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● はじめに
学校法人大手前学園は、1946 年の設立以来、堅実な発展を遂げ、大学院、大学、
短期大学および栄養学院、製菓学院専門学校を擁する学園として成長してきた。
学園は、18 歳人口の減少や経常費補助金の抑制等により財政的に厳しい環境にさ
らされている中、入学定員の確保、在学生のリテンション率向上、外部資金の獲得等、
収入の確保に努め、経費の圧縮も図ってきた。
一方で、2016 年度に次代の社会で活躍する新しい管理栄養士の育成を目指して大
学に健康栄養学部を新設するとともに、栄養学院と製菓学院を統合するなど専門学校
の改組を実施した。
今年度は、学園創立 75 周年に向けて、グローカルコミュニティネットワーク構築
に向けた未来型文理 Two キャンパスの整備を遂行する方針のもと、大学は 2019 年度
にはグローバル化がすすむ国内医療のニーズにいち早く対応できる看護師の育成を
目指して日本初となる国際看護学部を新設するなど、理系分野にも教育の幅を広げて
いる。2021 年に向けて大学 1 年次生および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に移転し、大学と短期大学が共に同じキャンパスで学ぶことを計
画するとともに、短期大学移転に伴いさくら夙川キャンパスに新学舎建築を計画どお
り順次実行している。
今後はさらに、教育における質の保証に向けて、教育改革、人材育成、地域・社会
連携、国際化の推進に鋭意努力していく予定である。
本学園の 2018 年度の事業の概況を総括し報告を行う。
● 建学の精神・使命
【大手前学園の「建学の精神」】
大手前学園は「建学の精神」として、
“STUDY FOR LIFE（生涯にわたる、人
生のための学び）”を掲げている。
学園は、1946 年に大手前ビジネスカレッジ（のち大手前文化学院、現大手前栄
養学院）として発足し、開学の精神は、「情操豊かな女子教育」である。戦後日本
の復興・再建を担うに足る有能にして情操豊かな新時代の女性を育成するため、実
践力を伴う幅広い教養を重視し、いち早く市民・地域住民への貢献を標榜して、志
願者のために広く門戸を開放した。
その後、大手前女子短期大学、大手前女子大学、大手前製菓学院専門学校の設立
を経て、総合教育機関に成長した。
2000 年に、それまでの大手前女子大学から男女共学制の大学として新たな一歩
を踏み出し、2004 年には、大手前女子短期大学も男女共学化して、大手前短期大
学と改称した。
このような経緯を踏まえ、
「建学の精神」である“STUDY FOR LIFE（生涯にわ
たる、人生のための学び）”に基づき、豊かな教養と専門的学術、旺盛な自己開発
精神、優れた国際感覚及び問題解決能力を備えた人材を育成し、地域の教育・研究
および生涯学習の中心として地域社会・国際社会に貢献することを目的としている。
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【大手前大学の使命】
１．本学の使命は、国籍、地域、民族、宗教、年齢、性別を問わず学ぶ機会を提供
し、
“STUDY FOR LIFE（生涯にわたる、人生のための学び）”を提供するこ
とである。
２．本学の使命は、高い倫理観と強い意志を持って社会の困難な問題を他者と協働
して解決する人材を育成することである。
３．本学の使命は、教育と研究を通じて地域と連携し地域発展に尽くすと共に国際
社会に貢献することである。
【大手前短期大学の使命】
１．大手前短期大学は、実社会に則した実務教養教育を通じて、学生一人ひとりが
自ら目的を見つけ、その目標を実現させる力を育成します。そのため教職員は、
学生一人ひとりの個性と目的を尊重し、あらゆる機会において学生の自立を促
すきめ細かな支援を行います。
２．大手前短期大学は、すべての卒業生をかけがえのない財産だと考えています。
学園として、同窓会を積極的に支援し、卒業生の生涯にわたるキャリア基地、
同窓生・在学生の友愛と連帯のよりどころとなるよう努めます。
３．大手前短期大学は、伊丹という地域との連帯感をいっそう強めるため、地域の
ニーズに応えるとともに、文化継承、生涯学習の拠点として積極的に地域との
連携・交流を推進していきます。
【大手前栄養製菓学院専門学校の使命】
栄養・製菓の教育を通じて世の中に貢献する。
１．栄養学・製菓学の追究と資格教育の充実
２．学生一人一人を大切にする
３．人の気持ちがわかるやさしい心の教育
大手前栄養製菓学院専門学校は栄養学・製菓学を追究し、資格取得の充実を目指し
ています。また、学生一人一人を大切に育み、高度な専門知識・技術ばかりでなく
他人の気持ちがわかる優しい心の持ち主となるように人格教育にも力を入れ、真に
世の中に貢献できる人材の育成を使命としています。
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● 法人の概要
【大手前学園の沿革】
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

