
最寄り駅まで大阪・梅田から約15分、神戸三宮から約10分
阪急夙川駅から徒歩約7分、JRさくら夙川駅から徒歩約7分、阪神香櫨園駅から徒歩約7分

で
最新情報を
配信中！

TOTの情報を
インスタグラムで
配信中！

２０.３（１２,000）
掲載内容は2020年3月1日現在の情報です。変更になる場合があります。

ライフデザイン総合学科／歯科衛生学科（2020年4月開設）

栄養学科

大学院／メディア・芸術学部／現代社会学部／総合文化学部／健康栄養学部／国際看護学部／通信教育部 現代社会学部

〒662-8552 
兵庫県西宮市御茶家所町6-42
TEL.0798-36-2532 アドミッションズ オフィス
https://college.otemae.ac.jp/

OTEMAE
COLLEGE
2021 ライフデザイン総合学科

ビジネス実務・医療事務コース
国際コミュニケーションコース ／ ファッションビジネスコース
建築・インテリアコース ／ 　　　アカデミックブリッジコース
経理・金融プログラム ／ 公務員プログラム

歯科衛生学科（3年制）

ビジネス実務・医療事務
コース

ファッションビジネス
コース

国際コミュニケーション
コース

ライフデザイン
総合学科

アカデミックブリッジ
コース

さくら夙川キャンパス

歯科衛生学科

2021年4月キャンパス移転

2020年4月開設

建築・インテリア
コース

NEW

オープンキャンパス日程 会場：さくら夙川キャンパス

OPEN CAMPUS 予約不要

大学体験授業
◆受講資格／高等学校3年生※

◆受 講 料／大学体験授業は無料です。
※4年制高校の場合は4年生とします。また、高大連
携協定高校の場合は別途定めます。
※大学体験授業の詳細、お申し込み方法はWeb
サイトをご確認ください。開講科目・内容が確定
次第、お知らせいたします。

https://college.otemae.ac.jp/

7/25 土

8/23 日

進学相談会（※いたみキャンパスで開催） クリスマスイベント 開催内容／学校説明会、キャンパス見学ツアー、模擬授業、資料コーナー、
　　　　　個別相談、ランチサービス（7/26～8/23のみ予定）
※詳細はWebサイトでご確認ください。 ※内容は予定であり、変更する場合があります。

要予約

10:00～13:00

10:30～14:00

4/19日 7/26 日

9/27 日

10:00～13:00 10:30～14:00

10:00～13:00

5/17 日

8/1 土

10:00～13:00

10:30～14:00

6/7 日

8/2 日

土11/7 ・8日

10:00～13:00

10:30～14:00

6/21 日

8/22 土

12/13 日

10:00～13:00

10:30～14:00

大手前短期大学の魅力を紹介する説明会、先輩がガイドになって学校をご案内するキャンパス見学のほか、
模擬授業、個別相談などのプログラムが盛りだくさん。 ぜひ、大手前短期大学を体験しに来てください！

本当に学びたい学問を選んで進学してほしい、大手前短期
大学のことをしっかり理解して入学してほしいと考え、高校
3年生に向けて「大学体験授業」を実施します。授業などへ
の取り組みが優良な受講生は、成績により「ライフデザイ
ン総合学科 総合型選抜入試授業体験方式」もしくは「歯科
衛生学科 総合型選抜入試授業参加方式」での出願資格と
入試特別奨学金の両方を同時に取得することも可能。興
味のある科目があれば、ぜひチャレンジしてみてください！

◆開催予定日

6/20 ・土 6/21 日

7/25 ・土 7/26 日

8/22 ・土 8/23 日

6月開催（第1回）

7月開催（第2回）

8月開催（第3回）

大学の授業を体験しよう！

進路研究に役立てよう！ 大手前短期大学 2020年度

※歯科衛生学科の「総合型選抜入試 授業参加方式」での出願資格を取得するには、エントリー後に別途、面談(9月予定）があります。



至 JR「さくら夙川」駅
　 阪神「香櫨園」駅
　 徒歩約7分

至 阪急「夙川」駅
　 徒歩約7分

至 神戸

至 大阪

新校舎

歯科衛生学科の
教室を設置予定

※完成イメージです。実際の建築物とは相違する場合があります。

2 0 21年 4月、キャンパスはさくら  夙川へ。
大学とのコラボで
学びのクオリティもさらに高まる
いたみ稲野キャンパスからさくら夙川キャンパスに移転し、
大手前短期大学と大手前大学が一つのキャンパスに統合することで、
合同授業など学びのスタイルも進化します。
また、短大・大学合同で行うクラブ活動にも
利便性が高まります。

キャンパス内の設備も
フル活用できる
学びの場は新設される校舎だけではありません。
短大生は、さくら夙川キャンパスの全施設を利用できます。
図書館や自習室、カフェなどが充実しており、
新校舎にはアクティブラーニングに対応する多機能教室や
カフェテリア（食堂）、生協、キャリアサポート室なども設置します。

JR、阪急、阪神
――交通アクセスもより便利に
交通アクセスはJR、阪急、阪神の３路線。
それぞれが最寄り駅まで約７分と通学にとても便利です。
夙川の桜やおしゃれなベーカリーなど
キャンパス周辺の環境も魅力的です。
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え ら べ る

ミライ

CONTENTS

就職に強いだけじゃない。
大手前短期大学なら3つの学び方で夢が叶う。

目標をハッキリ決めて学ぶ 歯科衛生学科で歯科衛生士をめざす P.05

学びながら将来を決める ライフデザイン総合学科のコース自由選択制を活かす P.10

大学編入に的を絞って学ぶ アカデミックブリッジコースで四年制大学への編入学をめざす P.21

01 2021年4月さくら夙川キャンパスへ
03 えらべる、ミライ。
05 歯科衛生学科
09 ライフデザイン総合学科
11 ライフデザイン総合学科 カリキュラム一覧
13 ビジネス実務・医療事務コース
15 国際コミュニケーションコース
17 ファッションビジネスコース
19 建築・インテリアコース
21 　　 アカデミックブリッジコース（編入学をめざすコース）
23 4つの力／専門力・資格力
25 4つの力／英語力・就活力
27 4つの力／就活支援スケジュール
29 4つの力／卒業生の声・就職データ・就職実績
31 学びのサポート
33 長期履修生制度・奨学金制度
35 CAMPUS GUIDE
37 CAMPUS 周辺案内・一人暮らし
38 学生寮・学生マンション・学生生活支援
39 クラブ活動・学園祭「大手前祭」・年間行事・学生スタッフ「TOT」
41 教学運営の基本方針
42 建学の精神・大手前短期大学の沿革・交通アクセス

NEW
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歯科衛生学科

実務経験豊富な教員が、
歯科衛生士という夢の実現をバックアップします。
歯科衛生学科 学科長  中村 隆志
本学科は関西では数少ない、短期大学で歯科衛生士を養成する学科です。歯科衛生士の教員だけでなく、
歯科医師の資格を持つ専任教員が、多くの基礎や専門科目の教育を担当します。さらに、京阪神の大学病
院をはじめとする高度な医療機関での臨地実習を通じて、最新の知識や技術を身につけた歯科衛生士の
養成をめざします。

大手前短期大学ならではの

5つの

スペシャル

1Spec i a l

国家資格試験100％合格へ。
きめ細かなサポート、クラス担任制で
「全員受験・全員合格」を

全面バックアップ！

3Spec i a l

臨地実習先は京都大学・大阪大学・
神戸大学などの附属病院から

実践的な
大型クリニックまで多彩！

5Spec i a l

オシャレな街、夙川で
憧れのキャンパスライフ！
JR、阪急、阪神から
抜群のアクセス！

2Spec i a l

歯科衛生士として働きながら
年間15万円で

大学卒業資格を取得！※　

4Spec i a l

進化・発展する
大手前大学、大手前短期大学。

健康栄養学部、国際看護学部に続き
健康・医療分野を拡充！

※2021年4月入学、2024年3月卒業、同年4月に大手前大学通信教育部へ編入した者が対象です。
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施設紹介
臨床歯科実習室

基礎歯科実習室

超音波スケーラー、エアスケーラー、バキュームやAV機器を備えた最新の歯科チェアを14台設置。学生3名1組で実習が実施できるようになってい
ます。主に歯科予防処置、歯科診療補助の実習授業で使用します。

口腔内で器具を使用する実習
の前に、マネキンを使った実習
を行います。マネキンは学生１
名に１台用意。実習机には無影
灯のライトを設置し、その他、歯
科予防処置や歯科診療補助で
使用する機器を備えています。

充実の学外臨地実習
歯科医療の実際の現場で、歯科衛生士に求められる実践力をしっかりと身につけ医療現場に強い歯科衛生士の養成をめざします。

その他、歯科クリニック、各種教育機関、社会福祉施設などでも臨地実習を行います。

大学病院

総合病院 尼崎総合医療センター／関西ろうさい病院／市立豊中病院／第二大阪警察病院／明和病院／
六甲アイランド甲南病院　　ほか

保健所・
保健センター

西宮市保健所／西宮歯科総合福祉センター／尼崎口腔衛生センター／伊丹市口腔保健センター／
神戸市立こうべ市歯科センター／吹田市口腔ケアセンター／豊中市医療保健センター／箕面市総合保健福祉センター

京都大学
医学部
附属病院

大阪大学
歯学部
附属病院

神戸大学
医学部
附属病院

大阪
歯科大学
附属病院

兵庫
医科大学
病院

歯科クリニックの環境を再現
しました。臨地実習開始前に、
実際の設備を備えた模擬診療
室で模擬体験を行います。

模擬歯科診療室

医療・介護多職種連携
医療専門職としての歯科衛生士の姿勢、価値観、生き方を学びま
す。医療や介護現場において実施される、医師、看護師、歯科医
師、歯科衛生士、管理栄養士、社会福祉士、介護福祉士など複数の
医療専門職連携の概要に加え、それぞれの専門職が果たす具体
的な役割を習得。厚生労働省が2025年を目標に整備を進めてい
る「地域包括ケアシステム」についても学びます。

ゼミナール
学生一人ひとりが関心のある研究分野を選択し、研究レポートを
作成し発表を行います。また、3年次春学期までに学んだ歯学・医
学に関する知識の総まとめを行うとともに、歯科衛生士国家試験
に関わる科目について、問題演習などによりそれぞれの科目への
理解と応用力を深め、歯科衛生士として基盤となる専門知識を確
実に身につけます。

大手前大学・短期大学は「チーム医療」を支える人材の育成をめざしています。
歯科衛生士は、一度取得すれば生涯有効な国家資格です。

まずは歯科衛生士の業務
について理解するため、歯
科領域の基礎知識を学び
ます。秋からは実習がス
タート。

1年次
歯科衛生士の3大業務「歯科予
防処置」「歯科診療補助」「歯科保
健指導」に関する実習が本格的
にスタート。歯科衛生士に必要
な知識と技術を身につけます。

2年次
臨床臨地実習を通して実
践力を習得するととも
に、充実した国家試験対
策で合格をめざします。

3年次
歯科衛生士として
デビュー！口腔ケア
のプロとして生涯
にわたる活躍が期
待できます。

Debut!
国
家
試
験

合
格

ピックアップカリキュラム・学びの特徴

歯科衛生士
（国家資格試験受験資格）

2級医療秘書実務能力認定試験
（受験資格）

介護職員
初任者研修資格

大手前短期大学大手前大学
食のスペシャリストを

育成する
グローバル人材としての
看護師を育成する

口腔ケアのプロを
育成する

健康栄養学部 国際看護学部 歯科衛生学科
2020年4月 開設2019年4月 誕生

日本初

カリキュラム
少人数編成によるきめ細やかな授業と豊富な実習授業で、現場で生きるスキルを身につけます。

専門教育科目

共通教育科目

基礎分野

専門分野

選択必修分野

専門基礎分野

○フォーラムA
○フォーラムB

○基礎数学
○日本史

○人権の歴史
○家族の法律

○健康スポーツ
○食と健康

○健康心理学
○ストレスマネジメント演習

○解剖学
○栄養学
○組織発生学
○生理学

○生化学
○口腔解剖学
○病理学
○薬理学

○微生物学
○衛生学
○口腔衛生学
○公衆衛生学

○社会福祉論○生物学
○化学
○基礎英語
○コンピュータ演習

○心理学
○医療倫理学
○口腔保健管理法
○ダンスセラピー演習

○歯科衛生士概論
○臨床歯科医学
○歯科保存学
○歯科補綴学
○小児歯科学
○矯正歯科学
○高齢者・障がい者歯科学

○口腔外科学
○歯周病学
○歯科予防処置論
○歯科予防処置Ⅰ
○歯科予防処置Ⅱ
○歯科予防処置Ⅲ
○口腔保健指導論

○歯科保健指導Ⅰ
○歯科保健指導Ⅱ
○歯科保健指導Ⅲ
○歯科診療補助論
○歯科診療補助Ⅰ
○歯科診療補助Ⅱ
○歯科診療補助Ⅲ

○歯科放射線・臨床検査学
○基礎実習
○臨床臨地実習Ⅰ
○臨床臨地実習Ⅱ
○地域歯科保健実習Ⅰ
○地域歯科保健実習Ⅱ

○介護技術の基礎
○生命科学

○医療英語
○看護学概論

○医療業界と保険制度
○カルテ管理と会計

○医療事務と情報管理
○医療・介護多職種連携

○ゼミナール

クラス担当教員が1年次から3年間持ち上がりで卒業するまで担
当。 クラス担任は、担当する学生の履修、授業への出席状況、成
績や就職活動状況をしっかりと把握し、学生に助言や指導を行い
ます。また、国家試験対策についての指導も行います。

韓国トップの国立ソウル大学の歯科附属病院や現地の大学、歯科
クリニックなどを7日間視察します。 病院見学や講義受講、現地の
大学生と交流を深めるほか、 ソウル市内にあるクリニックも訪れ
ます。　※希望者対象、夏休み期間に実施予定

クラス担任制 韓国ソウル海外研修※

取得可能
資格

詳しくは歯科衛生学科のパンフレットをご覧ください

※写真はすべてイメージ写真です。

歯科医療
学習支援金

地域歯科医療への貢献を目的とした「歯科医療学習支援金」。支援金を受けた歯科医療施設への就職を条件に、在学中、歯科医療
施設より学習支援金の貸与を受けられます。学習支援金は、卒業後一定期間、支援金を受けた歯科医療施設に勤務することで返還が
免除されます。 ※貸与金額・期間・貸与方法・学習支援金返還免除等の条件は歯科医療施設によって異なります。

◆歯科衛生士になるには？
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NEW

2年制

ライフデザイン総合学科

アカデミックブリッジコース（編入学をめざすコース）

ビジネス実務・医療事務コース 国際コミュニケーションコース

ファッションビジネスコース 建築・インテリアコース

大手前短期大学は、学生一人ひとりが身につけ
るべきと同時に実社会が求める基礎力として
“C-PLATS®”というコンセプトを掲げていま
す。各授業でC-PLATS®のそれぞれの能力の育
成を図ります。また1年生のフォーラム、2年生
のゼミナールにおいて、定期的に自己評価し成
長度を確認します。

相手を理解し自分の考えを
わかりやすく伝える力

自分の考えをまとめて
発表する力

決められたテーマについて
論理的に表現する力

Communication
コミュニケーション力

Presentation
プレゼンテーション力

Language Skill
言語能力

芸術作品、デザインへの理解力と
創造活動を通じて行う表現力

集団での自分の役割がわかり
協力し合える力

自分の感情を冷静におさめ、
行動できる力

Artistic Sense
芸術的センス

Teamwork
チームワーク

Self-Control
自己管理力

実社会が求める基礎力を身につける C-PLATS®

経理・金融プログラム
金融機関への就職や経理職を志望する人のためのプログラムです。簿記は、企業の経
営活動を記録・計算・整理して、その経営の状態を明らかにする技能です。その知識を身
につけ、日商簿記2級をめざします。またFP（ファイナ
ンシャル・プランナー）は家計における保険、教育資金、
住宅ローンなど金融の幅広い知識を身につけ経済
的な側面から人生の目標を実現に導くことをサポー
トする専門家です。そのFP検定合格もめざします。
いずれも授業以外に検定対策講座を設けています。

基礎力を磨き専門力を高めるカリキュラム構成

さらなるレベルアップをめざすプログラム

公務員プログラム
地方公務員としての就職を希望する学生のために、「公務員プログラム」を設けて強
力にサポートします。このプログラムに登録した学生は、地方公務員の業務内容など
について理解が深められ、採用試験の内容やその
対策についての情報提供や面接対策など丁寧な
サポートを受けることができます。また同時に、公
務員試験対策講座を開講し筆記試験の頻出科目
を学習することにより、地方公務員就職対策として
万全を期すことが可能です。

