
第62回津田塾祭

受験生カフェ

2021年10月23日(土)・10月24日(日)
15:00~16:00・16:00~17:00



学年・学科

今回 アンケートに
回答してくれた津田塾生



受験方式

一般選抜が約７割、そ 他推薦などが約３割となっています！

今回 アンケートに
回答してくれた津田塾生



現役津田塾生に聞く ...

津田塾を受験しようと思った理由！

・英語教育に力を入れているから
・興味を持っている分野が学べるから
・少人数教育が充実しているから
・就職実績が良いから
・女子大という点に魅力を感じたから
・遅くまで後期受験があったから
・真面目な印象があったから

これらが主な理由でした！他 大学に ない部分に
魅力を感じた人が多かったようです。



学科 決め手 ？

英語英文学科
・英語が好きで、より深く学びたかったから
・英語圏文化に興味があったから
・言語学に興味があったから

国際関係学科
・国際法や国際政治などが学びたかったから
・学問領域が広く、様々なことを学べるから
・英語プラス国際的なことを学びたかったから

多文化・国際協力学科
・多文化共生について学びたかったから
・フィールドワークができるから
・より専門的に国際協力について学ぶことができると考えたから

ど 学科にしようかな...



数学科
・数学科 教員になりたかったから
・数学が好きでより深く学びたかったから

情報科学科
・将来的に需要が高まってくるから
・プログラミングがやりたかったから

総合政策学科
・データサイエンスが学べるから
・情報系を含め幅広い分野を学べるから

総合政策学科と多文化・国際協力学科以外 学科 教職課程が
取れる で、教員志望で入ったという人も多かったです！



受験期 勉強時間 ？（平日ver)

４〜６時間勉強していたという人が約半数でした！
ちなみに私（国関１年） ７時間を目標に勉強していました 👍



受験期 勉強時間 ？（休日ver)

１０時間以上勉強していた人がなんと約４割！
休日でも怠けずに勉強することが大切なようです ^ ^



そこで...

受験期 スケジュール公開！（平日ver)

国際関係学科１年 Hさん 場合

7:30　　　         起床
8:30~16:00　     学校
16:30~22:00      塾で勉強
22:30                 帰宅 
22:30~23:30      夕飯、入浴
24:00~25:00      勉強
25:30                 就寝

多文化・国際協力学科３年 Iさん 場合

7:30~8:45         学校で自習
17:00~18:00     帰宅後勉強
18:00~19:00     夕飯、入浴
19:00~23:00     勉強
23:00                就寝

塾や学校 自習室に行き勉強する人が多い印象でした！
もちろん家 方が集中できる人もいる で、自分に合ったやり方で◯



受験期 スケジュール公開！（休日ver)

国際関係学科２年 Yさん 場合

8:00~12:00     予備校で勉強
12:00~12:40   昼食
12:40~20:00   予備校で勉強

電車内で英単語などをやる

英語英文学科４年Tさん 場合

6:00      　　 　起床
8:30~12:00   　休日講習
12:00~15:00 　学校で自習
16:00                帰宅
16:00~19:00     勉強
22:00                就寝

休日でも朝早く起床し勉強していた人が多いようです
たまに カフェや図書館で勉強する も良いかも！



おすすめ勉強法について

少しでも不安を取り除くことができれ いい
なと思って作成しました！！
ぜひ参考にしてみてください！



＜記述 勉強方法＞

＊各教科 記述問題集をとく

＊記号 問題であっても記述で答えられるよう日頃から記述で書く癖をつける

＊他大学 問題や国公立 問題をといて多く 問題に慣れる

＊自分 解答 流れと模範解答を照らし合わせて補完、捨てるというプロセスを繰り返

す

＊学校 先生や塾 先生に添削をお願いする！！！

忙しいから、、と遠慮せず積極的に先生に見てもらお
う！！



＜英語＞
〜全体〜

＊単語、文法、長文読解、リスニングを毎日行う

＊志望校よりワンランク上 単語帳で単語力をアップ
させる

＊高二から高三 春休みに文法 参考書を完璧に
する

＊間違ったも に印をつけてそ 印がなくなるまでや
りこむ

＊単語や熟語をしっかり覚える！！

〜分野別〜

書く＜Writing＞

＊国公立 問題をといて先生に添削してもらう

きく＜Listening＞

＊NHK ラジオ、字幕付き 映画や洋楽で英語 音

に慣れる

＊シャドーイングや音読

読む＜Reading＞

＊一日一つ以上 長文を読む

＊長文を読み終わったら必ず音読

語源や類義語、対義語にも意識して
覚えたという声も！



＜全体的＞

＊様々な問題集に手をつける で なく一つ 問題集をしっか

りとく

＊通学中や昼休み、スキマ時間を利用して勉強する

＊一日に勉強 スケジュールを決めて一つ一つクリアしていく

＊勉強時にタイマーで勉強時間を計測する

＊志望校と似た大学 赤本を教えてもらい、繰り返しとく

＊暗記物 寝る前、数学など 記述系 朝復習する

＊学校で習ったも そ 日 うちに復習する

＊人に教える

＊友達と問題を出し合う

〜モチベーション系〜

＊自分を天才だと思いながら勉強する

＊周りに目がある場所で勉強する

＊おやつを友達と食べて友達も頑張っているとい

うことを意識する

＊家に帰ったとき 寝て、体力回復、家族と コ

ミュニケーションをとる

＊お気に入り 文房具を見つけて気分を上げる

自分に合った勉強方法を見つけることが
一番いいという声が多数でした！！



面接対策

＊Youtube 面接対策動画や本を読む

＊面接ノートを作成する

＊志望動機を っきりさせる

＊津田塾でなけれ いけない理由を考える

＊大学見学やホームページ等で大学 隅々までしっかり確認する

＊スマホで自分 受け答えを録音して客観的にみる

＊過去問を見て自分 意見をまとめる

＊いろいろな先生に面接練習をお願いする！！！

新聞 国際ページを読む、時事ニュー
スをチェックする、オンライン英会話を
活用する、英検 問題集を活用する、
興味 ある社会問題について調べる、
津田梅子 伝記を読むという声も！！