1948

同学院を財団法人職業学院制とする（大阪市中央区大手前 2 丁目に
移転）

1951

財団法人を「学校法人大手前女子学園」に切替認可
藤井健造理事長就任
「大手前女子短期大学」開学
4 月「服飾科」設置

1955

「大手前文化学院」に栄養部設置
栄養専門学校の誕生

1966

「大手前女子大学」開学
西宮市の夙川に文学部「英文学科」と「哲学科」の 2 学科を設置

1967

11 月 6 日に開学祭
歴史学者の三笠宮崇仁親王殿下をお迎えし記念講演を開催

1969

大学に「史学科」設置、英文学科を「英米文学科」に改称
服飾科を「服飾学科」に改称

1971

アングロノルマン研究所を開設

1975

哲学科を「美学・美術史学科」に改称

1981

史学研究所開設

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
大手前文化学院を「大手前栄養文化学院」に改称
1988

「大手前ビジネス学院専門学校」開学、「総合ビジネス学科」設置

1989

短期大学に「秘書科」設置

1991

西宮総合グランド竣工
福井秀加理事長就任
専門学校大阪新学舎完成
服飾学科を「生活文化学科」に改称

1992

大手前アートセンター竣工
大学に「日本文化学科」設置

1996

大手前女子学園創立 50 周年、大手前女子大学創立 30 周年
大学新学舎竣工
大学院に「文学研究科修士課程比較文学比較文化専攻」設置

1998

大学院に「文学研究科博士後期課程」設置
栄養文化学院に「製菓学科」設置にともない専門学校を共学とする
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1999

大手前ビジネス学院専門学校廃止
美学・美術史学科を「美術学科」
、英米文学科を「英語文化学科」に
改称

2000

学校法人大手前女子学園を「学校法人大手前学園」に改称
大手前女子大学を「大手前大学」に改称とともに男女共学とする
文学部を「人文科学部」に改称
大学に「社会文化学部」設置
社会文化学部に「人間環境学科」
「社会情報学科」の 2 学科設置

2001

大手前女子短期大学創立 50 周年
栄養文化学院に「製菓学科通信課程」設置とともに「大手前栄養製菓
学院」に改称
短期大学秘書科廃止

2002

大手前栄養製菓学院を「大手前栄養学院」
「大手前製菓学院」の 2 校
に分離、開学
同時に、栄養学院に「管理栄養学科」
（4 年制）、製菓学院に「製菓学
科 2 年コース」をそれぞれ設置
史学研究所オープン・リサーチ・センター開設

2003

大学比較文学比較文化専攻を「比較文化専攻」に改称
史学研究所オープン・リサーチ・センター竣工
アングロノルマン研究所を交流文化研究所に改称

2004

人文科学部に「交流文化学科」設置
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
大手前シティカレッジ開校

2005

福井有理事長就任
福井秀加総長就任
大学院文学研究科を「比較文化研究科」に改称
人文科学部美術学科を「メディア・芸術学科」に改称
社会文化学部社会情報学科を「キャリアデザイン学科」に改称
大手前栄養学院創立 50 周年

