
広  告企画・制作　読売新聞社広告局「女子大という選択」
グローバル化時代に対応する女子大の女子教育
　母や姉が女子大出身で、母からは「女子大なら伸び
伸びと、自分の力を発揮できる」と言われ、早くから女
子大への進学を考えていました。
　進学した大学は、約100年前に創立され、元々は女
性が手に職をつけるためのお裁縫学校でした。そう
いった背景もあり、「良妻賢母を育てること」と同時に
「女性の自立」が大きなテーマでした。入学当初は、や
や古風で矛盾した考え方ではないかと、疑問に感じ
たんです。しかし、大学での体験を通じて、現代の女性
が目指すワーキングウーマンとしてのあるべき姿を示
していると気がつきました。

　女子大で学んだ考え方のおかげで、働きながら結
婚、出産、育児をこなしつつ、「女性らしく生き、変化に
柔軟に対応する」という力を身につけることができた
んです。男性がいない女性のみの関係性のなかで、
リーダーシップや調整力も培うことができました。
　これからのグローバル化時代において、女性が担う
役割は大きくなると感じています。グローバルな環境
では想定外の状況に巻き込まれることが多々ありま
す。実はこうした変化に女性は強いのです。なぜなら
ば、女性はライフイベントが多く、柔軟な思考や行動
を求められます。実際に男性よりも肝が座っている人

も多いように感じます。
　女性としての人生は変化がつきものだということ
を、女子大の女子教育で学び、女性らしく柔軟に伸び
やかに対処することができれば、さまざまな環境で楽
しく自らの力を発揮することができるでしょう。
　これからの国際化社会で活躍するためには、自らの
個性を生かしつつ、「柔軟さ」「リーダーシップ」「調整
力」などの力が必要となります。これらの力を身につけ
る機会が豊富な女子大は、素晴らしい学習環境だと
思います。将来、なりたい職業などを今から考え、個性
に合った大学選びをしてみてはいかがでしょうか。

女子大ならでは魅力やメリットについて、グローバル人材育成や海外ビジネス支援に取り組む、酒井由紀子代表にお聞きしました。

酒井由紀子さん 
リエゾン・デートル代表

大妻女子大学卒。1965年アメリカ合衆国ニューヨーク州生ま
れ。大学卒業後、日系・外資系企業で英語を用いた海外事業
において24年の経験を有する。フィリピンへの訪問は通算50
回を超え、現在はベトナム向けビジネス支援を行うなど、主にア
ジア圏における国や文化を越えた緊密な協業の経験がある。
2011年にグローバル人材育成と海外ビジネス支援を行う「リ
エゾン・デートル」を起業。「未来を担う子供たちの教育・環境改
善に尽力すること」と「ビジネスにおける存在の架け橋となるこ
と」を2本の柱として活動中。国際的な職業の日本人を紹介す
る動画集「世界ビト図鑑」の企画制作、グローバル人材育成
ワークショップの提供、企業の海外ビジネス展開支援を行う。

　創立以来、キリスト教信仰にもとづいた女子教
育の伝統を継承し、高度な教養教育を実践する中
で、優秀な卒業生を輩出してきました。卒業後の進
路は、就職、4年制大学への編入学、留学、本学専
攻科への進学など多様です。就職では各企業との
信頼関係を築いて、高い実績をあげてきました。
　これからも伝統を受け継ぎつつ、現代に生き
る女性に必要な「人間のちから」を育成していき
ます。

現代に生きる女性の「人間のちから」を育成

八耳 俊文
学長

　本学は１８７５年創立の跡見学校が始まりです。当時より本学
は、社会に出てからも人生を設計し続けていける自立した女性を
育成してきました。１・２年次は緑豊かな新座キャンパスで、入学
直後より「キャリア支援プログラム」が始まります。３年次からは都
心の文京キャンパスでアクティブに自分を磨けます。
　本学では４年間を通じてきめこまかく学生のキャリアデザイン
を支援し、自律し自立した女性の育成に努めています。

実践力をそなえた教養人、品性ある社会人、
自律し自立した女性を育成します

入
試
日
程

〒112-8687 東京都文京区大塚1-5-2
(文京キャンパス)
〒352-8501 埼玉県新座市中野1-9-6
(新座キャンパス)
TEL.048-478-3338
d-nyushi@mmc.atomi.ac.jp
http://www.atomi.ac.jp/univ/

