9%の児童が⼩学校を卒業できない現状にあります。
そこで私たちは学園祭でフィリピン産100%オーガニック・ホットチョコラテを販売し、得た収益⾦の⼀部は「学校に⾏きたくても通えない」
ダバオ
の⼦供達の教育⽀援にあてるプロジェクトを⽴ち上げました。濃厚で⾹り⾼いホットチョコラテ、是⾮お試しください。⼭⽥隆ゼミ⼀同で⼼よりお待
ちしております。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 8th, 2016 at 1:58 PM
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【国際交流センターブログ更新】
11⽉7⽇
English Lounge（ 10⽉31⽇）
ハロウィン当⽇のEnglish Loungeは、モンスターにまつわる意思疎通ゲームを⾏いました。
‟ WHAT MONSTERS DO YOU KNOW?? ” では、みんなが知っているハロウィンの代表的なモンスターを発表！続いて2つのチームに分かれて
、代表1名がそれぞれお題を引き、英語で書かれたモンスターを描きます。いかに早く、わかりやすい絵を描けるかがポイントとなりました！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 8th, 2016 at 3:54 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
11⽉7⽇
［学⽣レポート］朝⽇新聞社⾒学会
英語コミュニケーション学科3年のマユです。今⽉5⽇、⼤学朝⽇⼈の会⾒学会に参加しました。朝⽇新聞社の説明や、新聞の役割・読み⽅につい
て講演を聞いたあと、印刷⼯程や、各部署、編集室を⾒て回りました。
･･･（ 中略）･･･
新聞記事作成に携わっている⽅々が、正確、有益かつ読者に分かりやすい情報を発信するために、常に試⾏錯誤を重ねていることが伝わってき
ました。
これからは、考えに考えを重ねて⽣み出された⾔葉や記事の配置から意図を汲み取り、記者や編集者の⽅々と対話する姿勢で新聞を読
んでいこうと思いました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 8th, 2016 at 4:52 PM
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【学科ブログ更新】⽣活科学部環境デザイン学科
11⽉7⽇
週末はファッションショーへ！
10⽉19⽇、永井レイ先⽣・あい⼦先⽣をお招きし、
ウォーキング練習を⾏ないました。本番同様の流れで全シーンの通し練習を⾏なったあと、
そ
れぞれのシーンごとにレッスンを受けました。モデルさんたちにウォーキングやポージングのアドバイスをする学⽣たちの姿からは、
ファッションシ
ョーにかける熱い思いが伝わってきました。
練習の最後に先⽣からいただいたメッセージは、
「 ⾃信を持ちファッションショーを楽しむこと」。
これはモデルさんにも学⽣にも共通して⾔えるこ
とだと思います。いよいよ今週末はショー本番。
お誘い合わせの上、是⾮お越し下さい。
■環境デザイン学科 服飾DMコース主催
第13回 Fashion show 「My…」
11⽉12(⼟）13(⽇) 12:30∼/14:30∼（開場は開演時間の30分前）
昭和⼥⼦⼤学 世⽥⾕キャンパス 体育館
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 9th, 2016 at 9:07 AM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
11⽉7⽇
シムゼミ
「東京ジャーミィ・トルコ⽂化センターでイスラム教に触れる」
皆さんこんにちは！シムゼミ3年の⼤塚と齋藤です！私たちシムゼミ3年は11⽉2⽇に、代々⽊上原にある
「東
京ジャーミィ」
というイスラム教の礼拝堂であるモスクに⾏ってきました。
イスラム教はキリスト教に次いで信者
が多い世界宗教です。
また、
イスラム教徒の6割が東南アジアの信者であり、実は⽇本にとても近い宗教なの
です。･･･（ 中略）･･･
イスラム教は⽇本にも⾝近な宗教であったのにも関わらず、私たちはネットやメディアの情報だけを頼りに勝
⼿なイメージを作りあげていました。今回の⾒学を通して、印象が180度変わったような気がします。何事も⾃
分の⽬で⾒て感じることがとても⼤切なのだと、改めて感じることができました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 9th, 2016 at 3:04 PM

4

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
11⽉8⽇
第7期⽣･韓国留学便り ∼ソウル⼥⼦⼤学校 9⽉編∼
＜⽇本の授業との違いはありますか＞
韓国⼈学⽣たちは、みんな積極的に授業に参加しています。授業中に寝るのはあり得ないことです。先⽣に当てられたからではなく、⾃ら発⾔をし
、⾃分の考えにかなり⾃信を持っているように感じました。
＜学⽣寮での⽣活について＞
⼀番の悩みは⾷事です。
キッチンには電⼦レンジしかないので、調理の幅が限られます。
＜旧盆はどのように過ごしましたか＞
韓国の旧盆・チュソク
（秋⼣）はSWUバディーの⾏事に参加しました。韓国の伝統遊びやみんなで떡（お餅）
を作って⾷べたりしました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 10th, 2016 at 12:51 PM

5

【地域連携センターブログ更新】
11⽉7⽇
「知財活⽤アイデア全国⼤会2016」最終ブラッシュアップ会
ビジネスデザイン学科3年の中⽮ひとみです。今⽇は本学で
「知財活⽤アイデア全国⼤会2016」の最終ブラッシュアップ会を⾏い、私たちは「温度
差発電技術」特許を使⽤した
「家畜の健康管理」
を提案しました。
ビジネスプランの形にまで到達していない形でのプレゼンとなりましたが、昭和
信⽤⾦庫様と富⼠通様から
「着眼点は良いので発電デバイスの必要電⼒量や家畜の⽣態を調べておく、
またビジネスモデルを考えられると良い
」
と具体的なアドバイスをいただきました。
今週･来週に企業訪問をして、11⽉21⽇の地区予選⼤会に向けて、
さらにブラッシュアップします。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 10th, 2016 at 3:21 PM

3

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
11⽉10⽇
第7期⽣･韓国留学便り ∼淑明⼥⼦⼤学校 9⽉編∼
＜⽇本の授業との違いはありますか＞
韓国の学⽣は授業に対して真剣です。前席に好んで座り、
ギリギリに教室に⼊ると後⽅しか空いていません。授業が⼊れ替わる際、みんな前席を
めがけて急いで教室に⼊ってきます。⽇本では⾒られない⾯⽩い光景でした。
＜学⽣寮での⽣活について＞
私のルームメイトはアメリカ⼈です。1年間アメリカ⼈と過ごし、韓国にいながら英語を⽇常的に使えることは⾃分の成⻑に繋がるとポジティブに考
え頑張りたいです。
＜旧盆はどのように過ごしましたか＞
旧盆はほとんど外に遊びに⾏っていました。せっかく新しい友達を作れるチャンスなのに、⾃分が⼈⾒知りをしたことに驚きました。克服したいで
す。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 10th, 2016 at 4:50 PM

8

【地域連携センターブログ更新】
11⽉4⽇
ラ・フランスソフトクリーム試⾷会
⽇本語⽇本⽂学科2年の尾形陽花です。私が参加している
「鶴岡ガストロノミー・フィールド・ミュージアム」
プロジェクトでは毎⽉、⼭形県鶴岡市を
訪れ、現地でしか体験できない体験研修を⾏っています。
コラボ商品販売第⼀弾として、今回は「産直あぐり」
で販売している
「ラ・フランスソフトクリーム」
を秋桜祭の2⽇間限定で学⽣⾷堂ソフィアで販売
することが決定しました！今⽉4⽇には、
ソフィアでソフトクリームの試⾷会を⾏いました。⼀⾜早く試⾷できるなんて、役得ですね（笑）
■11⽉12⽇（⼟）13⽇（⽇）10時から15時
＠⼤学1号館地下 学⽣⾷堂「ソフィア」
数量限定で販売します！この機会に皆さまもぜひ！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 11th, 2016 at 4:03 PM
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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
11⽉11⽇
「朝⾵薫る武蔵野の緑ヶ丘･･･」
ってどこ？
校歌の第1節にある
「武蔵野の緑ヶ丘」は、残念ながら、世⽥⾕キャンパス近辺のことではありません。
昭和⼥⼦⼤学の校歌は、実は、昭和⼥⼦⼤学と呼ぶようになる前から歌い継がれてきたものです。初めて校歌が歌われたのは、⼤正15 (1926)
年6⽉5⽇、上⾼⽥の新校舎の落成式でした。上⾼⽥の校舎は東京府豊多摩郡野⽅町上⾼⽥39番地にありました。野⽅町は現在の東京都中野
区の北部にあたる地域で、明治22（ 1889）年の町村制施⾏でいくつかの村が合併して野⽅村に、
さらに⼤正13 (1924) 年には野⽅町となって
います。校舎の住所にある上⾼⽥はJRの東中野駅の近くです。武蔵野の
「緑ヶ丘」は地名ではなく、上⾼⽥校舎の近くには⼩⾼い丘が続き、武蔵
野の⽊々の緑が美しい地帯だからこう詠われたのです。
続きはブログへ
Hidenori Arai 草創期は野⽅に在ったとは知りませんでした。⼤正末期∼昭和初期の上⾼⽥付近の住宅地の美しさ、その近代的なことに驚きます。

 Timeline Photos - November 12th, 2016 at 8:38 AM

 12

【学科ブログ更新】⼈間社会学部初等教育学科
11⽉11⽇
秋桜祭はじまる∼
11⽉12⽇･13⽇の秋桜祭では、初等教育学科の学⽣も校内で様々なイベントを企画しています 。秋桜祭で皆さんにお会いできるのを楽しみに
準備を着々と進めています。当⽇をお楽しみに！
■初等教育学科の催し
80年館･･･チュロス販売1年B組（2S36）、紙で遊ぼう！（5S01）、⼦ども研究会イベント
（5S02）、初等教育学科有志理科実験室（5S04）、
アメリ
カ初等教育演習展⺬（5S33）
その他･･･ICC国際貢献クラブイベント
（⼤学1号館 3S04）、
びっくりポテト1年A組有志･ ⼿作り品販売（野外テント）
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 12th, 2016 at 9:48 AM

6

【地域連携センターブログ更新】
11⽉11⽇
カンノーリ試⾷会！
⽇本語⽇本⽂学科2年の太⽥茜梨です。今⽇はC’est Moi!のお店で新作スイー
ツの試⾷会&ミーティングを⾏いました。
カンノーリという、
イタリアのシチリアで
有名なお菓⼦をいただきました。
ざくざくとした⾷感がとても印象的で美味しか
ったです！ティラミス･オレオ･抹茶･コーヒー･⽊苺の5種類を⾷べ⽐べ、
メニュー
案を話し合いました。学内販売に向けて着々と進んでいますのでお楽しみに！
秋桜祭では、
ミニゲームの景品として
「フリッツァ2個購⼊でピッコロプレゼント」
と
「フリッツァお⼀つ半額」のクーポン券をご⽤意しています。ぜひ遊びに来てくださ
い！お待ちしております！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 12th, 2016 at 10:22 AM
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 Timeline Photos

 15

November 12th, 2016 at 10:32 AM

【秋桜祭実況中継 その2】表彰式
11⽉12⽇
秋桜祭のポスターをデザインしたのは、環境デザイン
学科3年の望⽉萌々⼦さん。⾦⼦学⻑から表彰状と記
念品を授与されました。

【秋桜祭実況中継 その1】
オープニングセレモニー
11⽉12⽇
第24回秋桜祭の幕があがりました！オープニングセレモニーでの⾦⼦学
⻑の挨拶「今年のテーマは" つなぐ "。様々な催しを通じて、地域や世界
とどんどんつながりましょう」

Barry Costa Madame President,you are looking
great.

 30
 Timeline Photos - November 12th, 2016 at 10:33 AM
【秋桜祭実況中継 その3】正⾨看板
11⽉12⽇
建築サークルが制作した正⾨看板。⾊鮮やかな紐を編み繋げることで今
年の秋桜祭のテーマ
「つなぐ」
と昭和⼥⼦⼤学の
「⼥性らしさ」
を表現し
ました。
ご来場記念の撮影スポットにもおすすめです！

 35
 Timeline Photos - November 12th, 2016 at 11:18 AM
【秋桜祭実況中継 その5】
ワンダーフォーゲル部
11⽉12⽇
学園本部館前ではワンダーフォーゲル部がみたらし、
ごまだれ、
あんこの
お団⼦3種を販売中！1本120円。
もちもち⾷感で毎年⼤好評です。

 Timeline Photos

9

November 12th, 2016 at 11:13 AM

【秋桜祭実況中継 その4】剣道部
11⽉12⽇
毎年⼤⼈気のやきとり。⾹ばしい匂いに誘わ
れて、早くも⾏列が出来ていました。
もも串1
本100円。
タレ･塩の2種類を学園本部館前で
販売中です。

 Timeline Photos
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November 12th, 2016 at 11:30 AM

【秋桜祭実況中継 その6】正⾨
11⽉12⽇
秋桜祭ではパンフレットが⼊校証の代わりに
なります。正⾨で配布中の実⾏委員よりお受
け取りください。先着順でペットボトル飲料も
プレゼント！
（1⼈1本まで・なくなり次第終了）

 Timeline Photos - November 12th, 2016 at 11:59 AM
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November 12th, 2016 at 12:11 PM

【秋桜祭実況中継 その8】光葉博物館
11⽉12⽇
光葉博物館では、神奈川県厚⽊市･⼩⽥原市･平塚
市･南⾜柄市で伝承されている相模⼈形芝居をテー
マに秋の特別展を開催中！
秋桜祭1⽇⽬には、相模⼈形芝居下中座による⼈形
体験ワークショップを⾏ないます。相模⼈形芝居にリア
ルに触れ合える絶好の機会をどうぞお⾒逃しなく！午
後の部は本⽇14時から。

【秋桜祭実況中継 その7】⽣⽥流筝曲部
11⽉12⽇
⽣⽥流筝曲部の演奏会。1⽇⽬は⼤学3号館1S03教室で学年ごとに課
題曲4曲を披露します。全部員による演奏は明⽇10時半から。
グリーンホ
ールにて、⼊場無料です。繊細で⼒強い箏の⾳⾊をどうぞ聴きにいらして
ください。

 Timeline Photos - November 12th, 2016 at 12:14 PM
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 Timeline Photos

8

November 12th, 2016 at 12:21 PM

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
11⽉12⽇
秋桜祭に参加中！熊本復興⽀援プロジェクト∼つな
がろう熊本！∼
今年度から始まった共感型リーダーシップの研究と実
践プロジェクト。秋桜祭での中間発表では、学⽣たち
がインタビューによる事例調査で何を気づき考えたか
、何を把握するために今後アンケート実施を⾏うのか
をパネル展⺬で知ることができます。
熊本⽀援はtwitterを利⽤して活動した内容をお伝
えし、被災地への募⾦活動も実施中です！！秋桜祭スタ
ンプラリーにも参加中です(^^)/ ぜひ⼤学1号館4S05
教室へお越しください！
詳細はブログへ
【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
11⽉12⽇
始まりました秋桜祭！当学科関係活動⼀挙掲載
皆様、
おはようございます。本学の第24回秋桜祭、始まりました。天候にも恵まれ、多く
の⽅の来場を期待できそうです。
詳細はブログへ

 16
 Timeline Photos - November 12th, 2016 at 12:54 PM
【秋桜祭実況中継 その9】原研究室
11⽉12⽇
管理栄養学科・原研究室では今年もウインナーロールマンを販売してい
ます。
ふわっとしたパンと、
カリっと⾹ばしいウインナーの組み合わせは⼤
⼈に⼦供に⼤⼈気！1本200円。⼤学1号館前でお待ちしています！

 Timeline Photos - November 12th, 2016 at 1:16 PM

6

【秋桜祭実況中継 その11】輝け☆健康「美」
プロジェクト
11⽉12⽇
新宿三ツ星バザールでも⼤好評！昭和13年創業の⽼舗和菓⼦店⻲屋さんと同プロジ
ェクト和菓⼦チーム
「SweetsDream−Setagaya−」が共同で開発したシフォンケー
キのような和菓⼦「和ふぉん」。抹茶･さくら･アールグレイ･コーヒーの4つの味が⼊って、
1つ330円。80年館1階学⽣ホールで販売中です。

 Timeline Photos
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November 12th, 2016 at 1:02 PM

【秋桜祭実況中継 その10】海⽼沢研究室
11⽉12⽇
管理栄養学科･海⽼沢研究室は毎年おなじ
みの春⾬スープを販売中！
「まろやか鶏たまご
」
と
「コクの豚キムチ」の2種類をご⽤意してい
ます。1杯200円。春⾬がたっぷり⼊っているの
で、
お腹が膨れて⼼も満たされます。

 Timeline Photos

4

November 12th, 2016 at 4:10 PM

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
11⽉12⽇
⽇⽂プロジェクト活動報告・秋桜祭展⺬
今年度からスタートした⽇⽂プロジェクトの“古⽂学習
教材作成プロジェクト”と“⽇本⽂化発信プロジェクト
〈狂⾔〉”、いずれも秋桜祭で、活動の成果を展⺬・発表
しています。場所は、⼤学1号館5階の5S04教室です。
担当の学⽣も会場にいますので、質問がありましたら、
お声がけください。
続きはブログへ

5
 Timeline Photos - November 12th, 2016 at 4:18 PM
【秋桜祭実況中継 その12】英国⽂化研究会
11⽉12⽇
英国⽂化研究会は、様々な銘柄のイギリスの紅茶と⼿作りの焼菓⼦を
提供しています。紅茶1杯100円から。
お菓⼦とセットで200円とお得です。
明⽇の午後は、⼤学1号館4階4S06でアフタヌーンティーなんていかがで
しょうか？

 Timeline Photos

8

November 12th, 2016 at 4:27 PM

【秋桜祭実況中継 その13】池坊華道部
11⽉12⽇
池坊華道部による⽣け花の展⺬。⼤学1号館
2階2M33教室で開催中です。綺麗なお花に
癒されます∼。

 Timeline Photos - November 12th, 2016 at 4:39 PM

6

 Timeline Photos
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November 12th, 2016 at 4:45 PM

【秋桜祭実況中継 その15】光葉同窓会
11⽉12⽇
⼤学3号館1S01･02教室では、光葉同窓会に
よるバザーを開催中です。全国の⽀部会から
届いた郷⼟の特産品コーナーは、正午を過ぎ
た時点で売り切れ続出！
「早い時間に来るの
がポイント」
と先輩たちからアドバイスをいた
だきました。

【秋桜祭実況中継 その14】演劇部
11⽉12⽇
演劇部による公演。少し歪な家庭の、⽇常のお話をお届けします。⼤学1号館4S34教
室にて、明⽇は午後13時開演です。
昭和⼥⼦⼤学演劇部2016年秋桜祭公演
「家族計画」
脚本：川村武郎

 Timeline Photos - November 12th, 2016 at 4:57 PM

 30

 Timeline Photos

 29

November 13th, 2016 at 8:55 AM

【秋桜祭実況中継 その17】
11⽉13⽇
本⽇も晴天！朝からキャンパスは模擬店や展
⺬教室の準備をする学⽣で賑わっています。
第24回秋桜祭は10時∼16時。皆さまのご来
場をお待ちしています。

【秋桜祭実況中継 その16】
ダンス部AUBE
11⽉12⽇
AUBEによるダンス公演「INSPIRE」。総勢61名のダンサーによるパフォー
マンスに、⼈⾒記念講堂に集まった全ての観客が魅了されました！

 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 10:40 AM
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 Timeline Photos

9

November 13th, 2016 at 11:25 AM

【秋桜祭実況中継 その18】
クリケットクラブ
11⽉13⽇
クリケットクラブの模擬店では今年もチョコバナナを販売しています。値
段は1本100円。場所は旧体育館前のテントです。
昨⽇は15時で完売してしまった⼈気商品！⾷べ歩きに最適です。

【秋桜祭実況中継 その19】⾦⼦研究室
11⽉13⽇
環境デザイン学科 ⾦⼦研究室では森をイメ
ージしたインスタレーションを展⺬しています
。
光っている⽊の実には可愛らしい仕掛けがあ
ります。
どんな仕掛けかは学⽣ホールでご確
認ください。

 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 11:30 AM
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November 13th, 2016 at 11:42 AM

【秋桜祭実況中継 その21】1/1workshop2016
11⽉13⽇
環境デザイン学科の1∼3年の学⽣有志により作品を
屋外で展⺬しています！デザインから施⼯まで学⽣中
⼼に⾏ないました。
今年は⼤東建託株式会社のと産学連携の取り組みで
、原価・⼯程・安全・品質の管理や測量のレクチャーを
ふまえて実施しています。

【秋桜祭実況中継 その20】
ビンゴ⼤会
11⽉13⽇
特設ステージではビンゴ⼤会を実施中！豪華グッズが当たるビンゴカードを⼿にした
来場者で賑わっています。
ホワイトボードでこれまでに出た番号も確認できます。
リーチの⽅もちらほら。
ビンゴにな
るかお楽しみに…！

 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 11:51 AM
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November 13th, 2016 at 12:14 PM

【秋桜祭実況中継 その22】国際交流団体Chawa
11⽉13⽇
学内で留学⽣との交流イベントを計画・開催している国際交流団体Chawa。旧体育
館前のテントで留学⽣と⼀緒に韓国料理のトッポキを販売しています。
「韓国⾵の⾟めなトッポキ」
と
「カルボナーラ⾵のトッポキ」、⾚と⽩の2種類をご⽤意！
⽩のまろやかトッポギはほっとする味。
どちらにしようかな？

【秋桜祭実況中継 その23】Global Music Club
11⽉13⽇
学⽣・教員によるGlobal Music Clubの合唱が特設
ステージでスタート！
洋楽・邦楽多彩なジャンルの演奏につい聴き⼊ってし
まいますね。賑やかなクリスマスソングには⾜を⽌め
るたくさんの⼈が印象的でした。

 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 12:20 PM

 11

【秋桜祭実況中継 その24】伊⾖⼤島 写真展24/7
11⽉13⽇
環境デザイン学科2年有志5名による写真展。東京から南に120kmの⾃然豊かな伊
⾖⼤島の美しい⾵景とその魅⼒を伝える展⺬となっています。
⼤学1号館3階3S38教室の展⺬室に⼊ると普段とは違う世界に引き込まれてしまいま
す。

 Timeline Photos

 16

November 13th, 2016 at 12:28 PM

【秋桜祭実況中継 その24】Cacao Angel Project
11⽉13⽇
ビジネスデザイン学科有志によるフィリピン産100%
オーガニックココアを使⽤したチョコラテを販売する
模擬店。
売上は現地の貧しい⼦どもたちのために教育費とし
て寄付します。旧体育館前のテントでは⼦どもたちへ
のメッセージの展⺬もあります！

 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 1:31 PM
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November 13th, 2016 at 1:38 PM

【秋桜祭実況中継 その25】硬式テニス部
11⽉13⽇
あったかーいスープを販売しているのは硬式テニス部の学園本部館前の
テント。寒い季節にぴったりで本⽇も⼤⼈気。
ミネストローネとクラムチャ
ウダーの2種類を販売しています！⼿書きのメッセージカップも嬉しいです
ね。

【秋桜祭実況中継 その26】Saiko's Kitche
n
11⽉13⽇
健康デザイン学科 ⽩川研究室の出張販売
を発⾒！夏季休暇中の研究室合宿で訪れた
⽯川県⽚⼭津⾵の鶏つくねがしっかり味で存
在感のあるハンバーガー。3号館3S02教室で
も販売しています！

 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 1:42 PM

 12

【秋桜祭実況中継 その27】進学相談会
11⽉13⽇
⼊試広報を担当しているアドミッションセンターでは受験⽣向けに進学相談会を実施
しています。かわいい合格祈願だるまがお迎えするブース。
⼤学1号館2階の円形ホール⼿前では個別相談のほか、資料配布コーナーもあります
のでお気軽にお越しください！

 Timeline Photos

 18

November 13th, 2016 at 1:47 PM

【秋桜祭実況中継 その28】礼法・着付けサークル葵
11⽉13⽇
⼤学1号館6階6S07教室では礼法・着付けサークル葵
が展⺬・発表をしています。13時から⾏われた着付け
パフォーマンスでは浴⾐や振り袖を⼿早く着付ける技
を披露！
14時からは着付け体験があります。男性の着付けもで
きますよ。美しい⽇本の着物⽂化に触れてみませんか
？

 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 1:52 PM

 12

 Timeline Photos

 13

November 13th, 2016 at 2:05 PM

【秋桜祭実況中継 その30】競技ダンス部
11⽉13⽇
特設ステージで⼤⼈気だった競技ダンス部。
マンガや
バラエティー番組でも⼤⼈気の競技ダンスのパフォー
マンス。
⾚いドレスで華やかに踊る姿に⾒⼊ってしまうたくさ
んの観客が印象的で⽴ち⾒の⽅も多くらっしゃいまし
た！

【秋桜祭実況中継 その29】昭和創作サークル
11⽉13⽇
光硬化タイプの樹脂を使った今話題のアクセサリー
「レジン」の体験教室を実施してい
る昭和創作サークル。1回500円で⾃分の好みのアクセサリーづくりはいかがでしょうか
。
⼤学1号館3S05教室では部員による⼿芸・イラスト・⼩説などの作品展⺬・販売もあり
ます。

 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 2:09 PM

9

【秋桜祭実況中継 その31】新潟県村上市⽵灯籠プロジェクト
11⽉13⽇
⼤学1号館6L04教室では環境デザイン学科の学⽣が「村上宵の⽵灯籠祭」
を再現！
⾵情ある街並みに約5,000本の⽵灯籠が並ぶ幻想的な祭に匹敵する空間をつくって
います。⾜元に気をつけて進んでくださいね。

 12
 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 2:18 PM
【秋桜祭実況中継 その33】Smile Cafe
11⽉13⽇
⼤学3号館5S02教室でおいしいカフェをひらいているのは国際学科の
学⽣たち。
フェアトレードや異⽂化について触れつつ、
ゆったり休憩でき
るスペースを提供しています。
テーブルや壁の装飾も凝っていて⽬移りし
てしまいます。
ゆっくりお過ごしください。

 Timeline Photos

 15

November 13th, 2016 at 2:13 PM

【秋桜祭実況中継 その32】菜の花かりんと
う
11⽉13⽇
⼩腹がすいたのでビジネスデザイン学科の
学⽣による菜の花かりんとうの模擬店へ。東
明学林の菜の花を⽣地に使⽤したさくっと⾷
べられるかりんとうに⼩さな幸せを感じます。
⼿書きのピックもかわいい1品！気になる⽅は
学園本部館前のテントへ。

 Timeline Photos
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November 13th, 2016 at 2:22 PM

【秋桜祭実況中継 その34】
スタンプラリー
11⽉13⽇
正⾨で受け取ったパンフレットにはスタンプラリーがあ
るのをご存知ですか？12個すべてのスタンプを集め
ると特設ステージ横でくじ引きができます！なんとハズ
レなし！
素敵な商品があなたを待っています。数に限りがある
のでお早⽬にチャレンジしてみてね。

 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 2:26 PM

5

【秋桜祭実況中継 その35】写真同好会
11⽉13⽇
作品の展⺬とポストカードの販売を⼤学1号館3S03教室で実施している写真同好会。
気になる写真や撮影⽅法のアドバイスを直接学⽣に聞くこともできます！⾊鮮やかな
写真をじっくり眺めたい⽅にオススメ。
お気に⼊りがあったらポストカードも購⼊できま
すよ！

 Timeline Photos

8

November 13th, 2016 at 2:32 PM

【秋桜祭実況中継 その36】春季ヨーロッパ研修
11⽉13⽇
今年の春にオーストリアのザンクト・ペルテンで講習を
受けた学⽣有志によるカフェへ。教職員にも根強いフ
ァンがいるザッハトルテとゼンメルの2種類のお菓⼦
と紅茶でティータイムはいかが？
ゼンメルにはクリームチーズとアプリコットジャムがつ
いています。
どっちにしようか迷ってしまいます！

 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 2:39 PM

7

【秋桜祭実況中継 その37】
「 ⼥⼦⾼⽣に世界を⾒てもらおう！」
11⽉13⽇
ビジネスデザイン学科と地域連携センターで実施している
「⼥⼦⾼⽣に世界を⾒ても
らおう！」学⽣基⾦。⼤学1号館前テントではビジネスデザイン学科前⽥ゼミの学⽣が
⼥⼦⾼校⽣をボストンへ送るための学⽣基⾦活動をしています。
6種類ある焼菓⼦HORO HOROを購⼊して、活動を応援しよう！抹茶味とかぼちゃ味
が⼈気。⼝の中でほろっと広がる⾷感です。

 Timeline Photos

9

November 13th, 2016 at 2:42 PM

【秋桜祭実況中継 その38】
バドミントン部
11⽉13⽇
バドミントン部のホットドック。購⼊した後に
⽬の前でケチャップとマスタードをかけて完成
！⽚⼿で⾷べられるので⾷べ歩きもできます。
旧体育館前で販売していますよ。

 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 2:48 PM

9

【秋桜祭実況中継 その39】Sanchart
11⽉13⽇
「昭和⼥⼦⼤学×世⽥⾕美術館×三軒茶屋をアートでつなぐ！」
をテーマに活動する学
⽣有志団体。昨⽇完売した三軒茶屋の⼈気パン屋さん
「ブーランジェリーボヌール」
と
コラボしたパレットパンもおすすめ！消しゴムスタンプやデコレーションテープを使った
ワークショップも随時受付しています。
おしゃれな写真たて、作ってみませんか？
今年の会場は昨年から変更して⼤学3号館3S01教室です。
お間違いなく！

 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 2:57 PM
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【秋桜祭実況中継 その41】早川ゼミ
11⽉13⽇
初等教育学科 早川ゼミでは学⽣⼿作りのキーホルダーやアクセサリーどのな⼩物を
販売しています！
キャンドルやコースター、
ピアスと⼥性⽬線で作られた⼩物がたくさんあって嬉しくなる
販売テントは学園本部館前にあります。
お⽬当ての商品の購⼊はお早⽬に！

 Timeline Photos
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November 13th, 2016 at 2:52 PM

【秋桜祭実況中継 その40】
おしるこ隊
11⽉13⽇
なんと早くも売り切れ情報が⼊ってきました！
職員有志によるおしるこが完売。今年で8回⽬の出店
で例年より温かい気候に苦戦するかと思われました
が⼈気だったようです。購⼊できなかったみなさん、
ま
た来年お待ちしています！

 Timeline Photos

7

November 13th, 2016 at 3:01 PM

【秋桜祭実況中継 その42】裏千家茶道部
11⽉13⽇
裏千家茶道では⼤学1号館2階で⽴礼席と薄茶席で
お点前を⾏っています。
おいしいお茶と季節を感じる
お菓⼦で⼀気に優雅な気分に。
お庭を再現した装飾も毎年⾒事です。
この機会にお⽴
ち寄りください。

 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 4:16 PM
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November 13th, 2016 at 4:20 PM

【秋桜祭実況中継 その43】⺠族学研究会
11⽉13⽇
展⺬のテーマは「怨霊」。恐い展⺬室なのかと思いきや、不思議な怨霊の
世界をクイズを交えながら紹介しています。
クイズの景品、
お菓⼦の準備
もありました。

 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 4:36 PM

 13

【秋桜祭実況中継 その45】美しい繊維はここから⽣まれた
11⽉13⽇
ビジネスデザイン学科では徳島県海陽町にスポットをあて、帆布を使ったオリジナルト
ートバックを製作しました。
⼤学1号館2M34教室では抗菌作⽤のある藍染め商品も販売しています。驚いたのは
藍の種茶。煎ってお茶として楽しむこともできるそうです。

【秋桜祭実況中継 その44】DP新宿駅模型Project
11⽉13⽇
環境デザイン学科⽥村研究室は新宿駅の模型を制
作！渋⾕駅・東京駅に続き、現在の複雑な新宿駅の形
とその成り⽴ちを解明しようと取り組んでいます。
模型を上から眺めるスポットも⽤意していてその細か
さに驚かされます！

 Timeline Photos

8

November 13th, 2016 at 4:41 PM

【秋桜祭実況中継 その46】Girls For All Smiles
11⽉13⽇
ビジネスデザイン学科有志によるクラムチャウダーの
模擬店。売上の⼀部を⼥性のいのちと健康を守るた
めに活動している⽇本⽣まれの国際協⼒NGO団体「
ジョイセフ」に寄付します！
具たくさんのクラムチャウダー提供時には⼿書きのメッ
セージを書いてくれます。
こちらも嬉しい⼯夫ですね！
いとう 正⼦ 素敵なトートバッグでした がんばってください‼

 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 4:47 PM
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November 13th, 2016 at 4:53 PM

【秋桜祭実況中継 その48】ホームカミング
11⽉13⽇
⼤学・短期⼤学部・⼤学院の卒業⽣や恩師をお招き
したホームカミングのパーティーを開催しました。
700名を超える卒業後10年単位の節⽬を迎えた⽅々
のご参加、
ありがとうございました。懐かしいキャンパ
スで学⽣時代に戻って楽しいひとときが過ごせました
でしょうか。

【秋桜祭実況中継 その47】
けっぱれ！東北！！
11⽉13⽇
⼤学3号館2S05教室で学⽣有志団体が東⽇本⼤震災から5年過ぎた今だからこそで
きる展⺬を企画。
東北ならではの物産品販売も⾏っています。東北の今とこれからについて考えてみませ
んか？

 Timeline Photos - November 13th, 2016 at 6:18 PM
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November 13th, 2016 at 6:20 PM

【秋桜祭実況中継 その49】
コンサート
11⽉13⽇
秋桜祭の締めくくり、⼈⾒記念講堂でのコンサート。今年はKEYTALKとB
LUE ENCOUNTの2組。17時からスタートです。
会場前の⼈⾒記念講堂には多くの来場者が集まっています。