2006

大手前学園創立 60 周年、大手前大学創立 40 周年、大手前大学大学院
創立 10 周年
短期大学生活文化学科廃止

2007

福井有総長就任
福井秀加名誉総長就任
大学に「総合文化学部」
、「メディア・芸術学部」
、「現代社会学部」
設置
メディアライブラリーCELL 竣工

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
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2009

CELL 教育研究所開設

2010

大学が 2009 年度第三者評価の結果、適格と認定される
大学に「通信教育部現代社会学部現代社会学科」設置

2011

大学人文科学部英語文化学科、日本文化学科廃止
大手前短期大学創立 60 周年

2012

大学人文科学部メディア・芸術学科、交流文化学科廃止
大学社会文化学部人間環境学科、キャリアデザイン学科廃止、社会文
化学部廃止

2013

福井要理事長就任

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
大学人文科学部史学科廃止、人文科学部廃止

2016

大手前学園創立 70 周年、大手前大学創立 50 周年、大手前大学大学院
創立 20 周年
大学が 2015 年度第三者評価の結果、適格と認定される
大手前製菓学院専門学校廃止
大学に「健康栄養学部管理栄養学科」設置
大手前栄養学院専門学校を「大手前栄養製菓学院専門学校」に改称・
改組

2017

CELL 教育研究所廃止

2018

国際教育インスティテュート（IIE）を「国際教育研究所（IIE）
」に改
称

2019

国際看護研究所（IGN）開設
大手前栄養製菓学院管理栄養学科廃止
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【大手前学園の組織】
（2018年5月1日現在）

大手前大学

大手前大学附置 史学研究所
学
校
法
人

大学院

比較文化研究科

総合文化学部

総合文化学科

メディア・芸術学部

メディア・芸術学科

現代社会学部

現代社会学科

健康栄養学部

管理栄養学科

通信教育部 現代社会学部

現代社会学科

大手前大学附置 交流文化研究所
大手前大学附置 国際教育研究所（IIE）

大
手
前
学
園

大手前短期大学

ライフデザイン総合学科

栄養学科
大手前栄養製菓学院専門学校
製菓学科

【法人および各学校の所在地】
○

学校法人

大手前学園

○

大手前大学

大阪市中央区大手前 2－1－88
西宮市御茶家所町 6－42
伊丹市稲野町 2－2－2
大阪市中央区大手前 2－1－88

○

大手前短期大学

伊丹市稲野町 2－2－2

○

大手前栄養製菓学院専門学校

大阪市中央区大手前 2－1－88
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【大手前学園の役員・評議員】（2018 年 5 月 1 日現在）
○ 理事（定数 6～8 名、現員 8 名）
理事長

福井

要

理事

鳥越

皓之（大手前大学学長）

理事

福井

洋子（大手前短期大学学長）

理事

辰野

久夫

理事

諸冨

隆一

理事

廣瀬

努

理事

西村

貞一

理事

藤原

薫

○ 監事（定数 2～3 名、現員 2 名）
監事

大村

武久

監事

中江

正弘

○ 評議員（定数 13～17 名、現員 17 名）
評議員

村瀬

正邦

評議員

福井

就

評議員

佐藤

仁

評議員

髙本

進

評議員

小谷

一子

評議員

土井

芳美

評議員

山田

洋子

評議員

島崎

千江子

評議員

福井

要

評議員

鳥越

皓之

評議員

福井

洋子

評議員

辰野

久夫

評議員

諸冨

隆一

評議員

柏木

隆雄

評議員

眞下

正宏

評議員

河野

昭子

評議員

梶田

行雄
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● 各学校の状況
【校地と校舎】（2018 年 5 月 1 日現在：学校法人基礎調査報告）
○ 校地面積

