
⼤学ホームページ「在学⽣の⽅へ」（学⽣便覧） 変更履歴

対象年度

掲載⽇ 種別 リンク⽂字列 URL・ページ番号 更新内容
2018

2021/9/14

過年度
学生便
覧(冊

子)

教育職員免許状 198

教育職員免許状 教科に関する科目「英語」の
「英米文学」に記載漏れがあったため、訂正しま
した。

・「英米詩」を追記

2019

2021/11/5

過年度
学生便
覧(冊

子)

諸資格の取得 233ページ
「5.商業施設士、商業施設士補」の項目削除
「商業施設士等に関する資格」の項目と表を追加

2021

2023/4/4
Webペー
ジ

諸資格の取得 https://swuhp.swu.ac.jp/kyomu/license/kyoshoku.pdf

「英語文学」科目区分に、「文化・言語概論」
（2単位）を追加。この区分から、「文化・言語
概論」（2単位）または「英語圏文学研究」（2単

位）のうち2単位以上選択必修

2023/2/24
PDFファ

イル
取得資格一覧 https://univ.swu.ac.jp/student/certificate/list

卒業要件に関する文言を追加）

※日本語日本文学科の学生が所定の24単位を全て
修得した場合、次の4科目が卒業要件（専門科
目）の単位となります。

・図書館概論（2単位）
・図書館サービス概論（2単位）

日本語日本文学科の開設授業科目一覧を必ず確認
してください。

2023/2/24
Webペー

ジ
取得資格一覧 https://univ.swu.ac.jp/student/certificate/list

・当課程で修得した単位について、「原則とし

て」を追記
・掲示板場所の情報を削除

2022/4/8
Webペー

ジ
諸資格の取得 https://swuhp.swu.ac.jp/kyomu/license/gakugeiin.pd... 「博物館実習Ⅲ」閉講

2022/4/8
PDFファ

イル
取得資格一覧 https://univ.swu.ac.jp/student/certificate/list アーキビスト課程を追加

2022/3/16
PDFファ
イル

学芸員 https://swuhp.swu.ac.jp/kyomu/license/gakugeiin.pd...
必修科目からの「博物館実習Ⅲ」を削除、および
「博物館実習Ⅲ」に関連する文言の削除

2022/4/8
PDFファ
イル

教育職員免許状 https://swuhp.swu.ac.jp/kyomu/license/kyoshoku.pdf 日本中世史に注釈を追記

2022/4/8
PDFファ
イル

本学で取得できる資格一覧 https://swuhp.swu.ac.jp/kyomu/license/all.pdf
認定アーキビスト（1級）生活文化研究専攻、認
定アーキビスト（2級）歴史文化学科　追加
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2021/8/19
PDFファ
イル

取得資格一覧（教育職員免許状） https://swuhp.swu.ac.jp/kyomu/license/kyoshoku.pdf
誤植による修正。（✕「生徒指導・進路指導の理
論と方法」⇒〇「生徒指導の理論と方法」）

2021/6/18
Webペー
ジ

学籍の取扱いと手続き＞学部 https://univ.swu.ac.jp/student/session/statusunder...

「除籍」の文頭に「願い出による退学または懲戒

による退学以外の場合で、本学の学生の身分を継
続することができない、・・・」を追加。
「除籍」の「留意事項」から「除籍されると証明

書等を請求しても、いっさい発行できないことに
なります。」を削除。

2021/5/17
Webペー

ジ
教育課程/授業/公欠 https://univ.swu.ac.jp/student/session/class

公欠願の申請方法を「クラスアドバイザーへメー
ルで申請する」から「クラスアドバイザーへ
Q&A(CA宛)で申し出、回答を得た後、授業担当教

員へ授業プロファイルから申請する」へ変更。
（2021.5.20より適用）

2021/4/27
Webペー

ジ
海外留学 https://univ.swu.ac.jp/student/session/global/

オンライン授業用の科目を追加
・「ボストンサマーセッション英語（O)」１単位
・「アメリカ文化入門（O)」

・「アメリカンビジネス（O)」
・「ホスピタリティ・マネジメント（O)」

2022

2023/5/22
PDFファ
イル

諸資格一覧 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmka...
別表1「子どもの家庭支援の心理学」を「子ども
家庭支援の心理学」に修正。

2023/5/8
PDFファ
イル

https://univ.swu.ac.jp/student/certificate/list chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmka...
考古調査士の資格要件（1級考古調査士）の
（３）の要件を削除。

2023/4/4
PDFファ

イル
取得資格一覧 https://univ.swu.ac.jp/student/certificate/list

誤植を修正

・6ページ「学校と地域との携」→「学校と地域
との連携」

・33ページ　科目の重複を削除
・34ページ　「地理歴史」→「地理歴史・社会」
・40ページ　「道徳教育の理論と指導法」→「道

徳の理論と指導法」

2023/4/3
PDFファ

イル

昭和ボストンプログラム参加学生の帰国取扱いに関する内

規
https://swuhp.swu.ac.jp/kyomu/kisoku/bostonkikoku.... 「必修留学」名称変更に伴う改定

2023/3/13
PDFファ
イル

TUJ単位互換プログラムに関する内規 https://swuhp.swu.ac.jp/kyomu/kisoku/tujtanigokan....
プログラム参加中の公欠の取り扱いに関する規定
の改定

2023/3/13
PDFファ
イル

認定留学生奨学金に関する内規 https://swuhp.swu.ac.jp/kyomu/kisoku/ninteiryugaku... 重複受給不可奨学金の変更に伴う改定