国際コミュニケーションコース
英語力だけでなく異文化を理解する力、文化の多様性に対応する力を身につけ
ます。さらに、エアラインビジネスやＴＯＥＩＣ演習をはじめとした実践的な英語の
授業、海外研修などで国際感覚を養い、航空業界、観光業界など、国際コミュニ
ケーションの現場で活躍できる真の国際人をめざします。

ビジネス実務・医療事務コース
ビジネス社会において企業の一員として働く上で必要な業務知識や実務能力、
プレゼンテーション能力、IT知識・技能を学びます。特にビジネス事務やマナーな
どは実習を通して習得します。また、医療事務では、資格取得をめざし、医療事務
職として働くために必要不可欠な専門知識・技能を学びます。

ファッションビジネスコース
アパレル、ブライダルなどを主として、ファッションの理論からヘアメイクまで実
践を通して総合的に学びます。多くの卒業生がファッションビジネス業界でファッ
ションアドバイザーをはじめ、ショップマネージャーとして活躍しています。ブライ
ダルではブライダルコーディネート技能検定（国家検定）もめざせます。

建築・インテリアコース
実務経験なしで二級建築士受験資格が取得できます。住宅設計やインテリア計
画のために必要な知識と技術を基礎から段階的に学ぶので、文系の人でも安心
して学べます。卒業後も、二級建築士取得のための対策講座を予定しており、継
続して支援を受けることができます。

アカデミックブリッジコース
四年制大学への編入学をめざすコースです。編入学のための英語と論文作成の力を徹底的に鍛え上げ、国公立大・私大へ編入学する力を育てます。また担当教職員が随時、学習
状況や進学などの相談、情報提供などの個人面談も行います。

NEW

経理・金融プログラム
金融機関や経理職を

めざす人のためのプログラムです。

公務員プログラム
公務員を

めざす人のためのプログラムです。

どのコースからでも必要に応じて2つのプログラムを自由に選べます。

実践英語科目 IT科目 デザイン科目

ビジネス基盤科目 ビジネス実務の基本を学びます。

ネイティブスピーカーによる
英語で英語を学ぶ科目です。
使える英語が身につきます。

MOSだけではなくオフィスで必要とされる
基本的なITの知識・技能を

身につけます。

通常のオフィスワークにおいてもデザイン力は
さまざまな場面で役立ちます。一般の社員、職員として
ビジネスに役立つデザイン能力を身につけます。

基本科目（必修）
本学での学習について学び、
基礎学力を身につけます。

社会連携科目
社会人としての

基礎力を身につけます。

言語教育科目（英語以外の外国語）
国際化社会に対応し、英語以外の

さまざまな外国語、外国文化が学べます。

一般教養科目
ビジネスパーソンとして

必要な幅広い教養を身につけます。

専
門
コ
ー
ス

公
務
員
や
金
融
機
関
、

経
理
職
を
め
ざ
す

学
生
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

組
み
合
わ
せ
て
学
ぶ
科
目

コ
ー
ス
自
由
選
択
制

※入学後のプレースメントテストで一定の成績をとった学生が履修できます。

※詳しくはP.23へ

09 Otemae College Guidebook 2021 10Otemae College Guidebook 2021



ライフデザイン総合学科 カリキュラム一覧

※1 ビジネス基盤科目、実践英語科目、各プログラムの中には専門コース科目と重複しているものがあります。　※2 大手前大学科目を相互履修します。
ここに掲載している科目、卒業必要条件等は2020年3月現在の情報です。変更する場合があります。

基本科目〈必修〉

ライフデザイン ＊
コンピュータ演習 ＊
フォーラムA ＊
フォーラムB ＊
日本語表現法 ＊
基礎英語 ＊

言語教育科目（選択科目）

韓国語Ⅰ※2 ＊
韓国語Ⅱ※2 ＊
中国語Ⅰ※2 ＊
中国語Ⅱ※2 ＊

ドイツ語Ⅰ※2 ＊
ドイツ語Ⅱ※2 ＊
フランス語Ⅰ※2 ＊
フランス語Ⅱ※2 ＊

社会連携科目（選択科目）

インターンシップⅠ ＊
インターンシップⅡ ＊
インターンシップⅢ ＊
インターンシップⅣ ＊
社会貢献活動Ⅰ ＊
社会貢献活動Ⅱ ＊

社会貢献活動Ⅲ ＊
社会貢献活動Ⅳ ＊
地域貢献演習A
地域貢献演習B

一般教養科目（選択科目）

専門科目

専門コース科目

必修科目

【ビジネス実務】
ビジネス実務総論A※1 
ビジネス実務総論B※1 
ビジネス実務演習A※1 
ビジネス実務演習B※1 
ビジネス文書※1 
接客実務演習 
【イベントプロデュース】
イベントプランニング演習
【プレゼンテーション】
プレゼンテーション概論 
プレゼンテーション演習 
情報プレゼンテーション演習  

【キャリア基礎】
キャリアデザイン
キャリアプランニング 
キャリアベーシック 
キャリア特講A ＊
キャリア特講B ＊
【経理・金融】
企業と会計 
簿記Ⅰ 
簿記Ⅱ 
簿記Ⅲ 
簿記Ⅳ 
ファイナンシャルプランニングⅠ
ファイナンシャルプランニングⅡ 

【リテールマーケティング】
販売論 
販売実務 
マーケティング基礎 
【OFFICE】
Word演習 
Excel演習 

ビジネス基盤科目（選択科目）
Basic Communication A・B
Basic Listening A・B
Basic Reading A・B
Basic Writing A・B
Current Topics A・B
Active Vocabulary A・B
Grammar Ⅰ・Ⅱ ＊
Communication Strategies Ⅰ・Ⅱ
Writing for Communication Ⅰ・Ⅱ
Presentation Ⅰ・Ⅱ
Communication:Theory & Practice Ⅰ・Ⅱ
Presentation: Theory & Practice A・B

English & the Media Ⅰ・Ⅱ
Today's World A・B
English in Films A・B
Advanced Reading Ⅰ・Ⅱ
Advanced Writing Ⅰ・Ⅱ
Critical Thinking & Presentation Ⅰ・Ⅱ
Advanced Vocabulary & Note-taking Ⅰ・Ⅱ
Discussion & Debate Ⅰ・Ⅱ

実践英語科目（選択科目）
IT概論A 
IT概論B 
IT概論C 
Expert Word／Excel演習 
HTML演習 
WEBコンテンツ制作演習 
スマートフォンアプリ開発演習 
プログラミング演習 
デジタルカメラ演習 

I T科目（選択科目）
発想とイメージ 
デザイン思考
デザインプロデュース演習 
CG演習Ⅰ 
CG演習Ⅱ 
デッサン 

デザイン科目（選択科目）

【自然】
基礎数学 
生命科学 

【人文】
哲学 
日本史 
人権の歴史  

【社会】 
売買の法律 
家族の法律 
憲法※2 

【心理】
心理学 
健康・医療心理学 
ストレスマネジメント演習 
ダンスセラピー演習 

【アート】
色彩学I 
色彩学II 
ビジュアルアート 

【福祉】
介護福祉概論 
介護演習Ⅰ 
介護演習Ⅱ

【食生活】
食と健康 
食環境論

【健康・スポーツ】
健康スポーツ ＊
トレンドダンス ＊
ヨーガ＆ピラティス実習 ＊

ゼミナールA（1）・ゼミナールB（1） ※学習の総まとめとして、卒業レポート、卒業制作を作成し、発表します。

アカデミックブリッジコース
（編入学をめざすコース）

標準英語リーディングスキルズA・B（英文読解基礎）
上級英語リーディングスキルズA・B（英文読解発展）
人文科学系英書講読Ⅰ（国際関係）
人文科学系英書講読Ⅱ（人文）
社会科学系英書講読Ⅰ（経済・経営）
社会科学系英書講読Ⅱ（法・政治）
アカデミックライティングⅠ・Ⅱ（小論文）
人文科学系課題研究Ⅰ（国際関係）
人文科学系課題研究Ⅱ（人文）
社会科学系課題研究Ⅰ（経済・経営）
社会科学系課題研究Ⅱ（法・政治）
国際関係・人文学特殊講義
経済・経営学特殊講義
法・政治学特殊講義

この他、編入をめざす分野ごとに、履修する授業科目の指導を
行います。

※アカデミックブリッジコースは入学後のプレースメントテスト
で一定の成績をとった学生が履修できます。

経理・金融プログラム

公務員プログラム

［一般教養］
基礎数学
哲学
人権の歴史
憲法※2

家族の法律
企業と会計
心理学
［社会貢献活動］
社会貢献活動Ⅰ ＊
社会貢献活動Ⅱ ＊

［地域貢献］
地域貢献演習A
地域貢献演習B 
［基礎力］
キャリア特講A ＊
キャリア特講B ＊
［関連講座等］
公務員試験対策講座
（単位外）

留学生・日本語コース
留学生対象。

日本語を学んでから
専門科目を学ぶコースです。

卒業必要条件

次の要件をすべて満たした上で、卒業要件の
科目の中から62単位以上修得していること。
①基本科目から
「ライフデザイン」（1単位）
「コンピュータ演習」（1単位）
「フォーラムＡ」（1単位）
「フォーラムＢ」（1単位）の
計4単位修得していること。
②基本科目から
「基礎英語」（1単位）または
「日本語表現法」（1単位）のどちらか1単位
以上修得していること。
③ビジネス基盤科目の次の科目のうちから
2単位以上修得していること。
「キャリアデザイン」（2単位）
「キャリアプランニング」（2単位）
「キャリアベーシック」（2単位）
④ビジネス基盤科目の次の科目のうちから、
1セット4単位以上修得していること。
●「簿記Ⅰ」（2単位）および「簿記Ⅱ」（2単位）
●「簿記Ⅲ」（2単位）および「簿記Ⅳ」（2単位）
●「ファイナンシャルプランニングⅠ」（2単位）および
「ファイナンシャルプランニングⅡ」（2単位）
●「販売論」（2単位）および
「販売実務」（2単位）
●「Word 演習」（2単位）および
「Excel 演習」（2単位）

⑤専門科目から「ゼミナールＡ」（1単位）、
「ゼミナールＢ」（1単位）の計2単位修得
していること。
⑥専門コース科目のいずれか１コースから
10単位以上、かつ専門科目から28単位以上
修得していること。

卒業要件単位数等について

1科目2単位を配当。ただし、＊は1単位科目を示す。

ビジネス実務・医療事務
コース

［ビジネス実務］

ビジネス実務総論A 

ビジネス実務総論Ｂ 

ビジネス実務演習Ａ 

ビジネス実務演習Ｂ 

ビジネス文書 

接客実務演習 

［医療事務］

医療事務と情報管理 

カルテ管理と会計 

医療業界と保険制度 

医療現場の文書 

医療関連法規 

医療情報 

［関連講座等］

医療事務検定対策講座（単位外） 

国際コミュニケーション
コース

［国際コミュニケーション］
異文化コミュニケーション
ワールドウォッチング 
エアラインビジネス 
エアラインイングリッシュ 
ＴＯＥＩＣ演習Ａ（レベル100）
ＴＯＥＩＣ演習B（レベル200）
ＴＯＥＩＣ演習C（レベル300）
ＴＯＥＩＣ演習D（レベル400） 
国際理解Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ ＊

［実践英語※2］ 
Basic Communication Ａ・Ｂ
Basic Reading Ａ・Ｂ 
Basic Writing Ａ・Ｂ 
Basic Listening Ａ・Ｂ 
Current Topics Ａ・Ｂ 
Active Vocabulary Ａ・Ｂ
Presentation: Theory & Practice A・B
Today's World A・B
English in Films A・B
ほか実践英語科目

［関連講座等］ 
航空業界就職対策講座（単位外） 

ファッションビジネス
コース

［ファッションビジネス］

ファッションビジネス論 

ファッションビジネス実務演習 

ファッションコーディネイト 

アパレル商品の知識 

ショップ・ブランド研究 

ファッションドローイング 

ヘア＆メイクマナー 

ドレスメイキングA 

ドレスメイキングB 

ファッションクラフト演習 

服飾文化史 

［ブライダル］

ブライダル基礎知識 

ブライダル総論 

ブライダルプロデュース演習 

ブライダルコーディネイト実習 

ブライダル演出技法 

建築・インテリア
コース

［建築］
住居学 
住まいづくりの技術 
インテリア計画 
ハウスプランニングⅠ 
住生活論 
住宅構造学Ⅰ 
住宅材料学 
建築の歴史 
ハウスプランニングⅡ 
住宅設備 
住関連法規 
住宅構造学Ⅱ 
ハウスプランニングⅢ 
ハウジングCAD Ⅰ 
人と環境 
住宅施工 
ハウスプランニングⅣ 
ハウジング CAD Ⅱ 

［インテリア］
インテリアエレメント 
インテリアデザイン 
インテリアパース 
インテリア実務 
インテリア CAD Ⅰ 
インテリア CAD Ⅱ 

NEW

［経理］
企業と会計
簿記Ⅰ 
簿記Ⅱ 
簿記Ⅲ 
簿記Ⅳ
［関連講座等（経理）］
簿記検定対策講座（単位外） 
［金融］
ファイナンシャルプランニングⅠ 
ファイナンシャルプランニングⅡ

［関連講座等（金融）］
FP検定対策講座
（単位外）

※社会貢献活動については、
　P.32をご覧ください。
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ビジネス実務
・

医療事務
コース

ライフデザイン総合学科

現代ビジネス研究

その他のゼミナール
ラジオパーソナリティ・アナウンス

卒業論文テーマ例
「音楽産業の未来」「スターバックスの人気の秘密」

ビジネス実務演習 ビジネス実務

オフィスで働くときに求められる知識と
技能を基礎から学ぶとともに、実習を
交えることで、その知識を確実に身に
つけます。社会人になったときはもちろ
ん、就職活動にも役立つ内容です。

ピックアップカリキュラム

ピックアップゼミナール

カルテ管理と会計 医療事務

この授業では医療機関において受
付・会計などの窓口業務が行えるよ
うに医療費の算定方法を身につけ、
２級医療秘書実務能力認定試験合格、
資格取得をめざします。

身近にある企業やビジネスの中から興味のあるテーマ
を一つ見つけ、文献調査、インタビュー、アンケート調
査、現地調査などを行います。その中で行動力、ネット
ワーク力、質問力を身につけ、卒業論文やビシネスプラ
ンを仕上げます。

文書作成や電話応対など、ビジネス社会で
即戦力となるスキルを身につけ

「秘書検定2級」の資格取得をめざします。

関連資格

【受験資格を得て、目標にできる】
●２級医療秘書実務能力認定試験
　（全国医療福祉教育協会）
●医師事務作業補助者
　（全国医療福祉教育協会）

大学への編入学

●大手前短期大学を卒業後、大手前大学
に三年次編入学する「学園内三年次編
入」のほか、他大学への三年次編入学
を希望する学生のための「アカデミッ
クブリッジコース」があります。
※詳しくはP.21・22をご覧ください。
※アカデミックブリッジコースは、入学後の
プレースメントテストで一定の成績をとった
学生が履修できます。

【単位を修得すれば取得できる】
●ビジネス実務士Ⓝ

●情報処理士Ⓝ

●プレゼンテーション実務士

資格についてはP24へ めざす進路

●医療事務・医療秘書
●総務、経理などの事務職
●金融業界
●百貨店、自動車ディーラー、専門店な
どの販売職
●IT系企業などの情報通信業界
●旅行会社・ホテル・空港などの
　サービス業界

　など

就職実績はP30へ

【授業を通じて目標にできる】
●秘書技能検定2級
●ビジネス実務マナー検定２・３級
●日商簿記2・3級
●2級・3級リテールマーケティング
●ITパスポート【国家資格】
●MOS Word エキスパート／
　MOS Excel エキスパート
●サービス接遇検定 準1・2級

資格・進路

ビジネス実務 医療事務
医療事務と情報管理
カルテ管理と会計
医療業界と保険制度
医療現場の文書

医療関連法規
医療情報専門コース

科目

医療系は
「2級医療秘書」、「医師事務作業補助者」、

ビジネス実務系は「簿記検定」、
「リテールマーケティング」、「サービス接遇検定」

などの資格取得をめざします。

プレゼンテーションに必要な
「表現する」「話す」
ノウハウを習得します。

ビシネス基礎と専門技能の2つの資格取得をサポートしています！

1POINT

2POINT

3POINT

※カリキュラム表についてはP.11へ

そのほかの学生の声は
Webサイトをご覧ください

ビジネス実務総論Ａ、Ｂ
ビジネス実務演習Ａ、Ｂ
ビジネス文書
接客実務演習
販売論、販売実務

マーケティング基礎
簿記Ⅰ～Ⅳ
企業と会計
ファイナンシャルプランニングⅠ、Ⅱ

履修モデル

銀行をはじめ、一般企業で
事務職として働くなら

ビジネス実務

経理・金融プログラム

金融業界就職対策講座

IT科目

公務員として
働くなら

ビジネス実務

一般教養科目

公務員試験対策講座

社会連携科目

医療機関で受付・事務として
働くなら

ビジネス実務

医療事務

簿記

各種販売店などで、受付・販売・
営業として働くなら

ビジネス実務

リテールマーケティング

プレゼンテーション

小さなころから絵を描くのが好きでした。ただ、絵で食べていける人はほんの一握
り。現実を見据えて、事務系の資格がたくさん取れるこのコースを選びました。事務
系の資格に加え、社会人としてコミュニケーションをとる上でも活用できる資格をと
考え、接客実務演習を履修。この授業でサービス接遇検定2級の資格も取得しまし
た。また２年目には、以前から興味のあったアート系のCG演習を履修。内定をいただ
いた会社の採用面接では、このCG演習の話で面接官と盛り上がりました。描画系ソ
フトを扱えるという話をきっかけに、もともと絵を描くのが好きという話ができ、面接
官と自分の言葉で話せたことが採用につながったのだと思います。事務職として入
社しますが、Web制作チームへの配属も希望できると伺ったので、数年後はWebデ
ザインに挑戦しようと考えています。