T1 時間割 例（英語英文学科）

月 火 水 木 金

１限 Composition

２限 国語学 Extensive 
Reading

フランス語
（文法）

Pronunciation Oral English

３限 ウェルネス研究
（スポーツ・ジェン

ダー論）

文化人類学 Literary Reading

４限 こと 世界 フランス語
（演習）

基礎セミナー 宗教学

５限 世界 文学
（イギリス）



T1 時間割 例（国際関係学科）
月 火 水 木 金

１限 Pronunciation Composition 一年セミナー

２限 Oral English フランス語
（演習）

世界史概説 地域研究序説 Extensive 
Reading

３限 情報処理 日本文学 国際関係概論 フランス語
（文法）

４限 こと 世界 哲学

５限



T1 時間割 例（多文化・国際協力学科）

月 火 水 木 金

１限 Composition Pronunciation 動き 教育 Oral English

２限 一年基礎セミ
ナー

Intensive 
Reading

３限 社会学 文化人類学 国際関係概論 多文化・国際協
力 学び

フランス語
（文法）

４限 こと 世界 フランス語
（演習）

ヒューマン・セク
ソロジー

宗教学

５限 音楽



T1 時間割 例（数学科）
月 火 水 木 金

１限 Oral English 数学序論 Reading Skills

２限 数学序論 
(演習)

Pronunciation 解析学基礎  I
(講義)

３限 解析学基礎  I 
(演習)

1年セミナー

４限 教育学概論 情報と社会  (1) Composition 科学と人間  (1)

５限 特別支援教育論 教職概論



T1 時間割 例（情報科学科）

月 火 水 木 金

１限 韓国・朝鮮語（演
習）

Pronunciation Reading skills

２限 Oral English 一年セミナー 大学数学入門a Composition プログラミング
（演習付）

３限 コンピュータ
リテラシーa

韓国・朝鮮語（文
法）

プログラミング
（演習付）

４限 こと 世界 ウェルネス研究
(スポーツ心理

学）

情報数学基礎
（演習付）

５限 情報数学基礎
（演習付）



第二外国語

１位：中国語

２位：スペイン語

３位：フランス語

４位：韓国・朝鮮語

５位：ドイツ語

６位：ロシア語



住んでいる場所



通学時間



塾 講師と 
飲食店が 
多いです！ 



文化系に入っている人が
多い！
兼サーをしている人もたく
さんいます！！







津田塾に入って楽しいこと

❏ 意識が高い学生が多く
切磋琢磨できる！！

❏ 自分が好きな分野
　　授業を幅広く受けられる！！

❏ サークル



津田塾に入って想像と違ったこと

❏ 真面目なイメージが
あったが、明るい子
もたくさんいた！！

❏ 課題が多い！！

❏ 小平キャンパス 立地
が悪い…



津田塾生 英語レベル ？

・幅がある

・ネイティブ並みに流暢に話す人もいる

・帰国子女、留学経験者が意外と多い

高いと感じている人が多いけれど、人

それぞれと感じている人も！

・周りに刺激を受けることができる

・授業を受けているうちに、英語力が伸びている を感じた

　という声もありました！

一方で...



＊昨年度、今年度 １・２・３ターム：オンライン授業、ハイブリット授業

津田塾 オンライン授業 ？

◎ いいところ

・オンライン授業 システムが使いやすい

・通学時間を気にしなくていい

・様々な人と交流できる

・録画を見直すことができる

・違う学部 授業を受けることができる

◎ 悪いところ

・課題が多い

・コミュニケーションが取りにくい

・友達と会えなくてさみしい...

・ネット接続が心配



津田塾 ハイブリッド授業 ？

＊ハイブリッド授業＝対面・オンライン(Zoom)が選べる

1週間 うち、ハイブリッド授業 数 対面授業 参加頻度



津田塾大学 魅力！

・少人数 ため、先生と 距離が近い

・友達や先輩が優しい、真面目

・志 高い仲間と切磋琢磨できる

刺激しあえる良い仲間に出会えた

という回答が多数ありました！

・大学 イベント、プログラムが多い

・留学や就活、生活面で 手厚いサポート

・校舎がレトロでかわいい

・緑がたくさん、落ち着く

大学 設備や様々なサポートも

充実しています！



受験生へ 応援メッセージ

・受験勉強 大変でにげだしたくなることがたくさんあると思いますが、

　大学生活 とっても楽しいです！

　頑張ってなんとか乗り越えて一緒に津田塾で楽しみましょう！

・辛いときに しっかり休んで頑張ってください！

　｢早寝早起き朝ご ん｣大事です！

・津田塾で過ごす4年間を想像してワクワクしながら頑張って！

・最後まで諦めずにやれ きっと結果 ついてくると思う で

　全力でやりきってください！

・最後 １秒まで粘り強く頑張ってください。

　春に皆さんとお目にかかれる日を楽しみにしています！


