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最寄り駅から大学まで

◎阪急六甲駅より北へ徒歩１８分
◎阪神御影駅、JR六甲道駅、阪急六甲駅より神戸市バス36系統
　鶴甲団地行き乗車、六甲台南口下車、徒歩５分

文学研究科

言語科学専攻［博士後期課程］

英語学専攻［修士課程］

国語国文学専攻［修士課程］

心理学専攻［修士課程］
※臨床心理士養成第1種指定

（男女共学）
大学院

大　学

文学部
英語学科／日本語日本文化学科／総合文芸学科

人間科学部
心理学科／生活学科[都市生活専攻、食物栄養専攻]／
子ども発達学科／ファッション・ハウジングデザイン学科

企画課  社会人特別編入学係
〒657-0015  神戸市灘区篠原伯母野山町１丁目2-1

TEL.078-882-6159（直） FAX.078-801-1185  E-mail◇kikaku@shoin.ac.jp

URL  http://www.shoin.ac.jp
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2011年度

学　部 学　科 志願者数 受験者数 合格者数

文学部

人間科学部

文学部

人間科学部
文学部

人間科学部

◎過去4ヵ年入試結果

　入る前には期待と不安もありましたが、1
年学んでみて、やっぱり入って良かったと思
えるようになりました。こうして再び勉強でき
る機会を持てて幸せだと思い、精一杯がん
ばりましょう。　　　　　　　  （国文学科） 　神戸松蔭女子学院大学はとても‘居心地

の良い’学校です。
　慣れないうちは戸惑われる事もあるでしょ
うし、授業に対する不安を感じられる方もお
られるかも知れませんが、先生方がとても
丁寧に御指導くださるので、だんだんに楽
しさを感じられるようになられると思いま
す。皆様それぞれの目標に向けて頑張って
ください。　　　　　　 　　  （心理学科）

　これまでの生活とは違った生活が
始まり、すごくリフレッシュができます。
　同じ学科の社会人特別編入学の
方だけでなく、別の学科の方とも交流
室等で情報交換等できて楽しいです。
これからの新しい生活、頑張ってくだ
さい。　　　　　　　　 （心理学科）

　最初は慣れるのに時間がかかると思いま
すが、慣れると楽しいです。頑張って下さい。
（ファッション・ハウジングデザイン学科）

　若い時とは記憶力も違うので、勉強することは大変で
した。授業でも、これからの人生に役立つ様々なことを学
びましたが、若い学生の方に教えられることもたくさんあ
りました。社会人の友人、先輩方に悩みを聞いてもらった
り、支えていただいたこともありました。全てが新鮮でと
ても充実した1年間を過ごすことができました。
　大学に入学しなければ経験できない、とても貴重な時
間でした。これからも一緒に楽しい学生生活を過ごして
いきたいと思います。             　　　　　  （心理学科）

　慣れる迄は心身共にキツい日々
でしたが、振り返ってみるととても
充実した1年でした。授業も学生
生活も楽しみ尽くして下さい。

（心理学科）

OPEN CAMPUS 2012

◎事前連絡は不要です。当日は時間内に自由にお越しください。　◎詳細はお問い合わせください。

2012年度 オープンキャンパス開催

お気軽にご参加ください

6/17
（日）

6月・9月/10：00～15：30（最終受付15：00）
7月・8月/10：00～16：00（最終受付15：30）

7/29
（日）

8/5
（日）

8/11
（土）

8/26
（日）

9/9
（日）
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Messages

　家庭と学業の両立は大変だと思いますが、得られ
るものは予想をはるかに超えるものと思います。
　また、先生方や他の職員の方も優しく親切なので、
安心して学生生活を送れると思います。
　そのうえ、さらに、若い学生さん達との一緒の授業
は、自分の年齢を忘れてしまうほど楽しいですよ。大い
に第2の学生生活を楽しんでください。