跡見学園女子大学 入試課

　津田塾大学は1900年の創立以来、社会に
貢献する自立した女性を育て、輩出することを
使命としてきました。徹底した少人数教育のな
かで自主性、積極性を培い、高度な英語運用
能力と幅広い教養を身につけた卒業生たちの
活躍の舞台は、国境を越えて世界に広がって
います。津田塾大学は、創立者津田梅子の理念
を受け継ぎ、志高く、新たなチャレンジをする女
性たちを応援する大学であり続けます。

「社会に貢献する自立した女性」を育成

國枝マリ
学長

入
試
情
報

〒187-8577
東京都小平市津田町2-1-1
TEL.042-342-5113
http://www.tsuda.ac.jp/

津田塾大学 企画広報課

　白百合女子大学は、「人間は一人ひとりかけがえのない存在で
あり、その存在の価値を見いだし、その存在にふさわしい人間にな
ることを手助けすること」を基本として大学教育を提供しています。
　この目標を達成するためには基本的な「3つの力」が必要です。
1つは「自分を知る力」。“自分を賭ける”意味と価値の実現のために
生きる力です。次は「他者を大切にする力」。自分を知る力は、他者
も自分と同じようにかけがえのない存在であることに気づかせてく
れます。最後は「社会に貢献する力」。自分を知り他者を大切にす
る力は、おのずと社会へ向かいます。広い知識と教養、深い専門的
知識や技能は、隣人や社会への貢献に柔軟に対応することを可能
にしてくれます。これら3つの力を培うための教育環境が、白百合女
子大学には用意されています。

「自分を知る力」「他者を大切にする力」
「社会に貢献する力」を培います

〒182-8525 東京都調布市緑ヶ丘1-25　
TEL.03-3326-8092
w-lily@shirayuri.ac.jp
http://www.shirayuri.ac.jp/

白百合女子大学 入試・広報課

入
試
情
報

【センター入試】
出願期間：1月6日（月）～17日（金）
【一般入試】
出願期間：1月6日（月）～23日（木）
試験日：2月2日（日）・3日（月）
＊試験日は自由選択制を実施

　聖心女子大学はキリスト教の精神に基づいたリベラル・アーツの
大学です。教育の最も大きな特色は、入学から１年間は人文科学か
ら社会科学にわたる幅広い専門の中から各自の興味・関心により
入門講義を受け、２年進級時に自らの進路を決めることにありま
す。専門の授業を受けつつ自分に本当に合った学科専攻をじっくり
選ぶことができる、少人数制の本学ならではの教育システムです。

自分にあった専門を選べる少人数制教育システム

一般
入
試（
3
教
科
方
式
）

〒150-8938
東京都渋谷区広尾4-3-1
TEL.03-3407-5076
FAX.03-3407-5929

聖心女子大学 学務事務部 
入学広報課

【URL】 http://www.u-sacred-heart.ac.jp
【facebook】 https://www.facebook.com/SeishinDiary

【定員】
【出願期間】

【試験/選考日】
【選考内容】

【結果発表】
【入学手続】

265名
2014年
【郵送受付】1月6日（月）～
1月25日（土）（消印有効）
【窓口受付】1月27日（月）
2月1日（土）
学力試験
（国語・外国語・地理歴史）
2月6日（木）
第１回 2月13日（木）
第２回 ３月7日（金）

一般
入
試（
総
合
小
論
文
方
式
）

【定員】
【出願期間】

【試験/選考日】
【選考内容】

【結果発表】
【入学手続】

若干名
2014年
［郵送受付］ 1月6日（月）～
2月10日（月）（消印有効）
［窓口受付］ 2月12日（水）
2月16日（日）
・客観的に学力を測る問題
・小論文
2月21日（金）
３月7日（金）

〒150-8366 
東京都渋谷区渋谷4-4-25
TEL.03-3409-7145
http://www.luce.aoyama.ac.jp

青山学院女子短期大学
入試広報課

一般入試方式
A1方式
A2方式
A3方式
B1方式
B2方式

  出願期間（郵送・締切日当日必着）
1/9（木）～1/23（木）（窓口1/24（金））
1/27（月）～2/17（月）（窓口2/18（火））
2/17（月）～2/26（水）(窓口2/27（木））
1/9（木）～2/10（月）(窓口2/12（水））
2/28（金）～3/10（月）(窓口3/11（火））

