昭和女子大学
キャリアデザイン・ポリシーとキャリア科目の体系
学生の皆さんへ
昭和女子大学は、学生の皆さんが、在学中に “キャリア” をデザインする力を養い、卒業後は自分に適した
職業に就いて、社会人・職業人として自立した人生を歩めるように、キャリアデザイン・ポリシー（社会的・
職業的自立に関する方針）を策定し、キャリア教育を推進しています。
“キャリア” は、卒業後の就職に止まるものではありません。“キャリアデザイン” は、あなたの長い人生を
どのように生きていくか、その中心に職業・就業をおいて人生を計画することです。

昭和女子大学
■キャリアデザイン・ポリシー（社会的・職業的自立に関する方針）
１. 本学での学修と実践を通して、継続就業や再就業に係る職業意識・職業観を磨き、長い生涯にわた
る自分の生き方を設計するキャリアデザイン力を養う。
２. 学科の「キャリアデザイン・ポリシー」に基づき、「専門教育科目」を体系的に履修することによっ
て、その特性を活かした職業・就業分野で社会的に自立できる職業人を育成する。
３. 国際的な視野と豊かな教養、職業上の倫理観を身につけ、自立した人間として 21 世紀の男女共同
参画社会を担う人材を育成する。

■キャリア科目の体系
本学における「キャリア科目」は、｢ キャリアコア科目 ｣ を含む一般教養科目および各学科の専門教育科目
の総体から成り立っています。皆さんは、これらの科目を「キャリアデザイン・ポリシー」に沿って体系的に
履修することにより、専門を活かした職業に必要な知識、技能、能力や態度を修得します。

１. 全学共通キャリアコア科目（一般教養科目）
女性として、長い生涯にわたるキャリアをデザインするうえで必要な基礎的知識と方法について学びます。

◇「キャリアデザイン入門」
（必修）１年前期
◇「女性の生き方と社会」
◇「女性とキャリア形成」
◇「企業と社会のルール」

｝

（１科目選択必修）２年～３年前期

（選択）３年・４年後期

２．一般教養科目：キャリアデザイン・ポリシーと履修の体系
人間や歴史、社会、文化、さらにはそれらを取り巻く環境、自然についての知を拡げ、それによりもの
の見方、考え方の基盤を築き、自らの視点に立って判断し、行動できる力を身につけます。
一般教養科目のキャリアデザイン・ポリシーと一般教養の体系については、3 〜 4 頁を参照して下さい。

３. 専門教育科目：学科のキャリアデザイン・ポリシーと履修モデル
各学科は、独自のキャリアデザイン・ポリシーを掲げ、専門教育科目の特性を活かした職種・職業（目
指す職業）と、それらに就くために適した ｢履修モデル｣ を具体的に提示しています。
各学科の「目指す職業と履修モデル」を履修計画の目安として活用して下さい。

目指す職業とキャリア科目の体系
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一般教養科目の体系的な履修
キャリアコア科目
【選択】 「企業と社会のルール」
【選択必修】 「女性の生き方と社会」
「女性とキャリア形成」
【必修】「キャリアデザイン入門」

夢を実現する 7 つの力
大学時代に身につけておきたい力、仕事や生活で必要な力を「夢を実現する 7 つの力」とし、在学中に身につけ高めておくべき力を具体的に
示しています。これらを目標に、持っている力をバランスよく高めていきましょう。

（１）グローバルに生きる力（２）外国語を使う力（３）IT を使いこなす力（４）コミュニケーションをとる力
（５）問題を発見し目標を設定する力（６）一歩踏み出して行動する力（７）自分を大切にする力

環境デザイン学科
キャリアデザイン・ポリシー
本学科の 4 コースでは、私たちの生活を取り巻く環境を、衣服から生活用品、インテリア、建築、都市・地域と
幅広くとらえ、デザインするための科学的な根拠に基づく技術と知識、発信力を身につけ、快適で美しい環境のデ
ザインに貢献できる人材を育成します。

建築・インテリアデザインコース
深い専門知識と幅広い教養を活かし、生活者の視点を持って建築やインテリアの分野で活躍できるデザ
イナーや専門技術者、地域社会に貢献できる人材を育成する。

プロダクトデザインコース
広範囲なプロダクトの企画から実践までのデザインプロセスを修得し、プレゼンテーション力を身につけて、
プロダクトデザイン、グラフィックデザイン分野で活躍できる人材を育成する。

ファッションデザインマネジメントコース
デザイン力や幅広い企画力を身につけるとともに、ファッションを科学的に見極める基礎力を有し、ファッ
ションビジネスの分野で活躍できる人材を育成する。

デザインプロデュースコース
デザインに関する基礎力と企画力を身につけ、様々なデザイン領域における企画・構想・マネジメント
に携わる人材を育成する。

環境デザイン学科と関連する職業
建築関連の職種

ファッションビジネス

設計事務所･建設会社･住宅メーカー･
インテリアデザイン･住宅リフォーム等

建築家
専門技術者
インテリアデザイナー
公務員（建築職）
研究職

ファッション商品企画

建築・インテリア

ファッションデザイン

デザインコース

マネジメントコース

◇教育職員免許状（家庭科教員）

◇一・二級建築士受験資格
◇JABEE
◇教育職員免許状（家庭科教員）

デザインプロデューサー
アートディレクター
エディター
キュレーター

ファッションコーディネーター
ファッションディレクター
マーチャンダイザー
ファッションデザイナー
ファッションアドバイザー
繊維製品検査業務

デザイン

プロダクト

プロデュースコース

デザインコース

◇教育職員免許状（家庭科教員）

デザインの企画・構想・マネジメント
グラフィック、映像、建築、ファッション、プロダクト、ネットサービス等の
各種デザイン領域における企画開発、ブランディング、マーケティング部門等