（英語英米文学科）

2013神戸松蔭女子学院大学  

社会人特別編入学のご案内
KOBE SHOIN WOMEN'S UNIVERSITY

2012年、松蔭女子学院は学院創立120年を迎えます。

開催時間



心理学科
◆ 安達　圭一郎 教授
 専攻：臨床心理学、医療心理学、対人関係療法
◆ 坂本　真佐哉 教授
 専攻：臨床心理学、ブリーフセラピー、ナラティヴセラピー
◆ 土肥　伊都子 教授
 専攻：社会心理学
◆ 待田　昌二 教授
 専攻：行動生態学、進化心理学
◆ 大和田　攝子 准教授
 専攻：臨床心理学、死生学
◆ 寺井　さち子 准教授
 専攻：臨床心理学、精神分析的心理療法
◆ 中村　博文 准教授
 専攻：臨床心理学、精神分析的心理療法
◆ 久津木　文 専任講師
 専攻：発達心理学、言語発達、社会性発達
◆ 黒崎　優美 専任講師
 専攻：臨床心理学

生活学科 都市生活専攻
◆ 飯塚　勝 教授
　専攻：生化学、酵素学、微生物学
◆ 池田　清 教授
　専攻：都市政策、まちづくり論、神戸都市論、災害復興論
◆ 竹田　美知 教授
　専攻：家族関係学、生活学、社会調査論
◆ 木谷　吉克 教授
　専攻：フランス文学
◆ 稲澤　弘志 教授
　専攻：情報科学分野の進化論的計算
◆ 打田　素之 教授
　専攻：映像学、フランス思想・文学
◆ 武智　多与理 准教授
　専攻：食品学、食品化学
◆ 鳥居　さくら 准教授
　専攻：認知心理学、顔の知覚、化粧の心理学
◆ 古家　伸一 准教授
　専攻：電気機器工学、パワーエレクトロニクス
◆ 青谷　実知代 専任講師
　専攻：マーケティング論、消費者行動論、ブランド・マーケティング

ファッション・ハウジングデザイン学科
◆ 中林　浩 教授
 専攻：都市計画学（特に景観論）
◆ 中村　茂 教授
 専攻：デザイン論、ファッションイメージ論、デジタル・イメージ制作
◆ 増永　理彦 教授
 専攻：団地再生論、高齢者居住論、居住福祉論
◆ 徳山　孝子 准教授
 専攻：ファッションデザイン、色彩学、生活文化・生活美学
◆ 笹崎　綾野 専任講師
 専攻：ユニバーサルファッション、衣服設計、ファッション史
◆ 崔　童殷 専任講師
 専攻：ファッションデザイン、テキスタイルデザイン、衣服感性工学
◆ 米原　慶子 専任講師
 専攻：建築設計、インテリアデザイン

KOBE SHOIN WOMEN'S UNIVERSITY

日本語日本文化学科
◆ 青木　稔弥 教授
 専攻：日本小説史
◆ 秋本　鈴史 教授
 専攻：歌舞伎や人形浄瑠璃を中心とした近世演劇、日本芸能史
◆ 片岡　利博 教授
 専攻：平安朝文学、物語文学
◆ 田中　まき 教授
 専攻：日本文学（平安時代の物語や和歌）
◆ 吉井　健 教授
 専攻：日本語学、日本語の歴史
◆ 池谷　知子 准教授
 専攻：日本語教育、日本語学、言語学
◆ 村上　敬一 准教授
 専攻：方言学、社会言語学
◆ 古川　典代 准教授
 専攻：中国語教育
◆ 花田　尊文 専任講師
 専攻：制作・書法研究、書道史

（1） 2013年4月1日現在35歳以上である者
（2） 短期大学を卒業した者、または、大学に2年以上在学し62単

位以上を修得した者、または、専修学校の専門課程（修業年
限が2年以上であり、かつ文部科学大臣の定める基準を満た
すもの）を修了した者（ただし、学校教育法第90条に定める
大学入学資格を有するものに限る）