        試験日
2/1（土）・2（日） ※1

2/21（金）
3/3（月）

1/18（土）・19（日）
（センター試験利用）

※1 複数日程自由選択、2/1（土）は学外試験会場あり（仙台・新潟・宇都宮・高崎・柏・千葉）

■現代教養学科／日本専攻　国際専攻　人間社会専攻
■子ども学科〈3年制〉

■学芸学部　英文学科、国際関係学科、数学科、情報科学科
入試制度 出願期間 試験日 合格発表

一
般
入
試

A方式

B方式

C方式

1/6(月）～1/28（火）
［消印有効］ 2/14（金）

3/8（土）

2/12（水）

1/6(月）～2/18（火）
［消印有効］

1/6(月）～1/17（金）
［消印有効］

［英文］ 2/6（木）
［国際関係］ 2/5（水）
［数学、情報科学］ 2/7（金）※

［英文］ 3/1（土）
［国際関係、数学、情報科学］
2/28（金）※
大学入試センター試験
1/18（土）・1/19（日）

※併願については、入学試験要項でご確認ください。

　フェリス女学院は、近代日本初のキリスト教系女子教育機関と
して創立以来、自立した女性を育成することを念頭に教育を続け
ています。主体性を伸ばすために少人数教育を展開し、双方向性
を重視した授業が行われています。また、一人ひとりの学習指導を
行うアカデミック・アドバイザー制度や個人相談に力を入れてい
る就職支援など、きめ細やかなサポートも充実しています。

For Others－自立した女性を育成します

■文　学　部 英語英米文学科・日本語日本文学科・コミュニケーション学科
■国際交流学部 国際交流学科
■音 楽 学 部 音楽芸術学科・演奏学科

一般入試
　（A日程）
一般・センター
　併用型※

1/6(月)～1/23（木）
消印有効
（演奏は20日（月）
消印有効）
窓口：1/24(金)
（演奏は21日(火））

［文学部］ 2/4（火）
［国際交流学部］ 
2/3(月)
［音楽学部］
2/1（土）～2/3（月）

［文学部］ 
2/10（月）
［国際交流学部・
音楽学部］
2/9（日）

入試種別 出願期間 入学試験 合格発表

センター利用
（前期）

1/6(月)～1/17(金)
消印有効

入
試
情
報

1/18(土)～1/19(日)
（演奏のみ個別試験あり2/2（日））

※文学部・国際交流学部のみ

〒245-8650
神奈川県横浜市泉区緑園4-5-3
TEL.045-812-9183
http://www.ferris.ac.jp

フェリス女学院大学 入試課

一般入試（前期）

入試日程入試区分
出願期間 1月6日（月）～21日（火）〈郵送〉、1月22日（水）〈窓口〉

試験日
３科目型　2月3日（月）
２科目型　2月4日（火）

1月6日（月）～18日（土）〈郵送〉出願期間センター利用入試（前期）

入
試
情
報

女子大連合特集

　相模女子大学は創立110周年を契機に新たに
スローガン「見つめる人になる。見つける人にな
る。」を制定。このスローガンに沿って「発想力に富
んだ女性の育成」を目指し、発想法を学ぶ授業「さ
がみ発想講座」や「さがみ発想コンテスト」を実施。
　また、地域との交流や体験学習、地元の農産物
を使った商品開発など、キャンパスがある神奈川
県相模原市はもちろん、学生たちの活力を地域社
会の発展に活かしながら、実践的な企画力、コミュ
ニケーション力、実行力などを育むことが相模女
子大学の地域連携を活用した学びの特徴です。

「見つめる人になる。見つける人になる。」
社会と地域の明日に貢献する人を育てます

〒252-0383 相模原市南区文京2-1-1
（小田急線相模大野駅より徒歩10分）
TEL.042-747-9536
http: //www.sagami-wu.ac.jp