○ 建物面積

大手前大学

66,061 ㎡

大手前大学

大手前短期大学

10,430 ㎡

大手前短期大学

7,820 ㎡

大手前栄養製菓学院

2,905 ㎡

1,379 ㎡

大手前栄養製菓学院

42,793 ㎡

【専任教職員数】（2018 年 5 月 1 日現在）

大学・短期大学・専門学校

教員

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

短期大学

栄養製菓学院

教授

15

17

15

6

7

5

准教授

9

7

8

4

5

4

講師

3

0

3

2

1

7

助教

3

0

0

0

0

0

助手

1

0

0

0

0

0

合計

31

24

26

12

13

16

職員

さくら夙川
キャンパス

いたみ稲野
キャンパス

大阪大手前
キャンパス

専任

94

21

40

（内）期限付

18

8

18
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【入学定員、入学者数、収容定員、学生数】（2018 年 5 月 1 日現在）
大学
学部・学科・課程名

学 校 名

大学院

入学定員

志願者

受験者

合格者

入学者数

収容定員

2018.5.1現在

比較文化研究科

総合文化学部

博士前期課程

10 人

5 人

4 人

4人

4人

20 人

8 人

博士後期課程

3 人

1 人

0 人

0人

0人

9 人

3 人

190 人

582 人

545 人

350 人

197 人

810 人

679 人

190 人

582 人

545 人

350 人

197 人

810 人

679 人

180 人

431 人

412 人

280 人

182 人

760 人

681 人

180 人

431 人

412 人

280 人

182 人

760 人

681 人

220 人

715 人

668 人

439 人

265 人

931 人

847 人

220 人

715 人

668 人

439 人

265 人

931 人

847 人

80 人

405 人

388 人

151 人

88 人

256 人

263 人

総合文化学科

2年次編入

4 人
3年次編入

2 人

総合文化学部

計

メディア・芸術学部 メディア・芸術学科

2年次編入

4 人
大手前大学

3年次編入

2 人

メディア・芸術学部

現代社会学部

計

現代社会学科

2年次編入

4 人
3年次編入

2 人

現代社会学部

健康栄養学部

計

管理栄養学科
健康栄養学部
大学

計

計

通信教育部
現代社会学部

80 人

405 人

388 人

151 人

88 人

256 人

263 人

670 人

2,133 人

2,013 人

1,220 人

732 人

2,757 人

2,470 人

500 人

84 人

84 人

84 人

81 人

3,000 人

1,697 人

500 人

84 人

84 人

84 人

81 人

3,000 人

1,697 人

250 人

224 人

217 人

199 人

177 人

500 人

391 人

250 人

224 人

217 人

199 人

177 人

500 人

391 人

80 人

88 人

88 人

87 人

83 人

256 人

257 人

80 人

88 人

88 人

87 人

83 人

256 人

257 人

40 人

4 人

4 人

4人

3人

40 人

3 人

3年次編入

現代社会学科

500 人

通信教育部 現代社会学部

計

短期大学
大手前
短期大学

ライフデザイン総合学科

短期大学

計

専門学校

衛生専門課程

栄養学科

3年次編入

16 人
大手前栄養
製菓学院
専門学校

栄養学科

衛生専門課程

計

製菓学科 1年コース

製菓学科

計

40 人

4 人

4 人

4人

3人

40 人

3 人

栄養製菓学院専門学校 計

120 人

92 人

92 人

91 人

86 人

296 人

260 人

通信課程（別科）

120 人

46 人

46 人

46 人

46 人

120 人

46 人
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【卒業者数、就職者数】（2019 年 3 月卒業生）