【秋桜祭実況中継 その50】
11⽉13⽇
第24回秋桜祭が終了しました。
2⽇間での来場者数は19,212となりました。
「つなぐ」
をテーマとした今年の秋桜祭。
つながりを感じていた
だけましたでしょうか。
多くの皆さまのご来場ありがとうございました！

 Timeline Photos - November 15th, 2016 at 9:10 AM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
11⽉10⽇
［学⽣レポート］⼤学案内パンフレット撮影
英語コミュニケーション学科1年のスンです。本⽇、オープンキャンパスなどで配布するパンフレットの写真撮影に参加しました。同じ学科の学⽣だ
けでなく、⽇本語を学んでいる留学⽣を交えての撮影は新鮮でした。初めはぎこちない雰囲気が漂っていましたが、時間が経つにつれて緊張感が
消え、いろんな話で盛り上がり、⾃然な笑顔で撮影することが出来ました。
パンフレットの仕上がりがとても楽しみです。
また、
このような普段経験で
きない体験をすることが出来て良かったです。
学科ブログ

 Timeline Photos - November 15th, 2016 at 1:37 PM

7

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
11⽉14⽇
笑顔の秋桜祭
フェアトレードの秘密や国際学科の学習と共に皆様がホッと休める場所を提供し、
「あ
なたの⼀杯で世界に笑顔を増やしませんか」
をキャッチフレーズにした今年の国際学
科展⺬ブース“ Smile Café ”では、多くの⽅にお越しいただき、たいへん盛り上がりま
した。
ご来場の皆様、
どうもありがとうございました。
学科ブログ

 Timeline Photos
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November 15th, 2016 at 3:03 PM

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
11⽉14⽇
1年⽣が⼈⾒杯英語スピーチコンテストで銅トロフィ
ーを獲得！
秋桜祭初⽇に⾏われた
「第20回⼈⾒杯英語スピーチ
コンテストに、ボストン留学が必須な英語コミュニケー
ション学科やビジネスデザイン学科、
さらには他の強
豪⼤学からも多くの参加者が集まった中、現代教養学
科1年⽣の鈴⽊歩弥さんが参加しました。たくさんの
努⼒を重ねた末、
「 Raising Political Awareness
in Young People」
というテーマで演説し、当学科に
⼗数年ぶりのトロフィーをもたらしました！下記ブログ
で本⼈の奮闘記をぜひご⼀読ください！
現代教養学科ブログ

 Timeline Photos - November 15th, 2016 at 4:09 PM
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November 15th, 2016 at 4:50 PM

【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
11⽉14⽇
⼟曜⽇、⽇曜⽇とも⼩春⽇和に恵まれて秋桜祭・昭和
祭はたくさんの⼈出でにぎわった。
･･･（ 中略）･･･
12⽇（⼟）は美しく晴れる。⽚倉さんに頼まれて埼⽟県
上⾥町⼥性会議20周年記念の講演に⾏く。懐かしい
⽅々がたくさん、髙野さん、稲葉さんも来てくださる。相
川元町⻑も88歳でお元気。⼣⽅皆さんと会⾷してから
たくさんお⼟産をいただいて⾞で帰るが23時近くに
なる。
13⽇（⽇）は朝から昭和祭・秋桜祭。初等部、
こども園
、中⾼部と回る。12時からホームカミングデー。700⼈
ほどの⽅が来てくださる。たくさんの⽅と話し写真をと
る。
そのあと環境デザイン学科のファッションショー。
詳細はブログへ
【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
11⽉13⽇
［学⽣レポート］秋桜祭ボストン展⺬
英語コミュニケーション学科3年のカナです。⼤学3号館2S03にてボストン留学の展⺬
会を⾏い、2⽉に帰国したばかりの学⽣たちが最新の情報をお伝えしました！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 16th, 2016 at 11:04 AM
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【地域連携センターブログ更新】
11⽉13⽇
秋桜祭！
環境デザイン学科1年の松村夏海です。皆さんにC’est Moi!をもっと知ってもらうために、秋桜祭に両⽇参加しました。秋桜祭でしか⼿に⼊らない
C’est Moi!特別クーポン券を景品に、⼦どもから⼤⼈までたくさんの⽅がゲームに参加してくださり、輪投げを楽しんでいただけたようで、
とても嬉
しかったです
次は12⽉に学内でのフリッツァ販売を予定しています。私たちが考えたオリジナルメニューも販売します！ぜひご期待ください！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 16th, 2016 at 12:51 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部歴史⽂化学科
11⽉16⽇
第24回秋桜祭参加記
こんにちは、松⽥です。たっぷりの写真で秋桜祭の様⼦をお伝えしたいと思います。⾦⼦学⻑のごあいさつから 秋桜祭は幕をあけました。続いて、
秋桜祭実⾏委員⻑の藤井さんの開会宣⾔！ところで中庭に設けられた、特設ステージの背景ですが、実は1本1本の⾊⽷を織りなして、作られてい
たんですよ！今回の秋桜祭のテーマである
「ツナグ」にちなんで、⼈と⼈とがつながりあっている様⼦を⺬したんだそうです。
歴⽂有志企画「歴⽂さんだぞ∼ようこそ歴トピアへ∼」は、絶対に全問正解させる気がないクイズ
（笑）に答え、正解すると景品がもらえるクイズコ
ーナーと、⼟器づくり体験・縄⽂縄づくり体験コーナーが盛況でした。約300⼈の来場者があったとのことで本当に良かったです。
続きはブログへ

 Timeline Photos - November 16th, 2016 at 3:22 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
11⽉14⽇
［学⽣レポート］The 20th Hitomi Cup Speech Contest (1)
英語コミュニケーション学科3年のユミコです。私は秋桜祭で⾏われた⼈⾒杯英語スピーチコンテストに出場し、ボストン留学中にハーバード⼤学
⽇本研究所でインターンシップをした経験を元に、東⽇本⼤震災とそこで広まりつつある観光の現状についてスピーチをしました。残念ながら⼊
賞はできませんでしたが、⾃分の伝えたい経験や思いを、栄えあるコンテストで英語で伝えられたことを嬉しく思いました。参加者12名がそれぞれ
個性豊かな様々なスピーチをし、聞き応えのある素晴らしいコンテストになりました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 17th, 2016 at 4:01 PM

4

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
11⽉16⽇
ホームカミングデーのご報告
英コミの卒業⽣の皆さん、教員のMTです。
お元気でお過ごしでしょうか。秋桜祭2⽇⽬に、英コミホームカミングデー2016を開催しました。学⽣達
によるボストンでの⽣活が良く分かる展⺬物やカラフルなデコレーションに囲まれて、懐かしいお話をされている⽅々もいらっしゃいました。
英コミのホームカミングイベントは、来年も開催予定です。来年は是⾮お友達とお誘い合せの上、秋の⼀⽇、懐かしい⺟校の、3号館の教室でお過
ごしください。
お待ちしています。
学科ブログ

 Timeline Photos - November 18th, 2016 at 9:01 AM

6

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
11⽉16⽇
［学⽣レポート］英⽂サマリーライティングワークショップ
〔1〕
こんにちは。英語コミュニケーション学科4年のスミレです。11⽉9⽇･16⽇と2週に渡って英⽂サマリーライティングワークショップが催され、英⽂ラ
イティングアドバイザーのAsheley Warren先⽣に英⽂サマリーについてのご指導を頂きました。
テンプレートを教えて頂いたり、サンプルを使っ
て各⾃でサマリーの構成について考えたりしました。1時間という短い時間ではありましたが、4年⽣にとってとても有意義な時間となったのではな
いかと思います。
続きはブログへ

 Timeline Photos - November 18th, 2016 at 11:18 AM
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【地域連携センターブログ更新】
11⽉14⽇
福⽥牧場
先⽇の知財活⽤アイデア全国⼤会2016へ向けた最終ブラッシュアップ会で、私たちは「温度差発電技術」特許を使⽤した
「家畜の健康管理」
を提
案しました。今⽇は、⽜の⽣態や管理⽅法をヒアリングするため、神奈川県川崎市にある福⽥牧場を訪問しました。以前は本学の附属幼稚園にも
移動動物園としてお越しいただいたことがあるそうです。
現在動物の⼀般公開はしていないそうですが、⽜、ポニー、⽺、
ヤギ、豚、
ウサギ、モルモット、
アヒルなど沢⼭の動物がいました。乳⽜は10頭で、産
まれて1か⽉の仔⽜が2頭いました。繁殖の時期、1⽇のスケジュール、管理⽅法、管理に気を付けていることなどを教えていただきました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 18th, 2016 at 5:11 PM
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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
11⽉18⽇
秋桜祭
今年で第24回⽬となる秋桜祭(学園祭)が11⽉12⽇（⼟）
と13⽇（⽇）の両⽇、快晴の秋空のもと開催されました。学⽣による実⾏委員会が企画
・運営のすべてを取り仕切り、
クラブ、
クラス、研修グループ、
プロジェクトグループ等に在校⽣や卒業⽣も参加して、多くの⽅々が「つなぐ」のテーマ
のもと、展⺬、
プレゼンテーション、
ステージパフォーマンス、
バザーなど、盛りだくさんのイベントを繰り広げました。
･･･（ 中略）･･･
秋桜祭が16:00に終了して、⼤⽅の⽚付けも終わった頃、帰宅の途につきました。⼤学前の国道246号で渋⾕⽅⾯に⾏くバスを待っていたところ、
⼥⼦学⽣らしき3⼈組が、⼤きな袋をもって、
ウロウロとしているのが⽬に⼊りました。来たバスに乗った後に、良く⾒ると、
ゴミ袋とゴミ拾い⽤のト
ングを持って、道路脇に捨てられたゴミを拾いながら歩いていました。本学の学⽣の様でした。
どこまで歩いて⾏ったのかは⾒届けていませんが、
多分、三軒茶屋駅の⽅まで歩いたのではないかと思います。同じバスに乗った中年⼥性の⼆⼈組の⽅が学⽣達を⾒て
「あら、
ありがたいわね」
と
話しているのを聞いて、
「うちの学⽣です」
と⾃慢したいくらい嬉しかったのですが、
それよりも、
バスに乗る前に
「ありがとう、
お疲れ様」
と声をかけ
ればよかったと後悔しています。後輩たちが、最後の最後まで、
きちんと気を配り、有終の美を飾ってくれたことをとても嬉しく思いました。
詳細はブログへ

⾦井 千絵 昭和祭で学科ごとにテーマを決めた研究発表、⼤学の不参加、そして、秋桜祭での再スタート。⼤学時代はそんな過渡期でした。こじんまりとス
タートした秋桜祭が年々規模が⼤きくなり、多くのお客様をお迎えする場となったんだなぁと、来場して改めて思いました。

 Timeline Photos - November 21st, 2016 at 10:19 AM

7

【学科ブログ更新】⼈間社会学部⼼理学科
11⽉19⽇
平成28年度 ⼼理学科メンターカフェ
こんにちは。⼼理学科3年の伊藤と宇野です。10⽉29⽇に⼼理学科メンターカフェを開催しました。⼼理学科を卒業し、⼀般企業や公務員など様
々な職種に就かれている先輩⽅6名にお越しいただきました。
⼼理学にとらわれず、様々な業界で先輩⽅が活躍している姿を⾒て、
これからの就職活動の励みになりました。
また、育休や産休などの具体的な
体験談も聞けて、⾃分の将来を明確にイメージすることができました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 22nd, 2016 at 10:27 AM
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【地域連携センターブログ更新】
11⽉21⽇
速報！！
本⽇、
「 知財活⽤アイデア全国⼤会2016」昭和信⽤⾦庫主催の地区⼤会がありました。5チーム
（3⼤学）が出場し、本学のチームさんちゃんが最
優秀賞に選ばれました！！昨年に引き続き、2年連続の地区⼤会最優秀賞です。
全国⼤会に出場できるのは120チーム中、10チームだけ！優勝しても必ずしも選ばれるとは限らないようです。吉報を待つしかないですね。皆さん、
夜遅くまでお疲れさまでした。
地域連携センターブログ

 Timeline Photos - November 22nd, 2016 at 12:55 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
11⽉17⽇
［学⽣レポート］⼤学案内パンフレット撮影
昨⽇、⼤学パンフレットに掲載する写真撮影に参加しました。印象深かったのが、
ランダオ･サマンサ先⽣の積極的なアイデア出しです。
よりよい撮
影になるために
「こうしたらどうですか？」
と提案をしていました。芯のあるランダオ先⽣の魅⼒に改めて気づけた⼀時でした。
出来上がるパンフレットを通して、英語コミュニケーション学科の楽しい雰囲気が伝わると嬉しく思います！
学科ブログ

 Timeline Photos - November 22nd, 2016 at 2:09 PM
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 Timeline Photos
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November 22nd, 2016 at 4:52 PM

【学科ブログ更新】⼈間社会学部⼼理学科
11⽉21⽇
平成28年度 秋桜祭
今年の展⺬は、例年好評である
「逆さ眼鏡の体験コーナー」や「鏡映描写の実験コー
ナー」
を引き続き設け、
さまざまな錯視のスライドショーを上映しました。
さらに今年は「
⾚ちゃんってなんで可愛いの？」など、⽇常に関連のある⼼理学についてポスターを作
成・紹介しました。
イラストを⽤い、かつ⼼理学の理論や⼼理学⽤語を分かりやすく簡
単に説明した展⺬を⾏ないました。
詳細はブログへ

【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
11⽉21⽇
学園祭も終わり、
グラウンドの銀杏も
「⾦⾊のちひさき
⿃の形して」落葉する季節となった。
11⽉14⽇（⽉）は⾯談のため⼤学を出るのが遅れ、
溜池のホテルでの⼩⽟さんの送る会に12時40分ごろ
につく。旧総理府のＯＢ会のよう。私の若い公務員時代
の上司がまた亡くなられた。13時から内閣府ベンチャ
ーチャレンジアドバイザリーボード。
１４の関係省庁の
説明が⻑く、委員は3分ということだったが皆さん5分
ほど話ししたので私も。終了は延びて14時30分ぐらい
になるが⾯⽩い⽅が多い。
それから岡村消費者庁⻑
官に表敬訪問。幸い時間があって30分ぐらい話す。
そ
の後⼤学へ戻り、
キャリアママインターンシップの打ち
合わせ。18時からプレスセンターで勉強会。1時間余り
スピーチ。質疑応答も活発で楽しい。
またアメリカ⼤統
領選の分析についても話しが盛り上がる。
テレビ朝⽇
の
「Ｑさま！」
を⾒たとのメールをたくさんいただく。

続きはブログへ

 Timeline Photos - November 24th, 2016 at 2:23 PM

5

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
11⽉22⽇
第3期⽣･スペイン留学便り ∼アルカラ⼤学アルカリングア 9⽉編･その2∼
＜楽しかった授業は何ですか＞
体調が悪い時の伝え⽅や対処法、
お祝いの⾔葉や招待状の
（返事の）書き⽅など、⼈とコミュニケーションを取る上で必要な会話表現を学びまし
た。先⽣との会話を中⼼に、
リスニングも多く⾏いました。
＜ホームステイ先での⽣活＞
毎⽇14時半には帰宅するので、家族と過ごす時間がたくさんあります。週末は近所の家族も交えてBBQやパーティを⾏うので、ホストファミリー以
外と話をする貴重な機会を持つことができています。
＜新⽣活を振り返って＞
家族との会話ではわからない単語がまだまだ多く、思っていることをうまく相⼿に伝えられない場⾯が多々あります。
これからも語彙⼒を増やすた
めに努⼒をしていかなければならないと実感しました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 25th, 2016 at 9:08 AM
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【図書館ブログ更新】
11⽉22⽇
秋桜祭へのご来場ありがとうございました
11⽉12⽇･13⽇開催の秋桜祭では、
さまざまな年齢層の⽅が図書館の企画に⾜を運んでくださいました。楽しむ様⼦をみるたび、達成感に満ち
た気持ちになりました。本当にありがとうございました。
毎年恒例イベントの
「ビブリオバトル」は学内だけではなく、
ブリティッシュ・スクール・イン・トウキョウ昭和（BST）からも2⼈が参加し、
バトル本のラ
インナップもスピーチの内容もより濃密になりました。来年も、
もっとみなさんが楽しめるような企画を⽤意できるように努めていきます。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 25th, 2016 at 11:03 AM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部⼼理学科
11⽉23⽇
平成28年度 ⼼理学科ホームカミングデー
秋桜祭で⼼理学科ホームカミングデーを開催しました。初めての試みでしたが、両⽇で合計61名もの多くの卒業⽣が来校してくれました。教員と
学⽣時代の思い出を語り合ったり、近況報告をしたり、
あるいは同期の卒業⽣同⼠のミニ同窓会の輪ができたり、⼤変賑やかでした。いろいろな
年代の卒業⽣が来校してくれましたが、
「ちょうど今の私たちの年齢のときの先⽣に教わったことになりますね。」
という話も出て、⼼理学科が歴史
を重ねていることを改めて感じました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 25th, 2016 at 12:48 PM
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【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
11⽉25⽇
english speech contest
こんにちは、
ビジネス3年の⽯⿊友梨です。秋桜祭1⽇⽬に開催された⼈⾒杯英語スピーチコンテストに参加し、”The Secret Story of Your Cl
othes”という題名でスピーチをしました。
ファストファッションの台頭で安く洋服が⼿に⼊る今⽇、⼈はつい考えずにそれらを買ってしまいます。
で
も実は、
その背景に、環境汚染や⼈権など、様々な問題が隠されているのです。
結果は惜しくも2位でしたが、貴重な経験をさせていただくことができ、
さらに英語を頑張りたいと思えた⼀⽇となりました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 25th, 2016 at 3:11 PM

4

【地域連携センターブログ更新】
11⽉8⽇
セタビカフェにプレゼン
こんにちは。歴史⽂化学科3年の中野あにまです。今⽇はセタビカフェで世⽥⾕サービス公社の⽅にメンバーが提案した企画を発表しました！⼀部
の企画については再検討が必要ですが、沢⼭のアドバイスを頂き、提案した全ての企画を実施していただけることになりました！今後は、ポスター
や看板などの広報を担当する
「広報チーム」
と、
メニューと店内の内装を担当する
「メニュー・内装チーム」に分かれ、企画の実施に向けて本格的に
動いていきます。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 25th, 2016 at 4:13 PM
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【国際交流センターブログ更新】
11⽉24⽇
English Lounge（ 11⽉21⽇）
11⽉21⽇のEnglish Loungeは、新シリーズの公開で賑わっている“ Harry Potter ”の
「組分け帽⼦」ならぬ、
「 組分けテスト」
を⾏ないました。
「
⽢いものなら、
どれが好き？」
「もし、友達がテストで不正をしたらどうする？」など、
スクリーンに映し出された質問に答え、4つの組のどこに所属す
るのかを判定しました！組分けが終わると、LizとTeibaから参加者たちへそれぞれエンブレムがプレゼントされました！！みんなよく似合っています
♪
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 25th, 2016 at 5:11 PM
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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
11⽉25⽇
野に出でよ
私たちの年代の卒業⽣にとっては、学寮と⾔えば茅ケ崎や⼤磯の寮を思い出します。望秀学寮はもちろんのこと、東明学林もまだ出来ていなかっ
たからです。神奈川県⼤井町にある本学の研修施設「東明学林」は1977（ 昭和52）年の3⽉に竣⼯式を迎えました。
･･･（ 中略）･･･
学林の⼊⼝近くには、創⽴者⼈⾒圓吉先⽣の詩碑があります。
それは、富⼠⼭が⼀番美しく⾒える所に置かれていて、
「ふるさとの碑」
と名付けら
れています。先⽣の⽣まれ故郷、岡⼭産の⾚花崗岩には、私の⼤好きな詩が刻まれています。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 28th, 2016 at 9:57 AM

9

【昭和ボストンブログ更新】
11⽉13⽇
New York Trip
We went to New York from November 11 to 13. We rode a cruiser and saw the Statue of Liberty, Brooklyn Bridge, some
building at night. We were impressed by night view. We went to American Museum of Natural History. A movie “Night
at the museum” is set in this museum, so we excited to visit there. We watched “Matilda” on Broadway.
昭和ボストンブログ

 Timeline Photos - November 28th, 2016 at 11:24 AM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部⼼理学科
11⽉24⽇
平成28年 卒業年次学寮研修
10⽉18⽇から20⽇まで、神奈川県⼤井町にある昭和⼥⼦⼤学の研修施設「東明学林」
を宿泊場所として、卒業年次学寮研修に⾏ってきました。
⼼理学科4年⽣55名と教職員5名が参加した、3⽇間の充実した研修プログラムの⼀部をご紹介します。
1⽇⽬は、世⽥⾕キャンパスから東明学林へ向かう途中、昼⾷休憩を兼ねて、横浜の⼋景島シーパラダイス⽔族館を⾒学しました。⼋景島シーパ
ラダイスでは、シロクマやラッコ、サメやイルカなど⽔族館ではお馴染みの動物達から深海⿂まで、たくさんの⽣き物を⾒ることができました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - November 28th, 2016 at 4:53 PM
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【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
11⽉28⽇
暖冬と思っていたのに11⽉に初雪、紅葉はもうフィナーレ。
すっかり⽇没が早くなってきた。今週は講演が多いが新幹線や⾶⾏機の中ですべき校
正がないので本を読んだり、礼状を書いたりゆっくり過ごす。
･･･（ 中略）･･･
24⽇（⽊）は午前中に初雪が降るが積もらなかった。若奈が⾞で送ってくれる。9時⼤学部局⻑会。10時40分⼤学ミーティング。13時近くまでかか
る。13時30分から会議。17時20分ごろに出て18時慈恵医⼤病院にお⾒舞い。⼿術が成功してよかった。
とてもお元気。病院の施設もよく夜景がき
れい。
それからパレスホテルの発起⼈の⼀⼈を務めた今野由梨さんの傘寿の祝いの会へ。⼤盛会で澤⽥秀雄さんはじめ起業家の⽅たちが多数
。三重県や徳島の知事さんも。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 29th, 2016 at 10:01 AM
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【地域連携センターブログ更新】
11⽉23⽇
知財活⽤アイデア全国⼤会2016∼地区予選編∼
ビジネスデザイン学科1年の中澤満菜です。11⽉21⽇に昭和信⽤⾦庫様主催「知財活⽤アイデア全国⼤会2016」の地区予選が開催され、私た
ち昭和⼥⼦⼤学「チームさんちゃん」は最優秀賞をいただきました。
今回このような賞をいただくことができたのは、⼀般財団法⼈マイクロマシンセンター様、福⽥牧場様のお⼒添えがあってこそです。たくさんの⽅
にご協⼒いただき、
このプロジェクトが成り⽴っていることを⼼に留め、
さらに邁進していきたいと思います。
そして、昭和⼥⼦⼤学の全国⼤会出場
が決定しました。全国⼤会まで時間がありませんが、チームで⼊賞⽬指して頑張ります！
地域連携センターブログ

 Timeline Photos - November 29th, 2016 at 3:31 PM

4

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
11⽉29⽇
望秀海浜学寮に到着しました！
⽇本語⽇本⽂学科1年⽣と3年⽣は、本⽇から3泊4⽇の学寮研修で望秀海浜学寮に来ています。⻘空の下、
これからいよ
いよ学⽣たちの研修が始ます。開寮式を終え、今回のメインプログラム
「⽇⽂歌留多2016」に向けて始動いたします。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 30th, 2016 at 9:00 AM
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【昭和ボストンブログ更新】
11⽉23⽇
volunteering at Boston Common
Hello. We are wing 9. Last Sunday, I did volunteering at Boston Co
mmon. ･･･（ 中略）･･･During the event, I sold balloons. That day wa
s very windy, so I was worried that I released balloons into the
sky. But it was okay. Many people came the event and bought ball
oons. They almost sold out! At the last of the event, a lot of pump
kins ﬂoated on the pond, and it was so beautiful and fantastic.I c
ould communicate with many people through this volunteer work,
and it was great experience for me to do volunteering with local
people. I enjoyed this event so much!
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 30th, 2016 at 10:02 AM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
11⽉29⽇
東明学林に到着∼1⽇⽬
3泊4⽇の東明学寮がスタートしました。冬の東明学林は⾃然に溢れ、蜜柑畑には美味しそうな実がたくさんなっています。
到着後に開寮式を⾏い、昼⾷はみんな⼤好きなカレーライスをいただきました！おかわりに⼤⾏列が出来ていました(*^^*)
初⽇は「留学感話」
で留学⽣のみなさんにお話を伺いました。夜は、3⽇⽬に⾏うキャリア講座のプレゼンテーションにむけて各⾃リハーサルに取
り組みます。明⽇は、
お待ちかねのバス研修。箱根に向かいます！
詳細はブログへ

⽊村 芳⼦ 懐かしいわ・・・

 Timeline Photos - November 30th, 2016 at 11:00 AM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
11⽉29⽇
［学⽣レポート］SPI対策講座（11⽉26⽇）
英語コミュニケーション学科3年のアキエです。学科主催のSPI試験の直前対策講座に参加しました。3年⽣に進級した今年の春からSPI対策講
座が本格的に始まりました。私は⾮⾔語の分野が苦⼿なので、
できるだけ講座に参加するようにしています。段々と問題の傾向がわかってきて、⼒
がついてきているような気がします。
･･･（ 中略）･･･
11⽉30⽇にはSPIの模擬試験が実施されます。
これまでの成果が発揮できるように頑張りたいと思います。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 30th, 2016 at 12:59 PM

3

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
11⽉29⽇
第7期⽣･フランス留学便り ∼アンジェ･カトリック⼤学 9⽉編∼
＜⽇本の授業との違いはありますか＞
授業中わからないことがあればその場で質問するなど、学⽣が積極的であると感じました。オーラルの授業は机や椅⼦、
ペンを使わず⽴って⾏
われることが多く、参加型で楽しかったです。
＜ホームステイ先での⽣活について＞
異⽂化に触れていることを⽇々実感しています。ホストマザーの作る料理がとても美味しいです。
フランスの家庭では、前菜、
メイン、チーズ、
デザー
トという⾵に⼣飯がコースで出てくることに初めは驚きました。
＜新⽣活を振り返って＞
語学研修の夏季プログラムを終え、いよいよ10⽉からセメスターが始まります。
こちらでの⽣活にもだいぶ慣れてきたので、
よりフランス語の向上を
⽬指して頑張ります。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - November 30th, 2016 at 3:37 PM

4

【地域連携センターブログ更新】
11⽉30⽇
鶴岡研修11⽉［1⽇⽬］
⽇本で唯⼀のユネスコ⾷⽂化創造都市である⼭形県鶴岡市の⾷⽂化に注⽬したインバウンドツアーの創出や、同市が掲げる
「鶴岡ガストロノミ
ーフィールドミュージアム構想」推進に⼥⼦学⽣の視点で取り組む昭和⼥⼦⼤学のプロジェクトチーム。毎⽉現地を訪問し、様々な体験研修を⾏
っています。
-----⽇本語⽇本⽂学科２年の尾形陽花です。11⽉の研修は「焼畑ロード」
を巡る在来カブツアーでした！藤沢カブの焼畑農業を続ける後藤さんにお話
を伺いました。
続きはブログへ
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 Timeline Photos - November 30th, 2016 at 4:33 PM
【国際交流センターブログ更新】
11⽉29⽇
秋桜祭でトッポキを販売しました！
国際交流グループChawa（茶輪）が、今年の秋桜祭に初出店！！みんなで協⼒し合い、韓国料理「トッポキ」
を販売しました
♪当⽇は「韓国の定番ピリ⾟！コチュジャン味（⾚）」
と
「驚きの美味しさ！カルボナーラ味（⽩）」の2種類をご⽤意しました。
お客さんがどのくらい来るのかドキドキでしたが、
いつの間にかブースの前に⻑蛇の列ができ、両⽇ともに
「完売」
すること
ができました★☆★
今年の秋桜祭のテーマは「つなぐ」。
「留学⽣と⽇本⼈学⽣がもっと仲良くなれるように！」
と、
いつも切磋琢磨してイベント
を作り上げている4年⽣メンバーの想いは、後輩たちに伝わっています♪留学⽣との交流をつなぐ架け橋としてChawaが活
躍できるよう、
これからも楽しいイベントを企画・運営していきます♪♪♪
詳細はブログへ

December
2016

【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
12⽉16⽇
新校舎が姿を⾒せました

･･･（前略）･･･
いよいよ、その姿を⾒せました。昭和⼥⼦⼤学の新校舎です。体育館の
フロアもある3階建てのビルで...

66 likes
70 photos shared
0 statuses posted

December 2016
 Timeline Photos - December 1st, 2016 at 8:57 AM

2

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
11⽉29⽇
望秀海浜学寮1⽇⽬
望秀海浜学寮での研修1⽇⽬は、学⽣たちの活躍でスムーズに運営されています。
避難訓練では、地震・津波の際の避難場所を確認しました。
また、各係の⽬標を決め、
任務内容を打合せました。明⽇の
「灯の集い」に向けて歌唱練習も⾏いました。
「 ⽇⽂
歌留多２０１６」の完成も楽しみです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos

5

December 1st, 2016 at 10:15 AM

【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネス
デザイン学科
11⽉30⽇
［⼭⽥隆ゼミ］株式仮想投資シミュレーション
こんにちは！⼭⽥隆ゼミです。私たちはこの度、⼥⼦⼤
では本学が“ 初 ”となる
『VTSS（ Virtual Trading Si
mulation System）』
という株式会社シンプレクス・
インスティテュート社が開発したソフトを利⽤し授業を
⾏いました。東京証券取引所にも設置されていたこの
シミュレーションシステムは証券会社などの⾦融機関
のプロフェッショナル向けの研修にも使⽤されるなど、
⾼度かつ優れた機能を備えています。実戦的に株式
の模擬売買ができるこのシステムは、操作は簡単で、
リ
アルなマーケットに近い臨場感が体験できます。･･･（
中略）･･･
早速来年度からこのシステムを使⽤した講義を⾏いま
す。百聞は⼀⾒に如かず、
です。⾼校⽣の皆さん、昭和
⼥⼦⼤学に⼊学し、
このシステムを使って⾦融のプロ
フェッショナルをいっしょに⽬指しませんか！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 1st, 2016 at 1:17 PM
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【地域連携センターブログ更新】
11⽉27⽇
鶴岡研修11⽉［2⽇⽬］
英語コミュニケーション学科3年の椎名舞⼦です。鶴岡市インターンシップ2⽇⽬は松ヶ岡開墾場を訪れました。明治5年に庄内藩⼠3,000名が東
京ドーム67個分の敷地を鍬で切り拓き、今では国指定史跡とされています。松ヶ岡本陣で、
お⽉⾒の時に地元の⾷べられている
「芋っこぼたもち」
という汁物を地域の⽅に教わりながら⼀緒に作りました。
その他「もってのほか（ほうれん草と⾷⽤菊のおひたし）」
「ヤーコンの炒め物」
も作り、
とても美味しくいただきました。⼲し柿づくりも体験させていた
だきました。
詳細はブログへ

Akio Fukasawa 庄内藩主3,000名

→

藩⼠

？

 Timeline Photos - December 1st, 2016 at 3:26 PM
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【輝け☆健康「美」
プロジェクトブログ更新】
12⽉1⽇
11⽉後半☆⾷物繊維たっぷりタイ⾵ランチ
みなさん、
こんにちは！11⽉後半のH&Bのメニューは、
「⾷物繊維たっぷりタイ⾵ランチ」
です。
————MENU————
「⾷物繊維たっぷりタイ⾵ランチ 」
（ ∼12⽉3⽇まで）
☆ガパオライス
☆ソムタム・タイ⾵
☆マイペンライ⾵
☆⽩菜とコーンのスープ
——————————–
タイでは11⽉の満⽉の夜に、
「コムローイ祭り」
という無数のランタンが⼀⻫に空に放たれる祭典が開催されています。
ランタンをイメージし、
スープにはコーンを取り⼊れました。
ガパオライスに根菜やアボカドを取り⼊れることで、美味しく⾷物繊維を摂取できる⼯
夫をしました。是⾮、
ご賞味ください！！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 1st, 2016 at 4:48 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
11⽉30⽇
東明学林学寮2⽇⽬（バス研修）
朝から天候に恵まれ、
テラスで富⼠⼭を眺めていました！2⽇⽬はバス研修、いよいよお楽しみの箱根に出発！
「箱根・彫刻の森美術館」
では、屋外
展⺬はもちろんのこと、
ピカソ館や⾜湯を満喫しました(^-^) 続いて向かった
「⽣命の星地球博物館」はいろいろな化⽯や剥製、標本など⾒どころ
が満載♪
予定よりも早く学寮へ戻り、今夜は灯の集い∼第1夜∼です。夜のプログラムも頑張りましょう！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 2nd, 2016 at 10:31 AM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
11⽉30⽇
望秀海浜学寮2⽇⽬（労作･⽇⽂歌留多）
研修2⽇⽬は美しい朝焼けからスタート。午前中は、学寮近くの海岸で労作奉仕を⾏いました。⼼をこめて、
ゴミ拾い。
けっこう集まりましたね。
きれ
いになって、⼤満⾜！
今回の学寮メインプログラム
「⽇⽂歌留多２０１６」
も始動しました。学⽣たちが（こっそり教職員の姿も…）和気あいあいと準備を進んでいます。出
来上がりをお楽しみに！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 2nd, 2016 at 11:36 AM
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【昭和ボストンブログ更新】
12⽉1⽇
Our New York Trip
This November we went to New York by ourselves. The purpose of this trip was eating and visiting 9.11 memorial. We
went to many restaurants and cafes, including Mogenstren’s Finest Ice Cream and Clinton Street Bakery. At Mogenstre
n’s Finest Ice Cream, we could eat black ice cream.The second day, we ate blanch at Cream and Clinton Street Bakery.Af
ter blanch, we visited 9.11 memorial. We shouldn’t forget this memory.Of course, we went to Times Square!
昭和ボストンブログ

 Timeline Photos - December 2nd, 2016 at 1:23 PM
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 Timeline Photos