小さなころから絵を描くのが好きでした。ただ、絵で食べていける人はほんの一握
り。現実を見据えて、事務系の資格がたくさん取れるこのコースを選びました。事務
系の資格に加え、社会人としてコミュニケーションをとる上でも活用できる資格をと
考え、接客実務演習を履修。この授業でサービス接遇検定2級の資格も取得しまし
た。また２年目には、以前から興味のあったアート系のCG演習を履修。内定をいただ
いた会社の採用面接では、このCG演習の話で面接官と盛り上がりました。描画系ソ
フトを扱えるという話をきっかけに、もともと絵を描くのが好きという話ができ、面接
官と自分の言葉で話せたことが採用につながったのだと思います。事務職として入
社しますが、Web制作チームへの配属も希望できると伺ったので、数年後はWebデ
ザインに挑戦しようと考えています。

大手前短大のカリキュラムが、
新たな夢に導いてくれた。
小林 優希さん（２年／大阪市立扇町総合高等学校出身／東邦自動車株式会社内定）

◆1年春学期のカリキュラム

Student’s Voice - 夢に向かって-

Self-Control
自己管理力

主に
身についた
C-PLATS®

Presentation
プレゼンテーション力

主に
身につく
C-PLATS®

Language Skill
言語能力

主に
身につく
C-PLATS®

※科目名は履修当時のものです。

Mon

1

2

3

4

5

Tue Wed Thu Fri

ビジネス実務
総論

接客実務演習

Word演習

フォーラムA

ライフデザイン 医療業界と
保険制度

医療事務と
情報管理

カルテ管理と
会計

日本語表現法

コンピュータ
演習

キャリア
デザイン

ストレス
マネジメント
演習

ビジネス
実務演習A
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キャビンアテンダントとして活躍している卒業生キャビンアテンダントとして活躍している卒業生

Communication
コミュニケーション力

主に
身につく
C-PLATS®

資格・進路

国際
コミュニケーション

コース

ライフデザイン総合学科

海外文化研究

異文化コミュニケーション
国際化、グローバル化の時代にあって、ビジネス
や人間関係をスムーズに進めていく基本技能は
欠かせません。海外からのお客さまや、国際イベ
ントなどで関わる人に対応できる力、「異文化コ
ミュニケーション力」を実践的に身につけます。

ピックアップカリキュラム

ピックアップゼミナール

エアラインイングリッシュ
旅行・観光・ホテル・空港・航空業界をめ
ざす学生のための実践的な科目です。
入国手続きなど、海外旅行で想定される
シーンに沿って、英語の４技能（話す・
聞く・読む・書く）の基礎を習得します。

海外の文化について、国や人など興味がある分野を絞っ
て研究を行います。文献、インターネット、映画、ビデオな
どの情報に加え、異文化圏の人々との交流や海外体験を
活かした研究に取り組みます。

LEO
（Language Education of Otemae）

により、海外で使える
英会話力を身につけます。

専門コース
科目

さまざまな
海外研修・留学プログラムを用意、

目的に応じた
国や期間を選べます。

異文化コミュニケーションなど
グローバル化に対応した科目で、
国際舞台で活躍できる
職業をめざせます。

1POINT

2POINT

3POINT

※カリキュラム表についてはP.11へ

そのほかの学生の声は
Webサイトをご覧ください

国際コミュニケーション 実践英語
異文化コミュニケーション
ワールドウォッチング
エアラインビジネス
エアラインイングリッシュ
ＴＯＥＩＣ演習Ａ（レベル100）

ＴＯＥＩＣ演習B（レベル200）
ＴＯＥＩＣ演習C（レベル300）
ＴＯＥＩＣ演習D（レベル400）
国際理解Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

Basic Communication A
Basic Communication B
Basic Reading A
Basic Reading B
Basic Writing A

Basic Writing B
Basic Listening A
Basic Listening B
Current Topics A
Current Topics B

Active Vocabulary A
Active Vocabulary B
ほか実践英語科目
（P.12参照）

関連資格

●TOEIC®
Listening & Reading TEST
●TOEFL®テスト
●観光英語検定2・3級

資格についてはP24へ

【授業を通じて目標にできる】

めざす進路 就職実績はP30へ

●ホテル・旅行など観光業界　
●外資系企業　
●英語スクールなど教育業界　

●航空業界（キャビンアテンダント・
   グランドスタッフなど）   

英会話と異文化理解の能力を活かして、航空業界や観光業界など国際コミュニ
ケーション能力を発揮できる業界への就職をめざせます。また英語を使う機会の多
い外資系企業や、英語スクールなど教育系企業でも活躍の舞台が広がっています。

大学への編入学

●大手前短期大学を卒業後、大手前大学
に三年次編入学する「学園内三年次編
入」のほか、他大学への三年次編入学
を希望する学生のための「アカデミッ
クブリッジコース」があります。
※詳しくはP.21・22をご覧ください。
※アカデミックブリッジコースは、入学後の
プレースメントテストで一定の成績をとった
学生が履修できます。

国際コミュニケーション 国際コミュニケーション

卒業論文テーマ例
「ヨーロッパ諸国の教育システム」
「アジアの食文化」

履修モデル

ホテル・旅行代理店・
観光産業などの
サービス業界で
働くなら

TOEIC

プレゼンテーション・
イベントプロデュース

外資系など
国際的な
企業で
働くなら

TOEIC

キャビンアテンダント、
グランドスタッフ
など航空業界で
働くなら

TOEIC

国際
コミュニケーション

国際
コミュニケーション

航空業界
就職対策講座

ビジネス実務

ビジネス実務 ビジネス実務

英語特待生の制度があることを知って、大手前短大を選びました。まだ将来の夢が明
確にある訳ではなかったのですが、小さいころから英語を習っていたこともあり、英語
には興味がありました。そこで英語特待生に挑戦してみようと思ったのです。英語特待
生として入学して、一番楽しかった授業はLEO※1という英語の授業でした。ネイティブ
スピーカーの先生が英語だけを使って進める授業です。留学生の受講生もいるグロー
バルな環境で、英語のコミュニケーション力が付きました。１年生のときにはインター
ンで総務部の事務職を経験。事務は目立たないけれど、とても大切な業務だと知りま
した。就活は事務系に絞って活動し、事務職で内定に。入社後は短大で培ったコミュニ
ケーション力を活かして、社内のサポート業務でお役に立てるようがんばろうと思って
います。　※1 LEO（Language Education of Otemae の略称）詳しくはP.25をご覧ください。

英語特待生の制度があることを知って、大手前短大を選びました。まだ将来の夢が明
確にある訳ではなかったのですが、小さいころから英語を習っていたこともあり、英語
には興味がありました。そこで英語特待生に挑戦してみようと思ったのです。英語特待
生として入学して、一番楽しかった授業はLEO※1という英語の授業でした。ネイティブ
スピーカーの先生が英語だけを使って進める授業です。留学生の受講生もいるグロー
バルな環境で、英語のコミュニケーション力が付きました。１年生のときにはインター
ンで総務部の事務職を経験。事務は目立たないけれど、とても大切な業務だと知りま
した。就活は事務系に絞って活動し、事務職で内定に。入社後は短大で培ったコミュニ
ケーション力を活かして、社内のサポート業務でお役に立てるようがんばろうと思って
います。　※1 LEO（Language Education of Otemae の略称）詳しくはP.25をご覧ください。

英語の授業で培われた、
コミュニケーション力を活かして。
畑迫 志織さん（２年／兵庫県立明石城西高等学校出身／寿冷蔵株式会社内定）

Student’s Voice - 夢に向かって-

Communication
コミュニケーション力

主に
身についた
C-PLATS®

Language Skill
言語能力

主に
身につく
C-PLATS®

◆1年秋学期のカリキュラム ※科目名は履修当時のものです。

Mon

1

2

3

4

5

Tue Wed Thu Fri

Excel演習

自己理解の
心理学

フォーラムB

ビジネス英語

ワールド
ウォッチング

キャリア
プランニング

キャリア
ベーシック

健康心理学

カウンセリング
演習

Active 
Vocabulary B

Today's
World Ⅱ

カルチャー
コミュニケーション
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ファッションビジネス
コース

ライフデザイン総合学科

ファッションビジネスゼミ

その他のゼミナール
服飾造形
ブライダル

卒業論文テーマ例
「ファッション雑誌の現状と今後についての考察」
「ファッションブランドについての考察」

ブライダルプロデュース演習
ウエディングのプランニングの知識を
学習し、企画力・表現力を高め、事例研究
や実践を通じてスキルアップさせます。
挙式から学び、ドレスコーディネートやブ
ライダルヘアメイクまで身につけます。

ピックアップカリキュラム

ピックアップゼミナール

ヘア&メイクマナー
洋服だけではなく、ヘアアレンジからメ
イクまでトータルな表現力を身につけ、
ブランドイメージやファッションイメー
ジなどTPO（時・場所・場面）に合わせた
スタイリングスキルをアップします。

ファッションビジネスを総合的に理解し、ファッションに
関する幅広い分野の中から、各自がテーマを見つけ研
究し、社会人として、また、自分がめざす進路に役立て
ます。　

アパレルを主として
ブライダル・ヘアメイクマナーまで、

理論と実践を
トータルで学べます。

専門コース
科目

ブライダルゼミナールでは
学びの集大成として、
学生が結婚式を
プロデュースします。

実践力を身につけた
多くの卒業生たちが

ファッションビジネス業界で
活躍しています。

Mon

1

2

3

4

5

Tue Wed Thu Fri

スキンケア概論

リメイク
ファッション
実習
リメイク
ファッション
実習

フォーラムB

Excel演習

ショップ
マネジメント

ファッション
ビジネス実務

アパレル管理学

キャリア
プランニング

キャリア
ベーシック

1POINT

2POINT

3POINT

※カリキュラム表についてはP.11へ

そのほかの学生の声は
Webサイトをご覧ください

関連資格 大学への編入学資格についてはP24へ めざす進路 就職実績はP30へ

資格・進路

●ファッションビジネス能力検定2・3級
●ファッション販売能力検定2・3級
●ブライダルコーディネート技能検定
　（国家検定）

【授業を通じて目標にできる】 ●大手前短期大学を卒業後、大手前大学
に三年次編入学する「学園内三年次編
入」のほか、他大学への三年次編入学
を希望する学生のための「アカデミッ
クブリッジコース」があります。
※詳しくはP.21・22をご覧ください。
※アカデミックブリッジコースは、入学後の
プレースメントテストで一定の成績をとった
学生が履修できます。

ファッション業界全般。アパレル、特に販売の世界で活躍できます。また、その他
ブライダルやホテルなど、非日常の美を演出する世界でも学んだ知識と技術を
発揮できます。

●アパレル
●百貨店
●ファッション流通・販売

●化粧品業界
●ブライダル業界
●ホテル業界　　　　　　など

ファッションビジネス ブライダル
ファッションビジネス論
ファッションビジネス実務演習
ファッションコーディネイト
アパレル商品の知識
ショップ・ブランド研究

ファッションドローイング
ヘア＆メイクマナー
ドレスメイキングA
ドレスメイキングB
ファッションクラフト演習

服飾文化史 ブライダル基礎知識
ブライダル総論
ブライダルプロデュース演習
ブライダルコーディネイト実習
ブライダル演出技法

ブライダル ファッションビジネス

履修モデル

プランナーや
ドレススタイリストなど
ブライダル業界で

働くなら

ファッション
ビジネス

プレゼン
テーション

ファッション
クリエイター
として
働くなら

ファッション
ビジネス

ブランドショップ
をはじめ

アパレル業界で
働くなら

デザイン科目

ブライダル

ファッション
ビジネス

リテール
マーケティング

ビジネス実務 ファッション
クリエイト

高校生のころからの夢は、アパレル販売員になること。おしゃれでかわいいアパレル
ショップの販売員にずっとあこがれていました。１年目に履修したアパレル商品の知
識という授業では、幅広い商品知識や生地ごとの汚れの落とし方を学びました。生地
ごとに異なる特徴を学べたことで、アルバイト先のアパレルショップでも洗濯方法に
ついて詳しく説明できるように。洗濯表示以外の専門知識をお伝えすると、お客さま
に喜んでいただけることを知り、こんなやりがいもあるのだと気づきました。アパレ
ル業界を中心に就活した結果、希望のアパレル会社に内定。夢だったアパレル販売
員として、４月から勤務できることになりました。将来は、お客さまに声を掛けるだけ
の販売員になるのではなく、お客さまのニーズを深掘りできるアパレルのスペシャリ
ストとして活躍したいと考えています。

授業で知ったアパレルの奥深さ。
将来はスペシャリストとして活躍を。
山口 結衣さん（２年／兵庫県・園田学園高等学校出身／株式会社ストライプインターナショナル内定）

Student’s Voice - 夢に向かって-

Presentation
プレゼンテーション力

主に
身につく
C-PLATS®

Artistic Sense
芸術的センス

主に
身につく
C-PLATS®

Presentation
プレゼンテーション力

主に
身についた
C-PLATS®

◆1年秋学期のカリキュラム ※科目名は履修当時のものです。
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建築
・

インテリア
コース

ライフデザイン総合学科

快適な住環境

「LEDの功罪と住宅での普及状況」
「ユニバーサルデザインについて」
「建物用途別にみたリノベーションの現状について」

ハウスプランニング
製図の基礎、および空間把握の基礎を活かし、住宅
など身近な建物を設計します。授業では、自分の理
想とする空間をイメージし、イラストや文章にするこ
とから着手し、この構想を図面や模型で表現するな
ど、総合的なプレゼンテーション方法を学びます。

ピックアップカリキュラム

ピックアップゼミナール

インテリアCAD
現在インテリアデザインの分野は、
家具やカーテンなどを扱う室内装飾
から室内空間計画まで幅広いもので
す。この授業では、デザインの歴史や
家具、照明などについて学びます。

二級建築士やインテリアコーディネーターをめざして、
いろいろな課題と自由研究に取り組みます。課題では、
学園祭「大手前祭」に向けて模型などさまざまな作品を
作成し出展します。自由研究では自分の興味のあるテー
マを選んでアンケートやフィールド調査などで調べたり、
設計をします。

建築を
基礎から学び、
実践的なスキルも
修得できます。

専門コース
科目

所定の科目を履修し
単位を取得すれば、

二級建築士の受験資格を
取得できます。

インテリアの
専門科目も豊富。

インテリアコーディネーター
をめざせます。

Mon

1

2

3

4

5

Tue Wed Thu Fri

インテリア
エレメント

インテリアCAD
Ⅰ フォーラムB

建築の歴史

住宅材料学 住宅構造学 Ⅰ

住生活論

キャリア
プランニング

キャリア
ベーシック

インテリア
パース

インテリア
デザイン

ハウス
プランニング ⅡExcel演習

キャリア特講B

ハウス
プランニング Ⅱ

1POINT

2POINT

3POINT

※カリキュラム表についてはP.11へ

そのほかの学生の声は
Webサイトをご覧ください

資格・進路
関連資格

●二級建築士【国家資格】

●インテリアコーディネーター

資格についてはP24へ

【授業を通じて目標にできる】

【受験資格が得られる】

本学で決められた授業の単位を修得
し、卒業要件を満たすことにより、実務
経験なしで受験資格が得られます。

大学への編入学

●大手前短期大学を卒業後、大手前大学
に三年次編入学する「学園内三年次編
入」のほか、他大学への三年次編入学
を希望する学生のための「アカデミッ
クブリッジコース」があります。
※詳しくはP.21・22をご覧ください。
※アカデミックブリッジコースは、入学後の
プレースメントテストで一定の成績をとった
学生が履修できます。

めざす進路 就職実績はP30へ

CADを使った製図技術を活かして、建築会社・住宅メーカー・設計事務所で活躍
することができます。建築文化や歴史の知識とインテリアコーディネートのスキル
を活かして、建材・家具メーカーなどのインテリア業界もめざせます。さらに、近年
需要の高まるリフォームやリノベーションを手がける会社へも、室内空間計画の技
術と知識を活かして活躍する先輩が増えています。

