
最寄り駅まで大阪・梅田から約15分、神戸三宮から約30分／阪急稲野駅から徒歩約1分、JR猪名寺駅から徒歩約5分

で
最新情報を配信中！

19.3（12,000）
掲載内容は2019年3月1日現在の情報です。変更になる場合があります。

※歯科衛生学科（仮称・3年制）さくら夙川キャンパスに2020年4月開設予定（設置構想中）

※2021年4月さくら夙川キャンパスへ移転予定

ライフデザイン総合学科／歯科衛生学科（仮称・3年制）2020年4月開設予定（設置構想中） 

栄養学科／製菓学科

大学院／総合文化学部／メディア・芸術学部／現代社会学部／健康栄養学部／国際看護学部（2019年4月開設）／通信教育部 現代社会学部

〒664-0861  兵庫県伊丹市稲野町2-2-2
Te l :072-770-6334　Fax:072-770-6916
h t t p : / / c o l l e g e . o t ema e . a c . j p /

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

•編入学プログラム
•経理・金融プログラム
•公務員プログラム

コース自由選択制

オープンキャンパス日程

OPEN CAMPUS 予約不要

3/24

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。
◆お申し込み方法／本学Webサイトより申し
込み期間内に申し込みフォームにアクセスし
て、必要事項を入力の上お申し込みください。

http://college.otemae.ac.jp/
※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。

オリエンテーション

授業（第1回）

授業（第2回）

̶

1日目

̶

授業（第3回）

授業（第4回）＋理解度チェック

オリエンテーション

2日目

12:30～13:00

13:10～14:40

14:50～16:20

16:30～17:00

◆開催日 ◆当日のスケジュール（全日程共通）

日

6/22 ・土 6/23 日

7/27 ・土 7/28 日

8/17 ・土 8/18 日

7/20 土

8/18 日
進学相談会（大手前祭と同時開催）

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月・8月のみ）  ※詳細はWebサイトでご確認ください。

6月開催（第1回）

7月開催（第2回）

8月開催（第3回）

要予約

10:00～13:00

14:00～17:00

10:30～14:30

4/21 日

7/21 日

9/22 日

10:00～13:00

10:30～14:30

10:00～13:00

5/12 日

8/3 土

10/20 日 11/9 土・10 日

10:00～13:00

10:30～14:30

10:00～13:00 10:30～15:00

6/2 日

8/4 日

10:00～13:00

10:30～14:30

6/23 日

8/17

12/15

土

日

10:00～13:00

10:30～14:30

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欲しい、大手前短期大学のことをしっかり理解して入学して欲しいと考え、大手前短期大学では高校3年生に向けた大学体験授業
を実施します。授業への取り組みを評価して、優良な受講生は「授業体験型AO入試」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（ライフ
デザイン総合学科のみ対象）。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！

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 2019年度



新校舎
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

やりたい仕事、なりたい自分

――それをかなえるための学びが大手前短期大学にはあります。

卒業後の自分を意識した専門力と資格力に加え、

英語力・就活力を磨く。

バランスのとれたカリキュラム編成が

真の就職力を養います。

一人ひとりの目標に合わせたサポートも、

入学と同時にスタート。

夢を実現するための2年間。

あなたもこのキャンパスから

新しい未来をつかんでください。

大手前短期大学は、2021年4月より大手前大学がある

さくら夙川キャンパスに移転します。

さくら夙川キャンパスは、JRさくら夙川駅、阪急 夙川駅、

阪神 香櫨園駅からいずれも徒歩約７分とアクセス抜群。

さくら夙川キャンパスでは、

アクティブラーニングに対応する多機能教室や

新しい食堂などが入る新校舎を建築中。（2020年12月完成予定）

大手前短期大学生と大手前大学生が

同じキャンパスで学ぶことにより、授業運営やクラブ活動などで

より緊密な連携が可能になります。

※2018年3月卒業者実績
就職希望者に対してのデータ。
進学希望者等は含んでいません。

CONTENTS
01
02
03
05
07
09
15
16

17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
38
39
41
42

2021年4月 キャンパスはさくら夙川へ
就職率100％達成！
専門力
資格力
英語力
就活力
基礎力を磨き専門力を高めるカリキュラム構成
4コース+3プログラムで夢を実現
さらなるレベルアップをめざすプログラム
ライフデザイン総合学科 カリキュラム一覧
専門コース別履修モデル15
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 学びのサポート
長期履修生制度・編入学プログラム
学生寮・学生生活支援・奨学金
CAMPUS GUIDE・キャンパス百景［私のお気に入り］
学生スタッフ「TOT」
年間行事・クラブ活動
建学の精神・大手前短期大学の沿革
交通アクセス

※掲載内容は2019年3月1日現在の情報です。変更になる場合があります。

※完成イメージ　※2019年1月時点での予定です。実際の建築物とは相違する場合がございます。
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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。

専門スキルが身につく4つのコースと3つのプログラム
現代社会で求められる専門知識やスキルが身につく4つのコースと3つのプログラムを設置。

４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。

理想のキャリアに応じて自由に学びを組み立てられます。

２年 宮﨑 由衣さん（富山県立桜井高等学校出身）
石友ホーム株式会社 内定

将来は住宅業界で働きたい。高校時代からずっとそう考

えていた私が迷わず選んだ進学先は大手前短期大学で

した。決め手となったのは、卒業と同時に二級建築士受験

資格を取得できること。加えてインテリアについても学べる

こと。専門教育科目で最も面白かったのは「ハウスプランニ

ングⅠ～Ⅳ」です。2年間ずっとこの科目を履修しました。2

年生の後期からは二級建築士の受験を意識し、課題に

従いながらプランを考え平面図や立面図を書いています。

就活では大学でどのように建築やインテリアを学んできた

かを積極的にアピールしました。専門力を身につけている

ことの強みが存分に発揮できたと思います。

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。

※各コース・プログラムの詳細についてはP.16を参照してください。

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

企業を取り巻く関係者（経営・取引先・

出資者等）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

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

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・投資等のプ

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

選択必修
科目

コース自由選択制

3つのプログラム：どのコースからでも３つのプログラムを自由に学ぶことができます

大手前短期大学の専門力
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◆ 2級医療秘書（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
● 上級ビジネス実務士Ⓝ・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。