8

December 2nd, 2016 at 2:31 PM

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
12⽉1⽇
東明学林学寮3⽇⽬（灯の集い）
「灯の集い」は昭和⼥⼦⼤学の伝統⾏事です。
さまざまな⼈の考えを聞くことで、知らな
かったことに気づき、同じ考えに出会い、⼼を動かされる場です。今回は、学寮テーマ
「
5年後、10年後、20年後の私」にちなみ、卒業後に就きたい職業（観）、結婚観、将来の
⽬標、
キャリアプランなど、
それぞれの視点で話しました。話す学⽣も聞く学⽣もそれぞ
れ真剣でした。
詳細はブログへ

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部 英語コミュニケー
ション学科
12⽉2⽇
［学⽣レポート］産学交流会（12⽉1⽇）
英語コミュニケーション学科3年のマユです。就職活動
やインターンシップで昭和⼥⼦⼤学と関わりをもつ企
業と、学⽣･教職員とが親睦を深める
「産学交流会」
に参加しました。
第⼀部では、夏のインターンシップの報告をしました。
就業体験中の気づきや学びを、⼼を込めて伝えました
。第⼆部の懇親会では、
インターンシップでお世話に
なった企業の⽅や、
その他様々な企業の⽅々とお話を
しました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 2nd, 2016 at 5:08 PM
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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
12⽉2⽇
エル・カミーノ・ベル
この鐘は、
キャンパスのどこにあるかご存知ですか？
アメリカ合衆国カリフォルニア州を南北に⾛る国道101号線を、
エル・カミーノ・レアル（El Camino Real）、現地の⽇本⼈は、
『カミーノ街道』
と呼
んでいます。
この名称はスペイン語で、“レアル”は皆さんの中でもファンの多い、
スペインのサッカーチーム、“レアル・マドリード”の“レアル”と同じ、
「
王」の意味です。“カミーノ”は「道」。
そして、
エル・カミーノ・ベルは、
この
「（スペイン国）王の道」沿いに建てられた修道院の鐘のことを⾔います。
まず
、
アメリカの国道の⼀部が、なぜスペイン語でエル・カミーノ・レアルと呼ばれているのか、
そのあたりの歴史から振り返ってみましょう。
･･･（ 中略）･･･
さて、
キャンパスの中で、
そのミッション・ベルのレプリカがあるのは「昭和之泉」
です。
これは第2代理事⻑の⼈⾒楠郎先⽣が、サンディエゴ市から
譲り受けたものだそうです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 5th, 2016 at 9:23 AM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
12⽉1⽇
望秀海浜学寮（⽇⽂歌留多2016まとめ）
⽇⽂歌留多制作も⼤詰めを迎えました。歌留多の台紙に千代紙を貼り、読み札と取り札をつくります。個性的な作品が続々と仕上がっています。
学寮3⽇⽬。
「 歌留多品評会」
を⾏いました。⼀つの⽂字につき札は3種類、合計3セットの歌留多が完成しました。作る⼈のアイディアによって、
まっ
たく違う札が⽣みだされます。
それぞれに魅⼒的な全35班、総計276枚の中から優秀作品に選ばれた札は⼀体･･･？結果発表の前に実際に歌
留多で遊んでみました。⽩熱したバトルが繰り広げられ、上位3チームを3年⽣が独占しました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 5th, 2016 at 12:58 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
12⽉2⽇
［学⽣レポート］⾹港インターンシップ
（２）
英語コミュニケーション学科3年のアヤです。⾹港・中環にオフィスを構えるシップブローキング会社「Arrow Asia Shipbrokers」
で1か⽉間のイ
ンターンシップを⾏ないました。Arrow groupは世界8か国にオフィスをもつ、世界的に有名なブローカー会社です。
シップブローカーとは、物品の海上運送に必要な船舶の⽤船・売買などの際に、荷主や海運企業から依頼を受け、
その⾏為の仲介、代理をする
⼈を指します。
ブローカーは両者の間に⼊って傭船契約を結び、傭船契約書を作成。成約後は契約に基づき積地に進⾏し到着するまでをサポー
トします。
就業体験では海運業についての基礎知識を学びつつ、主に傭船契約書の作成と電話の取次ぎを⾏いました。契約書の作成を通して、たくさんの
海事⽤語や略語、海上での法律や船の仕組みなどについて学ぶことができました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 5th, 2016 at 4:32 PM
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【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
12⽉5⽇
もう12⽉に⼊り学園にもイルミネーションが輝く季節となった。
･･･（ 中略）･･･
12⽉1⽇（⽔）は8時30分からボストンとテレビ会議システムでボストン理事会。来年の
「ボストン研修費⽤」は殆ど据え置きで学⽣たちにとって⾃
分でアメリカに留学するよりかなり割安なのだが、
そこが⼗分に伝わっていないのが残念。
そのあと採⽤候補者の⾯接。10時40分⼤学ミーティン
グ。14時40分査読論⽂をもって渡辺さん。15時現代ビジネス研究所の古⽥⼟さんと段⾕さん・⽮代さんが⾮常⾷プロジェクトについて。11⽉21
⽇の朝⽇新聞などに取り上げられているそうだ。16時40分産学交流会でご挨拶。今年は参加者が多く第1部グリーンホール、第2部⼤会議室。私
の本の愛読者の⽅もいてうれしい。⽂化研究講座を少し聞く。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 6th, 2016 at 9:05 AM

5

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
12⽉1⽇
東明学林学寮3⽇⽬（キャリア講座）
研修3⽇⽬、最初のプログラムはキャリア講座です。外部講師をお招きし、話し⽅の基本を学びました。最初は照れくさそうにしていた学⽣も楽しそ
うにペアワークを⾏い、話し⽅や⾝振り⼿振りで印象がガラリと変わっていました(^▽^)/
3限⽬は「かっこいい社会⼈」
をテーマにしたプレゼンテーション⼤会。
どのグループも学寮前から⼀⽣懸命に準備を進めてきました。発表後には
、講師の先⽣から具体的なアドバイスをいただきました♪ 最終⽇に各クラスの優秀グループを発表します！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 6th, 2016 at 4:06 PM
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【国際交流センターブログ更新】
12⽉6⽇
国際交流Chawa企画「紅葉狩り＆イルミネーション」
11⽉30⽇、国際交流グループChawaが後期第4回⽬のイベントを開催しました！今回のテーマは「⽇本の四季の移り変わりを感じよう∼秋から
冬へ∼」。⽇⽐⾕公園から東京駅周辺をたくさんの参加者と⼀緒に歩きました♪
まずは⽇⽐⾕公園で⽇本の
「秋」
を堪能します。樹齢400∼500年くらいのイチョウがありました。続いて向かった丸の内KITTEでは、
カラフルにラ
イトアップされたツリーをスマホでパシャパシャ！⽇本の
「冬」
を感じました。東京駅周辺をはじめて訪れる留学⽣も多く、⽇本の観光スポットを知る
良い機会だったようです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 7th, 2016 at 9:07 AM
【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学
12⽉5⽇
望秀海浜学寮（品評会結果発表）
「⽇⽂歌留多2016」品評会の結果を発表します！
第1位は3C 1班、第2位は3B 2班、第3位は3B 5班、
そして第4位は1A 4班。専任講師の須永先⽣から表彰状と賞品が授与されました。
さらに久下教授による
「特別賞」には、3C 3班が選ばれました。
表彰を逃した作品にも素晴らしい歌留多がたくさんありました。
詳細はブログへ

4

 Timeline Photos - December 7th, 2016 at 10:30 AM

 31

【学科ブログ更新】⽣活科学部環境デザイン学科
12⽉6⽇
2016秋桜祭 思い出のアルバム
11⽉12⽇･13⽇に開催した秋桜祭での、建築系ゼミの展⺬を紹介します。⾦尾研究室、⽥村研究室、森部研究室、⾦⼦研究室、杉浦研究室を中
⼼としたチームが参加し、
キャンパスを彩りました。
⾦尾研究室を中⼼とするメンバーが取り組む「新潟市村上市⽵灯籠プロジェクト」は、
「 揺蕩う
（たゆたう）」
をテーマに村上の穏やかな時間のナ
ガレに潜在する激しさ、躍動を表現しました。
⽥村研究室「DP 新宿駅模型Project」は、巨⼤ターミナル駅・新宿駅構内1/100 の模型を制作しました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 7th, 2016 at 1:32 PM

7

【地域連携センターブログ更新】
12⽉7⽇
今牧場を訪問∼全国⼤会に向けて∼
ビジネスデザイン学科1年の中澤満菜です。今⽉3⽇、有限会社 那須⾼原 今牧場を訪問し、代表取締役の今耕⼀様にお話を伺いました。酪農の
現状をお聞きし、私達の問題点や課題が明らかとなりました。酪農家の⽣の声をお聞きすることはとても貴重な経験で、商品を開発する上で必要
不可⽋なのだと強く感じました。
また、実際に酪農体験をさせて頂き、酪農家の⼤変さを⾝をもって体験しました。
お忙しい中、
お話をして下さった
今耕⼀様に感謝し、いい結果をお伝えできるように全国⼤会まで全⼒を尽くします！
地域連携センターブログ

 Timeline Photos - December 8th, 2016 at 9:48 AM

4

【Leaders Academy in SHOWAブログ更新】
12⽉7⽇
漆 紫穂⼦⽒「⼥性が社会に新しい価値を創る」
（ 11⽉9⽇）
11⽉9⽇のリーダーズアカデミーでは、品川⼥⼦学院第6代校⻑の漆紫穂⼦先⽣を講師にお招きし、
「 ⼥性が社会に新しい価値を創る」
をテーマ
に講義をしていただきました。
漆先⽣は、先⽣の曾祖⺟にあたる漆雅⼦様が⼤正時代に創⽴した品川⼥⼦学院の学校改⾰に参画されて、わずか7年間で⼊学希望者、偏差値
ともに⼤きく上昇させた⽅です。
また、⼥性が仕事やプライベートで様々な選択に直⾯するターニングポイントとしての28歳に注⽬して、社会で活
躍する⼥性を育てる
「28プロジェクト」に取り組んでこられました。
ご講義では、⼥性教育の必要性や、⼥性が働く上でのヒント、起業という選択肢、学⽣時代にすべきことを教えていただきました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - December 8th, 2016 at 3:53 PM

1

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
12⽉8⽇
第7期⽣･中国留学便り ∼上海交通⼤学 10⽉編･その3∼
＜授業には慣れましたか＞
授業の進め⽅には⼤分慣れましたが、完全中国語の授業にはまだついていくのに必死
です。先⽇⼝語の授業で好きなレストランについてプレゼンテーションをしました。
クラス
メイトの発表を聞くのはとても楽しく勉強になりましたが、⾃分のプレゼンを作るのは⾮
常に⼤変でした。
＜寮での⽣活で楽しかったことは何ですか＞
授業で同じ討論のグループになった韓国⼈の⼥の⼦が2階に住んでいて、寮で会った時
にも中国語で話してくれます。中国語のレベルを⾼める良いチャンスだと感じています。
＜国慶節はどのように過ごしましたか＞
中国⼈の友達が上海博物館に連れていってくれました。⼣⾷は新疆ウイグル⾃治区料
理のレストランで⽺⾁などを⾷べ、⾷事中に新疆の伝統的なダンスのパフォーマンスを
⾒ることができました。
その他にも、上海のテレビ塔の下まで⾏ったり、部屋でゆっくり休
んだりして国慶節の⼀週間は良いリフレッシュ期間になりました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 8th, 2016 at 4:47 PM

2

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
12⽉8⽇
「第7回 世⽥⾕まちなか研究会」開催！
こんにちは！鶴⽥ゼミ3年の堀之内です。今⽉11⽇、⼆⼦⽟川ライズにある東京都市⼤学の⼆⼦⽟川夢キャンパスで
「世⽥⾕まちなか研究会」
を
開催します。世⽥⾕にある他⼤学が集う年に1回の研究交流会です。
私たちゼミ⽣は「三茶・三宿まちなかプロジェクト2016」の活動を発表予定です。三軒茶屋まち道楽、世⽥⾕パン祭り、
したのや縁⽇の3つのイベ
ントに分かれ活動内容を振り返り、活動を通して得たもの学んだことをまとめました。
当⽇は⼀般公開を⾏なっています。週末お出かけの際は、⼆⼦⽟川の会場へ是⾮お⽴ち寄りください。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 9th, 2016 at 9:14 AM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
12⽉8⽇
［学⽣レポート］Wing Leader顔合わせ会
英語コミュニケーション学科1年のカナです。
この度 FSP17wing leader兼、sub student leaderになりました。今⽇はFSP17wing leaderの
顔合わせがありました。みんながボストン校での⽣活を毎⽇充実して過ごせるよう、
この4⼈のwing leaderと共に協⼒しながら⽇々努⼒してい
きたいと思います。
よろしくお願いします！
ボストン留学まであと少し！ とっても楽しみです！！！
英語コミュニケーション学科ブログ

 Timeline Photos - December 9th, 2016 at 10:23 AM

3

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
12⽉8⽇
［授業紹介］
「メディアをみる⽬」
を養おう！
･･･（ 前略）･･･この科⽬はテレビ・新聞・インターネットといった様々なメディアと社会との関わりについて、多様な視点で理解し考える⼒を養って
いくことを⽬的としています。
この⽇のテーマはメディア論。
メディアが⼈々の経験や社会の在り⽅にどのような影響を与えているのかについて研究
していく学問分野です。
メディア論では私たちが⼀般的に思い浮かべるようなマスメディアや通信メディアのみならず、⾔語、鉄道、⾐服、住居さらに
は、私たちの⾝体といったものまでもメディアであると捉えます。
この⽇は「時計」
というメディアが私たちの経験や社会をどのように変えたのかにつ
いて皆さんに考えてもらいました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 9th, 2016 at 1:55 PM

2

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
12⽉8⽇
⾜跡つなごう！ CLA・聞かせて先輩！
今⽉3⽇、現代教養学科オリジナルのキャリア⽀援イベント
「⾜跡つなごう！ CLA･聞かせて先輩！」
をひらきました。毎年7⽉と12⽉に開催するこの
催しは、学⽣たちにとってそれぞれの将来を考え始める貴重な機会となっています。
今回は、本学科を卒業した社会⼈5名と在学⽣25名が参加し、就職活動や社会に出て働くことについてお話を伺いました。
この⽇に参加いただいた先輩⽅の業種は、⾷品会社、IT企業、物流会社、ホテル会社など多岐に渡っており、話を聞いている学⽣もみな興味津々
で、真剣にメモを取っていました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 9th, 2016 at 3:18 PM

3

【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
12⽉9⽇
［湯川ゼミ］モバイル・インターネットキャピタル社を訪問
こんにちは！湯川ゼミ3年の坂本彩です。今⽉2⽇、モバイル・インターネットキャピタル株式会社を訪問し、⼭中卓社⻑にベンチャーキャピタルの仕
組みや、
ファンド概要、投資先についてお話を伺いました。当社は、投資を通じて起業家によるイノベーション創出を⽀援し、⼈々のクオリティ・オ
ブ・ライフ向上に貢献することをミッションに掲げたベンチャーキャピタルです。私たちゼミ⽣も各々が構想しているビジネスプランを発表し、投資
家と経営者の視点からフィードバックをいただきました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 9th, 2016 at 4:03 PM

4

【SWUニュース】環境デザイン×富⼠通デザイン
⾃分らしく、⾃由に三茶で⽣きること
12⽉9⽇
⽣活科学部環境デザイン学科⽯井研究室と富⼠通デザイン株式会社が今年8⽉から取り組んでいるのが、三軒茶屋をテーマにしたソーシャルマ
ーケティングプロジェクト。地域の課題と解決法をデザインする為に、
キャンパスを地域の学びのプラットフォームに発展させることを⽬指していま
す。
社会で起きる様々な変化に適応するために、⽣涯の様々なポイントでの教育へのアクセスがこれから重要になることに着⽬し、
このプロジェクト
が始まりました。
前半は、多様性に富んだ現代で
「⾃分らしく」
「 ⾃由に」⽣きるためのエッセンスとは何かを参加者と共に考えました。学⽣たちは企業のデザイナ
ーや街の⼈々との対話を通して、
これからの学びには、主体的な学習意欲とリテラシーが重要だと気づきました。本当の⾃分と出会う為には、
ま
ずは社会の多様性と、分からないことを認知することが重要だ、
と考えたのです。
そこで4か⽉間にわたって様々なリテラシーを学び、
ワークショップに集まった⼈たちとその成果を共有しました。⾃分と他者の意⾒を照らし合わ
せたり、意図的に⽴場や視点を変えて問題に向き合ったり。
ニュースや映像を題材にディスカッションを重ねながら、⾃らの感情や様々な思考を理
解し、⾃由に⽣きるヒントを探りました。
今回は全3回のワークショップを学外の⽅達と実施しましたが、今後はより三軒茶屋の街で⾃分らしく⽣きる為の⽅法や解決策を考えていきます。

 Timeline Photos - December 9th, 2016 at 4:54 PM
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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
12⽉9⽇
ハローキティとショッププレリュード
前期の終わりに、昭和⼥⼦⼤附属⾼校の昭和40年度卒の同窓会がありました。
さすがに卒業後40年以上経つと、誰もが⾵貌には少し変化？が
ありましたが、
お互いにちょっと話をした途端に、昔々の⾼校⽣時代に戻ってしまうもの。思い出話に始まり、将来の夢にいたるまで、楽しい話に花
が咲きました。
ところで、
その折、昭和⼥⼦⼤学限定のハローキティのファイルを皆さんに差し上げたところ、⼤⼈気。驚きました。⼦どもたちや若い
⼥性にファンの多いハローキティ。
お孫さんのお⼟産だそうです。やはり皆、年を取りましたかね。
続きはブログへ

 Timeline Photos - December 12th, 2016 at 10:01 AM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部歴史⽂化学科
12⽉9⽇
［⻄洋史ゼミ］
『ヒトラーの忘れもの』試写会＆ディスカッション
配給会社キノフィルムズさんから
「⼥⼦学⽣の感性に直接触れてみたい」
とオファーをいただき、今⽉17⽇に全国公開される映画『ヒトラーの忘
れもの』の試写会とディスカッションを⾏いました！⻄洋史ゼミの3･4年⽣と、私の授業を複数とっている2年⽣、計17名が集まりました。
いや∼、
この企画は本当に楽しかった！！！配給会社の⽅々も、
「 作品をすでに何回も⾒ている⾃分たちも気づかなかったようなことまで指摘しても
らえて、本当に感動した」
とおっしゃっていましたが、学⽣のみなさんの繊細な感性、細部の表現への鋭い着眼、登場⼈物への深い感情移⼊、
よく
考えられた洞察など、私もいたるところで感⼼させられました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 12th, 2016 at 11:11 AM
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【輝け☆健康「美」
プロジェクトブログ更新】
12⽉9⽇
12⽉前半☆ご飯がすすむ健康スタミナランチ
12⽉前半のメニューは、味噌マヨ焼きやかぼちゃの煮物など、ほっこりとした味付けで冬らしい献⽴にしました！主菜の豚⾁には疲労回復に効果
のあるビタミンB群が豊富に含まれ、体を温める効果があるとも⾔われています。⾷物繊維たっぷりの切り⼲し⼤根は、便秘解消などに効果的で
す。寒さで体調を崩しやすい季節になりました。
ご飯をしっかり⾷べて、⾵邪に負けない体をつくりましょう！！
————MENU————
「ご飯がすすむ健康スタミナランチ」
（ ∼12⽉17⽇まで）
☆ごはん
☆花麩のすまし汁
☆豚⾁の味噌マヨ焼き
☆かぼちゃと⼩⾖のいとこ煮
☆切り⼲し⼤根の酢の物
——————————–
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 12th, 2016 at 12:45 PM

2

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
12⽉12⽇
［学⽣レポート］Open Campus（ 12⽉10⽇）
英語コミュニケーション学科4年のハルカです。今⽉10⽇に開催した今年最後のオープンキャンパスに参加しました。寒いなか、多くの⾼校⽣がお
越しくださいました。受験を控えている3年⽣だけでなく、早くから進路を⾒つめる2年⽣の姿も多く⾒られ、
「 英コミはどんな学科か」
「どんな授業
をするのか」
「ボストン留学では何をするのか」等の質問に答えながら楽しくお話が出来ました。受験本番まであと少し。頑張ってほしいです。
詳細はブログへ

5
 Timeline Photos - December 12th, 2016 at 1:55 PM
【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
12⽉12⽇
オープンキャンパス
（12⽉10⽇）
10⽇午後に開催した今年最後のオープンキャンパス。開始直後からほぼ途切れることなく、多くの⽅が国際学科の展⺬ブ
ースを訪れました。学科ブースでは教員と留学を体験した在学⽣が、来場された⾼校⽣と保護者に
「全員留学」
「英語＋も
う⼀⾔語を⽇本でも留学先でも学ぶこと」等、学科の特⾊について説明し、質問にお答えしました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 12th, 2016 at 4:53 PM

 14

【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
12⽉12⽇
12⽉ももう中旬、七⼆候では「クマ⽳にこもる
（熊蟄⽳）」時期だが師⾛の⼈間界は忙しい。
･･･（ 中略）･･･
6⽇（⽕）9時30分から役員会打ち合わせ。10時40分⼤学ミーティングの前に採⽤⾯接。13時にエコノミスト元編集⻑のビル エモット⽒のインタ
ビュー。⽇本の⾼齢化社会についての取材かと思っていたが、⼥性についてだそう。私個⼈の成育史や教育の役割について質問。1時間だがいろ
いろ話ができた。
･･･（ 中略）･･･
7⽇（⽔）は朝、⽂科省で私学振興の研究会。地⽅の⼩規模⼤学は公⽴化している。12時15分過ぎに終わり、
アサヒＧＨＤ取締役会へ。
その後15
時に⼤学へ。弁護⼠で国連⼥性差別撤廃委員会委員⻑の林陽⼦さんに⼥性教養講座で話していただく。講演前にご挨拶とおしゃべり。良い仕事
をしていて、
お⼈柄が変わらず誠実でうれしい。講演後もタクシーを断って地下鉄で。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 13th, 2016 at 9:12 AM

6

【地域連携センターブログ更新】
12⽉10⽇
「知財活⽤アイデア全国⼤会2016」全国⼤会
⼤⼿企業などが保有する開放特許の活⽤を中⼩・ベンチャー企業に呼びかけるため、産学官⾦の⽀援機関が連携し⼤学⽣にアイデアを募る
「知
財活⽤アイデア全国⼤会2016」。本学チームさんちゃんは、6⽉のキックオフから企業訪問やアイデアのブラッシュアップを重ね、地区⼤会を勝ち抜
き、全国⼤会に出場しました。45校130チームから勝ち上がった13チームのアイデアはどれも素晴らしく、チームさんちゃんは残念ながら⼊賞は逃
しましたが、
ファイナリスト賞をいただきました。･･･（ 中略）･･･僕は間違いなく昭和⼥⼦⼤が⼀番だったと思う！皆さんお疲れ様でした！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 13th, 2016 at 10:27 AM

4

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
12⽉12⽇
福祉キャリア実習報告会
こんにちは！先⽉、福祉社会学科福祉キャリアコース3年⽣が実習報告会＆コース交流会をひらきました。夏休みに⾏った公的機関や⺠間企業、
⾮営利団体等での実習体験について全員がプレゼンテーションし、教員からコメントをもらいました。福祉の学びを活かせる職場がたくさんある
ことに気づいたみんな。
この体験をこれからの就職活動などに⼤いに役⽴ててほしいです。最後は2年⽣との交流会。短い間でしたが、盛り上が
りました (*^▽^*)
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 13th, 2016 at 11:38 AM

1

【国際交流センターブログ更新】
12⽉12⽇
2017年度秋期15週間ボストンプログラム説明会
11⽉29⽇と今⽉8⽇の昼休み、ボストンへの留学がカリキュラムに組み込まれていない学科を対象に
「2017年度秋期15週間ボストンプログラム
」の説明会を開きました。昭和ボストンの設⽴経緯や理念、
キャンパスや設備ほか、
プログラムの授業内容やその他課外活動として体験できる各
種活動について紹介しました。
後期から出発できる当プログラムができたおかげで、前期出発ではスケジュールがあわなかった学科の学⽣も、参加できるようになりました！！
国際交流センターでは、年間を通してこのような留学に関する説明会を留学プログラムごとに⾏っています♪ 興味のある⽅は、是⾮ご参加くださ
い！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 13th, 2016 at 1:29 PM

1

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
12⽉12⽇
［学⽣レポート］地域の魅⼒再発⾒ツアー・三茶編（12⽉10⽇）
今⽉10⽇、国際交流サークルボランティア団体「エンパワメントせたがや」
と世⽥⾕区役所が協⼒して、本学･駒沢⼤学･明治⼤学から集まった留
学⽣と三軒茶屋エリアを巡る交流会をひらきました。⿂屋やお茶専⾨店、⽬⻘堂などに⾏き、味噌屋では味噌の歴史や作り⽅について教えてい
ただきました。4種類の味噌を試⾷し、留学⽣も興味深々でした。
オーストラリア出⾝の留学⽣は、
マグロの解体ショーを楽しんでいました。オーストラリアでは⽣でマグロを⾷べないそうです。新鮮な経験だと喜ん
でくれました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 13th, 2016 at 4:00 PM

7

【図書館ブログ更新】
12⽉13⽇
マンドリン･ギタークラブのミニ･コンサートが開催されました
12⽇のお昼休み、
マンドリン･ギタークラブが図書館でミニ･コンサートを開きました。2年⽣から4年⽣まで学年別のアンサンブルで計3曲を奏で
ました。12⽉16⽇に⾏われる定期演奏会でも今回の楽曲を演奏予定で、
「 皆で合わせる」
ことを意識しながら練習をしたそうです。多くの学⽣、教
員、職員が⾒守る中、軽やかで優しい⾳⾊が図書館に流れました。
マンドリン･ギタークラブの皆さん、素敵な演奏をありがとうございました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 13th, 2016 at 4:56 PM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
12⽉12⽇
⼥川ランタン祭＠世⽥⾕キャンパス
今⽉7⽇、昭和⼥⼦⼤学コミュニティ･サービスラーニングセンターが「⼥川ランタ
ン祭」
を主催しました。附属こども園や初等部、
アフタースクールのお⼦さんや保
護者の⽅もたくさん⾒にきてくださいました！
毎年、福祉社会学科の学⽣は実⾏委員として多数参加していますが、
さらに今
年は学科必修科⽬で宮城県⼥川町にワークキャンプに⾏った学⽣も加わり、
この
⽇のために⼀⽣懸命準備してきました。80年館の壁に⼤きく映し出された映像
は1年⽣の⼒作です。
今回使⽤した紙ランタンは全て⼥川町で開催されるランタン祭に寄贈され、現
地で祈りの⽕を灯すことになっています(*´∇｀*)
詳細はブログへ

 29
 Timeline Photos - December 14th, 2016 at 9:04 AM
【SWUニュース】ユメミルミズに新ラベルが誕⽣
12⽉14⽇
キャンパス限定ミネラルウォーター
「ユメミルミズ」のボトルがリニューアルします。
３代⽬は清涼感あふれる透明のラベルで
登場。背⾯のイラストが透けて重なるカラフルなデザインです。今回も環境デザイン学科橘ゼミの学⽣がデザインを担当し
ました。現在の在庫がなくなり次第⼊れ替えます。
お楽しみに。

 Timeline Photos - December 14th, 2016 at 11:12 AM
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【地域連携センターブログ更新】
12⽉13⽇
［限定販売中］
コトコトきのこのクリームシチュー
管理栄養学科2年の平岡です。三軒茶屋で⼈気のフリッツァ専⾨店C’est Moi（セモア）
さんと協働で、学⽣チームが寒い冬にピッタリの新メニュー
「
コトコトきのこのクリームシチュー」
を考案しました！⾦曜⽇まで学内で販売中です。
初⽇は私たちの予想を上回る売れ⾏きで、開始20分程度で90個を完売しました。1つ400円ですが、2つ買うと600円の昭和⼥⼦⼤学特別価格！
昼休みはぜひ学⽣ホールでフリッツァをゲットしてください！！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 15th, 2016 at 9:39 AM

6

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
12⽉13⽇
厚⽣⾏政のリアルを学ぶ
12⽉6⽇の
「相談援助の理論と⽅法」は、厚⽣労働省関東信越厚⽣局健康福祉部地域包括ケア推進課⻑の懸上さんを外部講師としてお招きし
ました。⾼齢者が⾼齢者を⽀える仕組みや、
（ 福祉サービスにないけれども）必要とされる⽀援を地域の互助によりどのように⽀えていくのか等、
最新のデータや貴重な資料をもとにお話いただきました。
この夏、福祉社会学科の3年⽣2名が当部署でインターンシップに参加しました。公務員の仕事は予想外に楽しく、⼤学では学べない多くのこと
をリアルに学べたと⼤好評でした。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 15th, 2016 at 1:43 PM

1

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
12⽉14⽇
「カンボジア海外教育研修プログラム」体験報告会
今夏、国際学科の学⽣2名が「カンボジア海外教育研修プログラム」に参加し、他学科の学⽣と共にカンボジアを訪れました。本学の協定校王⽴
プノンペン⼤学⽇本語学科や⾸都プノンペン市内の⼩学校で教育ボランティア活動を⾏いました。
カンボジアが直⾯する課題とその歴史的背
景、社会・⽂化を学び、現地の⼈々と協働で本当に役に⽴つ国際協⼒のあり⽅を考えました。
今⽇は体験報告会を⾏ないました。事前学習を指導した教員や、昨年度プログラムに参加した学⽣、将来参加してみたいと思っている学⽣たち
が同席し、発表に⽿を傾けました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 15th, 2016 at 3:12 PM

7

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
12⽉15⽇
シムゼミ
「北千住でぶらぶら街歩き」
皆さん、
こんにちは！シムゼミ3年の中畔です！私たちシムゼミ3年⽣は「北千住」に⾏ってきました。はじめに、商店街を通って荒川の河川敷に向か
いました。都⼼ではあまり⾒られないお団⼦屋さんや⼤衆酒場、伝統的な作りをしたお家が保護されて残っています。下町の雰囲気と情緒をたっ
ぷりと味わえました。最近ではシャッター商店街などが増加傾向にあると良く聞きますが、北千住の商店街はどこも地元の⼈々が世間話をしてい
たりお買い物を楽しんでいたりと⽣活感と活気に溢れていました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - December 15th, 2016 at 4:03 PM

8

【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
12⽉15⽇
［湯川ゼミ］
ブロードバンドタワー社を訪問
こんにちは！湯川ゼミ3年の⻄⽥真帆です。12⽉9⽇に株式会社ブロードバンドタワーを訪問し、藤原洋社⻑にお話を伺いました。
当社は、
データセンターなどのコンピュータプラットフォーム事業を⾏う会社です。藤原社⻑は、
マザーズ上場第1号のベンチャー企業「株式会社イ
ンターネット総合研究所」
をちょうど20年前に創業された伝説的な起業家の⼀⼈です。2000年にはブロードバンドタワーを創業され、今では国内
外でビジネスのみならず、政策、科学といった多⽅⾯に影響⼒をもたれています。
現在社会ではどのようなことが注⽬されているのか、ICTのビジネスはこれまでどのように歩んできて、今後はどのように変化していくのかなど、実
際に藤原社⻑ご⾃⾝が経営者として感じていることを教えていただきました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 15th, 2016 at 4:58 PM

7

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
12⽉14⽇
「ソーシャルワークプロジェクトⅠ」ポスター発表会
皆さんこんにちは！毎⽇寒いですね(^^;) 今⽇は「ソーシャルワークプロジェクトⅠ」
のポスター発表会を⾏ないました。学⽣たちは夏休みの活動体験に基づき、被
災地⽀援、待機児童問題、介護⼈材不⾜の問題など多岐にわたる社会課題を
抽出。12組のグループに分かれて、⾏政や企業、地域住⺠らの対応や⾃分たち
の⾏動について話し合った内容をポスターにまとめました。
このようにして芽⽣えた問題意識が、次年度の
「ソーシャルワークプロジェクトⅡ」
の実践活動に繋がっていきます。ポスターは1⽉末まで廊下に掲⺬します。多くの
⽅に⾒ていただき、教員や上級⽣からコメントをもらう予定です(*^ω^*)
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 16th, 2016 at 12:45 PM

9

【学科ブログ更新】⼈間社会学部初等教育学科
12⽉16⽇
［⽐較教育］
ブリティシュスクールの授業を⾒学
11⽉28⽇から今⽉2⽇までの期間、
「 ⽐較教育」の授業を履修している学⽣たちが、⼤学のキャンパス内にあるブリティッシュ・スクール・イン・トウ
キョウ昭和を訪問し、⽇本語、
スペイン語、歴史、⾳楽、演劇、体育等の授業を⾒学させてもらいました。
学⽣たちはイギリスの教育を垣間⾒て、⽇本の教育との違いをさまざまに発⾒しました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 16th, 2016 at 2:04 PM

6

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
12⽉15⽇
内定者の話を聞く会
今⽉10⽇、学科主催の
「内定者の話を聞く会」
をひらきました。第1部では、児童福祉系を中⼼とした採⽤動向、及び⾯接や説明会に臨む姿勢等
について企業の採⽤担当者にお話を伺いました。
第2部は「社会福祉系」
「 保育系」
「 企業」の3つの部屋に分かれて、就職活動の進め⽅やキャリア⽀援センターの活⽤⽅法などを4年⽣から教わり
ました。当⽇は実⾏委員の3年⽣が司会進⾏を務め、質疑応答などうまく促していました(^_−)−☆
就活解禁まであと少し。みんな、夢に向かって着実に頑張ろう！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 16th, 2016 at 3:01 PM