大学
学部・学科・課程名

学 校 名

大学院

卒業・修了者数

進学者数

就職希望者数 ※

就職者数

比較文化研究科

総合文化学部

博士前期課程

3人

1人

1人

1人

博士後期課程

1人

0人

1人

1人

総合文化学科

147 人

3人

116 人

113 人

147 人

3人

116 人

113 人

135 人

1人

111 人

109 人

135 人

1人

111 人

109 人

159 人

1人

132 人

131 人

159 人

1人

132 人

131 人

185 人

14 人

147 人

146 人

185 人

14 人

147 人

146 人

172 人

11 人

147 人

146 人

172 人

11 人

147 人

146 人

3人

0人

3人

3人

計

3人

0人

3人

3人

通信課程（別科）

0人

0人

0人

0人

総合文化学部

計

大手前大学
メディア・芸術学部 メディア・芸術学科

メディア・芸術学部

現代社会学部

計

現代社会学科

現代社会学部

計

短期大学
大手前
短期大学

ライフデザイン総合学科

短期大学

計

専門学校
衛生専門課程

大手前
栄養製菓
学院
専門学校

栄養学科（管理栄養含む）

衛生専門課程

製菓学科

計

※「進学者数」の中には、各種専修学校等の入学者も含む。
※「就職者数」には雇用期間1年未満は含まず。 製菓通信課程は職業あっせん出来ないので数値なし。
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● 事業の概要
2018 年度の事業は、大手前学園中期経営計画の基本方針である次の目標を具現化す
るものである。
① 収入の確保
② 経費の圧縮
③ キャンパスの整備
④ 関係会社の見直し
⑤ 学園創立 75 周年事業準備

１． 法

人

＜事業計画＞
① 収入の確保における大学（通学課程）の定員確保について、健康栄養学部に関
して定員の 1.1 倍の学生確保を目標とし、文系三学部は引き続き定員確保を必
達する。大学（通信課程）については、今年度においても引き続き黒字を確保
する。
② キャンパス整備において、大学の国際看護学部設置に向けた大阪大手前キャン
パス C 棟の解体および新 C 棟の建設および短期大学の新学科設置ならびにキャ
ンパス移転に向けてさくら夙川キャンパスの整備をすすめるとともに夙川周辺
にて学生寮の確保に向けて検討を進める。
【定員確保】
2018 年度の大学（通学課程各学部）における入学者数はいずれも入学定員を上回
ることができ、健康栄養学部に関しては入学定員の 1.1 倍を実現した。また、通信教
育課程おいても順調に入学生数が増加しており黒字確保を継続できている。ただ、短
期大学については定員確保は達成できず、今後、新学科開設および既存学科の見直し
を通して回復を目指していく。
【キャンパス整備】
大阪大手前キャンパスにおける国際看護学部設置に伴う新 C 棟建設について、当
初の計画通り 1 月末に完成し、2 月の竣工検査を経て、3 月には関係者列席のもと竣
工式を執行した。新学舎には最新の ICT 教育に対応した看護実習教室やアクティブ
ラーニングに適した学習スペースを設置し、高度先進医療地区に相応しい都市型キャ
ンパスを実現した。
学園創立 75 周年（2021 年）に向け、短期大学新学科およびいたみ稲野からさくら
夙川へのキャンパス移転を計画しており、さくら夙川キャンパスの機能を拡大させる
ため、新学舎建築ならびに既存学舎改修を予定している。新学舎には、アクティブラ
ーニング等に対応できる多機能教室や、新たな学生食堂を含むコミュニケーションエ
リアを設置する予定である。
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２． 大

学

＜事業計画＞
① アドミッション改革
志願者および入学者の増加を達成し、定員確保を目指す。
② 教育改革
「大手前大学の学士課程教育のグランドデザイン」の改定に併せて全学的な教
育改革に具体的に取り組んでいく。
③ 学生支援
・支援体制の構築と生活指導の強化
・経済的支援の充実
・学生施設、学生寮の充実
・課外活動支援
④ 進路支援
教職員、保護者、教育ボランティアが一体となった就職支援を推進する。
⑤ 国際交流・国際教育
ベトナムやミャンマー等の東南アジアを中心に、日本語能力試験 N2 レベルの
学生を確保していく。
⑥ 図書館
・学修支援
・ラーニングコモンズ機能の強化
⑦ 社会連携・地域連携と社会貢献
「地域に活かす」
「地域に根ざす」
「地域と育つ」
「地域と学ぶ」という四つの指
標のもと、地域社会との連携や本学の研究成果の社会還元を具体化する。
⑧ 広報戦略
大学イメージの構築と定員の安定的確保を図る。
⑨ 教職員力の強化
教員には「グランドデザイン」の実質化推進に向けてさらに深化させる。
また、職員には大学改革推進のため専門性の向上と各種施策を実施する。
⑩ キャンパス整備
・大学のブランド化を図り、キャンパスの効率的な活用および広報活動の一環
としてキャンパス整備を進める。
⑪ 情報システム整備
キャンパス移転を睨んだネットワーク構成の再整備に取り組む。
【アドミッション改革】
（１）「国際看護学部」募集について
平成 30 年 8 月末の学部設置認可を受けてからの学生募集活動となったが、指定校
制推薦入試を皮切りに 3 月実施の AO 入試までオープンキャンパスや高校訪問活動な
どきめ細かい渉外活動を実施した。結果 618 名の出願者を数えて、最終 84 名の入学
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者（定員 80 名）を受け入れることができた。
（２）入試改革について
2019 年度入試より、
「公募制推薦入試」
「一般入試」
「大学入試センター利用入試」
において英語民間試験を利用し、指定のスコアの証明書を提出した者は、
「英語」100
点に換算することとした。
＜2019 年度入試においての利用者数（試験当日の欠席者を除いた延べ数）＞
総合文化学部
メディア・芸術学部