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.4）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

■ 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。

◆ 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・照明等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

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。

● 上級ビジネス実務士®・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
■ Illustrator®クリエイター・Photoshop®クリエイター能力認定検定

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。

Illustrator®・Photoshop®を駆使した画像編集技術やコンテンツ制作能力を認定します。

■ 色彩検定®2･3級　
◆ ピアヘルパー
● 介護職員初任者研修

● ダンスセラピー・リーダー（全国の短期大学で初）
■ メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅲ種

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。

同世代や年少者の相談にのるための知識の技能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64,260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。

働く上で自らのメンタルヘルスケアを推進する能力を認定します。

TOEIC

大手前短期大学の資格力

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

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。
【2019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

2年 矢野 叶子さん
大阪シティ信用金庫 内定

入学時はファッションビジネスを専攻するつもりでしたが、

就職に役立つ資格も取得したいと思い、ビジネス・医療事

務コースに方向転換しました。取得した資格は「2級医療

秘書」「医師事務作業補助者」をはじめ「秘書技能検定」

「サービス接遇検定」「MOS Word」「MOS Excel」など、

取れるものはできるだけ取るようにしました。大阪シティ信

用金庫を就職先として選んだきっかけは学内セミナーで

の出会い。人事の方と話していて「私もここで働きたい」と

感じました。女性支店長もいらっしゃると聞き、性別に関係

なく実力を評価してくれる会社なんだということに強く惹

かれました。
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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

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15名程度のクラスメイトたちと励まし合いな
がら楽しく学べます。

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。

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。

LEOは、レベル1（初級I）、レベル2（初級II）、レベ
ル3（中級）のレベル別クラス編成です（レベル4ク
ラスは大手前大学さくら夙川キャンパスで開講）。
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。

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、いたみ稲野キャンパスでは、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週間受けるプログラムです。

【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。

【アメリカNPOボランティア研修】
NPO発祥の地ともいわれるサンフランシスコ・ベイエリ
アで、ボランティア活動に参加するプログラムです。

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。

大手前短期大学の英語力
２年 山本 愛さん（兵庫県立播磨南高等学校出身）
株式会社ラスイート 内定

高校では美術系を専攻していたのですが、その頃に見た海外ドラマが

きっかけになって「英語を学びたい！」と思ったのが大手前短大を選んだ

理由です。大手前短大にはLEO（英語コミュニケーション）というネイティブ

スピーカーの先生と英語だけで行う授業があります。15人前後の少人数

で、聞くことも話すことも考えることもすべて英語。英検もTOEICも1年次で

目標レベルを達成できました。内定をいただけた企業の就職面接では英

語で自己紹介をする機会がありましたが、その時は英語を勉強していて良

かったとつくづく実感しました。
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大手前短期大学の就活力

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就職活動をやり遂げられる仕事でなければ、
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5年連続で上昇中で、2017
年度（2018年3月卒）は100%。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。

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、社会人基礎力を伸ばすための
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。

1

2

3

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６
つのコンセプトを掲げています。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。また、授業でもC-PLATS®

のそれぞれの項目の育成を図ります。

C-PLATS®
シープラッツ

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

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
ガイダンス日程等を
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

■就職支援のしくみ

短大生の就職は、大学生に比べると良くないという既

成概念を持たれる方が多いのですが、多くの企業が短

大生に対して高い評価と大きな期待を寄せています。大学生に比べて2歳若い分、と

ても素直で明るく業務上の知識やスキルをスポンジのように吸収し、入社後の成長も

早いと言われています。本学では入学と同時に就職に対する意識を高める夏季のイ

ンターンシップに力を入れるなど職業観の涵養に努めています。親身になったきめ細

かい個別指導と就活の実践力が身につく充実した就職支援プログラムにより、短大

生であることの強みを磨きます。自信をもって就職活動に臨んでください。

キャリアサポート室長からのメッセージ

キャリアサポート室長　坂手 喜彦
2年 坂本 祐梨さん（兵庫県立播磨南高等学校出身）
姫路信用金庫内定

2年 坂本 祐梨さん（兵庫県立播磨南高等学校出身）
姫路信用金庫内定

大手前短大に進学した理由は、就活に力を入れていてその実績も

素晴らしかったからです。実際に入学してみて驚いたのは授業科目

にビジネス文書やエントリーシートの書き方があったこと。加えて、キャ

リアサポート室の対応がとても細やかです。例えば、面接練習ではエ

ントリー先ごとにその企業を想定した模擬面接をしていただけまし

た。そのおかげで本番でもあがらず自分の良さをしっかり話すことが

できました。

大手前短大に進学した理由は、就活に力を入れていてその実績も

素晴らしかったからです。実際に入学してみて驚いたのは授業科目

にビジネス文書やエントリーシートの書き方があったこと。加えて、キャ

リアサポート室の対応がとても細やかです。例えば、面接練習ではエ

ントリー先ごとにその企業を想定した模擬面接をしていただけまし

た。そのおかげで本番でもあがらず自分の良さをしっかり話すことが

できました。

●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

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）

96.7%

2017年
3月卒

2018年
3月卒

100%

93.5% 93.9%

95.9%

2014年
3月卒

2015年
3月卒

2016年
3月卒
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就 職 内 定

入 学

キャリアデザイン

就活ナビを使った 実際のエントリー

職業をもって自立することの必要性を理解する

リアルな就活実態を知る

履歴書・エントリーシートの添削学内合同企業セミナー

本番の面接練習会業界研究セミナー

勇気づけの面接練習会ようこそ先輩! 卒業生体験談

入学者全員の 個人面談 夏季インターンシップキャリア特講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、その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。