6

【国際交流センターブログ更新】
12⽉16⽇
クイーンズランド⼤学とのクリスマス交流会（12⽉8⽇）
本学と協定を結ぶオーストラリアのクイーンズランド⼤学から学⽣の皆さんが来校され、
クリスマス交流会を⾏いました♪
5名のCA
（キャンパスアテンダント）が司会進⾏やレクリエーションなどを担当し、昭和⼥⼦⼤学に関するクイズや、制限時間内にお互いの共通点
を多く書き出す
「共通点探しゲーム」
で盛り上がりました。得点の多かったグループから、
お菓⼦のわし掴みが出来ます。
その後はティータイム。
さら
にお互いの理解を深めることができたようです！最後はキャンドルを灯して、みんなでクリスマスソングを歌いました♪とても充実した時間を過ごす
ことができました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 16th, 2016 at 3:49 PM

7

【SWUニュース】健康デザイン学科が「美カフェ」
を開催！
房⽇新聞に掲載されました。
12⽉16⽇
健康デザイン学科4年⽣が千葉県館⼭市の望秀海浜学寮で研修を⾏い、⾷と健康をテーマにした教室「美カフェ」
をひらきました。
学⽣たちは⼤学4年間の学びの成果を
「輝け☆健康『美』
プロジェクト」
で発揮し、健康チェックやエクササイズ、
カフェランチを企画。4⽉から何度
もミーティングや試作を重ねたそうです。
当⽇は定員を超える140名が参加。地元の⼩学⽣や地域住⺠との交流を楽しみました。
地元紙「房⽇新聞」がイベントを取材し、記事を掲載しました。
今年度は、館⼭市および館⼭市教育委員会の後援に加え、公益社団法⼈⽇本フードスペシャリスト協会の共催をいただきました。
なお、本企画は昭和⼥⼦⼤学昭和デザインオフィス公認プロジェクトです。

 Timeline Photos - December 16th, 2016 at 4:51 PM
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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
12⽉16⽇
新校舎が姿を⾒せました
･･･（ 前略）･･･
いよいよ、
その姿を⾒せました。昭和⼥⼦⼤学の新校舎です。体育館のフロアもある3階建てのビルで、健康デザイン学科のほか、来年度新設の⾷
安全マネジメント学科も⼊ります。⾷安全マネジメント学科では、⾷品の安全性や栄養学などに加えて、
フードビジネスを学び、卒業後は、⾷品系
の企業、外⾷産業への就職や、
レストラン経営などを⽬指す⼈が多い学科になることでしょう。
･･･（ 中略）･･･
校⾨を⼊ると左⼿に、⽩壁のシンプルで美しい新校舎と記念講堂が並ぶと、
きっと壮観に違いありませんね。
キャンパスもぐっと広くなります。新し
い建物で学ぶ新しい学科。⾷安全マネジメント学科に将来の夢を抱いて、たくさんの受験⽣が集まり、新⼊⽣の皆さんが⼤いに成⻑されることを
期待しているところです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 19th, 2016 at 8:54 AM

 13

【SWUニュース】韓国語スピーチ⼤会で野⼝美咲さんが奨励賞
12⽉19⽇
12⽉10⽇に駐⽇韓国⼤使館などが主催した
「話してみよう韓国語」
スピーチ⼤会で、国際学科3年の野⼝美咲さんが奨励
賞（3位）に⼊賞しました。今年で21回⽬を迎える⼤会で、昭和⼥⼦⼤学の学⽣が⼊賞したのははじめてのこと。
スピーチの内容は韓国への留学で野⼝さんが感じたこと。⽇本語に訳しづらい⾔葉を⾒つけ、
それを通して韓国の⽂化を
知ることが楽しみになったそうです。⾔語は単なるコミュニケーションツールでなく、
その国の⽂化や国⺠性を感じることが
できると話しました。

 Timeline Photos - December 19th, 2016 at 10:47 AM

1

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
12⽉15⽇
第3期⽣･韓国留学便り ∼国⺠⼤学校 10⽉編∼
＜授業で⼤変なことは何ですか＞
他国の留学⽣との意思疎通が⼤変です。
それぞれ中国⼈・ベトナム⼈・ロシア⼈ならではの発⾳や考えがあり、
グループで物事を決めたりする際
には話し合いがスムーズに進まないことがあります。
お互いに⽂化の違いであると考え、意⾒を押し付けないように⼼がけ、⼀つ⼀つ話し合って解
決しています。
＜学⽣寮での⽣活で楽しかったことは何ですか＞
ロシア⼈2⼈、⽇本⼈2⼈と同部屋です。最近徐々に親しくなり、会話も増えました。先⽇、夜中に寮のコンビニにカップラーメンを買いに⾏こうと誘
われました。体に悪いと知りつつ、
「 太るね」など話しながら⾷べるのも楽しかったです。
＜開天節は何をしましたか＞
友⼈とインチョンにある童話村へ壁紙アートを⾒に⾏きました。寮からは2時間半の遠出でしたが、留学中に韓国の隅々まで訪れることを楽しみ
にしていました。KTX
（ 韓国⾼速鉄道）に乗って⽇帰り旅⾏もしてみたいです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 19th, 2016 at 12:57 PM

6

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
12⽉15⽇
第3回国際障がい者デーイベント
昭和⼥⼦⼤学福祉社会学科では、12⽉3⽇の国際障がい者デーにちなんだイベントを毎年開催しています。今年は、毎年好評を得ているバリアフ
リー絵本展や障がい者施設の⽅による物品販売、皆さんに知ってほしい
「障がいに関するマーク」の発表、北欧の福祉を学ぶ「北欧福祉研修」のご
紹介などなど、盛りだくさんの内容を企画しました。当⽇は多くの⽅にご参加いただきました。
障がいについて少しでも知ってもらいたい、
という私たちの想いが少しでも伝わったなら幸いです。
ご来場の皆さま、
お忙しい中ご出展を快く引き
受けて下さった団体さまに⼼からお礼を申し上げます。
詳細はブログへ
Shopping Price Comparison Anything related to is so important

 Timeline Photos - December 19th, 2016 at 2:05 PM
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【学科ブログ更新】⽣活科学部環境デザイン学科
12⽉16⽇
ファッションショー報告「前⽇編」
（ 第1回/全3回）
11⽉12⽇･13⽇の秋桜祭で、服飾デザインマネジメントコースがファッションショーを開催しました。2⽇間で約2,000名のお客様にご来場いただ
きました。
お越しいただいた皆様、
ありがとうございました。
ファッションショー前⽇から本番までの記録を
「前⽇」
「 本番/前半」
「 本番/後半」の全3
回に分けてご紹介します。
-----秋桜祭前⽇、私たちはファッションショーのリハーサルを⾒学させていただきました。旧体育館にはステージが設営され、モデルの皆さんが本番
の⾐装とヘアメイクでウォーキングしています。⾐装を作った服飾コースの先輩⽅は、
リハーサルを⾒ているときの表情がとても楽しそうでした。次
回は本番の様⼦を紹介します。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 19th, 2016 at 3:00 PM

4

【国際交流センターブログ更新】
12⽉16⽇
2016年度カンボジア海外教育研修 成果報告会
今年の夏に⾏われた留学プログラム
「カンボジア海外教育研修」に参加した学⽣たちが、14⽇のお昼休みに
「成果報告会」
をひらきました。
プロ
グラムの概要や実習内容を振り返りながら、
それぞれの成果と反省点を発表しました。
⽇本語教育実習では「1万円あったら何を買うか」
というグループワークを⾏い、⽇本⽂化紹介ではお正⽉の遊びに注⽬して折り紙でつくる
「コマ
」
を教えました。英語教育実習では、⼦どもたちそれぞれの教育環境によって英語⼒にかなりの差があることを感じたそうです。
プログラム全体がよく分かる発表であると同時に、次年度以降の参加者のためのアドバイスや注意点なども随所にちりばめられており、今後のプ
ログラム運営の上でも参考になる情報が満載でした！2017年度の募集は2017年4⽉下旬を予定しております。興味のある⽅はお⾒逃しなく！！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 19th, 2016 at 4:52 PM
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【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
12⽉19⽇
街路樹もキャンパスの⽊々もすっかり葉を落とし、冬と歳末の⽇々がやってきた。今週は近しい⼈を送る会が2⽇続き、
「あるはなく無きは数そふ」
思いを深める。
･･･（ 中略）･･･
14⽇（⽔）10時から⽂科省で中教審⼤学分科会。終わって教育課程課で説明を聞く。
その間に、昨⽇、記念講堂に不具合があり、⼥性教養講座
をどうするかという相談。講師をお願いした三越伊勢丹ホールディングスの⼤⻄社⻑に⼤変申し訳なかったがグリーンホールに会場変更。⼤学
に戻って現代ビジネス研究所の運営委員会。新しい研究員にも⽴派な⽅たちが応募してくださっている。
キャリアママインターンシップの紹介記事
が⽇経に。⼤⻄社⻑のご紹介をしてから教育会議。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 20th, 2016 at 9:13 AM

5

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
12⽉19⽇
「第7回 世⽥⾕まちなか研究会」の報告！
こんにちは！鶴⽥ゼミ3年の鈴⽊です。11⽇に⼆⼦⽟川ライズにある東京都市⼤学 夢キャンパスで
「第7回 世⽥⾕まちなか研究会」が開催され、
世⽥⾕区内にある⼤学の8研究室が世⽥⾕での活動を中⼼に発表しました。他⼤学の発表は地域だけでなく、企業とのコラボもあり、同じ世⽥
⾕というエリアでも様々な関わり⽅があるんだなと勉強になりました。
私たちは「三茶・三宿まちなかプロジェクト2016」について、3年ゼミ⽣10名全員がリレー形式で
「三軒茶屋まち道楽」
「 世⽥⾕パン祭り」
「したの
や縁⽇」の3つのイベントの活動内容を中⼼に発表しました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 20th, 2016 at 10:36 AM

5

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
12⽉17⽇
黛まどか先⽣主催の句会
槍⽥良枝教授担当の
「創作Ｂ
（俳句・短歌）」
では、講義の他、実作も⾏います。
これまでに10⽉と11⽉に句会を2度開催しています。受講者は、始
めはただ⾔葉を連ね、17⾳に仕⽴てていましたが、会を重ねるごとに、季語が⽣かされたとても味わいのある句を作れるようになってきました。
12⽉15⽇には、現代を代表する俳⼈であり、今年度から⽇本語⽇本⽂学科客員教授を務める、黛まどか先⽣主催の句会を⾏いました。
です。今回の句会の席題は「冬の星」
と
「柚⼦湯」
です。受講⽣は独⾃性のある季節感豊かな句を詠みました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - December 20th, 2016 at 2:49 PM

2

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
12⽉20⽇
第3期⽣･スペイン留学便り ∼アルカラ⼤学アルカリングア 10⽉編･その1∼
＜⽇本の授業との違いはありますか＞
教員は常に⽣徒とコミュニケーションを取ろうとしています。全体の授業時間がそれほど⻑くないので、集中⼒がベストな状態で授業に臨むこと
ができ、
とても満⾜しています。
＜ホームステイ先での⽣活で⼼がけていることはありますか＞
お⺟さんに毎⽇のご飯の感想をしっかり⾔うようにしています。⾷後はすぐに部屋には戻らずに、⼀緒にテレビを⾒たりして家族との会話を増やそ
うと⼼がけています。
＜アルカリングアでできた友達について教えてください＞
中国と韓国の友達は授業で同じクラスになり、
グループワークなどを経て仲良くなりました。普段の出来事をスペイン語で報告し合うのが⽇課に
なりつつあるので、
このまま続けていけたらいいと思っています。⽇本語を勉強しているスペイン⼈とは、外国⼈との交流会で知り合いました。
スペ
イン語で会話をして気持ちが伝わった時、
とても嬉しいです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 20th, 2016 at 4:47 PM
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【国際交流センターブログ更新】
12⽉20⽇
国際交流Chawa企画「クリスマスパーティ」
（ 12⽉14⽇）
国際交流グループChawaが⼿作りの⼼温まるクリスマスパーティをひらきました♪♪♪テーマは「みんなで⼀緒にクリスマスパーティを作り上げよう！」
。
グループに分かれて、
お菓⼦の家「ヘクセンハウス」
を作りました。完成後は「メリークリスマス☆★☆」
と元気に乾杯！続いて
「スペシャルLIVE」
で
は、留学⽣のアレクサンドリアさんがウクレレ演奏ときれいな歌声を披露してくれました♪ 会場のみんなもうっとり…。最後はみんな⼀緒に
「JINGLE
BELLS」
「 Silent Night」
を歌いました！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 21st, 2016 at 10:25 AM

6

【学科ブログ更新】⼈間社会学部⼼理学科
12⽉20⽇
平成28年度特殊研究講座「犯罪⼼理学」
10⽉29⽇、⼤渕憲⼀東北⼤学名誉教授をお招きして、特殊研究講座「犯罪⼼理学」
を開催しました。第⼀部では「無差別殺⼈の⼼理」
を取り上げ
、国内外の有名な事件を紹介。犯⼈が無差別殺⼈を犯すメカニズムを解説いただきました。第⼆部は「⾮暴⼒⽂化の醸成」についてお話いただき
ました。犯罪の予防のために⼤渕先⽣が提起されたのは、⾮暴⼒⽂化を醸成することによって暴⼒犯罪が減少するだろうという巨視的な⾒通し
でした。特別なことをするのではなく、私たちの社会が⼤切にしているもの、例えば教育や⺠主主義をしっかりと機能させ継承していくことに他な
らないという結論は、⾮常に印象的でした。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 21st, 2016 at 3:08 PM

9

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
12⽉21⽇
国際学科3年･野⼝美咲「話してみよう韓国語」
スピーチコンテスト3位受賞
12⽉10⽇、国際学科3年の野⼝実咲さんが「話してみよう韓国語」
スピーチコンテストに参加し、奨励賞（3位）
を受賞しました。当イベントは「駐
⽇韓国⼤使館 韓国⽂化院、神⽥外語⼤学」主催の韓国語スピーチコンテストで、全国8都市で年に1回開催されます。今年で21年⽬になりますが
、昭和⼥⼦⼤学の学⽣が⼊賞したのははじめてです。･･･（ 中略）･･･
韓国留学中の経験をもとに、⽇本語に訳せない韓国語の
「챙기다(チェンギダ)」
という⾔葉を通して⾒た⽇韓の⽂化の違いについて5分間スピー
チできました。約1年間の韓国留学の成果がこのような形で現れたと⾔えるでしょう。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 22nd, 2016 at 9:20 AM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
12⽉21⽇
⼩学校への出張授業
昭和⼥⼦⼤学附属⼩学校3年⽣が「安全で笑顔あふれる明るいまち」
という学年別テーマ研究に取り組んでおり、今回私たちは視覚障害を持つ
⽅々への理解を深めるという内容で出張授業を⾏ってきました。⼩学校で授業を⾏うのは初めてです。
どのように説明をしたら興味をもってもらえ
るかと悩みながら準備を進め、実際に点字を作ったり、⽩杖を体験してもらうことにしました。当⽇、体験コーナーは⼤⼈気。⽬の⾒えない世界を
体験する中で、
より多くのことに気づいてもらえたと思います。私たち⾃⾝、⼦どもたちならではの視点にも驚かされました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 22nd, 2016 at 10:26 AM

3

【地域連携センターブログ更新】
12⽉15⽇
公開講座「モンゴルとモンゴルの伝統⽂化」
今年度最終となる第8回公開講座を12⽉3⽇にモンゴル⼈留学⽣3名を講師に迎えて開催しました。
テーマは「モンゴルとモンゴルの伝統⽂化」
。ナラソさんからはモンゴル語について、
ハスさんはモンゴルの伝統的な遊び“シャガイ” を紹介してくださいました。
イミンさんは、内モンゴルのフ
ルンボイルで遊牧⽣活をしているご家族について写真を交えて話してくれました。
それぞれの話を現代教養学科のフフバートル教授が補⾜し、
イ
ミンさんにはモンゴルの歌をリクエスト。歌声は地域連携センターのFacebookでご覧になれます。
これで今年度の公開講座はすべて終了となります。来年の公開講座につきましては、詳細が決まり次第、⼤学HP等でご案内させていただきますの
で、
どうぞお楽しみに！
詳細はブログへ
地域連携センターfacebook

 Timeline Photos - December 22nd, 2016 at 12:47 PM

3

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
12⽉21⽇
授業紹介「⽇本⽂学演習ⅡJ
（芥川⿓之介）猪熊ゼミ」
こんにちは、猪熊ゼミです。冬の寒さも極まってきたなか、私たちが取り組んでいるのは、芥川⿓之介の晩年の作品『⻭⾞』
を精読することです。作品を章ごとに割りふり、各々が発表にむけて精読・研究を進めていきます。
そして、物語の⼀つ⼀つ
の⾔葉、⽂章に着⽬し、芥川⿓之介の⼈間関係や⼥性観などにからめて、作品の解釈を深めていきます。
続きはブログへ

 Timeline Photos - December 22nd, 2016 at 1:45 PM

3

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
12⽉22⽇
第3期⽣･スペイン留学便り ∼アルカラ⼤学アルカリングア 10⽉編･その2∼
＜⽇本の授業との違いはありますか＞
コの字型の座席は発⾔や質問などがしやすく、活発な印象を受けます。
グループワークやペアワークがたくさんあり、他の国のお話なども聞けて楽
しいです。
＜ホームステイ先での⽣活で⼼がけていることはありますか＞
家族みんなが揃う⼣飯の時間には、ホストマザーからの質問に答えたり、今⽇学んだこと・やったことをどんな⼩さいことでもたくさん話すようにし
ています。伝わらないところは何度でも⾔葉を変えたり、調べたりして⾔うこと。わからないところはすぐに伝えること。ホストファミリーの⽅々が優し
いので⾃分のテンポでゆっくりと安⼼して喋れることも、少ない時間でも⾃分がたくさん話そうと思える要因の１つだと思ってます。
＜アルカリングアでできた友達について教えてください＞
私たちのクラスは、主に⽇本⼈・中国⼈・韓国⼈の⽣徒で構成されています。⺟語が違うので、会話はスペイン語で⾏います。⼀緒にご飯を⾷べに
⾏ったり、今度遊びに⾏こうと⾔ってくれたり。
アルカリングアを出てからも交流が続けていけそうな友⼈たちばかりです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 22nd, 2016 at 3:23 PM

9

【地域連携センターブログ更新】
12⽉21⽇
学内販売を終えて
こんにちは！管理栄養学科2年の⻄⾙です。12⽉13⽇から4⽇間、Frizzaの学内販売を⾏いました！！購⼊してくださった皆さま、
ありがとうござい
ました。⽇によって来客数に差があったものの、初⽇と最終⽇は30分程度で完売し、
このスピードには、私たちも驚きました！
学⽣考案メニューである
「コトコトきのこのクリームシチュー」
と
「ゴロゴロきのこのバター醤油」はいかがでしたか？？来年も新しいメニューを開発
して販売しようと計画しているので、楽しみにしていてください！！
地域連携センターブログ

 Timeline Photos - December 22nd, 2016 at 4:00 PM

7

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
12⽉21⽇
ソーシャルワークプロジェクトⅠ∼実践活動レポその1
平成28年度から福祉社会学科1年⽣の必修科⽬「ソーシャルワークプロ
ジェクトⅠ」が新しくスタートしました(*^ω^*) 夏に⾏なった実践活動を秋
∼冬にかけて授業で振り返りました。受講⽣の感想をこれから少しずつご
紹介していきますね(^_−)−☆
--こんにちは！福祉社会学科1年のK.Aです。8⽉に世⽥⾕区上北沢にある
「
岡さんのいえTOMO」にボランティアに⾏かせていただきました。
こちらの
施設は、昔の楽しい思い出とともに残った家屋を
「地域の⽅や⼦どもたち
のために役⽴ててほしい」
という岡さんの想いを受け継ぎ、
「 地域共⽣の
家」
として創設されました。私がお⼿伝いした
「開いているデー」
（ 毎週⽔
曜⽇）には、近隣の親⼦や特養⽼⼈ホームのお年寄り、
ときには外国のお
客様もいらっしゃったりします！その他イベント運営にも参加し、近所の皆
さんと流しそうめんをしました！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 22nd, 2016 at 4:29 PM

8

【学科ブログ更新】⽣活科学部環境デザイン学科
12⽉21⽇
ファッションショー報告 本番/前半編（第2回／全3話）
11⽉12⽇･13⽇の秋桜祭。いよいよファッションショー本番を迎えました。“ambition” では、職場で活躍しそうなクールな作品に⾝を包んだモデ
ルさん達の登場に、⼥性の強さを感じました。“perfume” では雰囲気が⼀転。可愛らしいステージに、
ふわっと⾹る初恋の⽢くて淡い⾹りを感じ
ることができた⽅も多かったのではないでしょうか。“color” では照明と⾳響と⾊が⾒事にマッチして、⾊が表す個性を感じました。シーンの前後
半で⾐装の変化も楽しめました。“curiosity” では⼥性の持つ好奇⼼を感じました。かわいらしさや美しさも感じられる⾐装が揃っていました。次
回は後半4シーンの様⼦を紹介します。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - December 22nd, 2016 at 4:57 PM

 41

【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
12⽉22⽇
それでも⼭に登り続けた⽥部井さん
⽥部井淳⼦さんは、英⽶⽂学科(今の英語コミュニケーション学科)を1962（ 昭和37）年に卒業された本学の同窓⽣です。病気でご療養中のところ
、10⽉20⽇にご逝去されました。本当に残念でたまりません。
1939（ 昭和14）年、福島県⽥村郡三春町にお⽣まれになり、⼤学卒業後、社会⼈の⼭岳会に⼊会、⾕川岳や⽇本アルプスなどの冬⼭や岩登りに
次々と挑戦されました。
そして、1975（ 昭和50）年には、世界最⾼峰のエベレストに⼥性として世界初の登頂に成功されたのです。
キャンプで雪崩
に巻き込まれて負傷した時、隊⻑は「下⼭」
を命じたのにも拘わらず、
「 私は登り続ける」
という固い意志で、
どうしても登頂を譲らず、歩みを⽌めな
かったそうです。35歳の時でした。
エベレスト登頂で、男社会だった登⼭界をも変えた、世界を変えた⽅でした。
･･･（ 中略）･･･
⽥部井さんは、がん発病後も登⼭を続けられ、
「 体に負荷をかけないほうがいい」
と周りからアドバイスをされても、⼭登りをしているときのほうが
元気でいられるし、
ベッドで寝ていてもちっとも幸せじゃない、
と語られ、⾁体的にも精神的にも何にも負けない強い信念をお持ちの⽅でした。
12⽉18⽇、⽥部井さんとともに活動し、
また、⽀えていた⽅々が世話⼈となって、本学で
「⽥部井淳⼦さんを送る会」が⾏われました。在りし⽇の
⽥部井さんを偲ぶたくさんの⽅々が参会。世界で活躍された私たちの素晴らしい先輩に、平成18年度に続き来年度の⼥性教養講座の講師とし
て、2回⽬となる後輩たちへのご講演をお願いすることに決定していました。
お話をお聞きすることが出来ず、本当に残念です。

詳細はブログへ
Shopping Price Comparison Worlds biggest super f an right here

January
2017

【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
1⽉30⽇

寒さも緩んできたが、⽇曜⽇は⼤学のＡ⽇程試験。8時過ぎに⼤学に⾏っ
たが、三軒茶屋から⼤学までぎっしり受験⽣が歩道を埋めているのに感
動。この⼗年...

47 likes
64 photos shared
0 statuses posted

January 2017
 Timeline Photos - January 6th, 2017 at 9:03 AM
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 Timeline Photos

4

January 6th, 2017 at 11:01 AM

【学科ブログ更新】⼈間社会学部初等教育学科
12⽉22⽇
卒業⽣との懇談会を開催しました
11⽉26⽇に、⼩学校・幼稚園・保育園にお勤めの卒業⽣10名をお招きして毎年恒例
となりました懇談会を開催しました。教師や保育者の仕事とはどのようなものなのか、
その魅⼒とは何か。⼦どもとの触れ合いの中で⽇々どのようなことを感じているかなど
、20代の若い先⽣たちがさまざまなエピソードを交えながらお話し下さいました。
詳細はブログへ

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
12⽉24⽇
⽇⽂留学カフェ：韓国留学リポート
（11⽉15⽇開催）
「留学を体験した⼈に、
これから留学したい⼈が話を
聞く場」
として始まった⽇⽂留学カフェ。今回のテーマ
「
韓国留学」には、認定留学を経験した4年⽣のほか、
韓国から留学⽣2名がアドバイザーとして出席してく
れました。少⼈数であるからこそのアットホームなラン
チミーティングができました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 6th, 2017 at 1:34 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
12⽉25⽇
第3期⽣・スペイン留学便り ∼アルカラ⼤学アルカリングア 10⽉編・その3∼
＜⽇本の授業との違いはありますか＞
全ての授業で机がコの字に並べられています。
クラスメイト14名と顔を⾒合わせながら授業を受け、わからないところがあればすぐに先⽣に質問
することができる環境です。
＜ホームステイ先での⽣活で⼼がけていることはありますか＞
家族全員が揃う⼣⾷や休みの⽇などにたくさん話すようにしています。
コミュニケーションをとるために、
どんな些細なことでも⾃分が思っているこ
とをちゃんと⼝に出すことを⼼がけています。
＜アルカリングアでできた友達について教えてください＞
韓国⼈の友達とは何度か⼀緒にご飯を⾷べに⾏きました。
もちろんスペイン語で会話しています。
スペイン⼈の友達もできました。
スペイン語を話
す機会が増え、楽しみながらスペイン語を学んでいます。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 6th, 2017 at 2:53 PM
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【昭和ボストンブログ更新】
12⽉7⽇
Showa Festival: Kawaii Culture
Showa festival was hold on December 4th and 5th. We introduced about “Kawaii” culture. Kawaii culture is popular for J
apanese young girls, especially who often go to Harajuku. We made the big cake and imaged the Monster café which is
in Harajuku. Also, we introduced Japanese ‘Kawaii’ idols. Many people came in our room and especially American girls
was interested in ‘Kawaii’. It was a good memory for us.
昭和ボストンブログ

 Timeline Photos - January 6th, 2017 at 3:59 PM
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【学科ブログ更新】⽣活科学部環境デザイン学科
12⽉26⽇
ファッションショー報告［本番/後半］
前回に引き続き、本番後半のステージの様⼦をご紹介します。今回紹介するのは、
ファッションショー後半の4シーンです。
それぞれに個性があり、
素晴らしいステージに仕上がっていました。
" pain " は⾐装の素材を⿊で揃えており、
どのチームより迫⼒とインパクトがありました。" only " は⾐装の⽣地にこだわっていて、
とても繊細な
フリーレースが印象的でした。“ glamour ” はサテン⽣地を使⽤し、
セクシーで上品なステージを展開しました。"sanctuary ”は妖精のようにフ
ワフワした雰囲気の⾐装と⾳楽が特徴的で着飾った美しさではなく、⾃然の美を匂わせる演出でした。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 6th, 2017 at 4:52 PM
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【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
12⽉26⽇
あっという間に今年もあと1週間となった。公務員時代は予算が御⽤納めの28
⽇までに終わらないこともしばしばあった。
それでも1週間の正⽉休みは1年に1
度のlong vacation で年賀状を書いたり、原稿を書いたり、⼤掃除をしたり忙し
く過ごしていた。
･･･（ 中略）･･･
22⽇（⽊）冬休み前の最後の1⽇で⼼せわしい。中国⼤使に講演に来ていただく
ことをセット、
こども園で⾃転⾞について注意を受けてびっくりがっかり。公⽤⾞よ
り⾃転⾞のほうが経費も掛からず健康にも環境にもいいのに。10時40分⼤学ミ
ーティング。午後はいろいろな案件の処理。18時30分からセルリアンタワーで温
交会。たくさんの教職員とお話しできてよかった。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 10th, 2017 at 11:01 AM
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【昭和ボストンブログ更新】
12⽉9⽇
Showa Festival: Wing 5
Showa Festival was held on last weekend from December 4th to 5th and wing5 explained American people about
Ninja!! We started to plan for the festival one month ago but we could not meet schedule, so we couldn’t sleep two
days before the festival. While some members wrote a fusuma and a shoji to use as wallpapers, others made some ga
mes like OX game and a spot the difference, it is 間違い探し in Japanese. In addition, we were particular about the deco
ration outside of our room. We created wallpapers like a castle wall and tiled roofs. However it was too diﬃcult to
make them with only papers, cardboards and paint so we had to think creatively how to make them. We exhausted
our own wisdom. And we made Ninja using origami to give people coming to our booth them as a gift. As a result, all e
xhibitions had just prepared!
続きはブログへ

2
 Timeline Photos - January 10th, 2017 at 1:20 PM
【地域連携センターブログ更新】
12⽉22⽇
2016最終mtg & X’mas
管理栄養学科2年の平岡由⾐です。
セモアにて年内最後のミーティングを企画したところ、
シェフの野本さんが素敵なクリ
スマスランチを⽤意してくれました！とり天、⽣ハム、
パスタなど⼤満⾜のランチとなりました。来年も⼼を新たに美味しいも
のを作り出していければ良いと思います。
続きはブログへ

 Timeline Photos - January 10th, 2017 at 2:20 PM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部初等教育学科
12⽉24⽇
［授業紹介］⽐較教育（12⽉5⽇）
都内にあるウィローブルック・インターナショナル・スクール園⻑の前⽥郁代先⽣にお越しいただき、
「 ⽇本の幼稚園との違い」、
「グローバル乳幼
児教育者が⼼かけたい17か条」、
「 探求型教育」等についてお話いただきました。学⽣の中には、将来、保育者や幼稚園教諭を⽬指す⼈も多くい
て、熱⼼にメモを取っていました。
学科ブログ
Barry Costa Looks very interesting.