10 人
7人

現代社会学部

12 人

健康栄養学部

14 人

国際看護学部

63 人

（３）特別選抜入試
「外国人留学生特別入試」では、日本留学試験「日本語」科目の目安となる点数を
明記し、新たに J-TEST、NAT-TEST の受験者についても出願を認めることとした。
また、日本語能力を測る試験結果の有効期限を 2 年から 3 年とし、有効期限前に受
験した者で、継続して日本に居住しているものや、日本の高等学校もしくは中等教
育学校（後期課程）に 3 年以上在籍し、卒業した者や日本国内において 5 年以上の
就学期間がある者は、日本語能力を測る試験結果の提出を免除した。さらに、
「社会
人特別入試」では出願資格を見直した。
（４）入試特別奨学金について
「指定校制推薦入試」において、全体評定平均値 3.5 以上の者に対しての入学金の
免除額を全額から半額へ変更を行った。
（５）渉外活動について
高大連携協定校数は 2018 年度は 2 校と新規調印を行ない合計 39 校となった。
また、12 件のキャンパス見学、23 件の模擬授業なども実施し、更に高校と連携を深
めるきっかけとなった。
キャンパス見学での来学や出張授業、文化祭の演劇指導や、学園の強みを生かした
「大学・短大・専門学校の違い」の講演、ゴルフ部との高大連携授業など他大学には
出来ない連携イベントは非常に好評であった。
受験生の保護者にも引き続き積極的にアプローチを試み、保護者を対象にしたキャ
ンパス見学や模擬授業、保護者に向けての講演「保護者のための進学ガイダンス」な
ども PTA 総会などで展開した。その他、今年度も 2 月に 10 名の教員と新 3 年生が
全員参加（176 名）の大型キャンパス見学会を協定校に実施した。
幅広い高校から校内ガイダンスへの参加依頼があり、今年度は 169 件（直近より過
去 3 年間は 160 件、153 件、100 件）の校内ガイダンスにも参加することができた。
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新学部である国際看護学部の募集に関しては、教員と連動することで 504 校の高校
にアプローチを図り、渉外活動を行なった。
以上の結果、
協定校からの出願は 5 学部合計で前年対比 151% の 773 名から出願
（延
べ人数）があった。
【教育改革】
（１）GPA を卒業要件から削除
従来本学においては、卒業に必要な要件の一つとして、
「入学時からの通算 GPA1.5
以上」を示していたが、2019 年度からはこの卒業要件を総合文化学部、メディア・
芸術学部、現代社会学部から削除することを決定した。なお、健康栄養学部及び 2019
年度開設する国際看護学部については従前どおりとしている。
この変更は、レイトスペシャライゼーションを採用する上記 3 学部にあって、2 年
次以降上級の学年となってからメジャーを変更した者の場合、変更する前のメジャー
科目で不合格となったものを再履修することが難しく、その結果 GPA を挽回するこ
とが困難になるという、現行規則のもつ不公平さを是正するための措置である。なお、
GPA については、引き続き成績管理、学生指導等には適用していく。
当変更は卒業に関わる重要な変更であるので、2019 年 3 月に el-Campus や掲示板
で知らせると同時に在学生ガイダンスにおいて周知徹底した。
（２）履修消除制度の廃止
これまで GPA を卒業要件に含めており、学生にとっては学習の進捗状況が芳しく
ない科目については学期途中で履修を取り止めることは一定の必要性が認められる
一方で安易な履修登録や取消を助長する側面も持ち合わせていた。また、健康栄養学
部については CAP（履修登録単位数の上限）制度の関係上、一部の科目を「自由科
目」とし卒業単位として認めないため、履修消除期間中に多くの学生が履修を取り止