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繋がっています。

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繋げています。

短期大学進学の目的を明確にして、卒業後に職業をもって自立することの

必要性を理解します。また、産業社会に関する幅広い知識を修得し、自己

認知を深め職業を持つ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 の々学

生の発信力の養成に努めています。

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 な々体験を語っていた

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。

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、志望動機の新たな展開に結びつくこと

もあり貴重な研究の機会になっています。

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。

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に繋がっています。

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。

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。

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。

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。

キャリアプランニング・キャリアベーシック

1年生
秋学期

選択必修
科目

1年生
春学期

選択必修
科目

1年生
春・秋学期

選択科目

1
年生

2
年生

入学オリエンテーション
入学者全員の個人面談

筆記試験基礎講座

基礎学力テスト

夏季インターンシップ

筆記試験対策講座
キャリアアプローチ（職業適性など）
ようこそ先輩！ 卒業生体験談

個人面談
2年生による就職活動報告会
業界研究セミナー

勇気づけの面接練習会
個人面談
就職活動用写真撮影
履歴書・エントリーシートの添削
業界研究セミナー

履歴書・エントリーシートの添削
模擬面接
就職ガイダンス

履歴書・エントリーシートの添削

個人面談
履歴書・エントリーシートの添削
本番の面接練習会
業界研究セミナー

就活実践講座①「応募企業を選択する」

就活実践講座②「合同企業説明会」
春季インターンシップ
就活実践講座③
「就活ナビを使った実際のエントリー」

4月

5月

4月

5月

6月

8月

キャリア科目授業開始9月

10月

12月

1月

2月

3月

11月

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

選
　
　
択
：
キ
ャ
リ
ア
特
講
A
・
B

選
択
必
修
：
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン

■就職支援スケジュール
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尼崎信用金庫 勤務
秋竹 香里さん（大阪府立吹田東高等学校出身）

入庫して1年半は融資係に配属、その後預金係になりました。決

してミスの許されない仕事なので、張りつめた毎日ですがその分

充実しています。就職先に金融機関を選択したのはいちばん自分

の適性を活かせると思ったからです。短大時代に取得した資格は

MOS Word/Excelをはじめとする5資格ですが、その時に身につ

いたのが資格取得のための勉強法。何をどのように勉強すれば

いいのか、そのコツがつかめました。社会人になってからも、資格

取得にチャレンジするときの財産になっています。現在の目標は入

庫後5年目に挑戦できる総合職試験に合格することです。

社会医療法人 真美会 中野こども病院 勤務 
松田 悠香さん（大阪府立北摂つばさ高等学校出身）

大手前短大では「ビジネス・医療事務コース」を専攻していたの

で、就職活動は病院が中心でした。複数の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

に悩んでいました。最後に決まったのが現在勤務する中野こども

病院。乳幼児・小児を対象にする病院です。2つの想いを両方

実現できる就職先でした。受付と事務が主な業務ですが、一人

ひとりの子どもたちと触れ合いお母さんとも直接会話できる仕事

です。理想の就職に至るまで親身になってアドバイスしていただ

いたキャリアサポート室の方 に々感謝しています。

株式会社エステム建築事務所 勤務 
大宅 裕太さん（佐賀県立武雄高等学校出身）

私が勤務しているのは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、現在は積算業務を担当しています。積算業

務というのは設計士の図面に基づいて工事費を算出する仕

事。設計と施工の中間に位置する重要な業務です。面接時に

積算業務の説明を受け、その内容に魅力を感じたのがこの会

社に就職を決めた理由です。設計だと年間3～4物件しか扱え

ませんが、積算だとその何倍もの物件に関わることができます。

物件は主にビルやマンションなどの大型物件。すごいスピードで

経験を積んでいけることも大きな魅力です。

■就職データ■卒業生紹介 （2018年3月卒業生実績）

（業種別・50音順・過去５年）■主な就職実績

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／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／株式会社但馬銀行／西兵庫
信用金庫／日本生命保険相互会社／エム・ユーセンターサービス大阪株式会社

金融・保険

JA京都／JA京都にのくに／JA兵庫西

農協（JA）

株式会社上組／寿冷蔵株式会社／日本チルド物流株式会社／日本物流センター株式会社／
株式会社ハンワ／横浜冷凍株式会社／株式会社ロジコム

倉庫・運輸

株式会社JTB西日本

旅行

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）／株式会社中の坊／株式会社
ホテルグランドパレス／株式会社ホテルニューアワジ／株式会社ロイヤルホテル

ホテル・旅館

小西医療器株式会社／JFE商事ビジネスサポート株式会社／日本電気機器株式会社／株式
会社日本電商／廣川株式会社／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

製造

イオンベーカリー株式会社／株式会社エーデルワイス／株式会社カウカウフードシステム／カタ
シマ株式会社／株式会社ケーニヒスクローネ／株式会社シュゼット／株式会社ドロキア・オラシ
イタ／株式会社ドンク／有限会社ボック／株式会社ポトマック／株式会社麦の穂／株式会社
ユーハイム／リクロー株式会社／株式会社レーブドゥシェフ

製菓

株式会社長尾工務店／株式会社林建設／ファースト住建株式会社／株式会社プレスコーポ
レーション

建設・工事

株式会社プランナップ

設計

株式会社三和アイシス／晴耕雨耕株式会社／株式会社日本オフィスオートメーション／ホーム
スタイル株式会社

不動産

梅岡耳鼻咽喉科クリニック／大塚整形外科／おおひなた耳鼻咽喉科クリニック／医療法人社
団ささきクリニック／医療法人サンタクルス／医療法人社団清水内科循環器科／医療法人社
団スマイルサロン会／社会医療法人中央会尼崎中央病院／医療法人天六あかり歯科／中村
歯科医院／野本眼科／医療法人藤田整形外科／医療法人朗源会大隈病院

医療系ほか

オリックス・リビング株式会社／社会福祉法人あかね／社会福祉法人池田さつき会／社会福祉
法人翠明社（照葉の里）／株式会社TOCOA／パナソニックエイジフリー株式会社／株式会社
ミュウシード

社会福祉・介護

株式会社アバン／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／株式会社トヨタレンタリース神戸／株式
会社トヨタレンタリース兵庫／株式会社ビーイング／株式会社ボディワーク／株式会社リラックス

サービス

株式会社アズノゥアズ／株式会社アダストリア／株式会社アバハウスインターナショナル／
イケガミグループ／イトキン株式会社／株式会社イング／株式会社F・O・インターナショナル／
株式会社オンワード樫山／株式会社ストライプインターナショナル／ゴールドフラッグ株式会社
／株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド／株式会社サンエー・インターナショナル／株式
会社三陽商会／株式会社シーズプランニング／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／株式会社ジャパンイマジネーション／ジュングループ／ダイアナ株式会社／株式
会社ダイドーフォワード／株式会社ファミリア／MARKSTYLER株式会社／株式会社ユナイテッ
ドアローズ／株式会社ワールドストアパートナーズ