（3） これまでの生活の中で得た経験を生かしつつ、さらに新し
い知識と技能を身につけようという強い意欲のある者

次の各項のいずれにも該当する女子

出願資格

1.（その他※）は、日本語日本文化学科、総合文芸学科、心理学科、生活学科都市生活専攻、ファッショ
ン・ハウジングデザイン学科。

2. 前期と後期の２回に分けて納入。(ただし、諸会費は前期校納金納付時に一括納入)
3. 本学（大学・短期大学）卒業生は、⑤は不要です。
4. 社会人特別編入学生奨学金が給付されるのは、在学期間の最初の2年間までです。
　 2年を超えて在学する場合は、不足単位に関わらず、年額120,000円を徴収します。
　 (※諸会費は別途徴収します。) 
5. 社会人特別編入学生の子または孫にあたる方が本学（神戸松蔭女子学院大学）に在籍している場
合、その学生が在籍している期間は、社会人特別編入学生減免措置適用後の校納金からさらに半
額免除いたします。（ただし、入学金・諸会費は免除対象に含みません）

◎社会人特別編入学減免措置（社会人特別編入学生奨学金制度）適用後の費用

募集学科と募集人員

●英語学科 ➡ 若干名
●日本語日本文化学科 ➡ 若干名
●総合文芸学科 ➡ 若干名

●心理学科 ➡ 若干名
●生活学科 都市生活専攻 ➡ 若干名
●ファッション・ハウジングデザイン学科 ➡ 若干名
※生活学科食物栄養専攻、子ども発達学科は募集しない。

文学部では、多岐にわたってさまざまな研究分野の科目が開講されていますが、どれも人生の支えになるものばかりです。これまでの社会生活
の経験をもとに、人間と人生についてより深く学び考えてみたいと思っておられる方々に編入学を勧めています。文学部

今日、人間や生活に関する研究は日々進歩し続けています。かつて受けた教育だけでは時代に対処しがたいのではないか、今の時
代に対応できる新しい教育を身につけたいと希望しておられる方々に編入学を勧めています。人間科学部
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10月27日（土）

合
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表

入
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続
期
間

Ⅰ Ⅱ

2012年
11月12日（月）～
11月20日（火）

12月1日（土）

11月6日（火） 12月11日（火）

2012年
10月5日（金）～
10月15日（月）

一次手続 2012年
11月7日～
11月20日

二次手続
2013年
2月1日～
2月12日

一次手続 2012年
12月12日～
12月20日

二次手続
2013年
2月1日～
2月12日

総合文芸学科
◆ 勝村　弘也 教授
 専攻：聖書学、古代オリエント文学、ユダヤ学
◆ 木村　勲 教授
 専攻：日本近代思想史、メディア論
◆ 佐藤　誠 教授
 専攻：メディア論、日本語表現法
◆ 宗像　衣子 教授
 専攻：近現代フランス文学・芸術、日仏比較文化
◆ 村上　知彦 教授
 専攻：まんが文化論、メディア論
◆ 山田　道夫 教授
 専攻：西洋古代哲学（ギリシャ哲学）、西洋古典文芸論
◆ 中村　惠信 教授
 専攻：図書館学
◆ 柿沼　伸明 准教授
 専攻：20世紀ロシア文学、文芸批評
◆ 槻本　正行 准教授
 専攻：図書館学
◆ 宮本　憲 准教授
 専攻：キリスト教学

エントリー・事前面談

2012年6月1日～
2012年10月31日まで随時。
（盛夏休暇期間を除く）

教員紹介

教員紹介

諸会費

校納金

①授　 業　 料（年額）

②施設設備費（年額）

③教育充実費（年額）

④学  友  会  費（年額）

⑤同窓会入会費（初年度）

⑥教育後援会費（年額）

初年度納付金　合計

入 学 金

社会人特別編入学 社会人特別編入学
（本学院卒業生）

一般編入学
（参考）

405,000円

400,000円

50,000円

85,000円

80,000円

5,000円

5,000円

8,000円

405,000円

400,000円

50,000円

85,000円

80,000円

5,000円

5,000円

8,000円

810,000円

800,000円

100,000円

170,000円

160,000円

5,000円

5,000円

8,000円

100,000円 30,000円 250,000円

658,000円

648,000円

英語学科

その他※

英語学科

その他※

英語学科

その他※

588,000円 1,348,000円

578,000円 1,328,000円

（2012年4月現在）

（2012年4月現在）

1 2

入試日程4

校納金等6エントリーから入学までの流れ5

3

２０１3年度

神戸松蔭女
子学院大学

 社会人特
別編入学　

概要

異世代
共学
の
すすめ

◎本学所定のエントリーシートに必要事項を記入して、企画課宛に郵
送してください。
◎エントリー受付後、日程調整を経て、事前面談（20～30分）を行い
ます。
　㊟必ずエントリーシートを提出し事前面談を受けてください。事前面談終了