相模女子大学 企画広報課

■大学院 栄養科学研究科
■大学　学芸学部 日本語日本文学科・英語文化コミュニケーション学科
 子ども教育学科・メディア情報学科・生活デザイン学科
　人間社会学部 社会マネジメント学科・人間心理学科
　栄養科学部 健康栄養学科・管理栄養学科
■短期大学部 食物栄養学科　

【AO入試】面接日 2月12日（水）、3月7日（金）※栄養科学部・食物栄養学科除く
【一般入試】試験日 Ａ日程1月25日（土）、Ｂ日程2月2日（日）、Ｃ日程2月19日（水）、Ｄ日程3月6日（木）
【大学センター試験利用入試】出願締切日 Ａ日程1月17日（金）、Ｂ日程2月10日（月）、Ｃ日程3月3日（月）

入
試
日
程

日経グローカル（日本
経済新聞社発行）発
表の「地域貢献度ラン
キング」において、本
学は3年連続で全国
女子大学の第1位を
獲得しています。

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

　東京純心女子大学は八王子唯一のカト
リック系女子大学です。
　キリスト教の精神のもと、豊かな知性と愛
に満ちた心をもつ女性の育成を目指します。
　伝統ある少人数教育の中で、一人ひとり
丁寧に指導にあたります。学生が日々直面
する様々な問題を教員がともに考え、助言
を行いながら学生生活が有意義なものとな
るようサポートします。

個性を活かす少人数教育
平成27年4月看護学部開設準備中

入
試
情
報

〒192-0011
東京都八王子市滝山町2-600
TEL.0120-13-0326
http://www.t-junshin.ac.jp/univ/

東京純心女子大学 企画調整課
入学・広報係

■現代文化学部　こども文化学科・国際教養学科
入試区分 出願期間 試験日

AO入試

一般入試

第5回 1/16(木)～1/23(木)

第1回 1/22(水)～1/29(水)

1/25(土)

1/31(金)

AO入試、一般入試は2、3月にも実施。

●お問い合わせ先

2014年に学園創立
50周年を迎えます。

真に自立した女性を育む空間
　100年以上の歴史を誇る大妻女子大学は、伝統を生かしつつ
21世紀にはばたく大学をめざして、変革に取り組んでいます。その
実現に向けて、「人間関係の豊かさを育むキャンパス」をコンセプト
に、千代田キャンパス再開発プロジェクトを進行しています。2013
年3月には本館E棟（Ⅰ期）が完成し、現在は、Ⅱ期を2014年完成
予定で進めています。斬新で機能的な空間をめざす「コミュニティ
テラス」、語り合いの場としてのラウンジや食堂など交流のスペース
を充実させることにより、学生が主体的に学ぶ中で、「関係的自立」
を図る能力が培われる環境を整備していきます。

〒102-8357
東京都千代田区三番町12
TEL.03-5275-6011
http://www.otsuma.ac.jp/

大妻女子大学 アドミッションオフィス

入
試
情
報

●お問い合わせ先

　1877年スペインに設立された聖心侍女修道会（カトリック）を母
体として、1950年に大学が設立されました。VERITAS et CARITAS
（まことの知・まことの愛）を教育理念とし、学問を追求して真理を
発見、豊かな人間性を身につけ、広い人類愛の立場から人々の幸
福に貢献できる自律的で品位ある女性を育てます。
　 ■大学院　人文科学研究科（修士課程・博士課程）
　 ■文学部　日本語日本文学科・英語英文学科・スペイン語
　　　　　　 スペイン文学科・文化史学科・地球市民学科

本物を知り、自律的に生きる
凛とした女性を育成します。

〒141-8642
東京都品川区東五反田3-16-21
TEL.0120-53-5363
      （入試専用フリーダイヤル）
　　03-3447-5551（代表）
nyushi@seisen-u.ac.jp

清泉女子大学 入試課

入
試
情
報

【出願期間】

【試験日】

【合格発表】

郵送：1/4（土）～24日（金）（消印有効）
窓口：1/25（土） 9時～13時
センター試験利用入試：1/18(土)・19日（日）
※大学独自の試験は行わない。
2月入試：2/4（火）・5日（水） ※試験日自由選択制
2/10(月) 13時