アパレル（卸・小売）

小売

株式会社アインファーマシーズ／株式会社アミング／株式会社イエローハット／イケア・ジャパン
株式会社／イズミヤ株式会社／イオンリテール株式会社／株式会社エービーシー・マート／神
戸トヨペット株式会社／株式会社星電社／株式会社そごう・西武／トヨタＬ＆Ｆ近畿株式会社／
日産大阪販売株式会社／日産プリンス兵庫販売株式会社／ネッツトヨタ神戸株式会社／はる
やま商事株式会社／株式会社阪急阪神百貨店／兵庫ダイハツ販売株式会社／株式会社蓬
莱／株式会社ユニマットライフ／株式会社ロッテリア

吹田市役所

公務

株式会社京阪互助センター／株式会社ブライダルハウス チュチュ／株式会社レック

ブライダル

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／株式会社シーボン
／資生堂ジャパン株式会社／株式会社ハーベン／株式会社阪急阪神百貨店／P&Gプレス
テージ合同会社／株式会社マリークヮントコスメチックス

ビューティ

5%

職種別
就職状況

営業・その他

4%
専門技術

47%
販売

30%
事務

14%
サービス

業種別
就職状況

7%
医療福祉

5%

建築・建設・
不動産

2%
金融・保険

4%その他

44%
卸・小売

27%
サービス

11%
製造100%

就職率

就職希望者に対する
就職者数の割合

昨年度より
3.3ポイント上昇！
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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。

編入学
プログラム

国公立大学・難関私立大学への
編入学をめざす人のための

プログラムです。

4コース＋3プログラムで夢を実現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

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専門家
ですが、そのFP検定もめざします。いずれも授業
以外に検定対策講座を設けています。

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
公務員の仕事内容ややりがいなどについて理解
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
を期しています。

編入学プログラム

編入学専門のプロ講師による充実した講義や
アドバイスで受講生を国立大学、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
べるカリキュラムとなっています。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。対策講座は、年
間、隔週で、1日に９０分授業を４回実施。受講生
は課題にじっくりと取り組め、編入学へのモチ
ベーションを持続させることができます。
※詳しくはP32をご覧ください。

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

社会連携科目

言語教育科目（英語以外の外国語）一般教養科目

ビジネス実務・
医療事務コース

建築・インテリア
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

本学での学習について学び、
基礎学力を身につけます。

社会人としての基礎力を身につけます。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

どのコースからでも必要に応じて3つのプログラムを自由に選べます。

コース
自由選択制
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ライフデザイン総合学科 カリキュラム一覧

［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 

［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）

※1 ビジネス基盤科目、実践英語科目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2019年3月現在の情報です。変更になる場合があります。

基本科目〈必修〉

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

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
Basic Listening
Basic Reading
Basic Writing
Current Topics
Active Vocabulary
Grammar ＊
Communication Strategies
Writing for Communication
Presentation
Communication:Theory & Practice
Presentation: Theory & Practice

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

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
 （Design thinking） 
・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

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

［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］

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ⅠＡ・Ｂ 

ＴＯＥＩＣ演習ⅡＡ・Ｂ  

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

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］

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ート 

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ート実習 

ブライダル演出技法 

［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 

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。

［進学分野別学習］
（社会科学系）
憲法
ビジネス実務総論
販売論　など

（人文科学系）
哲学
日本史
異文化コミュニケーション　など

（自然科学系）
基礎数学
生命科学
人と環境　など 

［対策講座］
英文読解（単位外）
論文作成（単位外） 

［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）

留学生を対象とした
日本語を学ぶコースです。

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
26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。
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11Model

14Model

12Model 13Model

08Model

ブランドショップをはじめ
アパレル業界で働くなら

ファッションビジネス

ビジネス実務

リテールマーケティング

09Model 10Model

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

ブライダル

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

ファッションクリエイト

デザイン科目

二級建築士として
働くなら

建築

デザイン科目

プレゼンテーション

経営分野、英語分野、
建築分野への4年制大学の
3年次編入をめざすなら

各分野の学修

英文読解・論文作成特別講座

15Model

4年制大学へ編入学して
在学中に二級建築士資格を取得し、
さらに一級建築士をめざすなら

建築

英文読解・論文作成特別講座

01Model

銀行をはじめ、
一般企業で

事務職として働くなら

02Model

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

建設・住宅業界で
営業職として働くなら

建築

ビジネス実務

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

ビジネス実務

デザイン科目

05Model 06Model 07Model

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

ビジネス実務

経理・金融プログラム

ビジネス実務金融業界就職対策講座

IT科目

ビジネス実務

一般教養科目

ビジネス実務公務員試験対策講座

社会連携科目

03Model

各種販売店などで、
受付・販売・営業として

働くなら

04Model

公務員として
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

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

ビジネス実務

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

ビジネス実務

国際コミュニケーション

専門コース別 履修モデル15

TOEIC

国際コミュニケーション

ビジネス実務航空業界就職対策講座

ビジネス実務
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関連資格

【受験資格を得て、目標にできる】
●2級医療秘書
　（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
学や他大学への3年次編入学を希望
する学生のための「編入学プログラム」
があります。
　※詳しくはP.32をご覧ください。

【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P6へ めざす進路

●医療事務・医療秘書
●総務、経理、広報などの事務職
●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P14へ

【授業を通じて目標にできる】
●秘書技能検定2級
●ビジネス電話検定  A級
●日商簿記2級、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

1 2 3

学びのPOINT

資格・進路

ビジネス実務
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

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

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。

ピックアップゼミナール

ピックアップカリキュラム

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・会計等の
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
1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。

Student’ s Voice  夢に向かって

1年 鴨川 果奈さん
（兵庫県・日ノ本学園高等学校出身）

2年 冨田 佳奈さん
（奈良県立登美ケ丘高等学校出身）

公益財団法人 天理よろづ相談所病院内定

実家から通える病院で医療
事務の仕事に就きたい。そ
んなシビアな条件をクリア
する就職先を見つけてくだ
さったのはキャリアサポート
室。まさか自分の希望が
100％叶うとは思ってもいま
せんでした。2年間でいちば
ん頑張ったのは2級医療秘
書の勉強です。