●建設会社
●住宅メーカー
●設計事務所

●建材・家具メーカーなどインテリア業界
●リフォーム会社　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　など

インテリア

卒業論文テーマ例

建築

建築 インテリア
住居学
住まいづくりの技術
インテリア計画
ハウスプランニングⅠ
住生活論

住宅構造学Ⅰ
住宅材料学
建築の歴史
ハウスプランニングⅡ
住宅設備

住関連法規
住宅構造学Ⅱ
ハウスプランニングⅢ
ハウジングCADⅠ
人と環境

住宅施工
ハウスプランニングⅣ
ハウジングCADⅡ

インテリアエレメント
インテリアデザイン
インテリアパース

インテリア実務
インテリアCADⅠ
インテリアCADⅡ

履修モデル

建設・
住宅業界で
営業職として
働くなら

建築

プレゼン
テーション

インテリア
業界で
働くなら

インテリア

二級建築士
として
働くなら

デザイン科目

デザイン科目

建築

プレゼン
テーション

ビジネス実務 ビジネス実務

資格取得につながる授業で、
建築士への第一歩を。
杉本 晟弥さん（２年／島根県立情報科学高等学校出身／株式会社豊洋内定）

将来は一級建築士になろうと考えています。当面の目標は、まず二級建築士になるこ
と。そこで、最短の2年間で二級建築士の資格に挑戦できる大手前短大を選びまし
た。ハウジングCADという授業では、パソコンの製図ソフト（CAD）はもちろん、建築
士の資格取得に必須となる、手書きの製図にも挑戦。納得いく作品がなかなかでき
ず、大きな製図版を何度も家に持ち帰り、休日返上で仕上げた製図はA評価を獲得
しました。木造やコンクリート造の住宅の製図をいくつも手掛けましたが、妥協せず
に、納得いくまで作品を完成させることの大切さを学びました。この製図の授業で何
度もＡ評価をいただけたことは、建築士として働く未来への自信にもつながっていま
す。４月から新社会人となりますが、妥協しない姿勢を大切に、建築士へ向けての第
一歩を踏み出すつもりです。

将来は一級建築士になろうと考えています。当面の目標は、まず二級建築士になるこ
と。そこで、最短の2年間で二級建築士の資格に挑戦できる大手前短大を選びまし
た。ハウジングCADという授業では、パソコンの製図ソフト（CAD）はもちろん、建築
士の資格取得に必須となる、手書きの製図にも挑戦。納得いく作品がなかなかでき
ず、大きな製図版を何度も家に持ち帰り、休日返上で仕上げた製図はA評価を獲得
しました。木造やコンクリート造の住宅の製図をいくつも手掛けましたが、妥協せず
に、納得いくまで作品を完成させることの大切さを学びました。この製図の授業で何
度もＡ評価をいただけたことは、建築士として働く未来への自信にもつながっていま
す。４月から新社会人となりますが、妥協しない姿勢を大切に、建築士へ向けての第
一歩を踏み出すつもりです。

Student’s Voice - 夢に向かって-

Presentation
プレゼンテーション力

主に
身につく
C-PLATS®

Artistic Sense
芸術的センス

主に
身につく
C-PLATS®

Artistic Sense
芸術的センス

主に
身についた
C-PLATS®

◆1年秋学期のカリキュラム ※科目名は履修当時のものです。
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もっと英語を学んでみたい。その気持ちが原動力に。
安齋 れいかさん（２年／大阪府立園芸高等学校出身／京都外国語大学合格）

海外の映画や音楽など、私は外国の文化が大好きです。外国文化から英語に興味をもち、実践的な英語を学べる大手
前短大を選びました。短大では来年の就活に向けて、入学後すぐに準備を始めます。英語への学びに心を弾ませてい
た私は、就職説明会で初めて「もっと学びたい」と考えている自分の気持ちに気づきました。１年生の夏休み前に、四年
制大学に編入する道があると知り、編入学を決意。夏休みにカナダへの短期留学を経験し、「もっと英語を学びたい」と
いう想いは揺るぎないものになりました。編入学の試験科目は、英語と小論文と面接です。私は週に４日間、LEOという
英語の授業を履修して英語力を強化。小論文と面接は編入学コースで勉強しました。TOEICの点数は約１年の間に
160点アップ。そして見事、編入学試験に合格しました。大学での学びが今から楽しみです。

TOEICの点数が編入学試験として採用される大学もあると
知り、英語の勉強には特に力を入れました。週に４日はLEOと
いう英語のクラスを履修。英語漬けの毎日に。

１年生の夏休みに入る前、先生に進路相談をするなかで編入
学を決意。先生に相談にのってもらいながら、志望校などの
目標を少しずつ明確にしていきました。

英語の長文に慣れたのは、LEOのAdvanced Readingのおかげ。
このLEOの履修により、TOEICの点数は160点アップ。２年生の
９月にはTOEIC700点を達成し、合格への足がかりとなりました。

面接試験の要となる志望理由書は、先生が添削してくれました。
大学で学びたいことをより明確にすることで、モチベーションが
アップし、合格を実現。

◆安齋さんの成長グラフ

1年

（TOEICの点数）

500

550

600

650

700

750

0

25

50

75

100

125

（やる気）

2年

学力 やる気

四年制大学三年次編入学に合格できる学力を育成するコースです。編入学に特化した専任
教員による充実した講義やアドバイスで受講生を国公立大学、難関私立大学への編入に導
きます。大手前短期大学ライフデザイン総合学科は、地域総合学科の短期大学として、さま
ざまな分野が学べるカリキュラムを設定しています。したがって、編入先も建築系、経営系、
語学系など、さまざまな分野から選ぶことができます。
また、全国的に見て建築系の短大はほとんどありません。加えて英語試験の比重も文系と
違ってそれほど高くありません。大手前短期大学の建築コースで学びを深めた上、四年制
大学に編入学するルートを選択することもできます。
※アカデミックブリッジコースは、入学後のプレースメントテストで一定の成績をとった学生が履修できます。

編入学試験の英語は長文の和訳・説明を中心とする記述式がほとんどです。そのためには、まず正確に英
語を読めなければなりません。この講義では英文解釈力を中心に学習し、単語・熟語・文法・構文の力を総
合的に高めて行きます。「文法の問題は解けるけれど長文が読めない」「単語から何となく言っていることは
わかるけれど自信がない」といった英語に苦手意識を持つ「核心部分」から徹底してマスターします。【標準
編】では英文構造の理解を中心に基礎固めを行い、2年次の【上級編】につなげていきます。

編入学に的を絞ったカリキュラムと
豊富なノウハウで合格へと導きます。

◆ピックアップ科目 （※カリキュラム表についてはP.11へ）

◆プログラムの概要

目標大学
（国公立大、難関私立大学）

学園内編入学

●大手前大学三年次に編入。
●短大で取得した62単位はすべて大学の卒業必
要単位（124単位）として認められます。
●短大で一定の成績を修めた場合、筆記試験を免除
●入学金全額免除
●大手前短期大学での学業成績優秀者には編入
時の授業料半額免除。
●学園内三年次英語特別編入も実施。入試などの
成績に応じて授業料免除あり。

金沢大学／広島大学／島根大学／香川大学／愛媛大学／熊本大学／
鹿児島大学／上智大学／中央大学／関西大学／同志社大学／
近畿大学　など

●法学系・政治学系の主な目標大学

滋賀大学／和歌山大学／広島大学／香川大学／長崎大学／大分
大学／上智大学／中央大学／法政大学／関西大学／関西学院大学／
同志社大学　など

●経済・経営学系の主な目標大学

奈良女子大学／大阪市立大学／京都府立大学／三重大学／広島大学／
高知大学／愛媛大学／島根大学／熊本大学／鹿児島大学／上智大学／
明治大学／法政大学／同志社大学／関西学院大学／関西大学　など

●人文・国際・社会学系の主な目標大学

２年生の9月に
TOEIC700点を達成。

京都外国語大学合格

１年生の夏休み前に
編入学を決意する。

時間の
無駄がなく
近道

四年制大学に
進学することで
将来の選択肢が

広がる

入試科目を
絞って

対策できる

基礎講義
●英語 
●人文科学系基礎
●社会科学系基礎

1年
志望別講義
●専門英語 
●専門論文
●特別講義

2年
社会科学系
●法律 ●経済 ●政治 ●経営
人文科学系
●国際 ●教育 ●文学
自然科学系
●建築 ●工学

卒業後編入学
試験

Graduate’s Voice- 夢を叶えた卒業生-

※「学園内編入学」は、アカデミックブリッジコース以外の学生も
受験可能です。
※「学園内編入学」を希望する場合は、入学後のプレースメント
テストを受ける必要がありません。

※健康栄養学部、国際看護学部への編入はできません。

※大学によって実施状況に変更があります。

過去の編入学合格実績校
（50音順）

●追手門学院大学
●大阪経済大学
●大阪経済法科大学
●大阪産業大学
●大阪商業大学
●大妻女子大学
●関西外国語大学
●関西福祉科学大学
●京都外国語大学
●京都造形芸術大学
●近畿大学

●神戸学院大学
●神戸芸術工科大学
●神戸女子大学
●阪南大学
●兵庫県立大学
●法政大学
●桃山学院大学
●龍谷大学
●和歌山大学
　　　　　　　 など

アカデミック
ブリッジコース

ライフデザイン総合学科

（編入学をめざすコース）

標準英語リーディングスキルズA・B（英文読解基礎）

NEW

Self-Control
自己管理力

主に
身についた
C-PLATS®

※アカデミックブリッジコースは、入学後のプレースメントテストで
　一定の成績をとった学生が履修できます。

編入学の
メリット

学
力

や
る
気

目標校合格ライン
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専門スキルが身につく5つのコースと2つのプログラム

事務系をめざす人に
不可欠な基本の資格
企業や地方自治体など、実務の現場
で幅広く採用されているアプリケー
ションソフト・WordとExcelの基本的
な操作能力を証明する資格です。
Wordは主に議事録や各種通達、あい
さつ文など文章主体の文書を、Excel
は会計・物流・運営管理などデータ主
体の資料を作成する際に使います。

※Excel®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※MOS=Microsoft Office Specialistの略です。

資
格
の
内
容

役
立
つ
場
面

選
択
必
修
科
目

関
連
業
界

MOS Word/Excel®

旅行・運輸・倉庫 不動産
IT関連
医療

設計

製造
建築・工事

それぞれの資格に対応した選択必修科目が、資格試験対策に直結しています

●お客さまへのあいさつ文作成
●売上高の日別・月別の確認
●顧客データの管理

Word演習

Excel演習

経理や会計、営業等で
役立つ知識が得られる
企業を取り巻く関係者（経営・取引先・
出資者など）に対する報告の一つが決
算書です。経理関連文書を理解し、取
引先企業の経営状況をデータから把
握する能力を示す資格です。経理・会
計部門だけでなく、営業・管理部門で
も必要な知識として評価する企業が
増えています。

日商簿記2級・3級

小売
医療

金融・保険
農協（JA）
商社・卸売

●経理部門での決算書類作成
●取引先・競合企業の経営分析
●起業した会社や店舗の経理事務

簿記 Ⅰ 簿記 Ⅱ

サービス業全般で
通用するスキルが身につく
販売に必要な商品知識や販売技術・
仕入れや在庫管理、マーケティングな
ど、専門的な知識を有することを証明
します。販売員としてもっとも重要な
接客マナーや販売技術など、接客業
務に関する知識が身につきます。

2級・3級
リテールマーケティング

ビューティ
ブライダル
社会福祉・介護

ホテル・旅館
サービス
アパレル
小売

●百貨店・専門店などの小売店
●製造業・卸売業などの販売業務
●ホテル・旅行などのサービス業

販売論

販売実務

金融機関、
企業への就職で役立つ
ファイナンシャル・プランニング（FP）技能
検定は、資産に応じた貯蓄・投資などのプ
ランの立案・相談（ファイナンシャル・プラ
ンニング）の技能を認定する検定です。資
格を持っていないとFP技能士という名称
は使えません。3級はファイナンシャル・プ
ランニングについての基礎的な資格で
す。貯蓄、投資の知識が身につきます。

ファイナンシャル・プランニング
技能検定3級

信用金庫
証券会社

銀行
保険

一般企業

●銀行、信用金庫などの金融機関
●個人の投資活動
●家庭での資産運用計画

ファイナンシャルプランニング Ⅰ

簿記 Ⅲ 簿記 Ⅳ ファイナンシャルプランニング Ⅱ

社会人に必要な知識とスキルを修得。就職対策が授業に組み込まれています。

コース・科目群別 取得推奨資格
選択必修科目で取得目標とする資格（P.23）のほかにも、関連する授業科目を通じて、数多くの専門資格の取得を支援しています。

◆受験資格が得られるもの　●単位を修得すれば取得できる資格　■授業を通じて目標にできる資格

◆ ２級医療秘書実務能力認定試験（全国医療福祉教育協会）
◆ 医師事務作業補助者（全国医療福祉教育協会）
■ 秘書技能検定2級
● ビジネス実務士Ⓝ

■ ビジネス電話検定
■ サービス接遇検定

医学基礎や関連法規・患者接遇など、総合的な医療事務能力を認定します。
医療秘書などとして、医師の業務のうち、事務的業務をサポートする能力を証明します。
秘書業務に必要な事務能力や知識・マナーを有することを証明します。
実務能力・プレゼンテーション能力・組織や情報の活用能力を証明します。
電話で要件を正しく感じよく伝え、聞くための技能を有することを証明します。
対人理解や応対技術など、サービスに必要な知識と技能を有することを証明します。

■ ブライダルコーディネート技能検定【国家検定】
■ ファッションビジネス能力検定2･3級
■ ファッション販売能力検定2･3級

ブライダルコーディネートに必要な知識・技能・実践力を有することを証明します。
アパレル流通・マーケティング・商品知識を有することを認定します。
接客技術、販売力、ショップ運営などの必要な知識を有することを証明します。

● ビジネス実務士®　
● 情報処理士®

● プレゼンテーション実務士®

■ ITパスポート【国家資格】
■ MOS Wordエキスパート・MOS Excel®エキスパート

実務能力・プレゼンテーション能力・組織や情報の活用能力を証明します。
ビジネス世界で通用する情報処理の基本的な実務能力を有することを証明します。
企画の内容構成・表現手法など、プレゼンテーションの実践力を証明します。
企業活動における情報処理についての基礎的な知識とスキルを有することを認定します。
Microsoft Office製品のWord/Excel®における高度なスキルを証明します。

◆ 二級建築士【国家資格】

■ インテリアコーディネーター

戸建住宅などの設計・工事監理から完成後のケアまでの総合的な技能を認定します。
本学で決められた授業の単位を修得し、卒業要件を充たすことにより実務経験なしで受験資格が得られます。

家具・カーテン・照明などをプロデュースする技能を有することを認定します。

■ ®Listening & Reading TEST
■ TOEFL®テスト
■ 観光英語検定2・3級

英語によるコミュニケーション能力を幅広く評価する世界共通のテストです。
海外留学のための試験で英語圏の教育機関で入学・卒業の基準として用いられます。
空港や観光地での通訳、英語での道案内などの実践力を証明します。

TOEIC

授業を通じて資格取得をサポート。無理なく資格取得をめざせます。

単位も資格も
同時に取得

取得した資格を、単位として認定します。
入学前に取得した資格でもOKです。
【例】
色彩検定®3級→色彩学Ⅰ（2単位）
パソコン検定3級（Ｐ検）→コンピュータ演習（2単位）
ほかにも、秘書技能検定2級、日商簿記検定、英検準2級、
MOS、ITパスポート など

資格サポート
センター

各種の専門講座を一般の資格スクールよりも
割安な受講料で開講。多彩なプログラムから選べます。
【2020年度開講予定講座】
宅地建物取引士試験対策講座、Microsoft Office Specialist 2016、
TOEIC®Listening & Reading対策講座、
ITパスポート講座、二級建築士講座

多彩なビジネスシーンで活かせる4資格を完全サポート
「MOS Word/Excel®」「日商簿記2級・3級」「2級・3級リテールマーケティング（販売士）」

「ファイナンシャル・プランニング技能検定3級」の4資格を“取得目標資格”として位置づけています。
授業以外にも受験対策講座を別途開講。Wサポート体制で資格取得を支援します。

現代社会で求められる専門知識やスキルが身につく5つのコースと2つのプログラムを設置。
5つのコースから１つのコースを徹底的に学ぶことも、複数のコースを同時に学ぶことも可能な「コース自由選択制」を採用しています。