める状況が続いている。これらに対応するために 2019 年度から履修消除制度を廃止
することにした。学生には履修登録後、授業の第 1 週目以降は履修科目を取り消すこ
とが出来ないため、各科目のシラバスをよく確認し、学期当初に確実な学習計画を立
てるよう指導していく。
（３）複数回履修制度化について
メジャーによっては専門的な授業科目の開講が多くない現状に対応するため、同じ
科目名称でも現行の科目と内容（シラバス）が異なれば複数回履修可能とする制度化
を行った。2019 年度からは新たに 18 の授業科目を対象とした。実施状況を見ながら、
今後必要に応じて対象科目を広げていく。
（４）知的財産権、肖像権等の保護に関するガイドライン策定
学生から、「個人で自由に授業の録音録画をさせてほしい」との申し出が発端とな
り、要支援の学生の対応や、SNS が普及している現代において個人使用の範囲に留
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めることが可能なのか、また、著作権やプライバシーの観点など様々な視点から教務
委員会において長期間にわたり議論を行った。
最終的に教務委員を中心に「大学の授業と知的財産権、肖像権等の保護に関するガ
イドライン」を新たに策定した。その目的として「知的財産権および肖像権等の保護
の観点から、大手前大学および大手前短期大学で実施される授業時における授業内容
の複製物の作成や、教職員学生等の肖像、音声の撮影、録音を規制するための指針を
示すことを目的とする」とし、広く学生に周知するとともに、教職員にも示し、その
重要性を伝えている。
（５）「英語Ⅱ」の選択科目への変更
「英語Ⅱ」の履修方法について、2019 年度入学生より必修科目から選択科目へ変
更した。クラス数を削減すると同時に意欲のある学生が履修することで英語教育の質
を落とさないこと等を目的としている。また、英語学習希望者に対してはヨーロッ
パ・アメリカ文化メジャーに新規科目を開講する。
（６）日本語教育科目の設置
増加する外国人留学生の日本語能力向上のため、2019 年度「日本語総合Ⅰ」
「日本
語総合Ⅱ」を新たに開講することにした。なお、留学生については「英語Ⅰ」の代わ
りに上記の科目を外国語の必修科目とする。
また、日本語能力が不十分にも関わらず日本語科目を履修していない留学生や出席
状況が芳しくない留学生に履修指導を行うため、
「キャリアデザインⅠ」
「キャリアデ
ザインⅡ」を留学生専用クラスとして設置することにした。
（７）補講のあり方
これまで補講については、別日に実施することを担当教員に求めてきたが、補講日
の重複や通信機器状況の向上さらには、他大学の状況を鑑み、el-Campus を利用し
た方法を認めることとした。具体的には、インターネットを介してのレポート等の提
出の他、意見交換や質問の機会を設けることによって、実質的な授業を担保するもの
である。2019 年度から実施し、課題や問題点があれば随時対応していく。
（８）シラバスの一部改定について
政府がすすめている「高等教育の負担軽減方策」に対応するため、シラバスの一部
改定を実施した。具体的には、実務経験のある教員を示し、シラバスの「授業概要」
欄へ「どのような実務に就いていたか（また、現在も就いているか）、その実務経験
を現在の授業でどのように活かしていくか」について記載を求め、学生に示した。
（９）各種規程の改正
様々な制度変更への対応及び、現状に合わせて変更すべき内容について次の規程に
ついて改正を行った。
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○大手前大学学則
○授業科目、履修方法等に関する規程
○早期卒業に関する規程
○技能審査における成果に係る学修及び単位授与に関する規程
○科目等履修規程
○聴講生規程