プロダクトデザイナー
グラフィックデザイナー
デザインプランナー
バイヤー
webデザイナー
◇教育職員免許状（家庭科教員）

デザイン関連の職種
製造･広告･流通･インテリア関連

環境デザイン学科
目指す職業と履修モデル
1. 建築士、建築専門職、住宅インテリア関連職種
（建築・インテリアデザインコース）

設計事務所・建設会社などの専門技術者、公務員（建築職）、大学院進学、研究職、
住宅メーカー・住宅リフォームなどのインテリアデザイン・住宅・建築関連の職種

大学院

設計製図Ⅰ
CADⅡ
インテリアデザイン演習 A

日本建築史、住生活学、建築計画Ⅰ、
インテリアデザイン論、環境工学Ⅰ,Ⅱ、
構造力学Ⅰ,Ⅱ、建築材料学 など

１年

デザイン基礎
建築設計基礎
CADⅠ

住生活史、西洋建築史

など

D
P

一般教養・外国語科目・文化講座

建築計画Ⅱ,Ⅲ、都市計画、建築設備Ⅰ,Ⅱ、
構造力学Ⅲ、構造計画、耐震構造、構法・施工、
建築法規、都市・建築デザイン論 など

総合演習・海外デザイン演習

設計製図Ⅱ
建築学実験
インテリアデザイン演習 B

２年

学科コア科目・

卒業論文・卒業制作・卒業設計、
ゼミ（卒業研究のため）、
造園、デザイン計画特講 A〜C など

３年

４年

設計製図Ⅲ

JABEE、一級および二級建築士受験資格等の資格を取得できる。

2 . プロダクトデザイン関連職 種
（プロダクトデザインコース）

製造・広告・流通・インテリア等の商品企画・営業販売・プランナー・プロダクトデザイナー・グラフィックデザイナー など

大学院

プロダクトデザイン論Ⅱ、
プロダクトデザインマネジメント、
グラフィックデザイン論Ⅱ など

２年

プロダクトデザイン演習ⅠB
プロダクトデザイン演習ⅠA
CGⅡ（DTP）、デザイン画描法Ⅰ,Ⅱ

プロダクトデザイン論Ⅰ、デザインエレメント、
スタイリング、人間工学、発想とイメージ、
平面構成と立体構成 など

１年

デザイン基礎
立体基礎、基礎表現
CG 基礎、デッサン

図学、色彩学、プロダクトデザイン概論

など

総合演習・海外デザイン演習

D
P

一般教養・外国語科目・文化講座

プロダクトデザイン演習ⅡB
プロダクトデザイン演習ⅡA
プロダクトデザイン研究 A

学科コア科目・

卒業論文・卒業制作、
プロダクトデザイン演習Ⅲ（卒業研究のため）、
デザイン計画特講 A〜C など

３年

４年

プロダクトデザイン研究 B

3. ファッションビジネスのスペシャリスト＆ジェネラリスト
（ファッションデザインマネジメントコース）

ファッション商品企画、プランナー、ディレクター、マーチャンダイザー、ファッションアドバイザー、繊維製品検査業務

など

大学院

など

服装社会学、ファッションデザイン、
アパレル事例研究、服飾系研究基礎 など

２年

アパレル CG＆プレゼンテーション
モード/テキスタイル/クラフト基礎演習
服飾 DM 総合演習Ⅰ

アパレル造形論、アパレル企画論、装いの心理、
ブランディング戦略、ソーシャルデザイン論、
テキスタイル材料学、発想とイメージ など

１年

デザイン基礎
クリエイティブデザイン演習
造形基礎

服飾デザインマネジメント概論、
現代ファッション論、色彩学 など

D
P

総合演習・海外デザイン演習

３年

ファッションデザイン演習Ⅰ
ファッションプランニング演習
服飾 DM 総合演習Ⅱ

一般教養・外国語科目・文化講座

卒業論文・卒業制作、
ゼミ（卒業研究のため）、
デザイン計画特講 A〜C、消費科学

学科コア科目・

４年

ファッションデザイン演習Ⅲ

4 . デザインの企画 ・ 構想 ・ マネジメント
（デザインプロデュースコース）

企業やプロジェクト等でのデザインのプロデュース、アートディレクション、エディティング、キュレーション等
グラフィック、映像、建築、ファッション、プロダクト、ネットサービス等の各種デザイン領域における企画・構想・マネジメント

大学院

２年

デザイン企画演習Ⅰ
映像デザイン演習Ⅰ、3DCG デザイン演習
マルチメディア演習

デザイン企画Ⅰ、アートディレクター論、
プロデューサー論、デザインキュレーション、
ソーシャルデザイン論 など

１年

デザイン基礎
デザインプロデュース基礎
CG 基礎

センスメイキング論、デザインプロデュース概論、
色彩学 など

D
P

一般教養・外国語科目・文化講座

デザイン企画Ⅱ、アントレプレナー論、
デザインマネジメント、エディトリアルデザイン、
ワークショップデザイン など

総合演習・海外デザイン演習

デザイン企画演習Ⅱ
映像デザイン演習Ⅱ
アートディレクション演習

学科コア科目・

卒業論文・卒業制作、
ゼミ（卒業研究のため）、
デザイン計画特講 A〜C など

３年

４年

デザイン企画演習Ⅲ