 Timeline Photos - January 10th, 2017 at 3:01 PM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
12⽉22⽇
ソーシャルワークプロジェクト∼実践活動レポその2
福祉社会学科1年⽣必修科⽬「ソーシャルワークプロジェクトⅠ」の実践活動レポ第2弾をお届けします！
-----福祉社会学科のユライです。私は9⽉12⽇∼16⽇の5⽇間、宮城県⼥川町で海岸清掃や地域交流などの復興⽀援活動をしました。地域の繋がり
や絆を⼤切にし、協⼒して町の復興に⼀⽣懸命取り組んでいる地元住⺠の姿が印象的でした。東⽇本⼤震災の⼤津波の被害をうけた苦しい記
憶を乗り越えて、
この町を愛し、
この町で⽣きていきたいという⼈々の強い思いに感動しました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 10th, 2017 at 4:14 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
12⽉29⽇
第2期⽣･ドイツ留学便り ∼ライプツィヒ⼤学 10⽉編∼
＜授業には慣れましたか＞
分からない単語を毎⽇書き出して覚えたり、
ドイツでの⽣活･⼿続きなどのサポートをしてくれるドイツ⼈のチューターさんやクラスメイトとドイツ語
で話したりしているうちにドイツ語での授業にも慣れてきました。
＜寮での⽣活で楽しかったことは何ですか＞
⾃分の寮ではありませんが、⽇本⼈歓迎パーティーに招待されました。私は語学学校に通っているのですが、参加者のほとんどのはライプツィヒ⼤
学学⽣で、中には⽇本語が話せる外国⼈もいました。
＜あなたにとって今⽉の⼤イベントは何ですか＞
⼀つ上のクラスにいけるかどうかの重要なテストに合格し、初級クラス
（A1）からA2に上がることができました。
テストが終わったあとは友達とみ
んなでパーティーをして楽しみました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 10th, 2017 at 4:59 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
1⽉10⽇
［学⽣レポート］卒業論⽂・制作提出
英語コミュニケーション学科4年のイクミです。本⽇10⽇は、卒業論⽂提出⽇でした。振り返ってみれば、⼆年次のボストン留学中にゼミが決定し、
三年次後期には研究テーマを決めて資料などを集め始めました。･･･（ 中略）･･･私は英語で論⽂を書いたので、最初は⾊々不安もありましたが、
最後まで親⾝になって⽀え続けてくれたゼミの先⽣からのアドバイスや、⼀緒に歩んできた友⼈達のおかげで、無事に書き終えることができました
。
とても感謝しています。
今は達成感でいっぱいであると同時に、計画的にやり遂げることができた⾃分を誇りに思います。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 11th, 2017 at 9:57 AM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部初等教育学科
12⽉28⽇
⼩学⽣に海外体験を語る
12⽉6⽇、松本ゼミの学⽣が都内⼩学校の3年⽣のクラスを訪問し、発展途上国の⼦どもたちや⼈々について話をしました。発展途上国を訪れた
学⽣は、
フィリピンでは孤児院やストリートチルドレンの施設に⾜を運び、
スリランカでは井⼾掘りを⾏なったそうです。貧困、不便、不衛⽣、不⾜、
危険。
そのような中にあっても、⽇本では感じたことのない
「⼈と⼈とのつながり」
「 ⼈の温かさ」
を体感し、気付いたことを⽇本の⼦どもたちに伝
えたいと思ったのだといいます。最初はとても活発に学⽣の話に反応していた⼦どもたちが、終盤は真剣に⽿を傾ける姿が印象的でした。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 11th, 2017 at 11:02 AM
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【昭和ボストンブログ更新】
12⽉22⽇
Wing Christmas Party
Hello! We are Wing 7! On December 21st, we had Christmas party.We exchanged Christma gifts each other as a seacret
santa. Every body got wonderful presents!There is only few days left this year too. Also our Boston life will ﬁnish soon…
We have to make a effort for last the last day of Boston. Merry Christmas! Have a nice holiday!
昭和ボストンブログ

 Timeline Photos - January 11th, 2017 at 12:56 PM
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【Leaders Academy in SHOWAブログ更新】
1⽉10⽇
Aチーム
「⼤計測会＆健康セミナー」
（ 2016年11⽉28⽇）
株式会社タニタ様にご協⼒いただき、
リーダーズアカデミーAチームが「⼤計測会＆健康セミナー」
を主催しました。
プロスポーツ選⼿も利⽤するプ
ロフェッショナル仕様の体組成計と⼥性向けに作られた
「La Muse」シリーズの計測機器をお借りし、多くの学⽣に計測を体験してもらいました。
学⽣は⾃分⾃⾝の⾝体の細かなデータや初めて⾒る美脚度という指標に盛り上がっていました。
続いて開催したセミナーでは、
タニタ社員の⽅に、
「 健康美⼈の作り⽅」
というテーマで講演していただきました。昭和⼥⼦⼤の学⽣が健康美⼈に
近づき、健康を⼟台に様々なことに対して活動的な⼤学になるために⼤切なお話ばかりで、
とても勉強になりました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 11th, 2017 at 1:56 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
1⽉3⽇
第7期⽣･中国留学便り ∼上海交通⼤学 11⽉編･その1∼
＜テスト対策はどのようなことをしましたか＞
先⽣が教えてくれる範囲や重要点を元に、
また先輩達にどんな問題が出題されるかを聞き、ポイントを重点的に勉強しました。
＜あなたにとって今⽉の⼤イベントは何ですか＞
学校の旅⾏に参加し、
バスで3∼4時間ほどかけて安吉と⻄塘へ⾏ってきました。安吉では滝の流れる場所を⽬指して⼭登り。
マイナスイオンを存
分に浴びることができ気持ちよかったです。2⽇⽬は⻄塘へ移動し、動物園と⻄塘古墳を訪れました。⽔辺には船が浮かび、撮影した写真はどれ
も絵に描いたように美しかったです。今回の旅⾏では多くの⼈々と新たに交流を深めることができました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 11th, 2017 at 4:00 PM

6

【地域連携センターブログ更新】
12⽉23⽇
ゆったり Book Spot企画
こんにちは！初等教育学科3年の鈴⽊智葉です。SeTaBi Cafeに本棚を設置する企画『ゆったりBook Spot』に向けて、11⽉下旬から12⽉上旬に
かけて学内で図書の寄付活動を⾏いました！集まった本はなんと153冊！寄付してくださった多くの皆様、
ご協⼒ありがとうございました。
今⽇はSeTaBi Cafeへ本棚を設置に伺いました。夏から練った企画がついに形となり、感無量です。
これから感想カードや栞も作って、
さらに企画
を盛り上げていきます！
ぜひ皆様もSeTaBi Cafeに本を読みにいらしてくださいね。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 11th, 2017 at 4:56 PM
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【国際交流センターブログ更新】
1⽉11⽇
2017年度後期トビタテ留学JAPAN ⽇本代表プログラム第7期説明会
12⽉から募集開始となった
「第7期トビタテ留学JAPAN⽇本代表プログラム」の概要説明会を2回にわたり実施しました。⽂科省作成のプログラ
ム説明資料に沿って、制度の⽬的や特性、応募可能な4コースについて説明したほか、本学で過去に採⽤された先輩の事例や、留学計画を⽴て
る上でのポイントなどを紹介しました。説明会にはトビタテ2期⽣の先輩Kさんも駆けつけてくれました。⾃⾝がどういったきっかけでトビタテへの
応募を決意し、
どんな計画を⽴てて、実際留学してみてどうだったのかなど、
リアルな体験談を話してもらえました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 12th, 2017 at 10:03 AM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
1⽉5⽇
第7期⽣･中国留学便り ∼上海交通⼤学 11⽉編･その2∼
＜テスト対策はどのようなことをしましたか＞
テキストの復習以外に授業内で⽤いたプリントなどにも⽬を通し、単語の意味を調べ、⽂法を確認しました。
＜寮⽣活で⼤変なことは何ですか＞
お⾵呂です。今の時期はとても体が冷えますが、⽇本と違って浴槽がありません。シャワーだけで体を温めなければなりません。冬の寒さに負けな
いように沢⼭動こうと思います。
＜あなたにとって今⽉の⼤イベントは何ですか＞
友達に誘われて油画に挑戦したことです。普段、学校や授業について考えてばかりいましたが、絵を描いている間だけは、学校のことを忘れてい
ました。
もちろん学習も⼤切ですが、少し勉強から離れて息抜きすることの必要性も感じました。現地の⼈たちと楽しく交流しながら過ごすことがで
きたので、本当に充実した時間になりました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 12th, 2017 at 11:56 AM
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【昭和ボストンブログ更新】
1⽉6⽇
Traveling to New York
Hi, I’m Rei from Wing2. I had been in New York during this winter vacation. I spent a great time there through
Christmas and New Year’s Eve. Spending New Year’s Eve in Time’s Square was top of my dream in my life. I was glad th
at my dream came true. However, standing for a long time in crowded Time’s Square was harder than I expected. I tho
ught I don’t want to celebrate New Year’s Eve in Time’s Square again though it was really amazing. It was the most
delightful moment in my life here the United States. I hope everyone will have a great year.
昭和ボストンブログ

 Timeline Photos - January 12th, 2017 at 3:36 PM

8

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部歴史⽂化学科
1⽉10⽇
卒業論⽂提出⽇
今⽇は卒業論⽂提出⽇です！歴史⽂化学科は午前10時から学科教授室で受付を開
始します。15分前にはすでにたくさんの学⽣が教授室前に並んでいました！4年⽣のみ
なさん卒業論⽂作成お疲れ様でした。
学科ブログ

 Timeline Photos

9

January 13th, 2017 at 9:15 AM

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
1⽉10⽇
根本ゼミの活動報告書が完成しました♪
根本ゼミ4年⽣9名は、3年次に、障がいのある⼈や⼦
どもたちが利⽤する療育機関、⼩学校、福祉作業所等
で1年間のボランティア活動を⾏ない、利⽤者の皆さ
んとの交流を通じて実際に必要な⽀援について学ん
できました。
この度、活動の記録を報告書にまとめるこ
とができました♪
あと3か⽉ほどで卒業を迎えるゼミ⽣たち。本⽇は報
告書の完成を祝してジュースで乾杯！
（卒業論⽂も頑
張ったね！）
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 13th, 2017 at 10:09 AM

2

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
1⽉13⽇
学⽣企画ガラ・コンサート開催まであと1週間！
現代教養学科「アートマネージメント」10周年記念 学⽣企画ガラ・コンサート開催まで残すところ1週間となりました。受講⽣⼀同、本番にむけラ
ストスパートで頑張っています！授業ではみんなで最終確認をし、
さらには学科の仲間にもコンサートを聞いてもらいたく広報活動中！会場には10
年間の歴史を振り返ることのできる展⺬設置を考えています。
チケットはまだまだ販売中で、当⽇券もございます。多くのみなさまのご来場をお待ちしています！
■現代教養学科ホームページ
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 13th, 2017 at 12:25 PM

2

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
1⽉13⽇
［学⽣レポート］FSP交流会（1⽉12⽇）
英語コミュニケーション学科1年でFSP17のモモカです。12⽇の昼休みにFSP15の先輩⽅との交流会を⾏いました。寮や授業、ボストンでの過ご
し⽅について、実際に写真を⾒せていただきながら沢⼭のお話を聞くことができました。私たちが抱えていた疑問や不安などを解決できる良い機
会になったと思います。出発の⽇がだんだんと近づいているのを感じ、新しい⽣活への期待が⾼まりました。
出発までおよそ2か⽉半。
より充実した留学⽣活を送れるよう気を引き締め、
しっかりと準備をしていきたいと思います。
学科ブログ

 Timeline Photos - January 13th, 2017 at 1:26 PM

5

【国際交流センターブログ更新】
1⽉12⽇
Lesly University交流訪問（1⽉10⽇）
本学の協定校であるレスリー⼤学から15名の学⽣さんが来校され、
キャンパスアテン
ダント
（CA)の学⽣5名が、当⽇の司会進⾏やキャンパスツアーを担当しました。今回の
交流レクリエーションは、
レスリー⼤学からの提案で
「お互いの似顔絵」
を描き合いまし
た！楽しく会話をしながら描き終えたところで発表タイム。はじめは⼾惑う姿もみられま
したが、ゲームとはまた違った雰囲気の楽しさがありました！
詳細はブログへ

 Timeline Photos

2

January 13th, 2017 at 4:02 PM

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
1⽉10⽇
第7期⽣･韓国留学便り ∼ソウル⼥⼦⼤学校 11⽉
編∼
＜テスト対策はどのようなことをしましたか＞
とにかく教科書に出てくる⽂法を優先的に練習しまし
た。
また、
ニュースを⾒て話の内容を理解し、単語を聞
き取れるように努めました。
＜あなたにとって今⽉の⼤イベントは何ですか＞
パワーポイントでの発表を2つ抱えるほか、
ゴルフと語
学堂の期末テストに追われました。⽇本の観光地や年
中⾏事について発表したのですが、⽇本について理
解を深めてから留学に⾏ったほうがいいと先輩たち
が話していたのを思い出しました。⽇本を振り返る良
い機会でした。語学堂最後の⽇にはチキンとピザパ
ーティーをしました。
まだ3か⽉しか経っていませんが、
中国のお姉さんたちとお別れするのがすごく寂しいで
す。5級の語学堂でもみんなと⼀緒に頑張ろうと思いま
す。

詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 13th, 2017 at 5:40 PM
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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
1⽉13⽇
昭和ボストンでの成⼈式
本学では、ボストン留学中に成⼈を迎える学⽣の為に現地で毎年成⼈式を⾏っています。
今年は、
１⽉6⽇（⼟）にボストン留学中の学⽣202名の成⼈を祝って、在ボストン総領事道井緑⼀郎⽒をご来賓としてお迎えし、昭和ボストンの
レインボーホールで成⼈式を⾏いました。⽇本からいらした学⽣のご⽗⺟やご家族が21名も参加してくださり、
まず坂東理事⻑からのメッセージ
を昭和ボストンのシュワルツ学⻑が⽇本語と英語で代読され、写真にあるような式次第に沿って挙⾏されました。⼀⽣の思い出に残るような、和
やかな中にも厳粛で素晴らしい成⼈式でした。式の後には、寮のウイングごとに記念撮影を⾏いました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - January 16th, 2017 at 10:09 AM

5

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
1⽉10⽇
NPOインターンシップ報告会
発展途上国の⼦どもを⽀援する国際協⼒団体でのインターンシップを経験した学⽣4名による最終報告会を国際学科で開催しました。学⽣達は
今夏に2名ずつ、
「 公益財団法⼈ プラン・インターナショナル・ジャパン」
と
「特定⾮営利活動法⼈ 幼い難⺠を考える会」の東京にある本部事務
所にて就業体験をさせていただきました。
プラン・インターナショナル・ジャパンでは中⾼⽣を対象にした読書感想⽂コンクールを⼿伝いました。参加した学⽣は⾃⾝の主体性のなさに気
づき、新たな⾃分を発⾒する機会となったそうです。
幼い難⺠を考える会では、
おやつ募⾦についての企画提案、布製のお⼈形づくりのための布チョッキンの型紙作り、Facebookやホームページの
記事作成を⼿伝いました。⼈と⼈との繋がりの⼤切さ、企業の社会貢献活動など、国際協⼒を⾏なうNGO活動について学ぶことが多かったとの
ことでした。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 16th, 2017 at 12:47 PM

 20

【輝け☆健康「美」
プロジェクトブログ更新】
1⽉15⽇
パン製造を学ぶ会
管理栄養学科・健康デザイン学科の2･3年⽣の交流と技術⼒アップを⽬的に、総勢64名の履修⽣が12⽉7⽇に
「後期 パン製造を学ぶ会」
を開
催しました！今回はフォカッチャとカラフル野菜パンの2種類に挑戦。
カラフル野菜パンは具材と⽣地をクロスさせていく⼯程にとても⾼度な技術
＆センスが必要でした。焼き⽴てパンの芳⾹や美味しさを実体験でき、感動的でした。
詳細はブログへ

Barry Costa Wow.

 Timeline Photos - January 16th, 2017 at 4:44 PM

 15

【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
1⽉16⽇
あけましておめでとうございます。2017年も、
もう2週間経過し、14⽇・13⽇と厳しい寒波の中センター試験が⾏われた。学⻑の間はキャンパスに
いなければならなかったのだが、今年は任せることができる。
その分少し⼿持無沙汰。断り続けているうちにこの週末に多かった新年会の声もか
からなくなった。
･･･（ 中略）･･･
11⽇（⽔）は朝⼤学で打ち合わせなどしてFM東京でラジオ番組の収録。拙著「⼥性リーダー4.0」について。いい本だと思うがまだ売れていない。
14時⾼尾さんと⼭中さん、健康デザインの将来像などについて話す。16時30分からリーダーズアカデミー最終発表。中間発表の時からだいぶ進
化してよくなった。
Ｂチームが優勝。
「リーダーとはチームの⼀⼈⼀⼈の⼒を引き出すこと」
という⾔葉が印象的。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 17th, 2017 at 9:02 AM

8

【昭和ボストンブログ更新】
1⽉13⽇
Showa Festival Prep
Here are some additional photos of Showa Boston’s annual festi
val, held last month. Our students worked hard to make the ev
ent a success, but these pictures show that they had some fun
as well!
昭和ボストンブログ

 Timeline Photos - January 17th, 2017 at 10:14 AM

4

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
1⽉12⽇
第7期⽣･韓国留学便り ∼国⺠⼤学校 11⽉編∼
＜テスト対策はどのようなことをしましたか＞
教科書に出てくる単語のリストや⽂法をまとめました。予め出題された問題については、解答を考えて韓国⼈の友⼈
やグローバルバディに推敲してもらいました。各国のことを聞かれることも多かったため、⽇本のことについて調べるこ
ともありました。
＜あなたにとって今⽉の⼤イベントは何ですか＞
韓国に来てから親しくなった東海⼤学の友⼈らとTOPIC試験を受けに⼤邱まで⾏ったことです。KTXのチケットや⾼
速バスの予約などのほとんどを⾃分たちで⼿配出来たことに達成感を感じました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 17th, 2017 at 1:00 PM

9

【国際交流センターブログ更新】
1⽉16⽇
国際交流Chawa企画「お正⽉イベント」
今⽉7⽇、留学⽣に⽇本ならではのお正⽉遊びを知ってもらうべく
「お正⽉だよ！みんな揃って初笑い！∼⽇本の遊びをやってみよう！∼」
をテーマ
にChawaがイベントを開催しました。
参加した留学⽣たちは「福笑い」
と
「（ことわざ）かるた」に挑戦。⽬隠しをした学⽣に⼀⽣懸命に⽇本語で指⺬を出したり、必死にかるたの札を
取り合ったり、全員でとても盛り上がりました。最後に、留学⽣に⼤⼈気の
「抹茶」
を使って、⽇本の冬の定番「おしるこ」
を作りました。
とっても好評
で、みんな
「美味しい♪美味しい♪」
とおかわりしてくれました！！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 17th, 2017 at 4:55 PM

 10

【昭和ボストンブログ更新】
1⽉14⽇
Showa Festival Pictures
Keeping with yesterday’s theme, here are some extra photos from the festival itself. Special thanks our Showa Soran B
ushi performers and to the Wellesley College Taiko Group for being involved.
昭和ボストンブログ

 Timeline Photos - January 18th, 2017 at 1:06 PM

4

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
1⽉18⽇
ソーシャルワークプロジェクトⅠ∼実践活動レポその7
福祉社会学科1年⽣必修科⽬「ソーシャルワークプロジェクトⅠの実践活動レポ第
7弾をお届けします。
------こんにちは！福祉社会学科1年Kです！夏休みなどの⻑期休暇中に多くの⼦供た
ちを受け⼊れて、⼭岳留学やサマーインターナショナルスクールを⾏っている、⻑
野県の
「フリーキッズ・ヴィレッジ」
を訪れました。⼦供たちと看板を制作したり、早
朝の防災訓練や地元の祭りへ参加したり。初対⾯の⼈と共同⽣活を送るのは私
にとって貴重な体験で、改めて⾃分⾃⾝を⾒直すことができました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 18th, 2017 at 3:01 PM

6

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
1⽉18⽇
［学⽣レポート］FSPボストン出発式
英語コミュニケーション学科1年のミサキです。4⽉から始まるFSPプログラムの出発式に参加しました。代表の学⽣4名が⽬標を宣⾔したり、全体
を⿎舞したり。式は始まりから終わりまで全て英語で⾏われ、いよいよアメリカに⾏くのだという実感が湧きました。
出発までの残り少ない時間、
それぞれ⼼の準備や事前学習に⼒を⼊れ、家族や友達、⼤切な⼈と多くの時間を過ごすなど、やるべきことにも気を
配りましょう！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 18th, 2017 at 4:56 PM

9

【昭和ボストンブログ更新】
1⽉16⽇
Coming of Age
Hello!! We’re Wing 9!! On January 6th, we celebrated coming of age!! We had a party in one of the oldest hotel in Bosto
n, Omni Parker Hotel. We enjoyed a special meal, especially Boston cream pie. After the meal, everyone including teach
ers danced and it as very fun!
続きはブログへ

 Timeline Photos - January 19th, 2017 at 9:22 AM
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【学科ブログ更新】⽣活科学部健康デザイン学科
1⽉18⽇
スポーツイベントを開催しました！
1⽉13⽇に、輝け☆健康「美」
プロジェクトがスポーツイベントを開催しました！5学科50名の学⽣が、CENTRAL SPORTSのインストラクターの号
令と共にひと汗流しました。
まずはエキサイティングにボディシェイプができるBEAT FIGHT ATTACKに挑戦！！世界的に普及しているハタヨガを
ベースに、現代⼈向けにアレンジしたフィールヨガです。たっぷり汗をかいて⼼⾝ともに穏やかに。全⾝をリフレッシュしました！
健康デザイン学科ブログ

 Timeline Photos - January 19th, 2017 at 11:09 AM

4

【学科ブログ更新】⼈間社会学部⼼理学科
1⽉18⽇
平成28年度 臨床現場のOGと語る会
⼼理学科では、毎年、臨床⼼理⼠として活躍されている本学⼤学院⼼理学専攻の修了⽣をお招きして、
それぞれの臨床現場でのお話をうかがっ
ています。臨床⼼理⼠の働く領域は多岐にわたりますが、今回は「教育」
「 産業・医療」
「 療育」の分野でご活躍中のOG3名にご参加いただきました
。
OGを囲んでのフリーディスカッションでは、学⽣たちはグループに分かれて、年齢の近い先輩たちから直接お話を伺いました。仕事について理解
するだけでなく、⾃⾝のキャリアイメージを作るという意味でも良い機会になったようです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 19th, 2017 at 1:16 PM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部初等教育学科
1⽉19⽇
初めての保育実習に向けて
幼児教育コースの2年⽣は、
あとひと⽉ほどで初めての保育実習を迎えます。準備も⼤詰め。
「 保育実習の指導ⅠA」
では冬休みの宿題として教材
作りに挑戦しました。先⽇早速、⼿作り教材を使ったロールプレイを⾏いました。
実演の後は、良かった点・改善点を伝えあいます。ほめるだけでなく、助⾔をストレートに伝えあえるのも初教の学⽣の素敵なところ。互いに学び
合い、⽀え合うことのできる仲間は⼤きな宝です。夢に向かっての第⼀歩、頑張ります。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 19th, 2017 at 2:57 PM

2

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
1⽉19⽇
第3期⽣･スペイン留学便り ∼アルカラ⼤学アルカリングア 11⽉編･その1∼
＜授業の予習・復習は何をしていますか＞
予習は教科書の範囲を⼀通り読み、意味がわからない単語を調べて書き込んでいます。復習では、授業で分からなかった単語を書き込んだノート
を⾒直しています。
＜あなたにとって今⽉の⼤イベントは何ですか＞
ホームステイ先の⽗と⺟の帰省に付き添ってバレンシアへ⾏きました。街歩きをしたり、家族そろって⼣飯を⾷べながらクリスマスの⾏事について
話をしたりしました。他にも、ホストブラザーが出場する試合を観にマドリッドのボクシングジムへ⾏ったり、兄の彼⼥のテコンドーの発表会を観に
⾏きました。毎回ホストマザーが積極的に出かけようと声をかけてくれます。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 23rd, 2017 at 9:55 AM
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【昭和ボストンブログ更新】
1⽉17⽇
Coming of age (Wing 4)
Happy New Year! We are wing4.“Coming of age” was held at Omni Parker House which is the hotel oldest in Boston.
This party is so important for us. Because not only we were 20 years old, but we became adult. We had good dinner su
ch as salad, bread, meat and so on there. “Boston Pie” is so famous at this hotel because they ﬁrstly made it. Of course
, it was so delicious!!! After that, we danced and took a lot of pictures.
昭和ボストンブログ

Barry Costa Glad you became Adults here in the United States.

 Timeline Photos - January 23rd, 2017 at 1:09 PM

4

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
1⽉21⽇
アートマネージメントコンサートへのご来場ありがとうございました！
かねてからお伝えしていた、
「アートマネージメント」10周年記念ガラコンサートが先ほど無事に終了いたしました！
寒い中、たくさんの⽅々にご来場いただき、
そして、多くの出演者や関係者の⽅々に⽀えられ、
ここまでたどり着くことができました。⼼より、御礼を
申し上げます。
現代教養学科ブログ

 Timeline Photos - January 23rd, 2017 at 2:01 PM

5

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
1⽉23⽇
［学⽣レポート］⼩学校模擬授業（1⽉13⽇･20⽇ ）
英語コミュニケーション学科3年のユカです。児童英語教育プログラムの授業の⼀貫として、昭和⼩学校のア
フタースクールで模擬授業を⾏いました。私たちのグループは「お花屋さんゲーム」
というアクティビティを通
して、⾊や花の名前、数字を学んでもらい、
さらに、買い物の時によく使うフレーズ
「May I have ∼」
を使った
授業を計画しました。
--英語コミュニケーション学科3年のマホです。
「 教材研究」の授業で、⼩学校低学年の児童に向けて英語で授
業を⾏いました。
テーマは「動物」。名前だけではなく、⽇本語と英語では鳴き⽅が異なって聞こえることやど
んな特徴があるかについて教えました。後半はクイズゲームやかるた遊びを⾏い、みんなで楽しく復習をする
ことが出来ました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 23rd, 2017 at 5:02 PM
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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
1⽉20⽇
ユメミルミズ
昭和⼥⼦⼤学オリジナルのミネラルウォーターがあるのを知っていますか。名前は『ユメミルミズ』。500ミリリットル、1本90円です。第1弾には、夢み
る⼥の⼦と空を⾒上げて夢⾒る海の⽔をイメージしたラベルがついていました。
これは環境デザイン学科の学⽣がデザインしたものです。⼀⼈⼀
⼈の夢の実現を応援したいという気持ちを込めてデザインしてくれました。
今年新しく、第3弾が登場しました。
このラベルは環境デザイン学科2、3年⽣6名がデザインしてくれました。良く⾒ると昭和の校章の桜が素敵で
すね。
キャンパス内の⾃動販売機で是⾮、
お求めください。学⽣の間でも⼤⼈気で、炭酸類や⽢いジュース等を飲むより、
こちらの⽅が好まれているよう
です。
続きはブログへ

 Timeline Photos - January 24th, 2017 at 9:12 AM
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【昭和ボストンブログ更新】
1⽉18⽇
Coming of Age (Wing 5)
All of University16 members in wing 5 have become adults legally on January 5, the date is before Coming of Age cere
mony. We celebrated the last member’s birthday that day!! She noticed we planned to celebrate her because she found
a birthday cake! But our surprise would success.
On January 6, we joined Coming of Age ceremony in the morning. Ms. Kaneko came to Boston all the way from Japan m
ade a speech for us. We promised that we have own responsibility in society and contribute to not only Japan but also
all over the world.
続きはブログへ

Barry Costa I think it shows the pride of Showa when the President travels to Congratulate the students. Great job, Madame President.

 Timeline Photos - January 24th, 2017 at 10:13 AM

2

【地域連携センターブログ更新】
1⽉18⽇
印刷現場の⾒学
⼼理学科3年の森本早紀と阿部真優⼦です。本⽇、私たちが制作している情報誌「CONNECT」の印刷を担当している光写真印刷様を⾒学させ
ていただきました。光写真印刷様では、
デザイン制作から印刷・製本まで全てを社内で⾏っています。私たちが普段⽬にしている様々な印刷物が
作られる過程を間近で⾒ることができ、
とても興味深かったです。
また、印刷物はデザインをする⼈・印刷をする⼈・製本をする⼈など、多くの⼈の
⼒によって作られていることも改めて実感しました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 24th, 2017 at 2:46 PM

3

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
1⽉23⽇
［課外授業］裁判傍聴を体験して
遠藤研⼀郎先⽣の授業「市⺠社会の法（法を考える）」の課外授業で裁判を傍聴に⾏きました。学⽣の感想を紹介します。
--裁判傍聴は初めてだったのでとても貴重な体験だった。⼀⽇に様々な種類の裁判が何件も⾏われていて、覚せい剤の事件が多いなという印象
を受けた。私は傷害事件、強制わいせつ事件、覚せい剤取締法違反事件の3種類を⾒た。
（ H.M）
裁判の内容には「新件」
「 審理」
「 判決」があり、
「 審理」は2回⽬以降の裁判で、証⼈を招き、証拠写真を誰が撮影したのか、
どのように撮影したの
か、など⼀つ⼀つ細かく問い質していました。
（ T.A）
裁判を傍聴して、私たちの知らぬ間に１⽇にたくさんの事件が法廷で審議されていることを実感し、
テレビなどのメディアで取り上げられる事件と
取り上げられない事件にはどんな違いがあるのかという疑問を持ちました。
（ K.R)
ニュースにはならない事件でも⼀つひとつに重みがあり、
それに向き合う⽅がいるということが分かりました。
（ N.S）
法廷に向かうと私よりも若い⽅が傍聴席にいたので、安⼼感が⽣まれました。事件内容は傷害事件で30分程度の傍聴でしたが、雰囲気からも終
始緊張していました。
（ I.M）
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 24th, 2017 at 4:59 PM
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【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
1⽉23⽇
⼀年で⼀番寒い⼤寒。⼦供のころの原⾵景に雪の中の寒修⾏のお坊さん鉦の⾳がある。東京の冬は⻘空が美しく、ほかの季節では早すぎたり雲
があって⾒えない朝⽇の出が⾒える時期である。
･･･（ 中略）･･･
18⽇（⽔）は･･･（ 中略）･･･15時30分程永華中国⼤使。時間ぎりぎりに⾒えたのですぐ講演していただく。学⽣はコスモスホールに半分ほど。
もっ
とたくさん聞いてほしかったのだが急遽決めたので仕⽅がない。上海交通⼤学に留学していた学⽣たちは⽴派な中国語で質問してくれてうれし
かった。
この学⽣たちが将来の⽇中の架け橋になるのだ。19時30分からはゴードン夫妻、姫野夫妻と中国料理で会⾷。今⽇は中国デーなので昔
北京飯店で作った真っ⾚な中国⾵ジャケット。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 25th, 2017 at 9:08 AM

5

【昭和ボストンブログ更新】
1⽉20⽇
Vacation
こんにちは、Wing2ビジネスデザイン学科の⽯井と⼭⽥です。Showa Boston滞在中でも、夏休みやサンクスギビングデイ、冬休みや週末などを
利⽤して旅⾏することができます。私たちは夏休みにはフロリダのディズニーワールドへ、冬休みはニューヨークへ年越しに⾏きました。
ボストンもとても良いところですが、せっかくアメリカに来たのであれば、いろいろなところにおとずれてみてはいかがですか。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 25th, 2017 at 10:15 AM

8

【Leaders Academy in SHOWAブログ更新】
1⽉24⽇
Aチーム
「トーク＆ヨガイベント」
（ 1⽉7⽇）
今⽉7⽇、
セントラルスポーツ株式会社様と株式会社シルキースタイル代表取締役⼭⽥奈央⼦様にご協⼒いただき、
リーダーズアカデミーAチーム
が「トーク＆ヨガイベント」
を主催しました。
トークイベントでは、世界初の下着コンシェルジュとして活躍されている⼭⽥奈央⼦様に、
「 下着の⼤切さ」
をテーマに講演していただきました。
ま
た、
セントラルスポーツ株式会社様のご協⼒の下、
ヨガインストラクターの本橋⿇千⼦様をお招きし、
ヨガイベントを⾏いました。
どちらも今後に活
かしたくなる良い経験となりました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 25th, 2017 at 11:19 AM

6

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
1⽉23⽇
［学⽣レポート］内定者懇談会（1⽉18⽇）
英語コミュニケーション学科3年のミサトです。内定をお持ちの現4年⽣に経験談を伺うべく、先⽇、学科主催の内定者懇
談会に参加しました。
お話くださった⽅は英コミの先輩で、環境が似ています。⾃分の就活に活かせる内容を聞くことがで
きました。特に、就活ノートやスケジュール帳、ESの下書きは、
すごく参考になりました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 25th, 2017 at 2:08 PM

4

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
1⽉24⽇
第3期⽣･スペイン留学便り ∼アルカラ⼤学アルカリングア 11⽉編･その2∼
＜授業の予習・復習、⾃習は何をしていますか＞
予習より復習に重点的に取り組んでいます。
その⽇のうちに習った単語を整理
したり、宿題を⽚づけたり。家で集中出来ない時やテストの前には図書館に⾏
って勉強することもあります。
＜ホームステイ先での⽣活で⼤変なことは何ですか＞
テレビニュースの内容が話題になります。⽂化や芸能の話題は⽐較的話しや
すいですが、政治の話になると話すのが難しいです。
「 ⽇本ではどうなの？」
と
聞かれた際、
うまく説明できないことがあります。
＜あなたにとって今⽉の⼤イベントは何ですか＞
以前ホームステイ先で暮らしていた留学⽣の友⼈で中国⼈学⽣がスペイン語
をもっと実⽤的に使いたいとのことで泊まりに来ていました。1週間だけの滞
在でしたが、私よりスペイン語を積極的に話していて、良い刺激になりました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 26th, 2017 at 9:09 AM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
1⽉24⽇
ソーシャルワークプロジェクトⅠ∼実践活動レポその10
こんにちは。福祉社会学科1年のKです。私はこの夏に
「ソーシャルワークプロジェクトⅠ」の実践活動として、横浜の⽯川町にある、
コトラボ合同会
社が⼿がけるヨコハマホステルヴィレッジへ⾏ってきました。他⼤のインターン⽣や個性豊かなスタッフさんと活動する中で様々な学びがありまし
た！
ホステルのお客さんは多様で、出張や旅⾏で使⽤する⽇本⼈だけでなく、外国⼈も多数訪れています！私も実際にフロントの接客に⽴会いました
。様々な服装で、様々な⾔葉を話すけれど
（英語、
フランス語、広島弁等）共通点はみんな楽しそうにしていることでした。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 26th, 2017 at 11:00 AM

7

【昭和ボストンブログ更新】
1⽉23⽇
Boston Life
Hello! We are Wing 9 students! We have only 3 weeks left, so recently we tried to go out and eat delicious food. We we
nt to Boston Burger Company and The Salty Pig to eat hamburger and pizza. Both of them were so big but not so expe
nsive. You should try to go there. We recommend these restaurants!
昭和ボストンブログ

 Timeline Photos - January 26th, 2017 at 1:02 PM

8

【地域連携センターブログ更新】
1⽉22⽇
「⼿づくり郷⼟（ふるさと）賞グランプリ2016」
でプレゼン
今年で31回⽬を迎えた
「⼿づくり郷⼟（ふるさと）賞グランプリ2016」が1⽉22⽇に本学のコスモスホールで開催されました。主催の国⼟交通省よ
りお招きいただき、地域連携センターの志摩センター所⻑と
「鶴岡ガストロノミー・フィールド・ミュージアム」チームのメンバーが参加。鶴岡市での
現地研修で体験したこと、
この体験から何を学び、今後どのように鶴岡市を盛り上げていこうと考えているかを発表しました。･･･（ 中略）･･･
今週末には他⼤学の研究会での活動発表を控え、
メンバーは内容を深めるべく、引き続き準備に取り組んでいます！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 26th, 2017 at 3:47 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
1⽉26⽇
［⼤学院の授業⾵景］⽇本語教育
現在、⼤学院⽇本語教育専攻には、修⼠課程に6名、博⼠課程に5名の⼤学院⽣が在籍し、他にも研究⽣や科⽬等履修⽣として授業に参加する
学⽣たちがいます。留学⽣が多いことが特徴の⼀つで、学⽣数の8割以上を占めます。⺟国を離れて
（おそらく多くのことを犠牲にしてでも）学びた
いという強い動機を感じます。⽇本⼈学⽣は社会⼈で、実際に⽇本語教育現場で教えながら、研究について学びたいという⼈たちで、
こちらも教
授経験に基づいた強い問題意識と熱意が感じられます。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 27th, 2017 at 9:25 AM

6

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
1⽉26⽇
第3期⽣･スペイン留学便り ∼アルカラ⼤学アルカリングア 11⽉編･その3∼
＜授業の復習は何をしていますか＞
その⽇の授業で学んだことを家で復習します。各ユニットで新しい会話表現や単語が毎回出てくるのですが、なかなかすぐには覚えることができ
ません。⾃分だけの単語ノートを作ってわからない単語を整理してまとめています。
＜今⽉の⼤イベントは何ですか＞
⽂化の授業でmuseo de ceraという蝋⼈形館に⾏きました。⽇本にあるマダムタッソーのようなところで、有名なスポーツ選⼿、俳優、
ミュージシャ
ン、歴史の偉⼈などの⼈形が多く置かれています。各グループに出題された共通の課題にメンバー全員が協⼒して取り組み、たくさんの学⽣と交
流を深めることができました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 27th, 2017 at 11:56 AM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
1⽉27⽇
留学カフェ∼⽇本語教育海外実習報告会∼
1⽉18⽇に⽇本語教育海外実習報告会を開催しました。今年度は、韓国の漢陽⼥⼦
⼤学で2名、
ベトナムのハノイ国家⼤学⼈⽂社会科学⼤学で2名、
インドネシアのガジャ
・マダ⼤学で3名の学⽣が⽇本語教育実習を⾏いました。今後参加を検討している学
⽣やゼミの友⼈、教職員等、30名近くが報告に⽿を傾けました。
続きはブログへ

 Timeline Photos

7

January 27th, 2017 at 4:00 PM

【学科ブログ更新】⼈間社会学部初等教育学科
1⽉27⽇
「造形基礎」
と
「図⼯科教育法」の陶芸実習
年末年始にかけて
「造形基礎」
と
「図⼯科教育法」の
授業で陶芸の実習を⾏いました。
「 造形基礎」
では、N
HKの⾼校美術講座にもご出演されていた北郷先⽣を
講師にお招きしました。
2つの授業を合わせて130名以上の学⽣が履修して
います。
ひとりあたり700ｇ強の⾚⼟を材料とし、粘⼟を
こねて空気を抜き、たたら作り、⼿びねり、紐つくり、な
どの技法で成形していきます。授業が終わってから1週
間程度乾燥させて、窯詰め、800度で素焼きしました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 27th, 2017 at 5:25 PM
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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
1⽉27⽇
何の花が咲くのかな
⼤学の正⾨を⼊って校舎に向かう歩道に沿って、植⽊鉢が並んでいます。･･･（ 中略）･･
･
ところが先週の初めごろから、鉢に⿊い⾊のネットがかけられ、鉢を覗くと⼟しか⾒えま
せん。⼟をなじませているのか、
それとも何か種を蒔いてすぐに芽が出るのかなと、毎⽇
鉢を覗いていましたが、何も変わったことはありませんでした。
そして、先週末には何や
ら⼩さな緑⾊の双葉が出てきたのです。何の花だと思いますか？
実はこの鉢にははじめ、
ネットをかけず沢⼭の種を蒔いたそうです。
ところが芽が出ると
ハトがたくさん寄ってきて、
すべて⾷べてしまったそうです。苦⾁の策としてネットをかぶせ
たとのことでした。だんだんに成⻑していますが、
まだ⽇中の気温が上がらず、⼤きくな
りませんね。⼀体どんな花が咲くのかとても楽しみです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 30th, 2017 at 10:05 AM

7

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
1⽉27⽇
［学⽣レポート］上海交通⼤学留学
英語コミュニケーション学科3年⽣のハルカです。上海交通⼤学に認定留学に来て約4か⽉が過ぎました。⽇本で中国語を少し勉強してから留学
に臨みましたが、当初は教科書で学んだ会話表現を⽇常の場⾯で実践しようとしても使いこなすことができず、
とても落ち込んだのを覚えています
。⼀番⼤変だったのは、
クラスメートやルームメートとコミュニケーションをとることです。最初は、英語交じりの中国語を話していましたが、最近で
は、ほとんど中国語だけで会話することが出来るようになりました。今では上海の⽣活にも慣れ、毎⽇楽しく過ごしています。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - January 30th, 2017 at 4:50 PM
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【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
1⽉30⽇
寒さも緩んできたが、⽇曜⽇は⼤学のＡ⽇程試験。8時過ぎに⼤学に⾏ったが、三軒茶屋から⼤学までぎっしり受験⽣が歩道を埋めているのに感
動。
この⼗年努⼒してきたことがやっと⾼校⽣にも届いたと実感。控室がいっぱいで⼊れないとか、古い2号館も使わなければならないとか、
うれ
しい悲鳴。教職員も総動員体制。
･･･（ 中略）･･･
27⽇（⾦）朝、四⾕へ寄って⼤学へ。12時15分から北校舎⼤学9号館の竣⼯式。体育館は⽴派。健康デザイン学科や⾷安全マネージメント学科
の学⽣募集に好影響があればよいのだが。
詳細はブログへ
Barry Costa Another new building on the already spectacular campus? I really wish I could visit Showa to appreciate all the changes and
additions on the campus.