大手前短大に進学した理
由は心理学を学べるカリ
キュラムがあったから。就職
のことを考えてビジネスコー
スを専攻していますが、食に
関する授業も履修していま
す。入学して最初に感じた
のは先生との距離が近いこ
と。学生一人ひとりを気にか
けてくださいます。

ビシネス基礎と
専門技能の2つの
資格取得をサポート
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1 2 3

学びのPOINT

資格・進路

国際コミュニケーション 実践英語

専門コース
科目

ピックアップゼミナール

ピックアップカリキュラム

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P6へ

【授業を通じて目標にできる】

めざす進路 就職実績はP14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）   

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世界をめざせます。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
学や他大学への3年次編入学を希望
する学生のための「編入学プログラム」
があります。
※詳しくはP.32をご覧ください。

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ⅠA
TOEIC演習ⅠB

TOEIC演習ⅡA
TOEIC演習ⅡB
国際理解Ⅰ
国際理解Ⅱ
国際理解Ⅲ
国際理解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

異文化コミュニケーション
国際コミュニケーション 国際コミュニケーション

エアラインビシネス

海外文化研究

卒業論文テーマ例 「音楽と社会」

海外の文化について国、人など興味を持っている分野を
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 と々の交流や海外体験
を活かした研究に取り組みます。

Student’ s Voice 夢に向かって

1年 畑迫 志織さん
（兵庫県立明石城西高等学校出身）

2年 橋本 樹奈さん
（大阪府立柴島高等学校出身）

リゾートトラスト株式会社内定

心理学に興味があったこと
と英語特待生制度があった
ことが大手前短大進学を決
めた理由です。いちばん印
象に残っているのはLEOの
授業。ネイティブスピーカー
の先生に教わりペアワーク
をしていると、真の英語力が
身についていくのを感じます。

大手前短大の魅力は英語
＋αを学べること。イングリッ
シュオンリーの授業で実践
英語を学びながら、ビジネ
スやIT系のカリキュラムも
履修できます。英語以外で
印象に残っているのはトラ
ベルホスピタリティです。

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

自国の文化を説明することができると、海外の
人 と々のコミュニケーションがスムーズに進み、日
本人としての自信を持つことができます。外国人
におもてなしの心で接する感性を養います。

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。
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関連資格 大学への編入学資格についてはP6へ めざす進路 就職実績はP14へ

1 2 3

学びのPOINT

資格・進路

ファッションビジネス ブライダル

専門コース
科目

ピックアップゼミナール

ピックアップカリキュラム

●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
学や他大学への3年次編入学を希望
する学生のための「編入学プログラ
ム」があります。

    ※詳しくはP.32をご覧ください。

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ート
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ート実習
ブライダル演出研究

ヘア&メイクマナー

服飾構成
今の自分にできる「最高のドレス」を目標にデザインを
考え、製図、素材、縫製方法を研究し作品を完成さ
せます。第一段階では、デザイン、素材、縫製方法の
基礎を習得。その後は各自、研究に入りドレスを完
成。最終の総括は卒業研究発表で行います。

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、化粧品や美
容業界で能力を活かすこともできます。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。

ブライダルプロデュース演習
ブライダル ファッションビジネス

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。

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。

その他のゼミナール ファッションビジネス・ブライダル

卒業論文テーマ例 「ファッション雑誌オリジナル制作」「最高のドレス達」

●アパレル
●百貨店
●ファッション流通・販売

●化粧品・美容関連業界
●ブライダル業界
●ホテル業界　　　　　　など

Student’ s Voice  夢に向かって

1年 森 ゆき乃さん
（大阪府立香里丘高等学校出身）

2年 松元 優歩さん
（兵庫県立西宮南高等学校出身）

株式会社ユナイテッドアローズ内定

ファッションビジネスを学び
ながらコース以外の勉強も
できる。そんな学校は大手
前短大以外にありません。
ファッション以外に学んだの
はビジネス実務。就職後の
ことを考えて必要だと思っ
たからです。まずは販売員と
して力をつけ、将来はバイ
ヤーとして活躍したいです。

高校卒業後はファッションの
勉強がしたいという目的で、
専門学校も視野に入れてい
たのですが、メイクも学べる
大手前短大にしました。いち
ばん印象に残っているのは
ファッションコーディネートの
授業。プロのスタイリストに
アドバイスしていただける貴
重な体験でした。
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1 2 3

学びのPOINT

資格・進路

建築 インテリア

専門コース
科目

ピックアップゼミナール

ピックアップカリキュラム

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P6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
学や他大学への3年次編入学を希望
する学生のための「編入学プログラム」
があります。短期大学で二級の受験資
格を取り、大学在学中に二級建築士の
資格を取得して就職活動をした卒業
生もいます。
※詳しくはP.32をご覧ください。

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

ハウスプランニング インテリアCAD

快適な住環境
二級建築士やインテリアコーディネーターをめざして、
色 な々課題と自由研究に取り組みます。課題では、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。

インテリア

製図の基礎、及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。

卒業論文テーマ例 「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」

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。

建築

めざす進路 就職実績はP14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

Student’ s Voice 夢に向かって

1年 蘇武 えみかさん
（兵庫県立尼崎高等学校出身）

2年 中西 菫さん
（和歌山県立紀央館高等学校出身）

株式会社マルコーホーム内定

設計士をめざせる短期大学と
いう条件で見つけたのが大手
前短大。実際に授業を受けて
みて感じたのは実習が多いこ
と。座学だけではなく実際に体
験することで着実に成長してい
くのを感じます。コース科目以
外では色彩学と福祉介護初
任者研修を受講しました。ど
ちらも設計に役立つからです。

建築士をめざしたきっかけ
はテレビ番組。こんな仕事
がしたい！と思い建築が学
べる短大を探しました。大
手前短大で良かったと思う
ことは他コースの授業も受
けられること。私は福祉系の
授業を履修しました。バリア
フリー住宅の設計に役立て
ていきたいです。
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大手前短期大学 学びのサポート
必修科目