センター試験利用入試・2月入試（文学部全学科で募集）

●お問い合わせ先

　充実した教育研究環境を目指し、「日野」と「渋
谷」の２キャンパスで教育を展開します。文学部、
人間社会学部、短期大学部は「渋谷」キャンパス、
生活科学部は「日野」キャンパスで学びます。なお、
2014年４月、生活科学部に「現代生活学科」を新
設します。同学科は、急速に変化する社会を見つ
め、３つのコンセプト「自立、メディア、環境」を軸と
して、自立した新しい生活を構想する学科です。

2014年４月、渋谷に新キャンパス誕生

〒191-8510
東京都日野市大坂上4-1-1
TEL.042-585-8820
http://www.jissen.ac.jp/nyushi/

実践女子大学 入試センター
●お問い合わせ先

一般入試
A方式
Ⅰ期

1/6（月）～
1/20（月）
郵送・消印有効

家政（ライフデザイン）・文・人間・短大 文・人間 2/5（水）
家政・社情・比較
・短大 2/6（木）

2/7（金）
1/18（土）・19（日）
（大学入試センター試験）
本学での学力試験は行いません。

家政（被服、食物、児童）・
社情・比較・短大（食栄除く）

1/6（月）～
1/25（土）
郵送・消印有効

一般入試
B方式
Ⅰ期

■家政学部 被服学科、食物学科、児童学科、ライフデザイン学科
■文学部 日本文学科、英文学科、コミュニケーション文化学科
■社会情報学部 社会情報学科　■人間関係学部　人間関係学科、人間福祉学科
■比較文化学部 比較文化学科
■短期大学部 家政科、国文科、英文科

※一部の学科・専攻ではⅡ期入試を実施。詳細は学生募集要項でご確認ください。

千代田キャンパス 新校舎完成予想図

2/1（土）

2/2（日）

入試区分 出願期間 試験日 合格発表日

　私たちは、創立以来、「聖書」「国際」「園芸」を
３つの礎とし、自ら考え、行動し、生きる力を育む
教育を続けてきました。
　本学の目指す女性の自立は孤立ではありませ
ん。協調性、社会性のある自立です。学園の創立
者・河井道は、女性も一個の社会人として知識、
教養、技術を身につけ自立することを求めまし
た。本学では入学時からキャリアデザイン科目を
必修とし、自ら就業意識を持つことを支援し経
済的にも自立できる女性の育成をめざします。

「社会が求める自立した女性」を育成

川島 堅二
学長

入
試
情
報

〒206-8586
東京都多摩市南野2-10-1
TEL.042-376-8217（入試広報室）
http://www.keisen.ac.jp

恵泉女学園大学 入試広報室

入試区分 出願期間〈当日消印有効〉 試験日 合格発表
1/28（火）1/24（金）

2/6（木）

■小規模だが評価できる女子大全国２位
＊大学通信「大学探しランキングブック2013」2012年12月21日発行

A１方式 1/7（火）～1/21（火）
A２方式 1/15（水）～1/29（水） 2/1（土） 2/6（木）

Ⅰ期 1/15（水）～2/3（月）

一般入試

センター
利用入試

※その他の入試、窓口出願、当日出願などの詳細は入試要項でご確認ください。

●お問い合わせ先
●お問い合わせ先

※一般入試・センター利用入試（後期）の詳細はウェブサイトをご覧ください。 ●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

実 践 女 子 短 期 大 学
実践女子大学

入
試
情
報

２科目 全学部・学科
１科目型 全学科
２科目型

1/24
（金）

1/30
（木）

1/4（土）～1/17（金）
必着
1/20（月）のみ
窓口受付可（16時締切）

区分 学部・学科 出願期間 試験日 合格発表

※Ⅰ期（地方入試）の試験会場は仙台、宇都宮、高崎、新潟、長野、静岡、渋谷、日野（大学キャンパス）。

 Ⅰ期
（地方
 入試）

大学

短期
大学部

2/7（金）

2/8（土）

1/4日（土）～1/27（月）必着
1/28（火）のみ窓口受付可（16時締切）
1/4日（土）～1/27（月）必着
1/28（火）のみ窓口受付可（16時締切）

区分 出願期間 合格発表

センター
試験
利用入試

大学

短期
大学部

Ⅰ期

Ⅰ期

渋谷キャンパス

（      　）2014年4月より
短期大学部へ
名称変更