めざすキャリアに応じて自由に学びを組み立てられます。

※各コース・プログラムの詳細についてはP.10を参照してください。

ビジネス実務・医療事務コース 国際コミュニケーションコース

アカデミックブリッジコース（編入学をめざすコース）

ファッションビジネスコース

経理・金融プログラム 公務員プログラム

建築・インテリアコース

選択必修
科目

コース自由選択制

学生の声は
Webサイトを
ご覧ください

学生の声は
Webサイトを
ご覧ください

中瀬 愛美さん
医療法人尚和会 宝塚第一病院 内定
（兵庫県立猪名川高等学校出身）

増田 葉さん
三井住友トラスト・ビジネスサービス
株式会社 内定
（京都府立宮津高等学校出身）

NEW

■ 色彩検定®2･3級　
● 介護職員初任者研修

● ダンスセラピー・リーダー

理論に裏付けられた色彩の実践的活用能力を有することを証明します。
介護に必要な基本的知識・技術・考え方を有することを証明します。
※学内講座受験料79,800円（教材費・税込み）＋検査代1,000円

臨床でのセラピスト補佐および自身の専門領域でのダンスセラピー的アプローチの活用を職域とする資格。

■ ®Listening & Reading TEST
■ TOEFL®テスト

英語によるコミュニケーション能力を幅広く評価する世界共通のテストです。
海外留学のための試験で英語圏の教育機関で入学・卒業の基準として用いられます。

TOEIC

NEW

目標にしていた
秘書技能検定2級を

取得しました。

授業で習得した
マナーを、採用面接で

褒められました。

※ここに掲載している資格は2020年3月現在の情報です。内容は予定であり、変更する場合があります。
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独自の英語教育“LEO”や海外留学でグローバルなスキルが伸ばせます。 親身な個別指導と充実の就職支援プログラムで就職活動を徹底的にバックアップします。

大手前短期大学では、国際交流センターがサポートする海外研修・留学プログラムが多数準備されています。

自分のレベルに合った英語を学び、マ
スターすれば次の段階へ進みます。
手応えを感じながら、自分のペースで
英語のスキルアップを図れます。

LEO 英語コミュニケーション

着実に段階的に学び
実践力が身につく

ネイティブスピーカーと話すことで、
「外国人との英会話に緊張する」とい
う抵抗感を取り去ることができます。
会話が弾めば自信にもつながります。

英語や英語文化への
積極性が高まる

■少人数で楽しく学ぶ
LEOの受講資格は、“英語をしっかり勉強したい”
“留学をしたい”という強い意欲。そんな同じ目
的を持ったクラスメイトたちと励まし合いながら
楽しく学べます。

■英語を英語で学ぶ
LEOは、英文和訳のクセを早く直し、英語で英語
を「感じる」ことから始めます。日本語を聞くとき
に、一つひとつの単語にとらわれていないよう
に、英語もリラックスして自然体で学びます。

■毎日90分・週5日開講
語学上達の決め手は、毎日継続して勉強するこ
と。LEOは、月曜日から金曜日まで、3・4・5限目に
各90分の3クラスを毎日開講しています。正規留
学をめざす人には、週5日間の履修をすすめます
が、他の授業の“合間”に週1日から履修できます。

■レベル別クラスで効率的に学ぶ
LEOは、レベル1（初級I）、レベル2（初級II）、レ
ベル3（中級）、レベル4（上級）のレベル別クラ
ス編成です。自分でレベルを選ぶことはできま
せん。クラス編成テストによって所属クラスを
決定します。

海外短期研修プログラム

■特別な授業料なしで学ぶ
大手前短期大学の在学生ならLEOを受けるた
めの特別な受講料は必要ありません。もちろん
卒業単位としても認定されます。授業が行われ
るのは短期大学のキャンパスの中。だから英会
話学校に通うよりも、時間的にも経済的にも負
担がありません。

LEOのほか、休み時間や放課後などに交換留
学生と自由に交流ができるスペース「国際交
流ラウンジ」を開放しています。季節ごとのイ
ベントも開催しており、空き時間を利用して通
えば、英語仲間も増えていきます。

国際交流ラウンジを利用しよう

「LEO（Language Education of Otemaeの略称）英語コミュニケーション」を正規のカリキュラムの一部として、週15クラス開講しています。
講師は、英語を母語としない人のための英語教育専門家。“英語で英語を学ぶ”ことによって、実際に使える英語力を身につけることができます。
また、能力別の4段階クラス編成なので、基礎から学ぶ人、英語が苦手な人でも安心です。

LEOの特長

身につく力

視野を広げる海外体験

最大2年間の授業料が全額免除される「英語特待生制度」もあります！ 詳しくはP.34へ

【ニュージーランド短期研修】
ニュージーランドの北島にある自然豊かな街ハミ
ルトン市でホームステイしながら、現地のワイカト
大学で英語研修を3週間受けます。

【オーストラリア短期研修】
オーストラリア大陸の西部にある第4の都市、パース
市でホームステイしながらマードック大学で英語を
学びます。2月中旬からの2週間のプログラムです。

【韓国短期研修】
ソウルにある建国大学で韓国語研修を受けなが
ら、現地の学生と文化交流を行うプログラムです。
宿泊は大学の寮を利用します。

韓国交換留学プログラム
ソウルにある世宗（セジョン）大学に2年生の春学期（3月か
ら7月まで）に留学する交換留学プログラムです。短期大学
に在籍しながら協定している世宗大学に留学できる制度
なので、留学先で習得した単位は「本学の単位」として認定
されます。留学しても2年間で卒業することが可能です。

学生

情報の共有
学生の就職活動の
進捗状況を共有 面接・指導

自己分析・求人紹介
履歴書添削・面接練習など

相談
フォーラムやゼミでの
進路相談や企業情報の提供

面接練習
キャリアカウンセラー
有資格者による
面接練習

求人情報
志望業界・業種へのエントリー

就職活動の
報告
成功体験や
アドバイスなど
最新情報を提供

社会との接点
業界セミナー・
インターンシップなど
で業界の実情を理解

情報配信
求人情報や
ガイダンス日程など
を随時配信

企業メール

キャリアサポート室
スタッフ教員

外部
ボランティア

先輩学生

求人ナビ

キャリアサポート室の3つの取り組み高い就職率

学生の能力や性格に向いている仕事、本人が意欲
を持って取り組める仕事でなければ、内定を
獲得できたとしても長く続けられない可能性が
あります。キャリアサポート室では、各学生の適性
や希望をしっかり把握し、就職活動の進捗に応じ
たきめ細かな指導を行っています。

大手前短期大学の就職率は高水準を維持しており、
2018年度（2019年3月卒）は99.3％。産業界と連携を
取りながら、学生が就職を意識できる環境作りに努めて
きた証です。高いモチベーションで就職活動に臨めるよ
うに、キャリアサポート室は学生を全力で支援しています。

適性や希望に応じて
個別サポート1

就職活動の明暗を分けるのは「本人が自主的に
取り組む姿勢」です。入学直後に学生全員との
面談を実施し、就職への意識づけを推進してい
ます。また、キャリア形成に関する科目を必修科
目・選択必修科目として設置し、就職活動に向け
て何をするべきかを段階的に学習します。

入学直後からキャリア形成
早期の意識づけ3

短大に入学してから就職活動が始まるまでの約
11ヶ月間をフルに活かして、就活力を伸ばすた
めのプログラムを用意しています。就職活動に
向けては、難関である金融業界に特化した就職
支援講座や、公務員をめざす人を支援する講座
も実施。希望の進路に進むことができるよう充
実した仕組みを準備しています。

就活力を伸ばす
充実の仕組み2

■就職支援のしくみ 就職対策講座

航空業界就職対策講座
航空業界のキャビンアテンダントおよびグランド
スタッフをめざす学生を対象に就職対策講座・基
礎編として全10回開催します。英語力をはじめと
する対策を早期に取っておくことで、合格の可能
性も高まります。開催時期は7月下旬から8月上
旬の全10回を予定しています。

資格検定対策講座
検定対策の授業とは別に、検定直前に対策講座
を実施しています。（受講料はすべて無料）

●MOS Word検定対策講座
●MOS Excel検定対策講座
●簿記検定対策講座
●リテールマーケティング（販売士）検定対策講座
●2級医療秘書実務能力認定試験対策講座
●医師事務作業補助者実務能力認定試験対策講座

96.7%
100%

2017年
3月卒

2018年
3月卒

2019年
3月卒

93.5% 93.9%

95.9%

2014年
3月卒

2015年
3月卒

2016年
3月卒

99.3%

学生の声は
Webサイトを
ご覧ください

学生の声は
Webサイトを
ご覧ください

授業で上達した
プレゼン力が、

内定につながりました。

LEOのおかげで
TOEICのスコアが

一気にアップしました。

相馬 紗代子さん
北おおさか信用金庫 内定
（尼崎市立尼崎高等学校出身）

田所 真帆さん
大阪シティ信用金庫 内定
（兵庫県立西宮南高等学校出身）
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就職支援スケジュール

入
学

就
職
内
定

職業観の確立 就業力の養成 就職活動

1年生 2年生
4月
入
学
者
全
員
の
個
人
面
談

入
学
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

8月
夏
季
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

9月
キ
ャ
リ
ア
科
目
授
業
開
始

10月
よ
う
こ
そ
先
輩
！
卒
業
生
体
験
談 

（
職
業
適
性
な
ど
）

キ
ャ
リ
ア
ア
プ
ロ
ー
チ

11月
業
界
研
究
セ
ミ
ナ
ー

2
年
生
に
よ
る
就
職
活
動
報
告
会

12月
業
界
研
究
セ
ミ
ナ
ー

履
歴
書
添
削
会
①

就
職
活
動
用
写
真
撮
影

顔
合
せ
面
談

勇
気
づ
け
の
面
接
練
習
会

1月
業
界
研
究
セ
ミ
ナ
ー

本
番
の
面
接
練
習
会

履
歴
書
添
削
会
②

3月
「
就
活
ナ
ビ
を
使
っ
た
実
際
の
エ
ン
ト
リ
ー
」

就
活
実
践
講
座
③

学
内
合
同
企
業
セ
ミ
ナ
ー

4月
模
擬
面
接

履
歴
書・エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
の
添
削

模
擬
面
接

履
歴
書・エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
の
添
削

2月
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
面
接
練
習
会

対
策
講
座

グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

「
面
接
突
破
の
ポ
イ
ン
ト
」

「
就
活
マ
ナ
ー
」&

就
活
実
践
講
座
②

「
応
募
企
業
を
選
択
す
る
」

就
活
実
践
講
座
①

5月

選　　択：キャリア特講A・B

選択必修：キャリアデザイン

選択必修：キャリアベーシック

選択必修：キャリアプランニング

キャリアデザイン
職業を持って自立することの必要性を理解する
短期大学進学の目的を明確にして、卒業後に職業を持って自立する
ことの必要性を理解します。また、キャリア形成に関わる基本的知識
を修得し、自己認知を深め職業に就くための準備を計画的に進めら
れるようにします。そして、授業ではグループディスカッションやグ
ループワークを行って個々の学生の主体性・チームワーク・問題解決
力の養成に努めています。

1年生
春学期

選択必修
科目

キャリア特講A・B
授業で筆記試験対策も
多くの企業で実施されている「SPI試験」を想定して、筆記試験対策
を行います。特に事務職希望者には、筆記試験に合格しないと面接
選考に進めないため、当該科目の履修を積極的に推奨しています。

入学者全員の 個人面談
個性や能力を引き出す
入学直後に新入生全員に個人面談を実施。高校時代の学び方や部活
動への取り組み、本学への入学動機、何を学びたいかなどをヒアリン
グします。学生一人ひとりの個性や能力をスタッフが深く理解すること
で、きめ細かいサポートにつなげています。

夏季インターンシップ
ビジネスの現場を体験
将来の職業選択や入社後の職業適応力を高めることを目的に、ビジ
ネスの現場を実際に体験するインターンシップの参加を強く推奨し
ています。実に在学生の半分近くの８０名以上の学生が参加し、全国
的にも突出した実績を残しています。就業体験に加え事前・事後研
修による気づきや自己効力感の醸成は、学生の飛躍的な成長につな
がっています。

就活実践講座③
講座でエントリーを行う
就職活動は、会社説明会や選考会に参
加するためのエントリーから始まりま
す。エントリーは就活ナビと呼ばれる就
職活動専用サイトから行います。この
作業を「就職実践講座」として実際に行
い、教室で仲間と一緒に就職活動のス
タートを切るきっかけにしています。

学内合同企業セミナー
優良企業約30社が学内に
約30社の企業が本学に集結し、学生に
向けて企業セミナーを開催します。一
度に多数の企業を比較できる上、本学
学生の採用実績のある企業であるた
め、安心して企業ブースを訪問するこ
とができます。学生の多くがこのセミ
ナーを就活の実質的なスタートにして
います。

履歴書・エントリーシートの添削
強みを効果的にアピール
採用担当者が最初に見るのは、履歴書
やエントリーシートです。自分自身の魅
力や長所を、より効果的に伝えるため
に、きめ細かなアドバイスを行います。
具体的なエピソードをしっかり盛り込
むことで、説得力のある文章を作成で
き、面接での印象度の高い自己PRにつ
ながっています。

キャリアプランニング・　 キャリアベーシック
就職活動の全体像を学ぶ
就職活動を半年後に控えた秋学期からスタートする授業です。就職活動本番に
なって慌てないために、就職活動の全体像を理解します。就職の流れ・業種や業
界の理解・企業研究の方法・筆記試験対策・面接の受け方・身だしなみやマナー
など、就職活動で必ず必要となる知識を身につけます。
また、「キャリアベーシック」の授業では、履歴書やエントリーシートに関わる文章
作成力を養成します。特に自己ＰＲや学生時代に力を注いだこと、そして志望動
機など就職活動で必ず問われる3つの質問を中心にその作成方法について学
びます。

ようこそ先輩! 卒業生体験談
リアルな就活実態を知る
卒業生を本学に招き、仕事内容やそのやり
がい、就職活動での赤裸々な体験を語って
いただきます。面接での失敗や内定獲得の
不安をどう乗り越えたかなど、経験者なら
ではの話を聞くことで、就活全般の理解を
深めます。

業界研究セミナー
幅広い業界を理解する
業界を代表する企業を招き、事業や仕事の
内容、そのやりがいについて説明していた
だき、幅広い業界と職種の理解を深めます。
希望業界や職種が決まっている場合にも他
業界を知ることで、志望先の新たな発見に
結びつくこともあり貴重な研究の機会に
なっています。

勇気づけの面接練習会
ダメ出し一切なし！
面接に恐怖心を持つ学生も少なくありま
せん。そこでダメ出し一切なし、長所のみ
を見つけて自信をつけさせる面接練習を
行っています。毎年多くの学生が勇気づけ
られ、就職活動の第一歩を踏み出すための
貴重な機会になっています。

本番の面接練習会
本番同様の緊張感を体験
就職活動本番に向けて、本番と同
じスタイルで面接練習を行いま
す。面接官がどのような意図で質
問をするのかを理解すれば、自分
は何を求められ、どう伝えればい
いのかが見えてきます。面接官の
意図を冷静に判断し、落ち着いて
自分らしく表現する力を育みます。

1年生
春・秋学期

選択科目
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金融機関への就職は私の希望通り。
将来は総合職をめざしたい。
尼崎信用金庫 勤務
秋竹 香里さん（2017年卒業／大阪府立吹田東高等学校出身）
自分の適性を一番活かせると思い、金融機関に就職しました。入庫して1年
半は融資係に配属され、その後預金係へ。決してミスの許されない仕事です
が、その分毎日充実しています。目標は入庫5年目に挑戦できる総合職試験
に合格すること。短大時代に培った勉強法を味方に挑戦する予定です。

積算業務の面白さを再認識。キャリア科目で
学んだビジネスマナーも役に立っています。
株式会社エステム建築事務所 勤務
大宅 裕太さん（2018年卒業／佐賀県立武雄高等学校出身）
建築コストマネジメント・建築積算業務全般を行う会社で、積算業務を担当し
ています。積算業務は、設計士の図面に基づいて工事費を算出する仕事。面
接時に積算業務の説明を受けて魅力を感じ、入社を決意しました。ビルやマン
ションなどの大型物件に関わりながら、着実に経験を積めるのが魅力です。

医療にも子どもにも関わりたい。
2つの想いを実現する就職が叶いました。
社会医療法人 真美会 中野こども病院 勤務 
松田 悠香さん（2017年卒業／大阪府立北摂つばさ高等学校出身）
就活では複数の病院から内定をいただけたのですが、「子どもと接する仕事
がしたい」という想いが捨てきれず、最後の最後に内定をいただいたのが、
乳幼児・小児を対象にする中野こども病院でした。最後まであきらめずに、親
身にアドバイスしていただいたキャリアサポート室の方々に感謝しています。

ずっとあこがれていたブライダル業界で
カメラマンとして勤務しています。
株式会社レック 勤務
上野 真奈さん（2019年卒業／大阪府立門真なみはや高等学校出身）
高校生のときからブライダル業界にあこがれていた私は、専門学校よりも就
職先の選択肢が幅広い短大に進学しました。就活を経て、念願のブライダル業
界に就職。第一希望だったカメラマンとして配属されました。ブライダルの写
真を通して、たくさんの方の幸せに寄り添えるカメラマンをめざしています。