必修科目
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、自由に活用できる施設です。

必修科目
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。

必修科目

必修科目

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。キャンパス内にある1300台以上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

保育士さんの指導下で、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。

防災フェア

地元・稲野自治会の防災活動の一環
として、本学を会場に「防災フェア」を
実施。本学からは『非常食のおいしい
食べ方』を提案しました。

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、利用者
の方 と々交流を図ることで、施設のお
仕事のサポートを行っています。

JR西日本の
ポスターコンテストで入賞

JR西日本近畿統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、大手前短期大学アート＆デザ
インゼミの学生4名の作品が入賞・入選
しました。

甲子園ボウル
応援プロジェクト

2018年12月16日、熱戦に沸いた全
日本大学アメリカンフットボール選手
権・決勝のキックオフを前に地域の親
子たちとのチアリーディングで会場を
盛り上げました。

伊丹アピールプラン

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、伊丹市を市内外にアピール。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活動を行います。

第3回希少糖スイーツ
公開講座

抽選で選ばれた４０名が参加した講座
では、希少糖の特性や効果、使用でき
る調理などを講義。その後に希少糖を
使ったスイーツを作り上げました。

【2019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、下記のような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

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。地域に役立てる最適な方
法を考えます。

地域との連携を図り、学生が主体となって
企業や団体の方のお手伝いをします。活
動場所は、保育所や駅、福祉施設など多
岐にわたります。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 と々接することにより、学生
の自己成長も促しています。

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、反省点やよかった点、
学んだことなどの意見交換をし、よりよいボ
ランティア活動につなげます。

ボランティア 事後学習

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等について、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
導けるように心がけています。

学生サービスセンター
本学では、専任教員等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等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
レポート等の授業課題を、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

地域連携
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長期履修3年 安原 さやさん（兵庫県立有馬高等学校出身）
株式会社エトプラス 内定

子どもの時から続けてきたモトクロスバイク。高校を卒業した後も続けたいとい

う想いがあり進学先に悩みました。結果、大手前短期大学に決めたのは、2年

間のカリキュラムを3年間かけて履修できる長期履修生制度があったから。3年

が過ぎて、よかったなと思うのはいろんなことを学びながらゆっくりとキャリア設

計ができたこと。内定先は短大で学んだヘアメイクを活かせる仕事。将来はア

ナウンスの仕事もやりたい。二刀流に挑戦です。

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

■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： 指定校制推薦入試、ベーシック型AO入試、資格AO入試、授業体験型AO入試、公募制推薦入試、一般入試、社会人特別入試
 地域貢献型AO入試、専門高校対象推薦入試　

■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。

※2018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（2020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
●大阪経済大学　●大妻女子大学　●追手門学院大学　●関西外国語大学　●神戸女子大学　●大手前大学

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。

従来からある編入学プログラムを一新しました。

難関4年制大学への編入学に特化した指導・教育を行う東京編入アカデメイアと本学教授陣がタッグを組んで国公立大・私大への編入学をサポートします。

プログラムの内容は、編入学試験のための英語と小論文を徹底的に鍛えあげ、随時成果指導や進学相談などの個人面談も行います。

東京編入アカデメイアはこれまで難関大学への編入学に数多くの実績を残しており、その指導内容にも高い評価を得ています。

授業は年間を通して行われ、編入学へのモチベーションをキープし続けながら学ぶことができるプログラムになっています。

東京編入アカデメイアは、短期大学における編入学指導で定評のある教育機関です。

神戸大学、金沢大学、広島大学、横浜国立大学、三重大学、島根大学、関西大学、京都女子大学、龍谷大学、近畿大学、甲南大学などで多くの進学

実績をあげています。

大手前短期大学 編入学合格実績（過去３年）

学園内編入学

◆３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。
◆筆記試験免除
◆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。入試等の成績に応じて授業料免除あり。

2018年度（3年目）春学期の時間割

1

2

3

4

Tue Wed FriMon

ヘアスタイリング
演習

プロフェッショナル
メイク

フォト＆ステージ
メイク

カメラ演習

ビジネス
実務演習

ラジオパーソナリティ
ゼミ

ブライダル
コーディネート演習

ブライダル
基礎演習

休み

Thu

2018年度（3年目）秋学期の時間割

1

2

3

4

Tue Wed FriMon

ビジネス
実務演習B

ブライダル
プロデュース演習

ラジオパーソナリティ
ゼミ

ブライダル
総論Ⅱ

休み 休み休み

Thu

【プログラムの概要】

基礎講座
●英語 
●小論文
●個人面談

1年
志望別講座
●専門英語 
●専門論文
●個人面談 
●進学指導

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

東京編入アカデメイア
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奨学金の種類 出願資格・条件など 期間

第一種
月額20,000円、30,000円、40,000円、
　　53,000円（自宅通学者）
月額20,000円、30,000円、40,000円、
　　50,000円、60,000円（自宅外通学者）
※いずれもどちらか選択

第二種
20,000円～120,000円（１万円単位で）
希望する月額を選択

入学時特別増額貸与奨学金
100,000円、200,000円、300,000円、
400,000円、500,000円より希望する金額を選択
※入学時特別増額貸与のみを申込むことはできません

●当該機構の定める収入基準内。
●高校の評定平均が3.5以上の者（1年生）。
●高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格
検定）に合格し、上記に準ずると認められる者。

日本学生
支援機構
奨学金

●当該機構の定める収入基準内。
●優秀な成績で学業を修了しうる資質能力を有
すると学長が認める者。

●高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格
検定）に合格し、上記に準ずると認められる者。

●申請時の家計基準における「認定所得金
額」が0円以下となる者、または「日本政策金
融公庫の『国の教育ローン』が利用できなかっ
たことについて（申告）」を提出した者。

※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。

●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。

●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・三井住友銀行・三菱東京UFJ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

2020年度 学費等納付金

※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2020年度学生募集要項でご確認ください。※お問い合わせ先： 学生課 TEL.072-770-6483