後、希望者には願書・要項をお渡しします。

エントリー
受付

入学金納入 入学金納入

締切日
必着

締切日
必着

文学部（３年次編入）

人間科学部（３年次編入）

1社会人特別編入学の案内
リーフレット･本学所定のエントリーシートの取り寄せ。

2エントリーシート提出
本学所定のエントリーシートに必要事項を記入して提出。

3事前面談・願書入手
日程調整後、事前面談を受ける。志望動機、志望学科の理解、修学上の問題点
などについて面談。
願書をお渡しします。

4出願・検定料の納入
願書（本学所定）と作文（出願の動機、学習目標、社会人経験を通して得たも
の、編入学後に大学に期待することなどを800字程度にまとめたもの）を提出。

5面　　接
課題作文の内容および志望理由、学習目標、大学での就学適性等について面接。

6合否判定
課題作文と面接結果により合否判定を実施。郵送により合否結果を通知。

7編入学手続<二段階納入>
①一次手続：入学金の納入※所定の期日内に銀行振込み
②二次手続：校納金納入※二次手続期間 2013年2月1日～2月12日

8担任による入学前教育開始（二次手続完了後、適宜実施）
与えられた課題等の提出や編入学後の履修計画その他について担任の事前
指導をうける。既修得単位の単位認定。

変化の激しい時代の中で、さらなるスキルアップを目指したい、あ
るいは家庭生活も落ち着き、大学で学び直したいと希望しておら
れる35歳以上の社会人女性の方々に、本学学生とともに、世代を
超えて互いに啓発し、学びあえる場を提供することを目的として、
社会人特別編入学制度を設けております。

社会人特別編入学の特色社会人特別編入学の特色
(1) 編入学選考は課題作文と面接によっておこないます。（筆記試験はありません。）
(2) 編入学選考合格の時点から卒業に至るまで、担任制による丁寧な個別履修指導を実施します。
(3) 在学年限は2～ 4年間です。（4年を超えて在学することはできません。）
(4) 学費は、社会人特別編入学制度の減免措置を全員に適用し、学びやすい学費となっています。

＊社会人特別編入学生奨学金(在学期間の最初の2年間、諸会費を除く年間校納金の2分の1相当額を給付)
（※なお、教職課程を履修することは極めて困難です。）　

◆ 柏本　吉章 教授
 専攻：英語学、意味論、語用論
◆ 川中　紀子 教授
 専攻：異文化間コミュニケーション論
◆ 郡司　隆男 教授
 専攻：理論言語学、計算言語学
◆ 櫻井　敏子 教授
 専攻：英語教授法、英語音声学、早期児童英語
◆ 白川　計子 教授
 専攻：現代英米文学、詩と小説
◆ 西垣内　泰介 教授
 専攻：英語学、言語学、文法論
◆ 松田　謙次郎 教授
 専攻：言語変化・変異理論、社会言語学
◆ 武藤　眞一 教授
 専攻：英語教育法、国際理解教育
◆ Alan E. Jackson 教授
 専攻：英語教授法、英国研究
◆ Ronald St. Pierre 教授
 専攻：British and American Literature, Cinema

◆ 福田　洋子 教授
 専攻：秘書学、コミュニケーション論、キャリア形成論
◆ 春木　孝子 教授
 専攻：アイルランド文学、現代英詩
◆ 勝山　吉和 准教授
 専攻：英語学、文法論
◆ 山内　啓子 准教授
 専攻：早期英語教育、異文化理解
◆ Peter J. Mallett 准教授
 専攻：English Literature and British Culture
◆ 作井　恵子 准教授
 専攻：応用言語学、英語教育
◆ Ｃ．Ｌ．Starling 准教授
 専攻：フランス文学
◆ Philip L. Spaelti 専任講師
 専攻：英語学、音韻論、音声学
◆ 宮本　明人 専任講師
 専攻：応用言語学、ELTマネジメント

英語学科