 Timeline Photos - January 31st, 2017 at 9:57 AM

3

【国際交流センターブログ更新】
1⽉30⽇
English Lounge
（1⽉16⽇･18⽇開催）
今回のEnglish Loungeは『Happy New Year !!! 』。各国の新年の迎え⽅」についてのアクティビティでした♪ どの国も、
⾯⽩い⾵習が多く、みんな⽬を丸くして驚いていました！！イギリスのお正⽉はお祭り騒ぎで、普段とは違った華やかなBig
Benを⾒ることができます！！その模様は毎年テレビ中継されるそうで、今年の映像を⾒ることが出来ました。
今学期のEnglish Loungeはこれにて終了☆⼺ たくさんの学⽣さんに来ていただき、
ありがとうございます！！2017年度の
English Loungeも、
もっと英語を⾝近に感じれるようなアクティビティになるように、Teiba＆Lizが⼒を合わせて頑張ります
♪ どうぞよろしくお願いします！
詳細はブログへ

February
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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
2⽉17⽇
昭和⼥⼦⼤学サポーターズ・クラブってどんなクラブ？

「昭和⼥⼦⼤学」と⼤学名が付いていますが「昭和⼥⼦⼤学」は学校法
⼈全体を指しているので、...

35 likes
71 photos shared
0 statuses posted

February 2017
 Timeline Photos - February 1st, 2017 at 9:33 AM
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【図書館ブログ更新】
2⽉1⽇
Tシャツデザイン 投票受付中!!
図書館オリジナルTシャツデザインの投票を3F貸出返却カウンター近くにて⾏っていま
す。投票期間は2⽉4⽇(⼟)まで。選書ツアーや秋桜祭で着⽤します。
図書館にふさわしいと思うデザインにあなたの⼀票を。
図書館ブログ

 Timeline Photos

5

February 1st, 2017 at 11:32 AM

【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネス
デザイン学科
1⽉31⽇
［⼭⽥優⼦ゼミ］第2回合同ゼミ 卒論第2回中間報告
会＆就活相談会
こんにちは、3年ゼミ⻑の⽥邉と副ゼミ⻑の畠⼭です。
会計学を学ぶ⼭⽥優⼦ゼミ。⽇商簿記検定11⽉検定
に挑戦し、3年ゼミ⽣11名のうち新たに4名が3級に、
さらに1名が2級に合格しました！
1⽉12⽇の3年＆4年合同ゼミは、4年ゼミ⽣の卒業論
⽂第2回中間報告会および就活相談会を実施し、1･2
年⽣の希望者が聴講しました。就活相談会では「会計
専⾨職」
「 ⾦融」
「その他」の3つのブースに分かれて、2
･3年⽣が4年⽣に就活に関する相談を⾏いました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 1st, 2017 at 2:31 PM
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【地域連携センターブログ更新】
1⽉8⽇
［鶴岡ガストロノミー･フィールド･ミュージアムプロジェクト］1⽉研修
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科1年⾼橋るりです。1⽉の研修では、冬休みを利⽤して、3⽇間みっちり多くの体験をしてきました！
1⽇⽬は3度⽬にして初めての市内中⼼部の散策や荘内神社、藤沢周平記念館を周り、鶴岡カトリック教会天守堂、商店街を探索したのち、地元
の⾵⼟ガイドさん養成講座に参加しました。2⽇⽬はメンバーがとても楽しみにしていた絵ろうそく体験をした後、漬物屋の本⻑さん、加藤嘉⼋郎
酒造でお話を聞きました。最終⽇は湯⽥川温泉地区を散策しました。かわいい鯛のおみくじがある神社で参拝をしたり、
あば漬け復活プロジェク
トの試⾷会に参加し、
おそらく⼈⽣で最初で最後であろう13種類ものあば漬けをたくさん⾷べ⽐べしながら、みんなで意⾒交換や感想を発表した
りと、
とても濃い時間をすごせました☃
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 1st, 2017 at 4:37 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
2⽉1⽇
［学⽣レポート］⽇本マクドナルド代表取締役社⻑兼CEO サラL. カサノバ⽒講演
英語コミュニケーション学科4年のナツミです。⽇本マクドナルド代表取締役社⻑兼CEOのサラL. カサノバ⽒が、
「グローバル企業における⼥性リ
ーダーシップの育成」
というテーマでご講演をしてくださいました。･･･（ 中略）･･･⽇本の⼥性はもっと⾃信を持って、⾊々挑戦するべきだとおっしゃ
っていました。
また、
もし何かチャンスが訪れた時は、準備万端でなくてもYesと⾔うことが⼤切だと教えてくださいました。私⾃⾝、約5年間マクド
ナルドでアルバイトとして働いていることもあり、最後に質問の機会をいただき、講演後には握⼿や写真撮影までしていただきました。
詳細はブログへ

9
 Timeline Photos - February 2nd, 2017 at 9:28 AM
【地域連携センターブログ更新】
1⽉12⽇
［美術館カフェ・プロデュース］1⽉のミーティング
こんにちは！初等教育学科3年の鈴⽊智葉です。世⽥⾕美術館、世⽥⾕サービス公社の⽅への企画プレゼンに向けてミー
ティングを⾏いました。広報チームは年内に練ってきたSeTaBiCafeのポスター、チラシ、看板のデザインを、
メニューチーム
は今までの成果をお互いに確認し合い、
プレゼンへ気持ちを⾼めました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 2nd, 2017 at 1:11 PM
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【地域連携センターブログ更新】
1⽉11⽇
愛鯛-AITAI昨年の⼭形県鶴岡現地研修の際に⼤漁祭りでお世話になった鶴岡の由良港、⿂⾷⽂化を発信する
「ゆらまちっく海鮮レディース」が、菓⼦製造卸
業「達商」
と⼀緒に開発した
「ふるさと由良の極み焼き菓⼦『愛鯛-AITAI-』」が昨年12⽉に発売されました。⼤漁祭りの時に、味・⾷感、
また、
パッ
ケージについて意⾒を求められていたものが製品化されたとのこと。1⽉研修の際に、製品を届けてくださいました。
イメージ通りの可愛い仕上が
りです。
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 2nd, 2017 at 3:26 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
2⽉2⽇
［学⽣レポート］学⽣研究発表会
英語コミュニケーション学科4年ミズキです。2⽉1⽇に英コミ学⽣研究発表会を⾏い、各ゼミの代表者が、先⽇提出した⾃
⾝の卒論について研究した成果を3,4年⽣に向けて発表しました。私は「⽇⽶の断り表現の⽐較」
というテーマで発表を⾏
いました。
ここに⾄るまで多くの時間を割いて指導していただいたゼミの先⽣や、友⼈からの応援をもらって、無事に終える
ことができました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 3rd, 2017 at 9:09 AM
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【地域連携センターブログ更新】
1⽉27⽇
寒鱈まつり
鶴岡市を活動の場とする2つのプロジェクトの学⽣が、江⼾川区の船堀駅前で開催される、毎年恒例で常連客も多いという
『寒鱈まつり』に参加
しました。
ここ数年で⼀番のお天気という恵まれた天候のなか、鶴岡市の法被を着てお⼿伝い。販売開始前からできる⻑蛇の列に、名物「寒鱈汁」
の⼈気がうかがえました。
来場される⽅の中には鶴岡市ご出⾝の⽅も多く、ねぎらいの⾔葉をかけていただいたり、寒鱈汁の他にもたくさん⽤意された特産品を⾒⽐べ、味
わい、東京にいながら鶴岡を満喫できるイベントでした。
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 3rd, 2017 at 10:16 AM
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【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
2⽉2⽇
プロジェクト表彰式と卒業論⽂最優秀者報告会を実施
本⽇、
ビジネスデザイン学科では学⽣プロジェクト活動の表彰式と卒業論⽂最優秀者報告会を⾏いました。5つの学⽣プロジェクトが表彰されま
した。学⽣によるプロジェクト活動がとても盛んになってきています。
今年度はビジネスデザイン学科第1期⽣が卒業する年となります。卒業論⽂最優秀者報告会ではそれぞれのゼミの代表者1名が壇上に上がり、
市場競争や会計、CSR、ホスピタリティ、
ヒューマンリソース、情報⾏動、
リーダーシップ教育、
マーケティングについて報告しました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 3rd, 2017 at 12:46 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
2⽉2⽇
第2期⽣･ドイツ留学便り ∼ライプツィヒ⼤学 11⽉編∼
＜授業の予習・復習、⾃習は何をしていますか＞
私は復習を重点的にしています。⽇々の授業で覚えたり新しく習ったりするところが多いので復習は⽋かせません。特に新しく聞く単語が毎⽇出
てくるので、聞いたり⾒たりした瞬間に辞書で調べてはマーキングし、単語ノートに書き込んでいます。
＜今⽉の留学⽣活を振り返って＞
語学学校のクラスメイトや⽇本⼈の友達と⼀緒にライプツィヒのクリスマスマーケットに⾏きました。広場に屋台のようなお店が並び、初⽇にも関わ
らずたくさんの⼈がいました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 3rd, 2017 at 3:01 PM
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【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
2⽉2⽇
サラ・カサノバ・⽇本マクドナルドＣＥＯ講演会
1⽉25⽇、
ビジネスデザイン学科･英語コミュニケーション学科･国際学科合同で、英語による講演会を開催しました。
スピーカーは、⽇本マクドナ
ルドＣＥＯのサラ・カサノバ⽒。
グローバル企業マクドナルドで、⽶国に次いで世界第⼆の店舗数を誇る⽇本のトップとして、厳しい経営のかじ取り
を⽇々迫られているビジネス・ウーマンですが、実際にお⾒掛けするカサノバさんは、なんともフレンドリー。会場に到着するや、
すぐに学⽣たちに
歩み寄り、
「マクドナルドではどのメニューが好きですか？」
「ああ、
そのメニューは実はもうすぐリニューアルなのよ、
まだ秘密ね」などと楽し気に語り
掛けてくださいました。講演はすべて、通訳を介さない英語のみでの実施でしたが、学⽣たちは⼀⾔も聞き漏らすまいと集中して聞き⼊りました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 3rd, 2017 at 4:02 PM
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【学科ブログ更新】⽣活科学部環境デザイン学科
2⽉2⽇
卒論・卒計審査会
建築・インテリアデザインコースでは、4年間の集⼤成として、卒業論⽂もしくは卒業設計（まれに卒業制作）のいずれかを選択して取り組みます。
学⽣たちは昨年12⽉23⽇に卒業設計・卒業論⽂を提出。年が明けて1⽉5⽇に卒業設計審査会が開かれました。
Stage1では全員が⾃分の作品について1分間のプレゼンを⾏いました。
そこで選ばれた作品はStage2へ進み、先⽣⽅の講評を受けます。Stag
e 2で選抜された作品はStage3に進み、
もう少し⻑いプレゼンと、⾮常勤の先⽣⽅も加わっての講評です。先⽣たちからのたくさんの質問に必死
で答えたり、
ご意⾒にうなずいたり。
その結果、今年度は優秀卒業設計賞3作品が選ばれました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 6th, 2017 at 3:04 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部歴史⽂化学科
2⽉6⽇
卒業論⽂集を製作しました！
こんにちは、松⽥忍です。1⽉10⽇の卒論提出⽇から約1か⽉が経ち、2⽉3⽇には今年度の⽇本近現代史ゼミ最終回を迎えました。最終回は例
年通り卒業論⽂集を作成しました。
これまで濃密な議論を重ねてきて、
お互いの問題関⼼の意外なつながりなどを楽しんできた2年間でありました。単純に名前の五⼗⾳順に論⽂を
並べるのではなく、わかり合えた想いをベースにして、
「 研究書」的な⽬次にしたいねと話し合って決めたのが、以下の構成です。
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 6th, 2017 at 4:49 PM
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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
2⽉3⽇
太郎傘、次郎傘のお話
⼩学校から⼤学までに受ける授業の種類は、多分400を超えるのではないかと思います。たとえば期末試験の前になると、かなり詳細まで授業の
内容を覚えていたはずなのに、時が⽴つと、はっきりとその内容を覚えている⼈はあまりないのかもしれません。逆にそれは、
その内容が消化され
て、
それぞれの知識となって⾝についているということなのかもしれません。
それに⽐べて、先⽣が授業中やその他の時間に話してくださったエピソードは意外に記憶に残るもので、昭和の卒業⽣が集まるとそういった話に
花が咲きます。
ここでお話する
「太郎傘、次郎傘の話」
も、覚えている⼈の多い話の⼀つです。⼤学の校舎のあちこちにある傘⽴てに⼊っている置き
っ放しの傘を⾒ると、いつもこの話を思い出します。
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 7th, 2017 at 8:59 AM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
2⽉6⽇
海外から⽇本⽂学研究者をお招きしました∼上海交通⼤学 呉保華先⽣∼
上海交通⼤学の呉保華先⽣が志賀直哉の処⼥作の⼀つ、童話「菜の花と⼩娘」
（ ⼤正8年）
を題材として講義をして下さいました。･･･（ 中略）･･･
「志賀直哉を読んだきっかけ、研究しようと思ったきっかけを知りたいです」
「 海外でも⽇本の⽂学をこんなに研究している⽅もいることを知り、嬉し
く思いました。私は中国の⽂学のことなどは全然詳しくないので、海外の⽂学に私も触れてみたいなと思いました」など、講義を聴講し、刺激を受
けた学⽣たちからはたくさんの質問や意⾒が寄せられました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 7th, 2017 at 10:13 AM
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【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
2⽉6⽇
［⼭⽥隆ゼミ］
プロジェクト表彰式
こんにちは！⼭⽥隆ゼミの藤野真理です。いよいよ4⽉から私達の後輩がゼミに⼊ってきます。たくさんの応募を⼤変嬉しく思っています。先⽇、
ビジ
ネスデザイン学科で
『プロジェクト表彰式』
を⾏い、⼭⽥隆ゼミからは「カカオ・エンジェル・プロジェクト」
と
「プロジェクトＴ」の2つが⾒事受賞しま
した！
･･･（ 中略）･･･
たった1年の間に、私達は⼤きく成⻑できたと思います。
「 学修」
と
「実践」、
これが私達のゼミです。努⼒が実を結び、今回の受賞に⾄ったことを⼤
変嬉しく思っています。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 7th, 2017 at 11:19 AM
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【輝け☆健康「美」
プロジェクトブログ更新】
2⽉7⽇
2⽉前半★節分の洋⾵ランチ
今回のH&Bメニューは、
「 節分の洋⾵ランチ」
です。節分をテーマに、⾖まきの⾖、魔除けのために飾るいわしを使⽤しました。サラダは恵⽅巻きに
⾒⽴てました。いわしに含まれるDHAやEPAは脳の働きを活性化させる働きがあります。
また、抗酸化作⽤のある緑⻩⾊野菜と⾷べると効果が⾼
まります。⾖に多く含まれるビタミンB2には疲労回復の効果があります。
寒い季節ですが、春に向けてしっかり⾷べて学期末を乗り越えましょう(*^o^*)
-----＊メニュー＊
・⽩⽶
・いわしのトマトチーズ焼⾁
・恵⽅巻き⾵サラダ
・にんじんとキャベツのカレー炒め
・⾖乳ポタージュ
輝け☆健康「美」
プロジェクトブログ

 Timeline Photos - February 7th, 2017 at 2:45 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部歴史⽂化学科
2⽉6⽇
古⽂書勉強会
こんにちは。⽇本近世史の野⼝です。歴史を勉強する上で、古⽂書を解読していくことは とても⼤事なことですし、
また楽しいことでもあります。･･･
（中略）･･･
勉強会は、
この会を⽴ち上げた現4年⽣のKさんやEさんが中⼼となって下級⽣に教えるという形をとっています。実際に江⼾時代に書かれた古⽂
書を読んでいます。やさしい先輩達が教えてくれるので、
きっと楽しいのでしょうね。
これから歴⽂⽣になる皆さんも、ぜひ参加してみて下さい。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 8th, 2017 at 12:52 PM
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【SWUニュース】坂東理事⻑ゆかりのひな⼈形をお披露⽬！
2⽉8⽇
今年も学園本部館2階にひな飾りを展⺬しました。⼤きさが縦横140cmもある⼤迫⼒のひな壇は、
これまで坂東理事⻑と
ともにプリスペンの総領事公邸や内閣府の男⼥共同参画局⻑室、
そして本学と各地を巡ってきました。
1段⽬は⽴派に着飾ったお内裏様とお雛様、2段⽬に三⼈官⼥、
そして3段⽬には古式ゆかしく七⼈雅楽が続く7段飾り。
華やかな表情で、⼥⼦たちの美しく健やかな毎⽇を祈ってくれていますよ。
展⺬は3⽉3⽇まで。
お気軽にお⽴ち寄りください。
Barry Costa T raditions are strong at Showa.

 Timeline Photos - February 8th, 2017 at 2:56 PM
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【図書館ブログ更新】
2⽉8⽇
図書館イベントと図書館ボランティアの表彰式を⾏いました
７⽇に図書館イベントと図書館ボランティアの表彰式を⾏いました。今回選ばれたデザインのTシャツは平成29年度の学⽣選書ツアーや図書館
秋桜祭で着⽤します。
みんなでよむよむフェスタの作品はコミュニティルームに飾っていますので、ぜひご覧ください。
図書館では、⾊々なイベントや図書館ボランティアの募集を⾏っています。ぜひ、
ご参加ください！
図書館ブログ

 Timeline Photos - February 8th, 2017 at 4:53 PM
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【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
2⽉7⽇
節分、⽴春と季節は確実に進み、通勤の道でも梅の⾹りがただよう。⽇の出は6時40分、⽇没も17時を過ぎ、光は⽇１⽇と⼒強くなっている。
･･･（ 中略）･･･
2⽉1⽇（⽔）9時30分からアドミッション部⻑、
Ａ⽇程試験の結果について。受験者が多いと偏差値も上がりうれしい。11時東京駅に着き新幹線
の
「はやぶさ」に乗り1時間半で仙台へ。宮城県の男⼥共同参画課主催で⼈数は多くないが皆さん熱⼼に聞いてくださる。1本早い新幹線で帰京
。19時を過ぎるが太⼦堂へ。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 9th, 2017 at 1:04 PM

4

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
2⽉8⽇
海外から⽇本⽂学研究者をお招きしました∼タフツ⼤学 チャールズ・イノウエ先⽣∼
泉鏡花の⽂学の特質について愛の彩りが「紅⽩」
で表現されていること、愛の実現における男⼥の
「強さ」の違いなどを、多くの画像を⺬しながら
、
お話しくださいました。学⽣の感想を紹介します。
----「泉鏡花の亡くなった⺟に対する思いの中に恋⼈を求めているということは発⾒でした」
「 泉鏡花の独特な恐怖は、
エドガー・ア・ランポーとは別
物だけれど、⽇本⼈のみならず海外のかたにまで伝わる恐怖や美しさがあるのだと思いました」
「 愛というものの奥深さを知り、
それを表現したの
が泉鏡花であるのだと思います。愛は美に直接的につながっているから、鏡花の⽂学は美しいのだと聞き、⾮常に納得しました」
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 9th, 2017 at 2:31 PM

5

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
2⽉9⽇
第7期⽣･中国留学便り ∼上海交通⼤学 12⽉編･その2∼
＜授業の予習は何をしていますか＞
新出単語の意味を調べ、本⽂を聞いたり⾃分なりに訳したりして、⼀通りテキストの内容を理解してから授業に臨むようにしています。
＜クリスマスはどのように過ごしましたか＞
クリスマスはYさんの20歳の誕⽣⽇だったので、Yさんを含め仲の良い6⼈でご飯を⾷べました。久しぶりにみんなと⼀緒に過ごして、
とても充実した
クリスマスになりました。
＜今年を振り返って＞
楽しく毎⽇を過ごしています。授業を受けたり、友達ができたり、中国語を使う機会が増えて、
もう少し⽇本でしっかり
（中国語を）勉強しておけばよ
かったと少し後悔しています。来学期は勉強⽅法を⾒直し、⽇本⼈だけで固まらず、⾃ら外国⼈と関わるようにしていきたいです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 9th, 2017 at 4:10 PM

9

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
2⽉9⽇
コラボ商品の販売
福祉社会学科では、
「 障がい者を⼀流のショコラティエに！」
を合⾔葉にチョコレート製品の製造委託や販売で障がい者の⾃⽴に向けた就労⽀
援を⾏っていらっしゃるショコラトリー
「pourjours（プールジュール）」
さまと、福島県郡⼭市にある就労継続⽀援A型事業所「CAFE Sweet hot」
と交流しながら商品開発を⾏い、
「 Potager（ポタジェ）∼家庭菜園∼」
という野菜クッキーを作り上げることができました。現在、⽇本橋⼈形町に
あるpourjours店舗や⽇本橋三越さまなどで個数限定にて販売中です。
2⽉13⽇、3⽉16⽇には学内での販売を予定しています。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 10th, 2017 at 4:42 PM

 11

【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
2⽉10⽇
キャンパスで迷った⼈、
ありませんか？
･･･（ 前略）･･･特に⼤学2号館とその東棟、80年館とその⻄棟は、
しっかりと確認をしておかないと、途中で迷ってしまいそうです。⼤学2号館とそ
の東棟は繋がっていませんが、80年館と⻄棟は繋がっています。
「こんなところに？」
と思う教室をご紹介したいと思います。
先ず、⼤学2号館の東棟寄りの階段、
つまり、国際交流センターに向かって右⼿の建物に沿った間の階段を上がって左⼿に扉があります。
ここから
⼊ると、⼤学2号館2階の2L02演習室の後ろに直に繋がっています。
･･･（ 中略）･･･80年館⻄棟には、6階にコスモスホール(6L41)があります。
ここは⼤きな階段教室で、様々なイベントの会場になりますが、実は両
⽅の⼊⼝が前⽅、
つまり講演者，講義者が⽴つ側にあるので、途中の出⼊りがしにくいので注意しましょう。同様に5階の5L44もコスモスホールよ
り少し⼩さい階段教室です。
この教室への⼊⼝は、
「えー、⼊っていいのかしら？」
と思わせるようなところにありますよ。
ということで、学⽣数が増え
、教室も増えましたが、建物の場所や名称が分かりにくくなってしまいました。実は来年度に向けて、計画をしていることがありますので、楽しみにし
ていてください。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 13th, 2017 at 9:58 AM

 10

【昭和ボストンブログ更新】
2⽉1⽇
Emmanuel College Exchange
Hello, we are Yui, Yuna and Megumi from wing2. From last week, we started to take a class at Emmanuel College twice
a week. We learn about gender issues. We really enjoy to take a class at an American college and see a new teacher. By
the way, we have only 16 days until going back to Japan. Time ﬂies so fast!!! 2 years ago, we moved to Tokyo from othe
r prefecture and after a half year, we came to Boston. But we have been in Boston about a year and a half. We are mo
re familiar with Boston than Tokyo! Boston is our second hometown.
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 13th, 2017 at 11:09 AM

5

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
2⽉12⽇
ゼミ説明会を⾏います
⽇本語⽇本⽂学科2年次⽣を対象としたゼミ相談会を3⽇間に亘り⾏います。1⽇⽬は今⽉8⽇に⾔語コースの説明会を⾏いました。
⽇本語学･⽇本語教育からそれぞれから2つのゼミが、
ゼミの概要や担当教員の紹介、研究活動について説明しました。
これから2年間所属するゼミを決定するにあたり、
どの学⽣も真剣そのもの。2⽇⽬は13⽇に⽂学コース、3⽇⽬は15⽇に⾔語コースと⽂学コース
のゼミ説明会を⾏う予定です。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 13th, 2017 at 2:55 PM

3

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
2⽉13⽇
リーダーシップインタビュー
［世⽥⾕区役所］
こんにちは！わたしは「共感型リーダーシップの研究と実践プロジェクト」の⼀環で、世⽥⾕区役所の都市整備制作部住宅課の⽅にお話を伺って
きました！こちらでは主に
「区営住宅の管理」
「 ⺠間住宅の⽀援」
「 庶務や有識者会議」の3つの活動を⾏っています。"住宅課"と聞いて福祉とは繋
がりのない仕事だと思っていましたが、区⺠の相談業務や空き家の活⽤⽅法を考えるなど、多くの場⾯で福祉的な視点が活かされているのだと
感じました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 13th, 2017 at 4:46 PM

 29

【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
2⽉13⽇
⽇本海側の地⽅に雪が降る⽇は快晴の東京も⾵が冷たい。開いた梅の花も縮んでいる。徒歩通勤には最⾼の季節。
お雛様を飾ってもらい理事⻑
室前の⼀⾓の踊り場が華やぐ。
こども園やナーサリーの⼦供たちが⾒に来るが説明のボキャブラリーに苦労。
･･･（ 中略）･･･
10⽇（⾦）は9時30分から⾦⼦さん、⼤泉さん、會川さんと今後の中⾼部の在り⽅について話し合う。･･･（ 中略）･･･そのあと資⽣堂へ。
プロジェク
トの打ち上げと感謝の集い。本当によく指導していただき、ただ感謝あるのみ。頼りなかった学⽣たちもしっかり成⻑している。改めて末川さんには
なんとお礼をしてよいかわからない。21時30分に終わった後も遅くまでおしゃべり。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 14th, 2017 at 8:54 AM

6

【昭和ボストンブログ更新】
2⽉5⽇
Volunteer, Teaching Japanese
Hello! I’m Momoka from Wing9. We have only a few days left. My last volunteer at Manning Elementary School and
British School will ﬁnish this week. At Manning Elementary School, I taught origami, hiragana and janken to American
kids every Tuesday and Thursday. At British School, I taught hiragana and katakana, read some books in Japanese and
show some Japanese children’s story anime to the students who had Japanese parents or mother.
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 14th, 2017 at 10:17 AM

 15

【国際交流センターブログ更新】
2⽉13⽇
Intensive Japanese Language Program修了式
2⽉7⽇にIntensive Japanese Language Programを修了した留学⽣14名の修了式を開催しました。約5か⽉間、毎⽇⼀緒に勉強を共にし
た仲間や先⽣・スタッフとの別れが寂しく、泣いている学⽣の姿も…。修了証書を受け取った留学⽣は、
とても嬉しそうな表情を浮かべていました。
留学⽣が⼒を合わせて作った
「卒業ムービー」は⼤作でした！ 昭和⼥⼦⼤学での⽣活がとても楽しく、⽣き⽣きと過ごしている様⼦がギュッと詰ま
っており、
それぞれが充実した留学⽣活だったことが伝わる、良い映像となっていました。⽇本語の歌もプレゼントしてくれました。⽇々の学習の成
果もあって発⾳もきれいで素晴らしかったです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 14th, 2017 at 12:18 PM

7

【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
2⽉14⽇
「ふるさとハウス」が、学⽣ビジネスプランコンテストでアイディア賞に選出されました
こんにちは！3年の藤野真理です。わたしは今、現代ビジネス研究所のベトナムプロジェクトに参加しています。私たち
（3年・廣沢明佳⾥、1年・橋本
真菜⼦）が⼀から考え出したビジネスプラン
「ふるさとハウス」が、学⽣ビジネスプランコンテストでアイディア賞に選出された事をお知らせ致しま
す。
2020年の東京オリンピックに向け、留学⽣を含めた訪⽇外国⼈の数が年々増加しています。特に、訪⽇ベトナム⼈は2015年通年で前年⽐49.2
％増の18万⼈を達成し、今後も増加が期待されています。⾃分たちと同世代の留学⽣にターゲットを絞り、シェアハウスビジネスを練り上げました
。
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 14th, 2017 at 2:57 PM

 14

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
2⽉13⽇
⾷べてみました∼♪
昭和⼥⼦⼤学とpourjoursさんとのコラボ企画商品を買ってみました(´∀｀=)
野菜クッキー×チョコレートってどうなるんだろう…と思っていたら、
こうなりました
！(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))♡ 実際にはひと箱8枚⼊りです。⼦どもにはさつまいもクッキー
、
おじいちゃんにはモロヘイヤクッキー、
おばあちゃんにはかぼちゃクッキーが好
評でした！ちなみに私のイチオシはトマトクッキーです♪
3⽉16⽇にも学内販売があるそうです。乞うご期待！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 14th, 2017 at 5:02 PM

4

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
2⽉14⽇
第7期⽣･中国留学便り ∼上海交通⼤学 12⽉編･その3∼
＜授業の予習・復習、⾃習は何をしていますか＞
進出単語、新しい語法にマーカーを引いて意味や使い⽅を調べます。読めない単語には予めピンイン
（発⾳記号）
をふっておき、听写（聞き取り）
があるときは何度もCDを聞いて書いて練習します。
＜クリスマスはどのように過ごしましたか＞
英語の授業で先⽣がクリスマスパーティーを開いてくれました。
お菓⼦やケーキを⾷べたり、ゲームをしたり、先⽣ともさらに仲良くなってとても楽し
い時間を過ごすことができました。留学⽣会主催の晚会にも参加しました。円卓でのご飯や抽選会、
また多くの⽣徒のパフォーマンスを⾒たりする
など、充実した夜になり、
クラスメイトとの距離も近づきました。
＜今年を振り返って＞
⼩さい頃から海外へ留学することに憧れていました。9⽉からの⽣活は⼤変なことも多く、困難な壁にぶつかることも多々あったけれど、本当にた
くさんの⼈と出会い、⽇本では決して経験できないような⽇々を過ごすことができました。留学することができて本当に良かったです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 15th, 2017 at 9:21 AM

5

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
2⽉14⽇
［学⽣レポート］
マナー＆ヘア・メイク講座（2⽉13⽇）
英コミ3年のアリサです。株式会社ザ・アールからお越しいただいた福⽥先⽣による就職⽀援講座「⼈事採⽤担当者に好感をもたれるマナー＆ヘ
ア・メイク」が実施され、
メイクのモデルをさせていただきました。普段はシャドーを塗る際にチップやブラシを意識したことはありませんでしたが、
筆１つで化粧の印象が変わることも勉強になりました。⾮常にナチュラルで好印象を持ってもらえる顔に仕上げていただけたと思います。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 15th, 2017 at 12:49 PM