■就職データ ■主な就職実績（2019年3月卒業生実績） （業種別・50音順）

職種別
就職状況

9%
専門技術

42%
販売

24%
事務

25%
サービス

業種別
就職状況

10%
医療福祉

1%
建築・建設・
不動産

2%
金融・保険

5%その他
1%情報通信

45%
卸・小売

28%
サービス

8%
製造99.3%

就職率

就職希望者に対する
就職者数の割合

ゼミの先生から勧められて
手に職をつけられるCADオペレーターに。
MPデベロップメント株式会社 勤務
岡﨑 摩美子さん（2014年卒業／大阪府立柴島高等学校出身）
設計士が設計したものを図面に起こしてデータ化するのが、CADオペレー
ターの仕事です。短大で学んだ建築の知識は就職先でも役立ちました。現在は
30階建てのタワーマンションの案件に携わっています。CADオペレーターは
特殊な仕事なので、手堅いキャリアが形成できるところが魅力だと思います。

お客さまもスタッフも幸せになる。
将来はそんなお店づくりを。
株式会社ジャヴァコーポレーション 勤務
長谷川 知香さん（2017年卒業／兵庫県立三木東高等学校出身）
「洋服でこれだけ幸せな気持ちになれるんだ」。学生時代、販売員の方が親
身に洋服を選んでくださったときにそう感じ、アパレル業界への就職を希望
しました。現在はレディースファッションの販売員として店舗で勤務。将来は
店長として、スタッフ全員がやりがいを感じられるお店をめざしたいです。

店舗販売員から、本部の中枢部へ。
業界の動きを最前線で追っています。
株式会社JUN 勤務
赤羽 由希さん（2011年卒業／大阪府・四條畷学園高等学校出身）
入社後すぐに、アダムエロペというブランドで販売員として勤務。サブ店長、
店長の経験を経て、現在は本部のイノベーション・マーケティング統括部
で、新規事業の立ち上げに携わっています。販売とはまた異なる、ファッショ
ンのクリエイティブな部分に関われる楽しさを、日々実感しています。

仕事も家庭も大切にできる、
ワークライフバランスのとれた社会人をめざして。
小西医療器株式会社 勤務
間島 桃子さん（2015年卒業／島根県立大社高等学校出身）
人の役に立てる仕事をしたいと考え、医療機器商社の営業事務職に就きま
した。お客さまの多くが病院ということもあり、１日も早い納品を求められる
なか、命に関わる仕事に日々携わっています。仕事できちんと役割を果たし
ながら、家庭も大切にできる。そんな女性に成長することが今の目標です。

OB OG Voice OB OG Voice OB OG Voice OB OG Voice

OB OG Voice OB OG Voice OB OG Voice OB OG Voice

Teamwork
チームワーク

主に
身についた
C-PLATS®

Self-Control
自己管理力

主に
身についた
C-PLATS®

Self-Control
自己管理力

主に
身についた
C-PLATS®

※C-PLATSについては、P.10をご確認ください。

Presentation
プレゼンテーション力

主に
身についた
C-PLATS®

Presentation
プレゼンテーション力

主に
身についた
C-PLATS®

Communication
コミュニケーション力

主に
身についた
C-PLATS®

Communication
コミュニケーション力

主に
身についた
C-PLATS®

Communication
コミュニケーション力

主に
身についた
C-PLATS®

そのほかの就職実績は
Webサイトを
ご覧ください

吹田市役所
公務

JA京都／JA京都にのくに／JA兵庫西／JA兵庫
南／JAレーク伊吹

農協（JA）

株式会社上組／西日本エア・ウォーター物流株式
会社／西日本旅客鉄道株式会社／日本物流セン
ター株式会社／横浜冷凍株式会社

倉庫・運輸

株式会社新神戸ホールディング（ANAクラウンプラ
ザホテル神戸）／株式会社テェルウィンコーポレー
ション（ウェスティンホテル大阪）／株式会社ラス
イート／リゾートトラスト株式会社

ホテル・旅館

伊丹産業株式会社／日本電気機器株式会社／
株式会社日本電商／村中医療器株式会社

商社・卸売

千住金属工業株式会社／株式会社豊和／山下
印刷紙器株式会社

製造

株式会社アインファーマシーズ／株式会社エー
ビーシー・マート／株式会社そごう・西武／兵庫
ダイハツ販売株式会社／ロクシタンジャポン株式
会社

小売

KCJ GROUP株式会社（キッザニア）／株式会社ジェ
イアール東海パッセンジャーズ／株式会社ジェイ
アール西日本フードサービスネット／株式会社トヨ
タレンタリース大阪／株式会社レック

サービス

株式会社アダストリア／株式会社オンワード樫山
／株式会社シティーヒル／株式会社ジャヴァコー
ポレーション／株式会社ユナイテッドアローズ

アパレル（卸・小売）

株式会社エキップ／花王カスタマーマーケティング
株式会社／コーセー化粧品販売株式会社／資生
堂ジャパン株式会社／株式会社阪急阪神百貨店

ビューティ

株式会社エーデルワイス／株式会社ケーニヒスク
ローネ／株式会社シュゼット・ホールディングス／
株式会社ユーハイム

製菓

株式会社林建設／ファースト住建株式会社／株式
会社プランナップ／株式会社エステム建築事務所

建設・設計

医療法人尚和会宝塚第一病院／社会医療法人
中央会尼崎中央病院／公益財団法人 天理よろず
相談所病院「憩の家」／医療法人徳州会

医療系ほか

社会福祉法人あかね／社会福祉法人池田さつき
会／パナソニックエイジフリー株式会社／株式会
社ベネッセスタイルケア

社会福祉・介護

金融・保険
尼崎信用金庫／SMBCフレンド証券株式会社／
大阪厚生信用金庫／大阪シティ信用金庫／きの
くに信用金庫／住友生命保険相互会社／損害保
険ジャパン日本興亜株式会社／株式会社富山第
一銀行／西兵庫信用金庫／日本生命保険相互
会社／姫路信用金庫／エム・ユーセンターサービ
ス大阪株式会社

卒業生の声
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大手前短期大学 学びのサポート

社会貢献を目的として、キャンパスに近い保育所、福祉施設、公共交通機関など企業との連携で、学生によるボランティア活動が行われています。事前・事後学
習を含めて、各地域のニーズに基づいてプロジェクトを考え実行する中で、チームワーク力や問題解決能力を育成することが狙いであり、これら一連の活動時
間に対して単位（社会貢献活動Ⅰ～Ⅳ）が認定されます。

学生同士でのグループワークやディスカッション、サークルのミーティングなど、自由に利用できる施設です。

勉強のこと、友達のこと、経済的なこと。困った時は何でも相談できるサポート体制が整っています。頼りがいのあるスタッフが親身になって相談にのります。

本学は、キャンパスのIT化を推進しています。その一つが「el-Campus（エルキャンパス）」と「OCNET」。el-Campusは本学が独自に開発した総合学修システムで、学生
生活全般を強力にサポートしています。キャンパス内のコンピュータとそれらをつなぐネットワーク、システム等の総称がOCNET。ここではそれらの機能のほんの一部を
ご紹介します。

eラーニング科目とは、パソコンを使ってイン
ターネット上で学習する授業科目のことです。授
業公開期間中であれば、自宅や学内などにある
パソコンから、好きな時間に授業を受けることが
できます。

●授業がわからない
●課題をやりたいが、何を書いたらいいのか
●進路のことで悩みがあるので相談したい

●どうやって勉強したらいいのかわからない
●誰かにレポートをチェックしてほしい
●プレゼンの練習をしたい

伊丹市立こばと保育所
保育士の指導下で、3歳児から就学前
の園児を対象に、絵本の読み聞かせ、
水遊び、お絵描き、遊戯などの保育の
補助を行いました。

積み木・小物製作
木材の廃材を使った積み
木やフェルト生地を使用
した小物を制作し、近隣
の保育園に寄付します。

伊丹市社会福祉協議会
アイ愛センターにおいて、施設職員
の指導の下、社会見学に参加し、施設
の業務サポートとして、利用者の方々
と交流を図ります。

けま喜楽苑
高齢者福祉施設が開催する夏・冬の大
掃除や、文化祭、餅つき大会などで準備
手伝いや補助作業などを行います。

JR西日本のポスターコンテストで最優秀賞！
JR西日本大阪支社
駅構内のマナー啓発をテーマにJR西日
本大阪支社と打ち合わせを行い短期大
学の学生が制作した作品を駅構内に展
示します。

伊丹アピールプラン
伊丹の歴史、自然、文化など、伊丹の魅
力をより多くの人に知ってもらうため、
公募で選ばれた35名で構成される「い
たみアピールプラン推進協議会」のメン
バーと共に、伊丹市の歴史、自然や文化
等の地域資源を最大限に活用し、伊丹
市を市内外にPRします。住む人がまちへの愛着と誇りを持ち続けられる、定住
志向の高いまちづくりを進め、訪れた人がまちの魅力を感じ、交流人口が増加
するためのウォーキングツアー、フォーラム、講座などの活動を地域ボランティ
アと力を合わせて企画・運営します。

JR西日本近畿総括本部大阪支社が主催する
「JR車内マナー啓発のポスターコンテスト」で、
大手前短期大学でデザインを学ぶ学生４人の作
品が最優秀賞などを受賞しました。コンテストは
「ちょっとちょっと！なマナーいきものペディア」と
題して、動物に例えて車内のマナーを啓発する
のが目的。受賞作品はどれもユニークで、楽し
い作品です。
【最優秀賞】
「じゃまんた」
川端 萌愛さん（ライフデザイン総合学科１年）
【優秀賞】
「さわがしいわし」 橋本 弘紀さん（同2年）
「音もレッサーパンダ」 木村 美稀さん（同2年）
「お席ゆずライオン」 吉川 菜江さん（同1年）

メイクゼミが高齢者施設で
地域貢献活動

伊丹市内の社会福祉法人協同の苑「K－
maisonときめき」で、「メイクアップ施術に
よるアンチエイジング体験会」を開きまし
た。体験会は2018年に引き続き開催し、
メイクゼミの学生らが施設の利用者にメイク
を施術。お年寄りの方々との交流を深めま
した。

第４回希少糖スイーツ
公開講座

「希少糖スイーツ公開講座」をいたみ稲野
キャンパスで開催しました。大手前短期大
学の学生が司会を務め、松谷化学工業株式
会社研究所の担当者による講演や大手前
大学の教員による講義を実施。希少糖につ
いての知識を深め、ケーキ作りの実習と試
食会を行いました。

【2020年度の対象科目】
●プレゼンテーション概論　
●情報機器プレゼンテーション

C-POS
シーポス

授業への意見や感想を
スマートフォンで集計

大手前短期大学では、つねに学生の声を取り入れて、授業を
よりよいものにしています。「C-POS」（リアルタイム授業評価
システム）。これは、授業が終わったらすぐに、学生がスマート
フォンでアンケートに答えて送信する、という仕組み。結果は
すぐに集計されて、次回以降の授業の改善に役立てます。

◆学習支援センターのチューターに学びや進路に関する相談もできます。

◆タブレット端末をはじめとする各種電子機器を貸し出しています。
　プリントアウトもできます。

■活動の流れ

オフィスアワーとは、学生からの授業や学生生活につい
て、さらには就職や将来の進路などについて、個人的な
相談を受けるために専任の教員が研究室等で待機して
いる時間帯のことです。何でも気軽に相談することが
できますので、遠慮なく研究室を訪ねてみてください。

オフィスアワー

学生生活を楽しむためには心身の健康が不可欠です。勉強や人間関係、家族の問題など、悩みやストレスは一人ひとり異
なります。専門のカウンセラーが心の相談を受け、皆さんがより充実した学生生活を送れるよう、サポートしていきます。

学生相談室（こころの健康）

健康相談室で、学生の健康相談および救急処置等に応じています。少しでも身体の異常、苦痛、不安を感じたら、一人
で悩まずに気軽に来てください。必要なときは学校医に相談したり、信頼のできる各科の専門医の紹介も行います。
健康管理のためにぜひ利用してください。

健康相談室（からだの健康）

教務課・学生課が集まっている場所で、資格・履
修相談や奨学金、クラブや日常的な生活の相
談など、学生生活に関する相談窓口となってい
ます。相談などを受けた際は、できるだけ素早
い解決に導くように心がけています。

学生サービスセンター
本学では、専任教員などがクラス担任として、学生一人
ひとりを担当し学習や進路などに関する指導を行う制度
を設けています。クラス担任は、担当する学生の履修登
録、授業への出席状況、成績や就職活動状況などを絶え
ずモニターし、必要に応じて助言や指導を行います。

クラス担任制

el-Campusでは、休講情報は即座に設定登録した
アドレスに送信されるので、空き時間の学習計画を
効率よく立てることができます。

休講・補講情報
通常、授業時に教員が配布するプリントなどを、イ
ンターネット上で配布。予習に役立つだけでなく、
欠席時も確実に資料を入手することができます。

教材配布機能
学校や授業に関するお知らせは、スマートフォンからも確
認することができます。大学生活全般の情報から、授業の
補足情報までリアルタイムに入手することができます。

お知らせ機能

el-Campusで提出されたレポートは、卒業までデータとして蓄積されます。自身の成長の振り返り
や卒業研究の資料、就職活動でのアピールなど有効に活用することができます。

eポートフォリオ
レポートなどの授業課題を、紙ではなくデータファイルの
ままインターネット上で提出。自宅や外出先からもアクセ
ス可能です。

課題提出機能

活動実績

事前学習
ボランティア活動の対象となる地域の企業や
団体が、何を求めているのか、どのようなこと
に困っているのか、必要としているのかなどを
事前に調査します。そのためにできることを学
生が自ら考え、ディスカッションし準備します。

地域との連携を図り、学生が主体となって保育
所や駅、福祉施設などで取り組みます。ボラン
ティア活動を通して地域に貢献するとともに、地
域で活躍する社会人の方々と接することにより、
学生の自己成長も促しています。

ボランティア
学生によるボランティア活動が地域にどのよ
うに役立ったのか、活動の中で気づいたこと
などの報告会を行います。学生が各自の活動
を振り返り、意見交換を行うことで、よりよい
ボランティア活動につなげます。

事後学習

※さくら夙川キャンパスの新校舎2階に設置予定です

※いたみ稲野キャンパスのラーニングコモンズエリアです。

（2019年度実績）
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月・火・金曜日
通学 通学

アルバイト
など

アルバイト
など

アルバイト
など

通学

通学

アルバイト
など

アルバイト
など

アルバイト
など

通学 通学

通学

休み

休み

火・水・木曜日
通学

自分が学びたいテーマの時間割やアルバイト（仕事）の日時などを考えて選ん
でください。また、このコースは学期ごとに変更することができます。

通学は週３日です
この制度を利用する場合、２年間分の学費を３年間で納入することになります。
そのため、学期ごとに納入する学費は安くなります。

学期ごとの学費が安くなります

■2年生以降の納入額は、社会情勢によって改定する場合があります。
■最終年度に、授業料などとともに同窓会費（終身）として、別途10,000円徴収します。
■学費の詳細は、学生募集要項でご確認ください。

※2019年度の例

■ 短期大学のすべての科目を履修対象とする場合、または二級建築士受験資格取得をめざす場合は、3年間の
 うち1年間は必ず違う曜日に通学しなければなりません。

長期履修生だけの制約はありますか？

他の大学の「長期履修生制度」とはどこが違いますか？

何年間、短期大学の学生でいられるのですか？

例えばこんな1週間になります 初年度納入額（2021年度入学者用）

こんな人におすすめ

長期履修生制度に関するQ&A

●ほかにやりたいこともあり、勉学との両立をめざす人　
●進学の希望があるのに、経済的理由から難しいと思っている人

週3日に限定したほか、曜日まで指定できることです。これによって仕事やほかの活動
の計画がしっかり立てられ、ムダのない充実した学生生活を送れます。

週3日の履修で、3年間修学することがルールです（専門教育必修科目は3年目に履修しま
す）。それ以外は2年間で学ぶ学生と同じです。総修得単位も上記ルール内であれば好き
なだけ学べますが、履修できる単位数が年間32単位までと決められています。

修業年限は3年ですが、在学年限は6年以内としています。

通常の２年間とは違う通学パターンになりますので、何をどのように学べばい
いかわかりにくいかもしれません。でも、大丈夫。一人ひとりが自分の目標に近
づくために、週に３日間で何を学べばいいか、３年間でどんな知識や技術を身に
つければいいかなど、教職員がていねいにアドバイスします。