※奨学金は、二
種類。第一種
奨学金（無利
息）と第二種
奨学金（利息
付）がありま
す。貸与が終
了するとどち
らも返還の義
務が生じます。

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

★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。

一般入試（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

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

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  ※2年目は成績による見直しあり

最大2年間の授業料半額[年間385,000円]免除
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  ※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

最大2年間の授業料半額[年間385,000円]免除
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  ※2年目以降は成績による見直しあり

最大2年間の授業料半額[年間385,000円]免除  ※2年目は成績による見直しあり ※上記①の該当者を除く

指定校制推薦入試★新生活応援奨学金

公募制推薦入試（A日程）

公募制推薦入試（B日程）

外国人留学生特別入試

大学入試センター試験利用入試

同窓生特別推薦入試

指定校制推薦入試★

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

最大2年間の授業料半額[年間385,000円]免除
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  ※2年目以降は成績による見直しあり

一般入試（A日程） 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

最大2年間の授業料半額[年間385,000円]免除
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  ※2年目以降は成績による見直しあり

一般入試（B日程） 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

①合格者のうち成績上位者20%

合格者のうち優秀な者

②合格者のうち成績上位者30％

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3.5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]免除授業体験型AO入試

資格AO入試

大学体験授業で一定の成績を修めた者

金額対象対象入試種別

◆英語特待生
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

公募制推薦入試（A・B日程） 英語80点以上の合格者全員

英語80点以上の合格者全員

金額対象対象入試種別

◆在学中の奨学金制度

◆日本学生支援機構奨学金

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

最短
修業
年度内

卒業年次

当該年度
限り

大手前学園奨学金（1年生）

大手前学園奨学金（2年生）

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1種（学業優秀者に対する奨励金）
年額50,000円

●第2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

貸与

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。

大手前短期大学 いたみ稲野キャンパスの周辺はとても落ち着いた住宅地の中にあります。

ショッピングモールやJR・阪急の駅も近くとても住みやすい環境です。

2021年から通うことになるさくら夙川キャンパスへも約30分です。

さくら夙川キャンパスから歩いて2分のところに学生寮（女子のみ）があります。

女性の管理人さん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。

（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 

親元を離れて一人で暮らすことに、最初は少し不安を感じました。でも実際に体験してみるとすぐにそんな不安もなくなりました。

大変だなぁと思うのは毎日の料理。でも毎日何を作るか考えるのも楽しいです。今ではレパートリーも増え、かなり料理上手になったと思います。

など、最新情報は http://www.otemaefaci l i t ies .co. jp をご覧ください。

●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

【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

一般入試（A日程）

◆数学特待生
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

2019年3月現在

◆間取り例

※部屋によって間取りは異なります。

※満室などの理由で入寮できない場合があります。
ユニットバス

ベッド

冷蔵庫

キッチン

机本棚
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お弁当、お菓子や雑誌、文具などがそろう大学生協おしゃべりや課外活動など利用度大の学生ホールIT科目などの授業が行われる2階コンピュータルーム

体育館

M棟

N棟

E棟

多目的
コート

W棟

JR宝塚線
「猪名寺」駅
徒歩 約5分

阪急伊丹線
「稲野」駅
徒歩 約1分

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。

大手前短期大学  キャンパスガイド

CAMPUS
GUIDE
いたみ稲野キャンパスは、

通学に便利で静かな住宅街のなかにあります。

白を基調に、レンガがアクセントとなった校舎と

中庭に広がるやさしい緑が

学びにふさわしい落ち着いた環境を作りだしています。

この美しいキャンパスで

社会人になる力を、のびのびと身につけてください。

キャンパス百景

私の
お気に入り

【校門/井上加奈さん】 【Aホール/河合悠花さん】 【校舎の芝生/山岸詩音さん】 【学食前テラス/松本佳苗さん】

【通学路/坪水樹さん】【M棟 螺旋階段/上野瑞歩さん】 【学食前テラス/森下功葉さん】 【カフェテリア/森瑞歩さん】 【M棟/大峯清香さん】

【図書館前/土生彩乃さん】 【阪急稲野駅/尾上朋恵さん】 【キャリアサポート室/武田孝太さん】 【階段/武智樹里さん】

【校門/田代友佳里さん】

【スタジオ/山之内彩花さん】

【通学路/櫻井奈津紀さん】 【大手前大学/許スナさん】 【M棟/鉱崎あかねさん】 【教室/庫田美子さん】

「ビューティラボ（B-Labo）」キャリアサポート室日差しがいっぱいのカフェテリア（学生食堂）

落ち着いた図書館を備えるW棟。
大教室や実習室も充実していて、
調べものや学習に最適です。
2017年にはインタラクティブな
学習空間「ラーニング・コモンズ」が
誕生しました。

W棟

日差しが降り注ぐカフェテリアのほか、アトリエやビューティラボがあります。
キャリアサポート室があるのもこの棟。N棟

2階にはコンピュータがぎっしり。
学生ホールでは思い思いの
時間が過ごせます。M棟

ラーニング・コモンズ

約200席がある大教室（Aホール）ゆったりと落ち着いた図書館

タブレット端末の貸し出しもあり、学生が自由に活用できるラーニングコモンズ
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Judy's Club：女性更衣室/会議室

David's Club：男性更衣室/
トレーニングルーム/フィットネススタジオ/
クラブ室

250ｍ全天候型トラック、
人工芝テニスコート5面、弓道場、
バッティングゲージ、ゴルフ打撃場、
ナイター設備

※利用は授業・クラブに限ります

施　　　設

クラブハウス

面　　　積

所　在　地 兵庫県西宮市西宮浜3丁目

20,000m2

キャンパスより運行専  用  バ  ス

カメラの演習や
建築の製図室など
設計の勉強のための
設備が充実。

空調完備で快適。
スポーツのほか、
講演会やショーなどにも
使われます。

人工芝を貼ったコートで、
フットサルなどの
スポーツが可能。
気軽にリフレッシュできます。

テニスコート5面に
フィットネススタジオも。
広い場所で
体を動かすならここ。

2021年4月、
大手前短期大学は
大手前大学のある
「さくら夙川キャンパス」に
移転します。

TOT図鑑
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・支援活動を行う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。