 12

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
2⽉14⽇
リーダーシップインタビュー
［サンリオ編］
こんにちは！今回私たちは「共感型リーダシップの研究と実践プロジェクト」の⼀環で、株式会社サンリオで働く⼥性にインタビューをしてきました。
⼦供向けの商品展開が主要だと思われがちですが、地域貢献や⾼齢者向けの福祉⽤具なども販売しています。
･･･（ 中略）･･･リーダーシップを発揮する上で、様々なコミュニケーションツールを最⼤限に活⽤することの⼤切さを教えてくださいました。⼈によ
っては、直接会話をすることが苦⼿な⼈がいます。
その場合、考えて気持ちを伝えられるメールなどを使⽤してもいいのです。
その⼈が⼀番話しや
すい⽅法を利⽤することで、
コミュニケーションが円滑に取れるようになります。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 15th, 2017 at 3:00 PM

8

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
2⽉15⽇
［教員レポート］
マッカーシー先⽣とバウリー先⽣
英語コミュニケ―ション学科教員のY.Sです。昭和ボストンからジョン・マッカーシー先⽣とカレン・バウリー先⽣がいらっしゃいました。留学中、
お
世話になった学⽣も多いのではないでしょうか。今後の留学プログラムを、
さらに実りあるものにするため、⽇本滞在中は、様々な打ち合わせやF
D活動に参加されます。今朝は、英語コミュニケーション学科の教員を対象に、昭和ボストンに近年導⼊された新しい学⽣評価の⽅法についてお
話いただきました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 15th, 2017 at 4:40 PM

4

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
2⽉15⽇
シムゼミ総出で
「留学⽣プレゼンテーション＆海外⽇本語教育レポート会」
をサポート！
皆さん、
こんにちは！現代教養学科3年の藤富です。私たちシムゼミ3年⽣は今⽉12⽇に昭和⼥⼦⼤学で開催された、世⽥⾕区国際平和交流基
⾦助成事業･NPO法⼈「アジアの新しい⾵」主催の交流会の司会進⾏役を務めさせていただきました！
第1部では、中国、
タイ、
ベトナム出⾝の留学⽣6名が「留学先から⾒た⺟国―グローバル化と独⾃の⽂化について」
というテーマでスピーチを⾏
い、
その後ランチを交えながら参加者が12グループに分かれてディスカッションをしました。第2部では、実際に海外で⽇本語を教えられている先
⽣⽅のお話を聞くこともできました。
私たちのグループは、
プレゼンテーションを聞いての感想と
「⽇本⼈としてアピールするなら」についてディスカッションをしました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 16th, 2017 at 10:58 AM

3

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
2⽉16⽇
第7期⽣･韓国留学便り ∼ソウル⼥⼦⼤学校 12⽉編･その1∼
＜授業の予習は何をしていますか＞
単語調べと⽂法確認をしています。翌⽇の授業で学習するページを読んで内容を把握するようにしています。5級になってから単語などが難しくな
り、⾃然と予習をするようになりました。
＜クリスマスはどのように過ごしましたか＞
韓国で他の学校に通っている昭和⼥⼦⼤の韓国語専攻で集まりました。チキンやピザを配達して⾷べたり、みんなでテレビを⾒たり、
お互いの学
校のことを報告しあったりと、楽しい時間を過ごしました。
＜今年を振り返って＞
年明け早々に3週間の語学研修で韓国へ、9⽉からは留学にきているので1年の半分ほどを韓国で過ごしていることに驚いています。今年はこれか
らの⼈⽣の中でもとても思い出に残る1年だと思います。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 16th, 2017 at 1:01 PM

7

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
2⽉15⽇
ソーシャルワークプロジェクトⅠ∼実践活動レポその16
こんにちは(o^^o) 福祉社会学科1年のももかです。昨年9⽉に学内ボランティア団体『ENVO』の主催する
「⼥川ワークキャンプ」
で、東⽇本⼤震災
の被災地である宮城県⼥川町へボランティアに⾏って来ました。･･･（ 中略）･･･店に⽴ち寄ると、⼥川町の皆さんが温かく迎えてくださり、みなさ
んの優しさと明るさに驚かされました。⼥川町の皆さんを元気付けたいとボランティアに参加しましたが、皆さんの優しさに逆に私が元気づけられ
ました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 16th, 2017 at 3:54 PM

7

【図書館ブログ更新】
2⽉16⽇
選書ツアーに⾏ってきました
15⽇、紀伊國屋書店 新宿本店へ選書ツアーに⾏ってきました。参加学⽣15名で、1⼈2万円分相当の本を選んできました。午後は初の試みでポッ
プ講座を開催しました。
今回選書した本は3⽉3⽇（⾦）から15⽇（⽔）
まで、参加学⽣が書いたポップと⼀緒に紀伊國屋書店の8Fイベントスペースに並ぶ予定です。3⽉に
は、図書館の学⽣選書ツアーコーナーにも今回選書した図書が並びます。是⾮、楽しみに待っていてください。
図書館ブログ

 Timeline Photos - February 20th, 2017 at 9:01 AM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部初等教育学科
2⽉16⽇
遊びの楽しさを経験する
「在宅保育研究」最後の授業では、遊びの楽しさを経験することをテーマに様々
な構造遊びに挑戦しました。
「 ⼤⼈になってからこんなに集中して遊んだのは初
めて」
「 作ると愛着がわいて、⼦どもたちがなかなか⽚づけをしない理由がよく分
かった」
「 複雑なものやスリルのあるものが出来上がった時はとても達成感があ
った」
「 ⾊々考えながら⼯夫をしていく⼯程が⾯⽩かった」
「 本当に熱中してしま
いました、、、」等々。
「楽しいなあ」
「 嬉しいなあ」
「 ⾯⽩いなあ」
・・・保育者としてのこれからが、⼦ども
たちの気持ちと共に幸せを感じられる⽇々となりますように。応援しています！！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 20th, 2017 at 10:47 AM

7

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
2⽉17⽇
［学⽣レポート］Kakehashiプロジェクト
（2⽉16⽇）
こんにちは。Kakehashi プロジェクトに参加している英語コミュニケーション学科4年のアイリです。ボストンでの活動初⽇の今⽇は、在ボストン
総領事館と、UMassを訪問しました。総領事館では異⽂化間でのコミュニケーション⽅法や国際社会の現状と今後の⽇本の在り⽅について領事
官よりお話をいただきました。
午後からはUMassにて学⽣との交流やキャンパスツアー、
プレゼンテーションを⾏いました。来⽉⽇本を訪問する学⽣と交流する事ができ、⽇本
での再会が待ち遠しいです。
学科ブログ

 Timeline Photos - February 20th, 2017 at 1:38 PM

6

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
2⽉18⽇
第7期⽣･韓国留学便り ∼ソウル⼥⼦⼤学校 12⽉編･その2∼
＜授業の予習・復習、⾃習は何をしていますか＞
授業中にメモを取りながら⾃分なりにまとめている⽂法ノートは、語学堂だけでなく、今後TOPIK（韓国語能⼒試験）の勉強の際にも⾒返せるよう
に⽇本語訳、活⽤法、注意点、例⽂などを簡潔に書くようにしています。
＜クリスマスはどのように過ごしましたか＞
現在はそれぞれ違う学校で勉強をしている昭和⼥⼦⼤学の友達と集まって、チキンやピザを⾷べて、
クリスマスパーティーをしました。留学を終え
て、
また同じ教室で勉強出来る⽇が楽しみです。
＜今年を振り返って＞
3⽉には3週間の短期留学、
そして8⽉からは⻑期留学をしています。1年に2回も海外で外国語を学ぶ機会はなかなか無いと思います。振り返って
みると、勉強に追われて⾟くて⼤変だったことよりも、楽しい思い出ばかりが浮かんできます。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 20th, 2017 at 4:56 PM

 35

【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
2⽉17⽇
昭和⼥⼦⼤学サポーターズ・クラブってどんなクラブ？
「昭和⼥⼦⼤学」
と⼤学名が付いていますが「昭和⼥⼦⼤学」は学校法⼈全体を指しているので、
このクラブは、昭和のこども園、⼩学校、中学・⾼
等学校、⼤学、⼤学院まですべてを対象にしたものです。
クラブというのはそもそも共通の⽬的を持つ⼈たちが組織する会のことです。
ですから、最
近はスポーツクラブとか、
ゴルフクラブなどに会費を⽀払って会員になっている⽅も多いと思います。
でも、昭和⼥⼦⼤学サポーターズ・クラブは、
こうしたクラブとはちょっと違い、会費なしで、昭和学園をサポートしてくださる⽅々の会です。･･･（ 中略）･･･
私もサポート会員の⼀⼈でもあり、⽉に1回、
メールマガジンで学園の近況を知らせてもらっています。2⽉13⽇のメールマガジンでは、⼤学の⼊試
で既に受験者が1万⼈を突破したことやら、中⾼部のスーパーグローバルハイスクールの研究発表会の様⼦、
そして、北校地の新校舎の写真⼊り
の紹介などがありました。
詳細はブログへ
Barry Costa What type of building is it? Is it a lecture Hall, a sports center? It's very nice.
武⽥ ゆみ こんにちは。 わたしも先⽇の看護師の国家試験を⺟校の昭和⼥⼦⼤学の3号館で受けました。 幼稚部（中⾼短⼤の卒業⽣で元教諭です）の新校
舎に圧倒されました。 ⼤学内では、新しい校舎広い廊下、階段。壁の偉⼈のことば……。 トイレのすみずみまで清潔で、きれいに整えられた教室、廊下。
使いやすそうなロッカー。あたたかな教授たちの部屋があり。 ふだんの後輩たちの楽しそうな姿が⽬に浮かぶようでした。 昼休みは、午前の試験で極限ま
で集中し、疲労した⼼⾝を昭和の泉で癒し、カリオンに触れ、鯉に語りかけ。 ふたたび午後の試験でもベストを尽くしました。 看護学⽣の仲間たちと⾏か
せていただき、快適で学びに集中できる場であると再確認できました。 臨床に戻り、患者さんが治療に専念できるよう尽⼒しながら、厚労省からの発表を
待つばかりです。 ほんとうにありがとうございました。

 Timeline Photos - February 21st, 2017 at 9:00 AM

5

【地域連携センターブログ更新】
2⽉14⽇
成果報告会と懇親会
福祉社会学科2年の坂本百合菜です。私は去年の8⽉頃から、鶴岡ガストロノミー・フィールド・ミュージアムプロジェクトに参加しています。
このイン
ターンシップは体験、滞在型であり、3年間かけて活動します。今年は1年⽬ということで、鶴岡市の魅⼒を⾃分たちが実際に感じ、⼥⼦⼤⽣を対
象とした鶴岡へのツアー企画提案を⽬標に活動してきました。
今⽇はプロジェクト型協働インターンシップ成果報告会に参加し、私たちが鶴岡で体験したこと、感じたこと、東京での活動や課題について等を
発表しました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 21st, 2017 at 10:12 AM

7

【国際交流センターブログ更新】
2⽉20⽇
国際交流Chawa企画２/11‐12「 1泊旅⾏in望秀」
千葉県館⼭市にある望秀海浜学寮にて、国際交流CHAWAが1泊2⽇の旅⾏を開催しました。留学⽣と⽇本⼈学⽣を合わせた総勢31名が交流
し、友情を深めました。
学⽣間のより深い交流とそれを参加者全体に広げるため、1⽇⽬は⾏きのバスプロ
（バスの中でのレクリエーションプログラム）に始まり、体育館で
の⼤運動会、夜のビンゴ⼤会などグループ対抗のプログラムで協⼒しながら結束を深めました！
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 21st, 2017 at 11:21 AM

5

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
2⽉20⽇
［福⽥ゼミ］下北沢で
「チョコレート映画祭」
を開催しました！
こんにちは！福⽥ゼミは、現代社会を捉える切り⼝の1つとして、表現されたメディアを研究・考察しているゼミです。今回私たち3年⽣はメディアの
中でも
「映画」に焦点を当て、
バレンタインに合わせてテーマを
「チョコレート」に設定。
２⽉11⽇･12⽇に下北沢で
「チョコレート映画祭」
を開催い
たしました。
『チャーリーとチョコレート⼯場』
と
『ショコラ』
という2作品について、映画の中でチョコレートがどのような意味を持つのか、チョコレー
トの役割などを考察し展⺬にまとめ、
それに併せて2⽇⽬は『チャーリーとチョコレート⼯場』の上映も⾏いました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 21st, 2017 at 1:14 PM

4

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
2⽉20⽇
［学⽣レポート］KAKEHASHIプロジェクト
こんにちは。英語コミュニケーション学科4年のアイリです。
プロジェクト3⽇⽬。今⽇はBoston Biomedical CompanyとUMassで⽇本の教育シ
ステム、
ファッション、
コンビニという3つのテーマについてプレゼンテーションを⾏いました。
-----こんにちは、英語コミュニケーション学科3年のユウカです。今⽇はハーバード⼤学のキャンパスツアーに参加しました。建物にまつわる歴史や、⾔
い伝えなど興味深い内容をハーバードの学⽣ガイドの⽅から伺いながら⾒学しました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 21st, 2017 at 3:57 PM

3

【地域連携センターブログ更新】
2⽉18⽇
ついに
『CONNECT∼⼥⼦⼤⽣の中⼩企業探訪記∼』完成
⼼理学科3年の下平結愛です。6⽉頃から開始した城南地区中⼩企業発⾒隊の活動もついにゴールを迎えました。2⽉6⽇に情報誌「CONNECT
∼⼥⼦⼤⽣の中⼩企業探訪記∼」がついに完成しました。
メンバー全員で初めて実物を⼿に取った瞬間は、笑顔がこぼれてしまうほど喜びと達
成感で満ち溢れていました。情報誌は⼤学内の図書館などに置かれるとともに、城南信⽤⾦庫様の⽀店にも置いて頂きます。･･･（ 中略）･･･14⽇
にはプロジェクト型協働インターンシップ発表会に参加し、
これまでの活動内容を報告しました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 21st, 2017 at 4:58 PM
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【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
2⽉20⽇
春⼀番が吹き荒れたかと思うとまた寒の戻り、三寒四温という通り、春と冬が⾏ったり来たりしながら⽇の光は⽇増しに⼒強くなっていく。
･･･（ 中略）･･･
19⽇（⽇）10時30分光葉同窓会新⽀部設⽴総会でごあいさつ。安⻄さんや加藤さんも御出席。
13時帝国ホテルでオーストラリアのタウンズビルのスーザンといわき市の⽮内さんと久しぶりに会う。昨⽇は⼆⼈で歌舞伎を観たそうだ。私は何
⼗年と観ていない。ジムによって買い物、わかな⼀家が⼣⾷に。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 22nd, 2017 at 10:05 AM

4

【学科ブログ更新】⼈間社会学部⼼理学科
2⽉21⽇
平成28年度 授業紹介06：⼼理学⼊⾨演習
「⼼理学⼊⾨演習」は2年後期の必修授業であり、各グループが4⼈程度に分かれて、活動する演習形式の授業になります。
この授業では、3年⽣
から始まるゼミ
（演習）や4年⽣で完成させる卒業論⽂に向けた⾜掛かりとして、研究計画の⽴案・⽅法の精査と結果の予測・グループでの討議・
プレゼンテーションの基礎的な能⼒を⾝につけることを⽬的としています。
グループは後期の初めの授業で発表され、
それから半年間ともに議論
を重ねて、
それぞれの研究計画を発表していきます。
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 22nd, 2017 at 12:48 PM

9

【地域連携センターブログ更新】
2⽉20⽇
成果報告会での発表
現代教養学科1年の⻘井玲奈です。先⽇の成果報告会で1年間の活動を通して学んだことや反省点などを発表しました。1年⽣だけでパワーポイ
ントを作成し悪戦苦闘しましたが、満⾜するものができました。･･･（ 中略）･･･懇親会では、私たちが考案したフリッツァ2種「ゴロゴロきのこのバタ
ー醤油」
と
「コトコトきのこのクリームシチュー」
を⽤意し、⼤変好評でした！アンケートで
「⾷べてみたい⾷材」の意⾒をもらえたので、春以降の新メ
ニュー開発に活⽤していきたいとと思います。
詳細はブログへ

4
 Timeline Photos - February 22nd, 2017 at 3:50 PM
【学科ブログ更新】⽣活科学部環境デザイン学科
2⽉21⽇
ファッションショーDVD作成中！
今回はファッションショーサポートメンバーとして活動しているDVD作成班の学⽣にインタビューをしてきました。DVD作成
班は、
ウォーキング練習、
リハーサル、本番の様⼦を映像・写真で記録し、
それらを元にDVDを作成しています。現在は、録
画した動画を編集するグループ、チャプターと盤⾯を製作するグループ、
そしてDVDに⼊れる写真を選ぶグループに分かれ
て活動しているそうです。
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 23rd, 2017 at 9:07 AM
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【国際交流センターブログ更新】
2⽉21⽇
カケハシ・プロジェクトいよいよ出発！
（2⽉9⽇）
2014年度に引き続き、今年度もカケハシ・プロジェクトに採択されました。先⽇、23名の学⽣がボストンに出発しました！今回は⼀週間ボストンの
みの滞在ですが、
マサチューセッツ⼤学ボストン校での学⽣交流を始め、⽇⽶交流の歴史を今後を考えるためのプログラムに参加します。
また、対
⽇理解促進の観点から3チームで⽇本を紹介するプレゼンテーションを⽤意しており、現地でも何度か披露するべく、先⽇そのリハーサルを学内
で⾏いました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 23rd, 2017 at 10:07 AM

9

【地域連携センターブログ更新】
2⽉21⽇
Soup de SeTaBi
こんにちは！⽇本語⽇本⽂学科1年の泉藍⼦です(*^^*) 本⽇から2週間、
セタビカフェでスープ販売を開始することになりました！！⾃分たちが提
案した企画『Soup de SeTaBi』が実現したことはとても嬉しいです。
スープの味はミネストローネ♪ テイクアウトが可能です。
そして今回は世⽥⾕
の有名パン屋さん
「シニフィアン シニフィエ」様のバゲットとコラボさせていただきスープとパンのセット販売も⾏います！！初⽇ということで早速学
⽣が試⾷に⾏きました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - February 23rd, 2017 at 12:55 PM

6

 Timeline Photos
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February 24th, 2017 at 9:27 AM

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
2⽉22⽇
ソーシャルワークプロジェクトⅠ∼実践活動レポその18
こんにちは（＾◇＾）福祉社会学科1年のなおです！私は、夏休み中に学内ボランティ
ア団体『ENVO』
を通じて
「⼥川ワークキャンプ」に参加しました。･･･（ 中略）･･･地域の
⽅の震災当時のお話を聴いたり、津波到達地点へ訪れることで、⾃分の⾒たこと感じ
たことを誰かに伝えたい、
と思うようになりました。当たり前に⽣活できていることがど
れだけ幸せで、有難いことか知りました。
詳細はブログへ

【国際交流センターブログ更新】
2⽉23⽇
［留学⽣イベント紹介･報告］WWGプレゼン
「イマ⼥
⼦」
ビジネスデザイン学科1年⽣が⽴ち上げた⾃主団体「
WWG
（Women’s Worth Leadership Group）」が
21⽇、
「イマ⼥⼦∼今どきの⼥⼦を考えよう∼」
をテー
マに留学⽣に向けたプレゼンテーションを⾏ないまし
た。WWGによる発表は今回で2回⽬。本学の⽇本語
学校指定校及び⼤学院の留学⽣&⽇本⼈学⽣ら計2
1名が参加してくださいました。5つのグループに分か
れてのワークショップでは、⽇本に暮らす上で困ったこ
とやそれぞれの国の結婚事情、
お酒の⽂化（飲み会？
！）など、様々な話題で盛り上がりました。
詳細はブログへ

岸⼭ 睦 お疲れ様でした！素晴らしい⾏動⼒です。ボストンでもケンジさんミオさんミウチ先⽣やアビューザ先⽣が助けてくれます。みなさんはビジネス期
待の星です。⾝体に気をつけてがんばってください。また、留学⽣のみなさまもありがとうございました。昭和⼥⼦⼤学をよろしくお願いします。

 Timeline Photos - February 24th, 2017 at 12:59 PM

5

【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
2⽉24⽇
MOS検定対策集中講座が始まりました！
当学科では、今年度よりマイクロソフトオフィススペシャリスト
（MOS）検定資格取得を⽀援するための集中講座を実施することにしました。1年⽣
から4年⽣までの希望者約30⼈を対象に、23∼25･27⽇の4⽇間（午前10時から午後3時半まで）
まずはワードとエクセルについてみっちりと講座
を⾏います。講師は、
ビジネス・コンピューティングでお世話になっている後藤涼⼦先⽣です。
検定試験も学内受験が可能になりました。受験⽇は集中講座直後の28⽇です。学⽣の皆さん、全員合格を⽬指して頑張ってください！
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 24th, 2017 at 4:06 PM
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【SWUニュース】熊本被災地⽀援！
環境デザイン学科杉浦ゼミ
「ホンノバ・プロジェクト」
2⽉24⽇
熊本地震の被災地・⻄原町の⼩森仮設団地内に環境デザイン学科杉浦ゼミが
⼿作りでミニ図書館を完成させました。建築家・伊東豊雄⽒が被災地でお声掛け
されている施設「みんなの家」の１棟で、杉浦ゼミが2011年から全国で展開する
「
ホンノバ・プロジェクト」の⼀環として熊本建築⼠会と協働で⾏ったものです。県
内産の⽊材を使⽤し、住⺠の要望を反映させながら、読書を楽しめるように様々
な⼯夫をこらしました。特に本棚は余震で倒れたり、本が落ちたりしないように細
⼼の注意を払って設計したそうです。仮設住宅で復興を待ち望む⼈たちの期待
に応え、学⽣たちの⼒作業にも熱が⼊りました。気軽に⽴ち寄れる集会所、みん
なの絆を深める場所。12⽉の完成後は、住⺠の笑顔や⼦どもたちの歓声が絶え
ないそうです。学⽣たちが専⾨を⽣かして取り組んだ復興⽀援。今後の活動も期
待されます。
⽊村 真須美 ありがとうございます。⻄原村は便利で素敵なところです。道路の復興も進んで
います。
これからの素晴らしい季節に、是⾮、
お出かけください。
杉浦 久⼦ この場所に什器は皆、学⽣のハンドクラフトです。私も好きなのですがDIY⼥⼦仲
間増やしています！笑

 Timeline Photos - February 27th, 2017 at 9:11 AM

3

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
2⽉24⽇
第3期⽣･スペイン留学便り ∼アルカラ⼤学アルカリングア 12⽉編･その1∼
＜テスト対策はどのようなことをしましたか＞
授業で分からなかったり間違えたりした問題に普段から印をつけておき、帰宅後とテスト前に⾒直しました。⾃分で解決できないものはすぐに先
⽣に聴いてその⽇のうちに消化しました。⽇々の学習にプラスして、
テスト勉強は1週間前から本格的に始めました。
＜クリスマスはどのように過ごしますか＞
午前中は友達と、夜はホストファミリーと過ごす予定です。
アルカリングアの⽂化の授業で、
スペインのクリスマスについて学びました。宗教的な背
景やクリスマス⽤品、⾷べ物にまつわるそれぞれの意味が分かって楽しいです。
＜今年を振り返って＞
⼀⾔で⾔うと、⼤いなる成⻑を遂げることができた1年でした。親元を離れてスペインで⾟いことや楽しいことをたくさん経験したことで学んだも
のは⼤きいです。特に家族や友⼈への感謝の気持ちでいっぱいです。現地でできた世界各国の友⼈も⼀⽣の宝物です。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 27th, 2017 at 10:21 AM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部⼼理学科
2⽉25⽇
平成28年度 ⼼理学科内定者座談会（11⽉16⽇･1⽉25⽇）
こんにちは。⼼理学科3年の関本です。⼼理学科が今年度開催した、就職内定者･進学予定者との座談会では、就職や進学の決まっている4年⽣
の先輩⽅に、就職活動の進め⽅などについてたくさんお話を聞きました。私は特に学校取りまとめ求⼈や学校推薦応募についてよくわかってい
なかったので、学⽣⽬線でその流れを詳しく伺うことができてよかったです。就職活動を乗り切った先輩⽅の⾔葉はとても信頼でき、⾃分もまずは
⾏動してみようという勇気が出ました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 27th, 2017 at 11:35 AM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
2⽉24⽇
［学⽣レポート］Site Visit：Songhees Wellness Centre
英語コミュニケーション学科2年のナギサです。先⽇、校外学習でビクトリアの先住⺠「Songhees」について学ぶことが出来る施設へ⾏ってきまし
た。
ビクトリアの街中には彼らが作ったトーテムポールが並んでいます。
それぞれ意味のある動物や⼈が描かれていて、特にワタリガラスやワシ、シ
ャチは重要な動物なのだそうです。
スタッフさんが詳しく丁寧に説明してくれたので、容易に理解する事が出来ました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 27th, 2017 at 3:03 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
2⽉26⽇
第3期⽣･スペイン留学便り ∼アルカラ⼤学アルカリングア 12⽉編･その2∼
＜テスト対策はどのようなことをしましたか＞
テスト期間は教科書を念⼊りに復習しています。⽂章を作ったり⻑⽂読解の問題も出題されるので、⽇ごろ使っている単語集を暗記するようにして
います。
＜クリスマスはどのように過ごしましたか＞
ホームステイ先のママとその娘、娘の彼⽒の家族と⼀緒に⼣飯を⾷べて過ごしました。今までで最多の12⼈のスペイン⼈に囲まれて最初は少し⼾
惑ってしまいましたが、みんなとても優しく⾊々話しかけてくれて楽しく会話することができました。
＜今年を振り返って＞
スペインでの⽣活は、今までの4か⽉を振り返るだけでも本当にいろんな事がありました。沢⼭のスペイン⼈に助けられ、毎⽇充実した⽣活を送れ
ています。ホームステイ先のママにも恵まれ、語学学校ではいろんな国から来る学⽣と刺激的な授業を受け、多くの出会いがあります。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 27th, 2017 at 4:46 PM
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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
2⽉24⽇
「開講の詞」の由来をご存じですか
本学の式典で、創⽴者⼈⾒圓吉先⽣の声で必ずお聞きする
「開講の詞」。
その由来をご存知ですか。実は、私が昭和41年に⼤学に⼊学してから
昭和46年3⽉に卒業するまでの間、
この詞を聞いたのは、たった1回だけでした。
その理由は･･･。
「開講の詞」は本学の前⾝、⽇本⼥⼦⾼等学院が始まる前年の⼤正8年4⽉に設⽴された⽇本婦⼈協会の
「設⽴趣旨」
として配布されたようです
。⽇本⼥⼦⾼等学院が開設された⼤正9年9⽉10⽇からは、
その趣意書の詞が本学の建学の精神を表す
「開講趣意書」
となりました。
･･･（ 中略）･･･
『学報』は本学の歴史を振り返るのに貴重な資料となるものですが、昭和45年の創⽴50周年記念式の記事に、
「 開講趣意書」
として、
また、昭和4
7年6⽉の第52回創⽴記念式では現在のように
「開講の詞」
として掲載されています。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 28th, 2017 at 9:07 AM
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【昭和ボストンブログ更新】
2⽉7⽇
Newburry College
Hello. We are Wing 2. Time ﬂies so fast! Now I am taking Newburry College class twice a week since regular classes
ﬁnished. However I have only 9 days until I go back to Japan so I went to Quincy Market, Trader Joe’s and Harvard to b
uy souvenir for my family and friends. I had a great time in Boston but this weekend is last weekend for me to enjoy
Boston with my friends so I will spend a great weekend with no regrets.
昭和ボストンブログ

 Timeline Photos - February 28th, 2017 at 11:05 AM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部⼼理学科
2⽉26⽇
平成28年度 ⼼理学科合格者スクーリング
AO⼊試や推薦⼊試に合格し、4⽉から⼼理学科に⼊学する⾼校3年⽣のスクーリングを⾏ないました。⼼理学を学び始める準備として知識や視
野を広げてもらうこと、仲間と⼀緒に過ごし、学ぶことの楽しさを感じることが⼼理学科のスクーリングの⼀番の⽬的です。
各⾃が事前に作成したレポートに基づいてのグループ・ディスカッションでは、次第に緊張もほぐれてさまざまな意⾒が出されました。⾃分⼀⼈で
は気づかなかった新たな視点を得ることができた、
という感想も聞かれました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 28th, 2017 at 1:02 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
2⽉27⽇
［学⽣レポート］Victoria Downtown Harver
こんにちは。英語コミュニケーション学科2年のアユミです。今⽇はVictoriaのDowntown Harverをご紹介します。
この⽇は天気がとても良く、空
も海も綺麗でした。Harverを散歩するだけで気分転換となるので、休⽇過ごす場所としてもオススメです。
･･･（ 中略）･･･
RRU（Royal Roads University）の授業はプログラムが充実しており、意⾒を発⾔しディスカッションをする機会がとても多いです。Bostonで経
験した10ヶ⽉間の経験を⽣かし、最後の集⼤成として残りの2週間励んでいきたいと思います。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 28th, 2017 at 2:33 PM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部初等教育学科
2⽉28⽇
ゼミの雛まつり
昨年の3⽉3⽇には卒論発表会がありました。発表を無事終え、⼣⽅からゼミ⽣たちと雛まつり。服装は晴れ着と⾔い難いのですが、机の上は違い
ます。若草⾊や桃⾊で春らしく設え、
お雛さまを模した菓⼦や近所で美味しいと評判のケーキ。
それに、菱餅をイメージした、たとうに⼿作りの紙雛
をつけました。当ゼミでは⽇本の伝統⽂化も学びましたので、
お雛さまは必須アイテムです。･･･（ 中略）･･･写真の6⼈は、幼稚園教諭、保育⼠、⼀
般の会社へと巣⽴ち、現在、
それぞれ元気に活躍中です。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 28th, 2017 at 3:30 PM
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【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
2⽉25⽇
推薦⼊試、AO⼊試合格者がスクーリングに参加！
今⽉16⽇、AO⼊試や推薦⼊試で合格した当学科の2017年度新⼊⽣約50名を対象にスクーリングを開催しました。
アイスブレイクで⾃⼰紹介を
してからは少しずつ緊張がとけ、静かだった教室も明るい雰囲気に。
グループワークでは「⽇本の観光事業」
をテーマに各グループが話し合い、
ア
イデアを発表しました。
その後の座談会では、現2年⽣と3年⽣が各グループに加わり、⼤学⽣活の様⼦やボストン留学などについて、参加者から
の質問に答えました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - February 28th, 2017 at 4:54 PM
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【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
2⽉27⽇
この1週間は春⼀番に続いて、春2番、春3番が吹き荒れそのあと寒気が流れ込み冬に戻りまた南⾵が暖気を運んでくる繰り返しだった。⿊い冬の
コートがふさわしくない季節が近づいている。⼤学は授業が終了し、学内にいる教員も少ないため会議や打ち合わせが少なく時間に余裕がある
。
･･･（ 中略）･･･
21⽇（⽕）は10時40分からミーティング。13時30分アドミション部⻑の説明。定員を超過しないために厳しい綱渡り。今年定員増をしていない⼤
学は新学科、学部も作らず、改編もしないつもりなのだろうか。14時30分富⼭県朝⽇町の町⻑さん。若くて張り切っておられる。
詳細はブログへ
Barry Costa Very impressive photograph.

March
2017

【SWUニュース】卒業式（学⼠学位授与式）
3⽉16⽇

本⽇平成28年度卒業式（学⼠学位授与式）を執り⾏いました。
午前の部は⼈間社会学部と⽣活科学部。
記念撮影に興じていた学⽣たちは幕が開くと厳か...