教職員が学び方などをていねいにアドバイスします

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

種別
入学金 200,000円

520,000円
720,000円（入学時納入額）

1,240,000円

-
520,000円
520,000円

授業料等

合計

初年度納入額

春学期（入学時） 秋学期
2年間で卒業する場合

種別
入学金 200,000円

260,000円
460,000円（入学時納入額）

824,000円

-
364,000円
364,000円

授業料等
合計

初年度納入額

春学期（入学時） 秋学期
3年間で卒業する場合【長期履修生制度】

A

A

A

Q

Q

Q

大手前短期大学ライフデザイン総合学科の「長期履修生制度」は、2年分の学費で週3日通学し、短期大学を3年間で卒業する制度です。
通学する曜日が決められているので、勉学と仕事などとの両立を計画的に行うことができ、また通学コースは学期ごとに変更できます。
■入試の際に、長期履修生として出願する必要があります（定員20名）　
■対象入試：総合型選抜入試（課題方式・特技方式・資格方式・地域貢献方式・授業体験方式）、学校推薦型選抜入試（指定校方式・公募方式・専門高校対象方式）、一般選抜入試、社会人特別入試

短大を３年間で卒業する。

やりたいことを見つけるための３年間。
この３年が、内定へと導いた。
池田 悠大さん（長期履修生 ３年目／神戸国際大学附属高等学校出身／兵庫ダイハツ販売株式会社 内定）
旅行をしたり、趣味を持ったり。この３年間アクティブに動いて、本当にやりたいことを見つけてみよう。
そう考えてこのコースを選択しました。この３年で自動車の面白さに出会たことは、大きな収穫だった
と思います。短大ではビジネス系の勉強に留まらず、コースの枠を超えてアートやデザインを学んだこ
とで、就活のときには幅広い話題を提供することができました。豊富な話題をフックに自動車への情熱
を自分の言葉で語れたことが、自動車関連会社への内定へとつながったのだと思います。
2017年度（1年目）秋学期の時間割

1

2

3

4

5

Tue Wed FriMon

ビジネス実務総論

ライフデザイン

地域貢献演習B

観光英語

リハビリテーション
概論

簿記Ⅰ

簿記Ⅱ

休み 休み

Thu
2018年度（2年目）春学期の時間割

※長期履修生制度適用者は、条件などが異なる場合があります。詳細は学生課までお問い合わせください。

このほか在学中の奨学金制度などもあります。詳しくは、大手前短期大学Webサイト、もしくは2021年度学生募集要項をご覧ください。

2021年度 学費等納付金

●学業優秀、品行方正で且つ経済的に困窮している者。
●1年生秋学期、７名程度。

●短大卒業年次において経済的理由により就学困難とみなされる者。
●経済的条件と学業成績を総合的に選考。　
●卒業年次春、若干名

本学入学後 ●学業優秀、品行方正で且つ経済的に困窮している者。
 ●2年生、２２名程度。

本学入学後 ●学業成績の平均点が最上位の者。
 ●2年生、1名。

本学入学後 ●スポーツ・文化などの活動で卓越した成績を修めた者、または団体。
 ●年間1回、若干名。

本学入学後 ●現在提携している国の教育ローン・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・
   オリエントコーポレーションに限定。
 ●学業優秀、品行方正で且つ経済的に困窮している者。

本学入学後 ●卒業年次において経済的理由により就学困難とみなされる者。
 ●経済的条件と学業成績を総合的に選考。

200,000

385,000

115,000

20,000

720,000

ー

385,000

115,000

20,000

520,000

ー

385,000

115,000

20,000

520,000

ー

385,000

115,000

20,000

520,000
2,280,000

1,240,000 1,040,000

◆ライフデザイン総合学科

※実技をともなう科目を履修する場合は、教材費等が別途必要となります。※2年生以降の納入額は
社会情勢によって改定する場合があります。※最終年度に、授業料などとともに同窓会費（終身）とし
て、別途10,000円徴収します。 ●詳細は2021年度学生募集要項でご確認ください。

入学金

学費 施設設備費

実習費

授業料

合計

1年次春学期
（入学時） 1年次秋学期 2年次春学期 2年次秋学期

200,000

1,540,000

460,000

80,000

（円）

卒業までの
合計

200,000

375,000

120,000

100,000

795,000

ー

375,000

120,000

100,000

595,000

ー

375,000

120,000

100,000

595,000

ー

375,000

120,000

100,000

595,000
3,770,000

1,390,000 1,190,000 1,190,000

◆歯科衛生学科

※上記の学費以外に実習器具、実習衣等の費用として130,000円程度必要です。その他必要な費用については、改めてお知らせい
たします。※2年生以降の納入額は社会情勢によって改定する場合があります。※最終年度に、授業料などとともに同窓会費（終身）と
して、別途10,000円徴収します。 ●詳細は2021年度学生募集要項でご確認ください。

入学金

学費 施設設備費

実習費

授業料

合計

1年次春学期
（入学時） 1年次秋学期 2年次春学期 2年次秋学期

ー

375,000

120,000

100,000

595,000

ー

375,000

120,000

100,000

595,000

3年次春学期 3年次秋学期

200,000

2,250,000

720,000

600,000

（円）

卒業までの
合計

★ライフデザイン総合学科のみ。　★歯科衛生学科のみ。 
★本学指定校のみ。詳細は出身学校進路指導部へ確認してください。 ※お問い合わせ先：アドミッションズオフィス TEL.0798-32-7541  ※入試特別奨学金制度の併用不可。特待生制度の併用もできません。

※英語民間試験の加点により80点を越えた場合は対象外。

一般選抜入試
（A・B日程）

◆大手前学園入試特別奨学金制度

入学金全額[200,000円]免除  ※長期履修生制度適用者は対象外

入学金全額[200,000円]免除

入学金全額[200,000円]免除  ※長期履修生制度適用者は対象外

ライフデザイン総合学科は最大2年間の授業料全額[年間770,000円]免除、
歯科衛生学科は最大3年間の授業料全額[年間750,000円]免除  
※但し、該当者であっても、換算後の得点が140点未満の場合は、入試特別奨学金の対象になりません。※2年目以降は成績による見直しあり

ライフデザイン総合学科は最大2年間の授業料100%[年間770,000円]・50%[年間385,000円]・30%［年間231,000円］免除、
歯科衛生学科は最大3年間の授業料100%[年間750,000円]・50%[年間375,000円]・30%［年間225,000円］免除  
※2年目以降は成績による見直しあり

ライフデザイン総合学科は最大2年間の授業料半額[年間385,000円]免除
ライフデザイン総合学科・長期履修生制度の合格者は最大3年間の授業料半額[初年度258,000円]免除
歯科衛生学科の合格者は最大3年間の授業料半額[年間375,000円]免除
※2年目以降は成績による見直しあり

入学年度の授業料全額[年間770,000円]・1/4［年間192,500円］・1/10［年間77,000円］免除
長期履修生は全額[年間516,000円]・1/4［年間129,000円］・1/10［年間51,600円］免除

学校推薦型選抜入試 指定校方式★
新生活応援奨学金

学校推薦型選抜入試
公募方式（A日程）
学校推薦型選抜入試
公募方式（B日程）

外国人留学生特別入試

大学入学共通テスト
利用入試

同窓生特別推薦入試

学校推薦型選抜入試
指定校方式★

合格者のうち成績上位者20％で、
かつ適性検査の得点75点以上のもの
合格者のうち成績上位者10％で、
かつ適性検査の得点75点以上のもの

ライフデザイン総合学科は最大2年間の授業料半額[年間385,000円]免除
ライフデザイン総合学科・長期履修生制度の合格者は最大3年間の授業料半額[初年度258,000円]免除
歯科衛生学科の合格者は最大3年間の授業料半額[年間375,000円]免除
※2年目以降は成績による見直しあり

一般選抜入試（A日程） 合格者のうち成績上位者10％で、
かつ科目試験の得点75点以上のもの

一般選抜入試（B日程） 合格者のうち成績上位者10％で、
かつ科目試験の得点75点以上のもの

合格者のうち成績上位者20%

合格者のうち優秀な者

入学にともない転居が想定される地域で、
本学が指定する高等学校等からの入学者

対象となる資格を取得している者

全体評定平均値3.7以上

全体評定平均値3.0以上

入学金[全額200,000円]・[100,000円]・[50,000円]・[25,000円]免除総合型選抜入試
授業体験方式★

総合型選抜入試
資格方式★

大学体験授業で一定の成績を修めた者

入学金[全額200,000円]・[100,000円]免除総合型選抜入試
授業参加方式★ 大学体験授業で優良な成績を修めた者

金額対象対象入試種別

◆英語特待生（ライフデザイン総合学科のみ）

最大2年間の授業料全額[年間770,000円]免除  ※2年目は成績による見直しあり
長期履修生制度合格者は最大3年間の授業料全額[516,000円]免除 ※2年目以降成績による見直しあり
最大2年間の授業料全額[年間770,000円]免除  ※2年目は成績による見直しあり
長期履修生制度合格者は最大3年間の授業料全額[初年度516,000円]免除 ※2年目以降成績による見直しあり

学校推薦型選抜入試 
公募方式（A・B日程） 英語80点以上の合格者

英語80点以上の合格者

金額対象対象入試種別

◆在学中の奨学金制度

当該年度限り

当該年度限り

卒業年次の秋学期

最短修業年度内

卒業年次の春学期
長期履修新3年生も
出願可

当該年度限り

大手前学園奨学金
（1年次）
大手前学園奨学金
（2年次以上）

大手前学園奨励金

大手前学園
創立70周年記念奨学金

大手前短期大学
創立60周年記念奨学金

大手前学園
利子補給奨学金

月額20,000円

月額20,000円

●第一種（学業優秀者に対する奨励金）
年額50,000円

●第二種（課外活動などでの成績優秀者及び団体）
年額10,000円、20,000円、30,000円、
50,000円、100,000円

給付

給付

給付

給付

給付

利子
給付

秋学期の学費相当額を上限とします。

春・秋学期学費相当額を上限とします。

提携銀行などに支払った利子相当額
※上限50,000円

期間出願資格・条件など奨学金の種類

勉学の意志がありながら、経済的な理由によって修学が困難な学生のために、学費面などでのバックアップ体制を整えています。

一般選抜入試（A日程）

◆数学特待生（ライフデザイン総合学科のみ）

最大2年間の授業料全額[年間770,000円]免除  ※2年目は成績による見直しあり
長期履修生制度合格者は最大3年間の授業料全額[初年度516,000円]免除 ※2年目以降成績による見直しあり数学80点以上の合格者全員

金額対象対象入試種別

長期履修生制度（ライフデザイン総合学科） 奨学金

そのほかの
学生の声は
Webサイトを
ご覧ください

Artistic Sense
芸術的センス

主に
身についた
C-PLATS®

※科目名は履修当時のものです。

1

2

3

4

5

Tue Wed FriMon

スマートフォン
アプリ開発演習

ＣＧ演習Ⅱ

Thu

基礎英語

フォーラムＢ

ビジネス英語

Excel演習

プログラミング
演習

ＩＴ概論Ｂ

休み 休み
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至 JR「さくら夙川」駅
　 阪神「香櫨園」駅
　 徒歩約7分

至 阪急「夙川」駅
　 徒歩約7分

至 神戸

至 大阪

新校舎
E棟

TOT（トット）が
さくら夙川キャンパスをご案内
学生スタッフ「TOT」／TOTとは→P.39

詳しくはP.05をCHECK！

大手前短期大学 キャンパスガイド

CAMPUS
GUIDE

▲様々な「居場所」がある
　吹き抜け空間
中央吹き抜けの大階段を昇れば各講
義室へアクセスできます。吹き抜けに
面してあちこちにラウンジや光庭が
散りばめられ、授業の合間や放課後、
その日の気分に合わせて自分の好き
な場所で仲間との交流や学習ができ
ます。

▼G棟1階／カフェテリア
１階には2017年にリニューアルしたカフェテリア
（食堂）があり、２階には室内体育館があります。
※カフェテリアは、2021年以降、新校舎E棟に移ります。

▲C棟１階／学生ラウンジ「Mirou（ミル）」
デジタルサイネージを6台設置し、常に最新の情報を掲
載するほか、音響映像システムが装備されており、イベ
ントやセミナーなども開催可能です。

▲A棟／本館
学びのステージにふさわしい品格に満ちた本館には、360名収容可能
な大講義室やコンピュータ教室などがあり、大手前大学の学生ととも
に同じ校舎の中で学びます。

▼D棟／アートセンター
建築家・安藤忠雄氏による設計。建築を学ぶ学生の
ための製図室が設けられているほか、文化発信の拠
点として展覧会や講演会にも利用されています。

▲CE棟／メディアライブラリー　CELL
25万冊を超える蔵書を揃えた図書館は、黒を基調にした落ち着いた雰囲気。
教室もあり、少人数授業、グループ学習も開催可能です。

Webサイトは
こちらから

歯科衛生学科の
教室を設置予定

A棟

B棟

L棟

R棟

G棟

F棟C棟

D棟

CE棟

▲明るく開放的なガラス張りの空間
自然光の入る吹き抜けには1階にガラス張りのカフェテリア（食
堂）、生協、キャリアサポート室が面しています。２階のラーニン
グコモンズでは学生の学習支援やセミナーも行うことができ、
短大生の学生生活をしっかりとサポートします。

さくら夙川キャンパス・新校舎

※新校舎の写真は完成イメージです。
　実際の建築物とは相違する場合があります。
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阪神高速3号神戸線

阪神本
線 香櫨園

夙川

苦
楽
園

西宮

さくら夙川
JR神戸線

阪急神戸線

至 大阪
至 三ノ宮

❹ニテコ池❹ニテコ池

❺葭原橋❺葭原橋

❶夙川公園❶夙川公園

❷ELBERUN❷ELBERUN

❸西宮神社❸西宮神社

大手前大学
大手前短期大学
さくら夙川キャンパス

大手前大学
大手前短期大学
さくら夙川キャンパス

（株）大手前ファシリティーズが、さまざまなサービスで
学生生活をトータルにサポートします。

学 生 寮 学生マンション一 人 暮 らし 学 生 生 活 支 援

●保険のご案内（自動車、自転車、海外旅行）
●学生寮（学生会館）
●マンション、アパートの紹介
●お得な着物レンタル、販売
●お得な家具、家電の販売
●合宿免許

CAMPUS
周辺案内

村上春樹
（❺葭原橋／
  ランゲルハンス島の午後）
村上春樹の「ランゲルハンス島の午
後」に登場する葭原橋は桜の名所とし
ても有名な夙川にかかる石の橋。渡れ
るのは人とペットくらいの小さな橋で
すが、今もきれいに整備され使用され
ています。夙川は桜以外にも夾竹桃の
咲く散策路としても有名です。

野坂昭如（❹ニテコ池／火垂るの墓）
二テコ池は「火垂るの墓」の舞台となった場所。兄の
清太と妹の節子はこの池の畔の防空壕に隠れ住ん
でいました。池は今も貯水池として整備され、近隣住
民の散策コースになっています。

さくら夙川・学生寮 
【個室設備】ベッド・机・エアコン・トイレ・ユニットバス

クローゼット・ミニキッチンなど
【共有設備】ランドリー・メールボックス・テレビ、ビデオ・

自動販売機など
【貸　　出】布団乾燥機・ホットプレート・IH卓上コンロ・

防犯ブザー・自転車など

※部屋によって間取りは異なります。

ユニットバス

ベッド

冷蔵庫

キッチン

机本棚

最新情報はWebサイトをご覧ください。 
http://www.otemaefacilities.co.jp/ 

関西を初めて訪れたときは、ターミナル駅や人混みに戸惑いましたが、中心地から少し離れると静かな住宅地が
広がっていて安心しました。さくら夙川キャンパスからほど近い、私が暮らすJR西宮駅周辺もそうです。駅前に
ショッピングモールがあってとても便利。今では地元のように落ち着いて暮らしています。

知念 未姫さん（２年／沖縄県立小禄高等学校出身）

知念さんの1日

1
ヶ
月
の
生
活
費

収
入

支
出

アルバイトによる収入・・・・・・・・６万円
親からの仕送り・・・・・・・・・・・・・・・３万円
家賃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５万円
電気・ガス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9000円位

6：00 
起床

8：00
登校

9：10
１限目の授業開始

16：20
４限目の授業終了

22：00
アルバイト終了

00：00
就寝

12：20
ランチ

❶夙川公園（夙川河川敷緑地）
夙川公園をはじめとする夙川沿いの河川敷は、3月下旬から4月上旬が桜
の見頃。川を挟んで約３kmにわたり両岸に咲き誇る桜は、まるで桜のトン
ネルのようです。

洗濯機を回しながら朝食を準備。
一人暮らしを始めた当初から比べ
ると、家事の段取りが上手になりま
した。

お昼休みは友だちとランチ。
それぞれに起こった出来事を話し
て、楽しいひとときを過ごしてい
ます。

アルバイトがある日は４限目終了後にアルバイ
トへ。自宅の最寄駅の近くにあるフィットネスジ
ムで、受付の仕事をしています。アルバイトがな
い日は短大の友だちとショッピングへ。