2023/3/13
Webペー
ジ

学生表彰 https://univ.swu.ac.jp/student/session/awards
「公益社団法人日本フードスペシャリスト協会会
長表彰」を「公益社団法人日本フードスペシャリ
スト協会（一般表彰）」へ修正

2023/2/21
PDFファ
イル

諸資格の取得 https://swuhp.swu.ac.jp/kyomu/license/2022/hoikush...
科目名の誤りを訂正
誤）教育の方法と技術

正）教育の方法と技術（教育の方法と技術）

2023/2/24 PDFファ
イル

取得資格一覧 https://univ.swu.ac.jp/student/certificate/list 卒業要件に関する文言を追加）
※日本語日本文学科の学生が所定の24単位を全て

修得した場合、次の4科目が卒業要件（専門科
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目）の単位となります。
・図書館概論（2単位）

・図書館サービス概論（2単位）
日本語日本文学科の開設授業科目一覧を必ず確認

してください。

2023/2/24
Webペー

ジ
取得資格一覧 https://univ.swu.ac.jp/student/certificate/list

・当課程で修得した単位について、「原則とし
て」を追記

・掲示板場所の情報を削除

2023/2/14
PDFファ
イル

取得資格一覧 https://univ.swu.ac.jp/student/certificate/list

食品衛生管理者及び食品衛生監視員資格

食安全マネジメント学科の科目名を修正
誤）「食品安全学実験A」
正）「食品安全学実験」

2022/12/23
PDFファ
イル

取得資格一覧 https://univ.swu.ac.jp/student/certificate/list
健康デザイン学科【高等学校一種（家庭）】
誤）設計製図－教職－
正）〇設計製図－教職－（1単位）

2022/8/17
PDFファ
イル

各種規程・内規／（派遣型）TUJダブル・ディグリー・プ
ログラム実施に関する内規

https://univ.swu.ac.jp/student/regulations/graduat...
「TUJ ダブル・ディグリー留学生」に関する定
員、その他の改定

2022/8/17
PDFファ
イル

各種規程・内規／（派遣型）ダブル・ディグリー・プログ
ラム実施に関する内規

https://univ.swu.ac.jp/student/regulations/graduat...
ダブル・ディグリー留学の選考及び許可に関する
手続きの変更及び私費ダブル・ディグリー留学生
の学納金の取り扱いの追加

2022/8/17
PDFファ
イル

各種規程・内規／TUJ 単位互換プログラムに関する内規 https://univ.swu.ac.jp/student/regulations/graduat...
「認定留学に関する内規」の改定で条番号が繰り
上げとなったため、参照している本内規の第15条

内の該当箇所を第14条から第13条に変更

2022/8/17
PDFファ
イル

各種規程・内規／認定留学生奨学金に関する内規 https://univ.swu.ac.jp/student/regulations/graduat... 認定留学奨学生候補者の変更、その他の改定

2022/8/17
PDFファ
イル

各種規程・内規／認定留学に関する内規 https://univ.swu.ac.jp/student/regulations/graduat... 認定留学の修了に関する規定の改定

2022/4/13
Webペー
ジ

海外留学 https://univ.swu.ac.jp/student/session/global

[短期]ボストン・サマーセッション
外国語科目2単位
科目名　ボストンサマーセッション英語【全学】

単位数1→2に変更

2022/3/7
Webペー

ジ
こころと体の健康 https://univ.swu.ac.jp/student/studentlife/physiol... 学生相談室　開室時間変更

2023

2023/5/13
PDFファ

イル
大学院認定留学に関する内規 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmka...

「大学院認定留学に関する内規」第1条に「昭和

女子大学専門職大学院学則第13条」と追記。

2023/5/13
PDFファ

イル
外国人留学生の取り扱いに関する内規 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmka...

「外国人留学生の取り扱いに関する内規」の変
更。

第1条に「昭和女子大学専門職大学院学則第３１
条」と文言を追記。

2023/4/4
PDFファ
イル

教職課程履修に関する内規 https://univ.swu.ac.jp/student/regulations/list/ 成績基準の変更、一括申請の条件を削除

2023/2/7
Webペー

ジ
単位認定と成績評価／CAP制　対象外とする科目 https://univ.swu.ac.jp/student/session/grade/

会計ファイナンス学科の2021年度以前入学者の対

象外とする科目を削除
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指定なし

2022/8/31
Webペー
ジ

授業 https://univ.swu.ac.jp/student/session/class/
公欠の手続き方法についての詳細を削除。
UPSHOWA＞学生用マニュアルへ移動。

2022/4/19
Webペー

ジ
海外留学 https://univ.swu.ac.jp/student/session/global/

昭和ボストン＞［短期］ボストン・サマーセッシ
ョン
・「※オンライン実施の場合、外国語英語単位は

1単位のみとなります。」を追記
・ボストンサマーセッション英語（O）の単位数

を「2」→「1」に変更

2022/3/7
Webペー
ジ

各種手続き（学割・通学定期券・証明書等） https://univ.swu.ac.jp/student/studentlife/steps/
各種届出＞公欠願の変更。
指定用紙の廃止、就職活動の項目追加。

2022/3/8
Webペー
ジ

授業 https://univ.swu.ac.jp/student/session/class
就職活動の公欠の取り扱いについてと手続き方法
を追記。（2022年度より適用）

----- ---------- ----------
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