79 likes
40 photos shared
0 statuses posted

March 2017
 Timeline Photos - March 1st, 2017 at 9:21 AM
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March 1st, 2017 at 10:28 AM

【SWUニュース】
［ 学⽣レポート］春季ヨーロッパ研修便り 1⽇⽬
2⽉28⽇
ヨーロッパの⾷⽂化について学びを深めるため、健康デザイン学科・⽇本語⽇本⽂学
科・⼼理学科・環境デザイン学科の総勢26名の学⽣が、オーストリアの⾸都ウィーンを
訪れています。研修中はWIFIと呼ばれる職業訓練学校の製菓講習会に参加します。初
⽇は午前中に
「ビスクィットロール」
「 ザッハトルテ」
「バナナシュニッテン」の講習と試⾷
を⾏ないました。
とても楽しく、
お菓⼦も美味しく頂きました。
午後はシェーンブルン宮殿に⼊場し、
ハプスブルク家の歴史を学びました。⾃由時間
は庭園の頂上へ⾏き、
ウィーン市内を⼀望しました。
その後はバスの中からオペラ座や
市庁舎など市内を観光。夜はレストランで⼣⾷を頂きました。

【昭和ボストンブログ更新】
2⽉27⽇
MIT Visit
Hello, this is wing 10. Today, we will introdu
ce one site that we have visited before, whic
h is MIT! Do you know MIT? MIT stands for “
Massachusetts Institute of Technology”. It is
private university in Massachusetts, and was
founded in 1869.
続きはブログへ

 Timeline Photos - March 1st, 2017 at 1:22 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部歴史⽂化学科
2⽉28⽇
⽇本⻘年館資料の整理ボランティア
こんにちは、松⽥忍（⽇本近現代史）
です。⽇本⻘年館が所有する資料の整理への協⼒をはじめました。･･･（ 中略）･･･ダンボール箱にして2000
箱（！）に及ぶ、巨⼤な史料群です。作業は継続的に進めていく必要があります。2017年2⽉から具体的な整理作業にはいりました。歴⽂⽣からボ
ランティアを募集して、
お⼿伝いをいたしております。地味な仕事なのですが、参加学⽣の意欲は⾼いんですよねぇ！今まで⾒たこともない書籍に
触れることを⼼から楽しみながら、作業している学⽣たちをみると、古い物への愛着をもっている歴⽂⽣っていいなぁと思います。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 1st, 2017 at 2:53 PM
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【Leaders Academy in SHOWAブログ更新】
2⽉28⽇
第24回秋桜祭活動報告（2016年11⽉12⽇･13⽇）
私たちLeaders Academyは昨年の秋桜祭に参加し、
それぞれの活動内容を紹介する展⺬や物販などを⾏いました。
Aチームは、株式会社タニタの体組成計を使⽤した美脚度測定会、Bチームは⼥性限定でハンドマッサージを⾏いました。Cチームは活動テーマ
「
起きうる地震に対する意識改⾰」に沿って取材した内容をパネルにまとめ、国際協⼒NGOとの連携企画 チャリティピンキーリングを販売。当⽇、
坂東眞理⼦理事⻑も
（被災地の⼥の⼦⽀援に寄付される）Hopeのリングを購⼊されていました。Dチームは、群⾺県のアンテナショップと連携し
て、群⾺県の商品を販売するなどの活動をしました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 1st, 2017 at 4:40 PM
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【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
2⽉28⽇
第3期⽣･スペイン留学便り ∼アルカラ⼤学アルカリングア 12⽉編･その3∼
＜テスト対策はどのようなことをしましたか＞
私はライティングとリーディングが苦⼿なので、⼀番に語彙⼒をつけることを⽬標におきました。毎⽇予習復習をし、空き時間に確認しやすいよう
に、授業内での会話、⻑⽂などで出てきたわからない単語をノートにまとめています。
＜クリスマスはどのように過ごしましたか＞
Nochebuena（クリスマスイブ）
もNavidad(クリスマス)もホストファミリーとその親戚、友達と過ごしました。地元の教会で⾏われたミサに⼀緒に参
加することが出来ました。
＜今年を振り返って＞
「英語とスペイン語の語学⼒をつける」
という⽬標を達成するために、計画を組み、⾏動に移すことができたと思います。春休みには、
フィリピン留
学で英語を強化し、
お互いの将来の夢を語り合える貴重な友⼈と出会うことが出来ました。夏休みには、
スペイン料理レストランでのアルバイトを
通し、
スペイン留学に備えることが出来ました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 2nd, 2017 at 10:15 AM
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【SWUニュース】
［ 学⽣レポート］春季ヨーロッパ研修便り 2⽇⽬
3⽉1⽇
伝統のお菓⼦作りを体験するヨーロッパ研修。健康デザイン学科の学⽣からレ
ポートが届きました。
Wiﬁでの講習2⽇⽬は（写真2枚⽬・左から順に）
「ヨーグルトフルーツトルテ」
「い
ちごのシュトゥルーデル」
「アプフェルシュトゥルーデル」
を作りました。シュトゥルー
デルは「巻く」という意味のドイツ語です。⽣地を新聞紙程の薄さに伸ばしてから
、
りんごやいちごを巻きました。
午後は作ったお菓⼦を試⾷してから、美術史博物館へ。
ルーベンスやブリューゲ
ルの有名な絵画を鑑賞し、オーストリアを始めとするヨーロッパの芸術に触れて
きました。写真（3枚⽬）はサリエラという⻩⾦の塩胡椒⼊れです。
フィレンツェで
⽣まれたベンヴェヌート チェッリー⼆がパリ滞在中にフランソワ⼀世からの依頼
を受け製作したものです。

 Timeline Photos - March 2nd, 2017 at 1:06 PM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
3⽉1⽇
ソーシャルワークプロジェクトⅠ∼実践活動レポその20
みなさんこんにちは！福祉社会学科1年の舞乃です。昨年の夏休みに新潟県⻑岡市栃尾地域の
『とちお祭り』に参加しました。⺠謡流しで地元の
踊りを踊ったり、
お神輿を担がせていただいたり、⾃分たちで考えたよさこいを披露したり、樽神輿綱引きに加わったり。
過疎化や⾼齢化が進んだ地域のお祭りに参加させてもらい、
その地域の活性化を図ることが今回の活動の⽬的でしたが、実際に体験してみると
地域活性化はとても難しい問題だと思いました。
このブログを⾒てくれているみなさんも、
もっと過疎地域などに⽬を向けてくれたら嬉しいです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 2nd, 2017 at 4:49 PM

6

【学科ブログ更新】⼈間社会学部⼼理学科
3⽉1⽇
平成28年度 ⼼理専⾨職ガイダンス
（2⽉13⽇）
昨年度に引き続き、2回⽬の⼼理専⾨職ガイダンスを開催しました。⼼理専⾨職に関⼼のある1年⽣8名･2年⽣7名 計15名が参加し、公務員の
⼼理専⾨職（「⼼理技官」
「 法務教官」
「 障害者職業カウンセラー」）
として第⼀線でご活躍中の⽅々から、職務内容ややりがいについてお話を伺
いました。
⼀般に⼼理専⾨職というと、臨床⼼理⼠の資格をもって働くスクールカウンセラー等が知られています。
ガイダンスに参加した学⽣にとっては、
そ
の他の⼼理専⾨職について知る貴重な機会となりました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 3rd, 2017 at 9:28 AM

3

【⼤学院ブログ更新】⽂学研究科⾔語教育・コミュニケーション専攻
3⽉2⽇
定評どおり！投野由紀夫先⽣のコーパス集中講義( 2⽉10⽇~12⽇)
今学期最後の集中講義・投野由紀夫先⽣の
「コーパス研究」の授業報告です。投野先⽣は、
データ処理の知識と技法、保存･分析･Web情報など
について初⼼者にも解りやすく、
さらに忍耐強く丁寧にご指導下さいました。
「 驚喜のコーパス」
というのが私の印象でした。共起ネットワーク、
コロ
ケーション・エラーの処理⽅法なども⼤変役に⽴ちました。受講記念にみんなで集合写真。松たか⼦似のKさんがシャッターを切ってくれました。
⼤学院ブログ

 Timeline Photos - March 3rd, 2017 at 10:34 AM

3

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
3⽉2⽇
第3期⽣･スペイン留学便り ∼アルカラ⼤学アルカリングア 12⽉編･その4∼
＜テスト対策はどのようなことをしましたか＞
11⽉中盤から12⽉に重点的に習った接続詞をたくさん復習しました。授業中は進⾏がはやく、頭の中で消化しきれていなかったので、接続詞を
使う場⾯や状況を1つずつ洗い出してまとめました。
＜クリスマスはどのように過ごしましたか＞
家族と親戚とホームパーティをしてクリスマスをお祝いしました。姉と⼀緒に料理の下準備を⼿伝い、⾷卓にはたくさんの料理が並べられました。
25⽇はバレンシアから来た叔⽗がお昼にバレンシア⾵パエージャを⼤きい鍋で作ってくれました。
パエージャは地⽅によって⼊れる⾷材や味が違
います。
＜今年を振り返って＞
留学⽣活の約半分が終わったと思うとびっくりです。⽇本が恋しくなることが何回かありましたが、なんのためにスペインまで来てるのかを、時々
考えます。簡単に出来るものじゃない留学をさせてくれている家族を思うと頑張らないと恥ずかしいなと感じます。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 3rd, 2017 at 2:50 PM

7

【SWUニュース】
［ 学⽣レポート］春季ヨーロッパ研修便り 3⽇⽬
3⽉2⽇
伝統のお菓⼦作りを体験するヨーロッパ研修。健康デザイン学科の学⽣からレポートが届きました。
Wiﬁ（製菓学校）
での講習。3⽇⽬は3種類のケーキを作りました。
写真１：シュヴァルツヴェルダーキルシトルテ
（⿊い森のサクランボ酒ケーキ）
というチョコケーキ。
写真２：エスタハッツィシュニッテン
（芸術保護者として有名だったエスタハッツィシュ伯爵の名前がついたケーキ
ほかにトリュッフェルトルテ
（トリュフチョコのようなケーキ）
も作りました。
繊細な装飾を描き⼊れるミラウツ先⽣の技術に触れることができました。
午後は作ったケーキを試⾷してから、ケルントナー通りへ。シュテファン寺院を⾒学後に各⾃で散策を楽しみました。

 Timeline Photos - March 3rd, 2017 at 4:47 PM

9

【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
3⽉3⽇
孫たちにキュウリの話をするトルストイ
本学の創⽴者記念講堂内の学園記念室に、下の写真のような銅製の像があります。特に題名はついていないのですが、孫達にキュウリの話をす
るトルストイの写真をもとに、ロシアで制作され、本学に寄贈されたものではないかと思います。
レフ・トルストイは、
とても⼦ども好きで、
どんなに⻑い時間でも⼦どもと話をしていたそうです。⼦どもたちが特に好きだった話の⼀つが、
キュウリの
話でした。以下のお話は⽥中泰⼦著「Ｌ．
トルストイとキュウリの話」
『カスチョール 31』
（ 2013）
を参考にしました。
続きはブログへ
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 Timeline Photos - March 6th, 2017 at 9:38 AM
【SWUニュース】
［学⽣レポート］春季ヨーロッパ研修便り 4⽇⽬
3⽉3⽇
伝統のお菓⼦作りを体験するヨーロッパ研修。健康デザイン学科の学⽣からレポートが届きました。
Wiﬁ（製菓学校）
での講習4⽇⽬。午前中はブリオッシュとブランドマッセを作りました！四つ編みや三つ編みからお花の形
まで成形技法を教えてもらい、
ふわふわの美味しいブリオッシュができました。⽩⿃の形をした美しいブランドマッセは、
バ
ニラクリームと⽣地との相性が抜群でした！
ミラウツ先⽣お⼿製のアプリコットジャムが⼊ったクッキーとケーキはもちろん、
ブリオッシュとブランドマッセはとろける美
味しさでした。

 Timeline Photos - March 6th, 2017 at 3:01 PM

3

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
3⽉4⽇
第2期⽣･ドイツ留学便り ∼ライプツィヒ⼤学 12⽉編∼
＜テストに向けて何か対策をしていますか＞
授業をしっかりと受けて、分からないところを先⽣やチューターさんに質問するよう⼼がけました。
また、
テストに向けて出題される練習プリントや宿
題を解いて、間違えたところを重点的に復習しました。
＜仲良くなった友達について＞
メキシコから来たクラスメイトとよく話したり遊んだりしていました。彼⼥は29歳で薬品関係の仕事に就いています。
とても優しくフレンドリーで、⼀
緒に湖で泳いだり、
クリスマスマーケットに⾏ったりしました。
＜クリスマスはどのように過ごしましたか＞
12⽉1⽇に、
ドイツのクリスマスで有名なアドベントカレンダーを買い、毎⽇⽋かさずチョコレートを取り出して⾷べていました。
もちろん、
クリスマス
マーケットでの買い物も⽋かせません。私はライプツィヒとニュルンベルクのクリスマスマーケットに⾏きました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 6th, 2017 at 4:01 PM

3

【学科ブログ更新】
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科
3⽉4⽇
MOS検定満点合格者続出！／就活対策講座を開催
2⽉23⽇からスタートしたMOS検定対策集中講座が終了し、28⽇に学内で検定試験を⾏いました。WordとExcelで延べ52⼈が受験し、51⼈が
合格という驚異の合格率でした。Word、Excelともに満点合格者も数⼈ずつおり、集中講座での頑張りがそのまま結果につながりました。･･･（ 中
略）･･･
⼀⽅、3⽉1⽇からは現3年⽣の就職活動がスタートしました。学内合同企業説明会の合間を縫って、当学科の飴善晶⼦教授が「就活試験1次段
階突破対策講座」
をひらきました。希望する学⽣数名を対象に、
エントリーシート
（ES）の書き⽅から始まり、
グループディスカッションの乗り切り⽅、
⾯接対策は⾝なりや化粧、⽴ち居振る舞いから受け答えの仕⽅まで、
まさにフルコースでの集中指導です。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 6th, 2017 at 4:54 PM

 14

【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
3⽉6⽇
2⽉は逃げてもう三⽉、梅は盛りを過ぎ沈丁花が⾹る。啓蟄というとおり植物も動物も新たに動き出し、⾼校⽣は卒業。
･･･（ 中略）･･･
3⽇（⾦）は中⾼部の卒業式で8時45分記念講堂。森監事も来てくださる。厳粛で⽣徒もしっかり。同窓会からの祝辞で⼈⾒楠郎先⽣の厳しいけれ
ど真摯な教育が⽣徒たちに伝わっているのに感動。
･･･（ 中略）･･･
4⽇（⼟）は3⽉期⼊試には出ず、午後、寺⽥倉庫と健康デザイン学科のグルテンフリーの料理の発表会。中野社⻑は相変わらず個性的。学⽣に
温かいコメントをいただきホッとする。
グルテンフリー協会の⽅のコメントが正鵠を得ていた。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 7th, 2017 at 9:11 AM
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【SWUニュース】
［学⽣レポート］春季ヨーロッパ研修便り 講習最終⽇
3⽉6⽇
伝統のお菓⼦作りを体験するヨーロッパ研修。学⽣からレポートが届きました。
Wiﬁ（製菓学校）
では、
「リンツァートルテ」
「ゼンメル」
「マジパン細⼯」の講習と試⾷を⾏いました。
パン作りでは難しい作業
もありましたが、
とても楽しく学ぶことができました。先⽣が作って下さったマジパンはどれも可愛くて感動しました。
今⽇でWiﬁでの講習が終了。ホテルでさよならパーティーと修了証書授与式を⾏いました。

 Timeline Photos - March 7th, 2017 at 10:59 AM

2

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
3⽉7⽇
［学⽣レポート］Royal Roads University ホスピタリティープログラム
こんにちは。英語コミュニケーション学科2年のトモミです。先⽇ブリティッシュコロンビア州議事堂に⾏ってきました。写真は正⾯から⾒た様⼦です
。誰でも無料で議事堂の中に⼊って、
とても豪華な内装を⾒ることができます。議会の様⼦も⾒学することができました。⽇本では国会議員が発⾔
している場⾯を⽬の前で⾒ることはまずできませんが、何を議題に取り上げ、
どのように議論が進められているかをビクトリアでは実際に⾒ること
ができたのでいい経験になりました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 7th, 2017 at 1:08 PM

5

【学科ブログ更新】⼈間社会学部⼼理学科
3⽉7⽇
平成28年度 修⼠2年修⼠論⽂発表会
2⽉4⽇の午前中に平成28年度⼼理学専攻修⼠論⽂発表会を開催し、M2の院⽣が2年間の研究成果を発表しました。学会と同じくポスターセッ
ション形式で、ポスター掲⺬板の設営はM1の院⽣が担当しました。･･･（ 中略）･･･在席時間（60分）中には、先⽣⽅も次々と回って来て、ポスター
の内容を吟味します。何を聞かれるか、
どきどきです。M1の院⽣たちは、先輩の発表や教員のコメントに聞き⼊っています。来年は⾃分たちがポス
ター発表をするのかと思うと、⾝が引き締まります。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 8th, 2017 at 9:00 AM
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【SWUニュース】
［ 学⽣レポート］春季ヨーロッパ研修便り 7⽇⽬
3⽉7⽇
伝統のお菓⼦作りを体験するヨーロッパ研修。製菓学校での講習を終えた学⽣からレポートが届きました。
春季ヨーロッパ研修7⽇⽬。5⽇間お世話になったwiﬁに別れを告げ、午前中はザンクトベルテンの市場に寄り、午後からはウィーン市内のケルン
トナー通り付近で各々の時間を過ごしました。ザッハーやデーメルでザッハトルテをお⼟産に買ったり、
スワロフスキーで⾃分へのご褒美を購⼊した
り。モーツァルトカフェのホットチョコレート
（写真2）はとても濃厚で美味しかったです。
夜は⼀同レストランに集合し、
ディナーを頂きました。研修に同⾏して下さっていた添乗員の五⼗嵐さんから班⻑へ、
それぞれキーホルダーをプレ
ゼントしてくださいました
（写真1）
無事に研修を終えることができて良かったです。家に着くまで気を引きしめ、楽しかった研修のままで終わりたいと思います。

 Timeline Photos - March 8th, 2017 at 11:21 AM

5

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
3⽉6⽇
第7期⽣･中国留学便り ∼上海交通⼤学 1⽉編･その1∼
＜今年はどのように授業に取り組みたいですか＞
前⽅の座席に座ることから始め、積極的に発⾔したいです。予習･復習をして⾃分の答えに⾃信を持つことが出来れば、発⾔の回数も増えると思
います。引き続き、
クラスメイトと会話する機会も⼤切にしたいです。
＜寮⽣活を通じて、⽣活⾯や考え⽅などで何か変化したことはありますか＞
お⾦のやりくりが出来るようになってきました。以前よりも⾷費をおさえることができ、⽇⽤品の値段も把握しています。上⼿に買い物をすることが
できていると思います。
＜元旦はどのように過ごしましたか。
また、新年の抱負を教えてください＞
元旦は友達と⽇本料理屋におせち料理とおでんを⾷べに⾏きました。昨年は⾵邪をひいて授業を休むことがあったので、今年は体調管理に努め
たいです。
それから、⽇中交流会などのイベントを利⽤して積極的に中国⼈と交流していきたいです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 9th, 2017 at 9:56 AM

3

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
3⽉8⽇
第7期⽣･中国留学便り ∼上海交通⼤学 1⽉編･その2∼
＜今年はどのように授業に取り組みたいですか＞
発⾔の回数を増やし、積極的に授業に参加したいと思います。⼀つ⼀つの単語をしっかり理解しながら、中国語を学ぶ意欲を⾃ら⾼めていきたい
です。
＜寮⽣活を通じて、⽣活⾯や考え⽅などで何か変化したことはありますか＞
この4か⽉、私の中で
（性格も含めて）多くのことが変わったと思います。今までよりも積極的な⾏動が多くなったと感じています。外国⼈に⾃分か
ら話しかけることで、友達の輪が広がったり、
クラスメイトとご飯を⾷べに⾏ったり。以前と⽐べて、中国語を間違えて話すことが少し怖くなくなりま
した。
＜新年の抱負を教えてください＞
まずは中国語を極めます。
あと約半年で中国語が伸びるか伸びないかは⾃分次第です。今学期の中間･期末テストの結果にも満⾜していないの
で、今まで以上に中国語を頑張り、HSK6級や中国語検定2級を受けられるようにしたいです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 9th, 2017 at 4:39 PM

6

【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
3⽉9⽇
ソーシャルワークプロジェクトⅠ∼実践活動レポその23∼
福祉社会学科1年のあやのです！8⽉25⽇から29⽇まで、東⽇本⼤震災復興⽀援活動に参加してきました。中でも、宮城県中浜⼩学校でのフィー
ルドワークが印象に残りました。
皆さんは、震災遺構を⾒たことがありますか？震災当⽇、校内にいた教員･児童は校舎の屋上に避難し全員無事でした。
しかし、⾼さ10ｍの津波
の被害を受け、学区内の屋上以外の家屋は、ほぼ全滅しました。写真をご覧ください。中浜⼩学校は今も尚、震災遺構として、震災当時の形のまま
で残っています。
私はもっといろいろな震災遺構に⾜を運び、震災が⾵化しないよう、⾃分にできることを探して発信していきたいと強く思いました。
続きはブログへ

 Timeline Photos - March 10th, 2017 at 10:34 AM

5

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
3⽉9⽇
⽇本語を教える∼「⽇本語教育指導⽅法論」授業紹介
皆さんは外国の⽅に⽇本語を教えたことがありますか？「⽇本語教育指導⽅法論」は⽇本語教育の授業の⼀つです。学⽣たちは3⼈1組でチー
ムを結成し、今まさに⽇本語習得中の
（初級学習者の）⽅を対象に45分の授業を⾏ないます。今年度前期はベトナムの⽅2名、後期は台湾の⽅2
名に来ていただきました。
全15回の授業のうち、後半の約5回を実習授業とし、
それまでは⽇本語を教えるための基礎知識や授業デザインに関する講義を受け、
グループ
で準備をします。⽇本語を教えるのは全く初めて！という⽅ばかりです。
続きはブログへ

 Timeline Photos - March 10th, 2017 at 4:57 PM
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【学⻑ブログ更新】⾦⼦朝⼦の昭和のこれなあに
3⽉10⽇
桜が咲いた！
昭和⼥⼦⼤学のキャンパスに桜が咲き始めました。2⽉の3週⽬のことでした。今年⼀番に咲いたのは新体育館を囲む植え込みの桜です。晴れた
空の⾊に映えてきれいですね。
この桜は寒桜という種類で、早咲きで知られています。早いものは1⽉から咲き始めるそうです。有名な河津桜も寒
桜の⼀種です。枝先からたくさん花柄（かへい）が出て、
その先に⼀つずつ⼀重の淡い紅⾊の花がつきます。
･･･（ 中略）･･･
桜と⾔えば、本学の環境デザイン学科学⽣の新デザインによるKittyちゃんファイルが発売されました。
リボンに桜の花がついていますね。背景は
⽇本庭園「昭和の泉」
で泳ぐ鯉をモチーフにしたそうです。
これからの待ちに待った桜の季節、池の⽔⾯も太陽の穏やかな光を受けて、
きらきらと
光っているように⾒えませんか。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 13th, 2017 at 11:10 AM

5

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
3⽉13⽇
［学⽣レポート］RRUプログラム
こんにちは。英語コミュニケーション学科2年のモモカです。本⽇をもってカナダ･ビクトリアでの4週間にわたるRRU（Royal Roads University）
プ
ログラムをを終えました。短い期間ではありましたが、観光業、ホスピタリティーについて様々な事を学ぶことができました。ホストファミリーとは、⼀
緒にパンを作ったり、近くにあるGoldstream parkという森のようなところへ連れて⾏ってくださったりと、⼤変充実した⽣活を送ることが出来ま
した。
続きはブログへ

 Timeline Photos - March 13th, 2017 at 3:54 PM

6

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部歴史⽂化学科
3⽉13⽇
受験⽣応援リレートーク No.15 渡邊絵美理さん
歴⽂⽣から受験⽣の皆さまへ。受験シーズンがおわる3⽉末まで、毎週⽉曜⽇に⼿書きの激励メッセージをお届けします。
今回は、歴史⽂化学科1年⽣の渡邊絵美理さん
（写真左）から受験⽣のみなさまへのメッセージです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 13th, 2017 at 4:58 PM
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【理事⻑ブログ更新】坂東眞理⼦のオンとオフ
3⽉13⽇
春の訪れを感じさせるものは桜の開花予想と就活学⽣の⿊スーツ。
東⽇本⼤震災からもう６年、⼩学校に⼊学した⼦供が卒業する。
六つとせはいと疾く過ぎぬ幼⼦は⼄⼥となりて未知に踏み出す
･･･（ 中略）･･･
8⽇（⽔）国際⼥性デーなので、朝⽇新聞にキャリアママインターンシップの紹介記事。いろいろ反対があった中、頑張ってくれた担当者に感謝。10
時30分来客。
お昼ロータリークラブ。久しぶりで武藤敏郎さんとおしゃべり。15時「毎⽇が発⾒」の写真撮影。いったん太⼦堂に⾏って⾷事を⼿伝っ
てから、いろはちゃんと渋⾕のヒカリエの
「Happy Woman Festa 2017」のトークセッション。
カジュアルな会だと思っていたのだがマスコミも取
材。いろはが緊張してはじめは泣きそうだったが川崎さんに助けてもらってそのあとはいい⼦。昭和の中⾼部を卒業してＮＹで活躍している⼈や、
ケニアからバラを輸⼊している⼥性などパネリストもユニークな⽅が多く、聴衆も熱⼼に聞いてくださった。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 14th, 2017 at 9:11 AM

3

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
3⽉10⽇
第7期⽣･中国留学便り ∼上海交通⼤学 1⽉編･その3∼
＜今年はどのように授業に取り組みたいですか＞
後期は（前期に⾒つけた）⾃分の短所を克服し、⻑所に繋げていくことに試⾏錯誤しながらチャレンジしようと思います。“こうすればよかった、
ああ
すればよかった”と後悔する回数を減るように、“恥ずかしい！”なんていう⼩さなプライドを壊せるように、
トライ精神で頑張ります！
＜元旦はどのように過ごしましたか＞
今回の年越しはそばやおせち料理がなかったので、
スパゲッティを茹でて、
ピザをデリバリーして、友⼈たちとみんなでわいわい過ごしました。⽇本
は年越しを盛⼤に⾏いますが、中国は意外とあっさり年を越してしまったので、⾃分でも本当に2017年になったのかと実感が湧きませんでした。
年越しのあとはテスト勉強をしました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 14th, 2017 at 11:39 AM

2

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部⽇本語⽇本⽂学科
3⽉13⽇
研究発表会を実施しました
4年間の集⼤成･卒業論⽂を完成させた学⽣たち。
その研究発表会を2⽉末に実施し、演習ⅢBからは4年⽣4名がそれぞれPowerPointを⽤い
て以下のテーマで発表しました。･･･（ 中略）･･･司会をした3年⽣の感想を紹介します。
" 先輩⽅の発表を聴き、卒論のテーマ決めは最も重要であると感じました。本当に⾃分が興味があるものでなければ、卒論を書き続けることはで
きないと思います。先輩⽅の発表から新たな研究テーマを⾒つけることができました。"
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 14th, 2017 at 1:46 PM

6

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
3⽉14⽇
［学⽣レポート］RRUプログラム
こんにちは。英語コミュニケーション学科2年のユキです。授業を通じて、
ビクトリアで有名なBCミュージアムに⾏きました。実物⼤の様々な動物の
模型が展⺬されており、映像を⾒ながらカナダの歴史を学ぶことが出来ました。
ビクトリアは海に囲まれた⼩さな島ですが、⼈がとてもあたたかいです。ホームステイをはじめ、素晴らしい⼈々と沢⼭出会うことが出来ました。
ビ
クトリアの名所をまわったり、ホテルを⾒学して実際にお話しを伺ったり。様々な経験を通して、成⻑出来た1ヶ⽉間だったと感じています。
学科ブログ

 Timeline Photos - March 15th, 2017 at 9:18 AM

2

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
3⽉13⽇
第7期⽣･中国留学便り ∼上海交通⼤学 1⽉編･その4∼
＜今年はどのように授業に取り組みたいですか＞
予習復習を⾏い、授業中に先⽣が⾔っている事をしっかりと理解し、
くまなくメモするようにしたいです。授業と休憩の区別をつけ、⽣活リズムを整
えたいです。
＜寮⽣活を通じて、⽣活⾯や考え⽅などで何か変化したことはありますか＞
親がやって当たり前だと思っていた事は⾃分でやるとこんなにも⼤変なのだなと、改めて親の偉⼤さを感じました。寮⽣活は、⽇本での⽣活が当
たり前ではないことを教えてくれました。
＜新年の抱負を教えてください＞
就職活動を意識して1年を過ごしたいです。友達とSPIの勉強を⼀緒にやろうと約束しています。
しっかりとSPIや英語を勉強し、
また、今年中に必
ず中国語検定（HSK）6級を取得したいです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 15th, 2017 at 11:30 AM

6

【Leaders Academy in SHOWAブログ更新】
3⽉15⽇
リーダーズアカデミー最終発表会（1⽉11⽇ ）
「⼥性は世界を変える」
をテーマとし、5⽉からチームごとに⾏ってきたプロジェクト活動の最終発表を⾏ないました。中間発表以降、新たに取り組
んだことやプロジェクト活動の成果を中⼼に発表しました。･･･（ 中略）･･･
全てのチームの発表が終わった後、坂東理事⻑・ファシリテーター・担当教員・事務局担当者が審査員となり、各チームの発表内容とプレゼンテ
ーション⼒の⼆項⽬に点数が付けられました。
その結果、最も⾼い点数を獲得したBチームが優勝となりました。
また今回優勝となったBチームは
、次年度、本学の公式プロジェクトへの昇格に向け⼿続きを⾏うことが発表され、2⽉の理事⻑・総⻑、学⻑講話でも在学⽣に対し活動内容や1
年間での学びをプレゼンテーションしました。
詳細はブログへ

Barry Costa Do I recognize some of my f ormer students???

 Timeline Photos - March 15th, 2017 at 1:40 PM

3

【学科ブログ更新】⼈間社会学部現代教養学科
3⽉15⽇
世⽥⾕公園と がやがや館へ 改善案をプレゼン！
こんにちは！現代教養学科3年秋⼭と花⽥です。私たちは後期に鶴⽥佳⼦先⽣の
「地域社会のデザイン
（都市）」
を履修し、⼈やまち、地域とのつ
ながりを通してまちづくりがどのように⾏われていくかを学びました。私たち受講⽣は世⽥⾕公園内のSL広場や売店、がやがや館の活性化を⽬
指し、
グループに分かれて改善策を提案しました。･･･（ 中略）･･･
サービス公社の⽅のアドヴァイスも受け、情報を追加しながら企画書を作り上げました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 16th, 2017 at 1:26 PM
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【学科ブログ更新】⼈間社会学部福祉社会学科
3⽉16⽇
祝☆卒業！！
本⽇は卒業式！！澄みわたる⻘空の下、1,400⼈ほどの学⽣・院⽣が巣⽴ちます。式典の間中、3年⽣は⿊板にお祝いメッセ
ージを書いたり、
お花束の準備をしたりと⼤忙し。3年⽣のクラス委員から4年⽣のクラス委員にはスペシャルメッセージア
ルバムを、4年⽣⼀⼈ずつに花束を贈ります。本当におめでとうございます！！
学科ブログ

 Timeline Photos - March 16th, 2017 at 3:42 PM

 79

【SWUニュース】卒業式（学⼠学位授与式）
3⽉16⽇
本⽇平成28年度卒業式（学⼠学位授与式）
を執り⾏いました。
午前の部は⼈間社会学部と⽣活科学部。
記念撮影に興じていた学⽣たちは幕が開くと厳かな雰囲気に⼀転。学科⻑から名前を呼ばれると⼒強く応えました。
式辞で⾦⼦学⻑はApple創業者スティーブ・ジョブズの⾔葉を引⽤。過去を振り返った時しか点と点を結び付けられない。昨⽇の⾃分を超え⼤学
で経験した全ての学びを糧に変化ある多様な世界に挑戦してほしいと語りました。
坂東理事⻑・総⻑は告辞で社会課題に直⾯した時は失敗を恐れず⾝につけた"夢を実現する7つの⼒"を発揮し挑戦し続けてほしいとエールを
送りました。
卒業⽣の皆さま、
おめでとうございます！
⾏く⼿の空に光あれ 遠き未来に 栄あれ。
午後の部は13時30分から。⼤学院・⼈間⽂化学部・グローバルビジネス学部の卒業式です。
グローバルビジネス学部第1期⽣が巣⽴ちます。

Barry Costa Graduation at Showa is a very memorable and special event. It is f ull of traditions. I love the f act that the graduates wear the cap
ad gown. Madam President, do you recall your Graduation Day?

 Timeline Photos - March 16th, 2017 at 4:45 PM
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 Timeline Photos - March 17th, 2017 at 9:05 AM

3

【学科ブログ更新】⼈間社会学部⼼理学科
3⽉16⽇
平成28年度 ⼼理学科卒業式
･･･（ 前略）･･･
前⽇とは打って変わった暖かな⻘空の下、87名の⼼理学科⽣が卒業の⽇を迎えました。⼈⾒記念講堂での式典に引き続き、⼼理学科での学位
記・各種賞状授与式を⾏いました。在学⽣から⼿渡された花束を⼿に、会場の教室にそろった卒業⽣は、
クラスアドバイザーが名前を読み上げる
中、⼀⼈ずつ前に進み出て、学科⻑より学位記を授与されました。
「おめでとう。頑張りましたね」
と声をかけられると、笑顔と共に、
しっかりと
「はい
」
と答えていました。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 17th, 2017 at 10:05 AM

1

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部国際学科
3⽉14⽇
第7期⽣･韓国留学便り ∼ソウル⼥⼦⼤学校 1⽉編･その1∼
＜今年はどのように授業に取り組みたいですか＞
語学堂では、今まで通り、翌⽇の授業内容を隅々まで予習するよう⼼がけたいです。留学に来た頃に⽐べると韓国語の語彙も増え、⽣活にも余裕
ができました。⼤学の授業にも今学期は予習復習をきちんとして臨みたいです。
＜学⽣寮での⽣活を通じて、⽣活⾯や考え⽅などで何か変化したことはありますか＞
私は何か嫌なことがあったときやプレッシャーを感じたとき、物事をマイナスな⽅向に考えてしまう癖があります。
その状態が続くと⼀緒に暮らして
いる友⼈をも不快で暗い気持ちにさせてしまう！と思い、何事もポジティブに考えるよう⼼がけるようになりました。
＜元旦はどのように過ごしましたか。＞
年越しの瞬間は友⼈の部屋に集まってカウントダウンをして、⼀⼈⼀⼈新年の抱負を⾔い合いました。わたしの抱負は少なくとも⼈前では常に笑
顔で過ごすということと、積極的に外国⼈の友⼈を作ることです。
詳細はブログへ

 Timeline Photos - March 17th, 2017 at 11:13 AM

1

【学科ブログ更新】⼈間⽂化学部英語コミュニケーション学科
3⽉15⽇
附属中⾼部体験授業（3⽉14⽇）
14⽇の午後、昭和⼥⼦⼤学の様々な学科が附属校⽣を対象として
「体験授業」
を実施しました。英語コミュニケーション学科では、⾦徳多恵⼦教
授が講義『「学ぶ英語」から
「使う英語」
へのチャレンジ』
を開き、中学校3年⽣にあたる⽣徒11名が参加しました。今学習している英語をコミュニ
ケーションの場で実際に⽤いるために⼤切なこととして、効果的な単語の選び⽅、⽂のつなぎ⽅、
パラグラフのまとめ⽅について説明しました。
続きはブログへ

SNSに投稿してきたたくさんの思い出は、本で残そう。
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