※水道費は家賃に含まれています。
　浄水器は備え付けのため飲料水に費用は掛かりません。

マスキングテープを学生が制
作！

短期大学から
大手前大学に編入した学生らがデザインした
「西宮ご当地マスキングテープ」が限定発売！
大手前大学メディア・芸術学部の学生がデザインしたマスキングテー
プが西宮ロフトで限定販売されました。西宮の名産品や名所などをモ
チーフにした6種類のデザインのテープは注目を集め、大手前短期大
学から編入した学生2名のデザインも採用されました。

学生寮（女子のみ）は、さくら夙川キャンパスから徒歩で
約２分。女性の管理人が常駐していますので安心です。
共有スペースがあり寮生同士の交流ができます。

西宮北口エリアにある学生マンションは床暖房とエア
コンつきのワンルーム。収納も多く、トイレとセパレー
トのシャワールームなど設備が充実しています。

大手前ファシリティーズ 検索

❸西宮神社
西宮神社は日本に約3,500社ある「えびす神社」の総本社
です。毎年1月10日早朝に、十日えびすの参拝一番乗りの
“福男”をめざし、境内を本殿まで駆け抜ける「開門神事福
男選び」で有名。

❷ELBERUN（エルベラン）
夙川を代表するパティスリー。厳選した
極上素材でつくるやさしい味わいの
ケーキやクッキーが人気。

文学を生み出す

夙川の街

わたしたちがご紹介します！

ここのケーキも美味しいですよ！

夙川ゆかりの
作家さんを
ご紹介
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学園祭「大手前祭」

体育会団体〈公認団体〉 
ゴルフ部★／弓道部※／硬式テニス部※／女子ラクロ
ス部※／バスケットボール部※／準硬式野球部／競
技ダンス部／剣道部／バレーボール部／男子ラク
ロス部／ダンス部／バドミントン部／フットサル部
★特別強化団体　※強化団体（2019年度現在）

文化会団体〈公認団体・準公認団体〉
アコースティックサウンド部※／演劇部※／音楽部※／
軽音楽部※／和太鼓部※／JAZZ 研究部※／映画部／
管弦楽部／写真部／現代視覚文化研究会／美術部／
文芸部／放送部／漫画研究部／茶道部
※強化団体（2019年度現在）

委員会
大手前祭実行委員会／生協学生委員会 ＜順不同＞

本部
課外活動本部 2019年度3月現在

●入学前オリエンテーション

●学園総合入学式
●新入生オリエンテーション
●新入生健康診断
◎春学期授業スタート
◎さくら祭
　（課外活動団体紹介）

◎体育会団体 
　春季リーグ戦

◎課外活動団体
　フレッシュマンセミナー
◎春学期授業終了
◎体育会団体 夏季リーグ戦

◎夏期休業（8月～9月下旬）
◎〈夏期休業中の海外研修プログラム〉
　・アメリカ短期研修
　・ニュージーランド短期英語研修

◎春学期成績発表
◎保護者懇談会
◎秋学期授業スタート

◎大手前学園開学記念日（10月26日）

◎大手前祭（学園祭）
◎クリーンキャンペーン

◎冬期休業（12月下旬～1月初旬）

◎秋学期授業終了
●健康診断
◆ゼミナール全体発表会
◎課外活動団体リーダーズキャンプ
●学内合同企業説明会

◎秋学期成績発表
◆卒業式
●在学生ガイダンス

JAZZ研究
部

和太鼓部

弓道部

ダンス部 ラクロス部

茶道部

大学、短大のゼミや各クラブ・サークル団体の展示・活動発表はもちろん、
ステージでの演奏も。学外からも多くの人が来場し、キャンパス中が輝きます。

※2020年の大手前祭は「いたみ稲野キャンパス」で行います。

仲間とひとつの目標に向かって打ち込む日々は、かけがえのない体験。
大手前大学と共同で活動するから、友情の輪が広がります。

TOT（トット）とは、大手前短期大学に進学を希望する高校生を対象とする広報・支援活動
や短期大学のさまざまな活動をサポートする在学生スタッフたちの名称です。大手前短期
大学での学生生活について理解を深めてもらうために、オープンキャンパスでの案内活動
などを学生目線で行います。その他、１２月にはクリスマスイベントなども開催しています。

蘇武 えみかさん（２年／兵庫県立尼崎高等学校出身）
TOTでは、オープンキャンパスなどのイベント企画や運営を行ってい
ます。メンバー同士でのミーティングも多く、TOTの活動を通じて、
専門コース以外の学生と出会う機会が多いのが魅力で、私は友人の
幅がぐっと広がりました。TOTの

ご紹介

トット

●1年生　◆2年生
◎1・2年生共通

年間行事

入学前

4
April

5
May

7
July

8
August

9
September

10
October

11
November

12
December

2
February

3
March

インスタグラムからも
情報発信してます！

クラブ活動

07：30
起床

09：10
１限目の授業開始

17：00
アルバイトへ

21：00
自宅へ帰宅

1限目から授業が
ある日は8：30に
家を出発。

帰宅後は建築士の
資格取得に向けて
勉強しています。

授業は4限目
まで受ける日
もあります。

授業のあとはアパ
レルショップでアル
バイト。

そのほかの学生の声は
Webサイトをご覧ください

女子大生プロの誕生！
安田祐香選手がプロテスト合格
2019年11月LPGAプロテストが行われ、大手前大学現代社会
学部１年の安田祐香選手が見事に合格を果たしました。安田選
手は7歳でゴルフを始め、2017年には「日本女子アマ」を16歳
で制し世界女子アマ
ランクでは1位を獲
得。「第1回オーガス
タ・ナショナル女子ア
マチュア」第3位、「ア
ジアパシフィック女子
アマチュア選手権」優
勝など、輝かしい結果
を残しています。

39 Otemae College Guidebook 2021 40Otemae College Guidebook 2021



※地図内の所要時間は大手前短期大学の最寄り駅までの最短時間です。※主要な路線、駅を掲載しています。
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阪急神戸線

阪
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西宮総合
グランド

奈
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路

三
田

宝塚

夙川

香櫨園

さくら夙川

難波

和歌山

京
都

JR大阪
環状線 約70分

約50分

約100分

約50分

約35分

約20分

約10分 大阪
梅田

神戸
三宮 大手前大学

大阪大手前キャンパス

至
米
原

至名古屋

至
吉
野

至
福
知
山

大手前大学・大手前短期大学
さくら夙川キャンパス

２０２１年４月から
大手前短期大学はさくら夙川キャンパスへ

約15分

京
阪
本
線

大手前短期大学 学長
大手前学園 理事 福井 洋子

建学の精神 STUDY FOR LIFE 生涯にわたる、人生のための学び
専門性をしっかりと磨く5コース＋2プログラム制。
2020年には歯科衛生学科を開設。
大手前短期大学ライフデザイン総合学科は、社会人基礎力と各分野の専門性を育み、すべての卒業生を各々の目標へと導きます。

そのため本学の特長である、自分の将来の目標や進路に合わせて学べる「コース自由選択制」を採り入れております。さらに2021年
から、より専門性を深めるために5コース制とし、アカデミックブリッジコースでは、2年間かけて英語や小論文を中心に学び、難関とい
われる四年制大学への編入学をめざします。加えて希望者を対象に「経理・金融」「公務員」の2つの特別プログラムを実施し、学生
のキャリア形成を強くサポートしています。

本学は就職に強い短期大学をめざしています。「キャリアサポート室による面接により入学直後から就職への意識を持つ」「イン
ターンシップに4割もの学生が参加する」「就職率100％を達成した」などはその一例です。小規模校だからこそできる学生一人ひと
りを大切にする親身な指導は、創立以来、本学の伝統として受け継がれています。

また2020年4月には歯科衛生学科を開設します。高齢化が進み、治療歯科から予防歯科に重点が移り、歯科衛生士のニーズが急
激に高まっています。現在、社会が必要としている人数が不足している中、求人倍率は20倍ともいわれており、そのような状況のもと、
歯科衛生士を養成する学科を開設することで社会貢献をしたいと考えております。

1.体系的専門知識・技術 3.社会人としての基礎力

◆アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）
ライフデザイン総合学科は、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに則り、「豊かな教養に基づく実務教育を通じて社会人基礎力を育む学科」を目指します。本学科が重視
する社会人基礎力とは、コミュニケーション力・プレゼンテーション力・言語能力・芸術的センス・チームワーク・自己管理力です。入学試験においては、高等学校（それと同等の学
校を含む。）の学習のほかに、これら社会人基礎力の資質や素養も評価の対象とします。この方針に基づき、本学科では下の選考方法により、次のような学生を募集します。
① 本学の使命・方針をよく理解し、本学で学びたいという強い意欲をもつ人
② 高等学校（それと同等の学校を含む。）までの学習で、一定の知識・能力を得た人
③ ②のうち、特定の科目において一定の知識・能力をもつ人
④ 読む・書く／聞く・話すにおいて、一定の能力をもつ人
⑤ 社会人基礎力の資質や素養をもつ人

◆アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）
本学科のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに則り、入学試験においては、高等学校等の学習の他に、以下の社会人基礎力の資質や素養も評価の対象とします。
① 本学科の使命・方針を理解し、併せて医療人としての使命感をもつ人
② 歯科・口腔保健の専門的知識、高度な技術の習得に必要な基礎的知識、能力を有する人
③ 相手を理解し自分の考えをわかりやすく伝える力（Communication）や自分の感情を冷静におさめ、行動できる力（Self‐Control）を有し、チーム医療の推進に取り組む意欲のある人

◆カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
ライフデザイン総合学科では、学生一人ひとりの社会人基礎力の修得のために、次の６つの能力「C-PLATS®」の開発と育成を目的にカリキュラムを編成します。

◆ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）
ライフデザイン総合学科は、豊かな教養に基づく実務教育を通じて社会が求める有為な人材を育成する学科を目指します。その中で、教育課程において厳正な
成績評価を行い、所定の単位を修め、次の知識・能力を修得した学生に卒業を認定し、学位を授与します。

各授業において「C-PLATS®」の、どの能力が育成されるかを学生に明示し、その実現に努めます。また、「フォーラム」・「ゼミナール」を必修科目とし、少人数クラスで学生一人ひとりに丁寧な履修指導と学修指導を行い
ます。そのうえで、「成績評価ガイドライン」に基づいて学修成果を厳正に評価します。なお、期待する学修成果・学修姿勢に関しては、アクティブ・ラーニングの活用をはじめとした授業方法の工夫によって、レベルの向
上に努めます。

Communication
コミュニケーション力

相手を理解し自分の考えを
わかりやすく伝える力

Presentation
プレゼンテーション力

自分の考えをまとめて
発表する力

Language Skill
言語能力

決められたテーマについて
論理的に表現する力

Artistic Sense
芸術的センス

芸術作品、デザインへの理解力と
創造活動を通じて行う表現力

Teamwork
チームワーク

集団での自分の役割がわかり
協力し合える力

Self-Control
自己管理力

自分の感情を冷静におさめ、
行動できる力

各授業において「C-PLATS®」の、どの能力が育成されるかを学生に明示し、その実現に努めます。また、「フォーラム」・「ゼミナール」を必修科目とし、少人数クラスで学生一人ひとりに丁寧な履修指導と学修指導を行い
ます。そのうえで、「成績評価ガイドライン」に基づいて学修成果を厳正に評価します。なお、期待する学修成果・学修姿勢に関しては、アクティブ・ラーニングの活用をはじめとした授業方法の工夫によって、レベルの向
上に努めます。

Communication
コミュニケーション力

相手を理解し自分の考えを
わかりやすく伝える力

Presentation
プレゼンテーション力

自分の考えをまとめて
発表する力

Language Skill
言語能力

決められたテーマについて
論理的に表現する力

Artistic Sense
芸術的センス

芸術作品、デザインへの理解力と
創造活動を通じて行う表現力

Teamwork
チームワーク

集団での自分の役割がわかり
協力し合える力

Self-Control
自己管理力

自分の感情を冷静におさめ、
行動できる力

自らの関心に応じて選択した専門教育科目群を中心に、
知識・技術を学修し、体系的な専門性を修得している。

社会人として求められる一般常識・教養を修得している。
社会において良好なコミュニケーションを取ることができ、
周りと協調しながらも主体的に行動する力を修得している。

2.実践的な基礎ビジネス知識・能力
自らキャリア設計を行い、社会で活躍する能力を修得している。
資格取得をはじめとした、基礎ビジネス知識・能力を修得し
ている。

1.体系的専門知識・技術 3.社会人としての基礎力
専門教育科目群を中心に、知識・技術を学修し、体系的な
専門性を修得している。

社会人として求められる一般常識・教養を修得している。
社会において良好なコミュニケーションを取ることができ、
周りと協調しながらも主体的に行動する力を修得している。

2.実践的な知識・能力
自らキャリア設計を行い、社会で活躍する能力を修得している。
資格取得をはじめとした知識・能力を修得している。

神戸・大阪・京都から最寄り駅まで１時間以内の好アクセス。和歌山や奈良県内から通学する学生もおり、近畿全域が通学圏です。

◆大手前短期大学の沿革
1946   「大手前文化学院」誕生
  4月大阪城大手前周辺
  （大阪市中央区京橋前之町偕行社跡）に
  学園の前身「大手前文化学院」を創設
1951   「大手前女子短期大学」開学
1986   大手前女子短期大学、伊丹市へ移転
  新スローガン「STUDY FOR LIFE」を設定
  短期大学移転を機に学園の
  カレッジ・アイデンティティを導入
1989   短期大学に「秘書科」設置

2001  大手前女子短期大学創立50周年
  短期大学秘書科廃止
2004  大手前女子短期大学を「大手前短期大学」に
  改称・改組し男女共学とするとともに
  「ライフデザイン総合学科」設置
2006  大手前学園創立60周年
  短期大学生活文化学科廃止
2008  短期大学が2007年度第三者評価の結果、
  適格と認定される
2011  大手前短期大学創立60周年

2014  短期大学が2013年度第三者評価の結果、
  適格と認定される
2016  大手前学園創立70周年
2020  大手前短期大学に「歯科衛生学科」設置

本学は（一財）短期大学基準
協会による第三者評価の結
果、適格と認定されました。

ライフデザイン総合学科の3つのポリシー

1.歯科疾患の予防と口腔保健の向上に貢献できる能力をもっている
２．高齢化社会到来に伴い、求められる歯科・口腔保健のニーズに対応できる能力を持ち、医療・保健・福祉等の医療関連職種と連携し、協力・協働関係が構築できる
３．歯科衛生に関する知識と高度な技術の習得と、多様な人間関係に必須なコミュニケーション能力をもっている
４．歯科衛生士としての職業倫理観を保持し、自らの責任で行動できる

◆ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）
本学科のディプロマ・ポリシーは、以下の通りです。

◆カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
本学科のカリキュラム・ポリシーは、以下の通りです。
１．専門知識と高度な技術を習得し、歯・口腔の健康を通し社会に貢献できる人材養成が可能な教育課程の編成
２．Communication（相手を理解し自分の考えをわかりやすく伝える力）力やPresentation（自分の考えをまとめて発表する力）力を身につけ、医療現場において
　の基礎力を涵養する科目群の配置
３．Teamwork（集団での自分の役割がわかり協力し合える力）やSelf‐Control（自分の感情を冷静におさめ、行動できる力）を身につけ、将来に向け自己管理の
　もと、チーム医療に貢献できる能力や人間性を育む学習方法の導入

歯科衛生学科の3つのポリシー

◆アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）
大手前短期大学は、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに則り、「豊かな教養に基づく実務教育を通じて社会人基礎力を育む短期大学」を目指します。
本学が重視する社会人基礎力とは、コミュニケーション力・プレゼンテーション力・言語能力・芸術的センス・チームワーク・自己管理力です。入学試験においては、高等学校
（それと同等の学校を含む。）の学習成果のほかに、これら社会人基礎力の資質や素養も評価の対象とします。

◆ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）
大手前短期大学は、豊かな教養に基づく実務教育を通じて社会が求める有為な人材を育成する短期大学を目指します。その中で、教育課程において厳正な成績
評価を行い、所定の単位を修め、次の知識・能力を修得した学生に卒業を認定し、学位を授与します。

◆カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
大手前短期大学では、学生一人ひとりの社会人基礎力の修得のために、専門知識と技術の習得及び次の６つの能力「C-PLATS®」の開発と育成を目的にカリキュラムを編成します。

大手前短期大学 3つのポリシー
教学運営の基本方針

周辺マップ

選考方法
科目試験 ② ③

② ⑤
① ②

調査書等による書類審査
推薦書

主に評価する能力・資質 選考方法
① ④ ⑤
② ④ ⑤
③ ④

面接・面談
模擬授業参加
小論文等

主に評価する能力・資質

最寄り駅まで大阪・梅田から約15分、神戸三宮から約10分
阪急夙川駅から徒歩約7分、JRさくら夙川駅から徒歩約7分、阪神香櫨園駅から徒歩約7分

交通アクセス

大手前短期大学
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