TOTが活動する場は主にオープンキャンパスとクリスマスイベント。オープンキャンパスでは受付業務を中心に各

種ご案内を担当します。クリスマス前には約3ヶ月かけてイベント内容を企画します。大変だったのは説明会で司

会を担当した時。保護者の方もいる前で学校のことや体験談を話すのですが、すごく緊張しました。オープンキャ

ンパスで案内した高校生が大手前短大を受験しようと決めて

くれた時はほんとにうれしかったです。

進学先を決めようとしている高校生たちへのメッセージは、

「他の大学、短大も見てほしい」「しっかりと目標を持って進学

してほしい」「現在の高校生活も頑張ってほしい」の3点です。

トット

1年 泉井 聖良さん（兵庫県立兵庫工業高等学校出身）

【泉井さんのある1日】
２限 フォーラム
３限 フードコーディネーター
４限 ピアサポーター
放課後 茶道部

TOTからのメッセージ

大手前短大は

先生と生徒の距離が近く、

授業もとても楽しいです（^ ＾）

素敵な出会いも…♡♡

河野 紗輝

たくさんのことに
挑戦！！

平 鈴乃

渡邉帆南

Let’s 

Enjoy!!
那須野 奈月子

授業などで接点のない子とも

友達になれる。

TOTのみんなは

個性があって面白い！！

森 ゆき乃

Welcome 
to 

Otemae┨♡
石田 小絵

大手前で

待ってるで～┨
米山 明乃

アートセンター

CELL（図書館）内観 学生ラウンジMirou（ミル）

CELL（図書館）外観
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体育会団体 
弓道部※／競技ダンス部／剣道部／硬式テニス部／
ゴルフ部★／準硬式野球部※／バレーボール部／女
子ラクロス部※／男子ラクロス部※／ダンス部／バドミ
ントン部／フットサル部／バスケットボール部　
★特別強化団体　※強化団体

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

委員会
大手前祭実行委員会／生協学生委員会 ＜順不同＞

2018年3月現在

●1年生　◆2年生　◎1・2年生共通

年間行事

入学前

●
入
学
前
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

◎
春
学
期
授
業
ス
タ
ー
ト

◎
さ
く
ら
祭（
新
入
生
歓
迎
会
）

◎
伊
丹
女
子
寮
歓
迎
会

●
新
入
生
健
康
診
断

●
新
入
生
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

●
学
園
総
合
入
学
式

◎
ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

◎
体
育
会
団
体 

春
季
リ
ー
グ
戦

◎
体
育
会
団
体 
夏
季
リ
ー
グ
戦

◎
春
学
期
授
業
終
了

◎
課
外
活
動
団
体
フ
レ
ッ
シ
ュ
マ
ン
ズ
セ
ミ
ナ
ー

◎
ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

◎
大
手
前
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◎
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業（
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〜
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3月2月12月11月10月9月8月7月5月4月
April May July August September October November December February March

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。 クラブ・サークル活動発表のほか、ファッションショーなども。学外からも多くの人が来場し、キャンパス中が輝きます。

JAZZ研究
部

和太鼓部

弓道部

ダンス部

ラクロス部

ゴルフ部

茶道部

CLUB ACTIVITIES OTEMAE FESTA

OTEMAE EVENT
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※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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大手前短期大学
いたみ稲野キャンパス

大手前大学・大手前短期大学
さくら夙川キャンパス

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

●大阪・梅田から約15分
●神戸三宮から約30分
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■主要都市からのアクセス
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猪名寺

稲野塚口十三

JR京都

河原町

JR大阪 約50分
約60分

京都

最寄駅まで

最寄駅からも近くて便利！

約15分

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

大手前短期大学は、学生に社会人基礎力と各分野の専門性を身につけてもらい、すべての卒業生を就職あるいは編入学
へと導くことを目標としています。そのため本年からより専門性を深めるために4コース制とし、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」を取り入れています。加えて希望者を対象に編入学・経理金融・公務
員の3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。編入学プログラムでは、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4年制大学への編入学をめざします。
2020年度には歯科衛生学科の設置を構想中です。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。その数はかなり不足しており、求人倍率は20倍ともいわれており、そのような状況のなか歯科
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。
本学は就職に強い短期大学をめざしており「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、本学の創立以来の伝統として受け継がれています。

1.体系的専門知識・技術 3.社会人としての基礎力

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、実務教養と社会人基礎力を育む「実務教養型短期大学」をめざします。

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

選考方法

科目試験 ② ③

② ⑤

① ②

① ④ ⑤

② ④ ⑤

③ ④

調査書等による書類審査

推薦書

面接・面談

模擬授業参加
小論文等

主に評価する能力・資質

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、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）
大手前短期大学は、社会が求める有為な人材を育成する「実務教養型短期大学」をめざします。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

●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。

19 4 6   「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

19 5 1   「大手前女子短期大学」開学

19 8 6   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

19 8 9   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

2021  大手前短期大学　創立70周年
  大手前短期大学を
  いたみ稲野キャンパスからさくら夙川キャンパスへ移転

 
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。

いなの

●阪急「稲野」駅から 徒歩 約1分
●JR「猪名寺」駅から 徒歩 約5分  

いなでら

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。

和歌山や奈良から通う学生もいて、近畿全域が通学圏です。

※設置される学科の名称・内容などは予定であり、変更される場合があります。

41 Otemae College Guidebook 2020 42Otemae College Guidebook 2020


	2020大手前短大_H01-04_190305
	2020大手前短大_P01-02_190305
	2020大手前短大_P03-04_190305
	2020大手前短大_P05-06_190219
	2020大手前短大_P07-08_190305
	2020大手前短大_P09-10_190305
	2020大手前短大_P11-12_190305
	2020大手前短大_P13-14_190305
	2020大手前短大_P15-16_190305
	2020大手前短大_P17-18_190305
	2020大手前短大_P19-20_190305
	2020大手前短大_P21-22_190305
	2020大手前短大_P23-24_190305
	2020大手前短大_P25-26_190305
	2020大手前短大_P27-28_190305
	2020大手前短大_P29-30_190305
	2020大手前短大_P31-32_190305
	2020大手前短大_P33-34_190305
	2020大手前短大_P35-36_190305
	2020大手前短大_P37-38_190305
	2020大手前短大_P39-40_190219
	2020大手前短大_P41-42_190305