○編入学生の単位認定の取扱いに関する内規
○休学・復学・退学・除籍・再入学に関する内規
○転部・転籍に関する内規
【学部別教育】
総合文化学部、メディア・芸術学部、現代社会学部の3学部においては、教育の専
門性を高める目的で、2018年度入学生から3年次必修科目「ゼミナールⅠ・Ⅱ」なら
びに4年次選択必修科目「卒業研究」、「卒業制作」を総合科目から各学部の専攻科
目に変更し、修得したい専攻（メジャー）と関連する「ゼミナール」、「卒業研究」、
「卒業制作」を履修するようにした。また、各専攻（メジャー）も学生が所属する学
部のものを履修することとした。
そのため、所属学部以外の専攻（メジャー）を修得したい場合は、これまでと違っ
て転部が必要となるが、転部にかかる検定料は従来高額であったので低くするよう見
直しがなされた。
このほか、「情報活用Ⅱ」に続いて必修科目として設置している「英語Ⅱ」を選択
科目とした。これは、英語を真に必要としている学生を中心とした教育への転換であ
る。
また、増加した留学生については、1年生で日本語能力の低い学生がいるため、2019
年度入学生から英語に代わって日本語科目を必修とするよう検討を重ね、「日本語総
合演習Ⅰ・Ⅱ」を春学期・秋学期に渡って履修するようにした。さらに、「キャリア
デザインⅠ・Ⅱ」も留学生クラスを作ることを検討し、2019年度から導入されるこ
ととなった。
（１）総合文化学部
専攻(メジャー)の再編を検討し、2020年度入学生から比較文化メジャーをなくし、
比較文化メジャーにその要素を残すこととなった。
（２）メディア・芸術学部
2018年度からドローン利用の基礎科目を立ち上げ、来年度はさらに専門的に操作
技術や利活用を学べる科目を追加した。最終目標としては、国家資格である「陸上特
殊無線技士」の取得を目指すとともに、メディア・芸術学部の魅力的コースに育てて
いく。
2020年度入試から実技科目入試を導入することを入試委員会で決定した。
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2021年度から、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集約する
ことに伴って、いたみ稲野キャンパスにある建築専攻（メジャー）の施設移転、新校
舎用地にあるマンガ専攻（メジャー）が利用していたプレハブ校舎を取り壊すことに
伴う設備移転など、教育環境に直結する難しい課題を検討した。
2020年度から建築専攻（メジャー）にインテリア専攻（メジャー）を追加するこ
ととなり、募集案内に掲載した。
（３）現代社会学部（通学課程）
教職課程は再課程認定を無事終えたが、情報教員免許は再課程認定申請をしなかっ
たので、現代社会学部には2018年度から教職課程がなくなった。新たにリーダーシ
ップ養成プログラムと公務員試験対策プログラムを立ち上げたので、今後、PRを強
めていく。
2020年度に向けた専攻（メジャー）再編成では「ファッションビジネスメジャー」
は縮小させ、「企業経営メジャー」の一部とすることとなった。
（４）現代社会学部（通信課程）
2018 年度も入学者は増加した。
日本語教員養成課程は一番人気となっており、
2018
年度から新規定に対応した教育実習が本学及び提携する日本語教員養成施設で始ま
った。心理学も安定した希望者がいる。しかし、公認心理師資格課程を開始するかど
うかは、未だ検討中である。2018 年度から始めた公務員試験対策プログラムは、若
年層の在学生を中心に少しづつ人数を増やしている。このほかデジタルクリエイティ
ブプログラムも一定の反響がある。社会調査士資格取得は、これから修得希望者が増
えることを期待したい。加えて、若年者の獲得を目指し、「憲法」、「行政法」等、公
務員試験の筆記試験科目となるものを全て開講し、科目群で学ばせ、正課外で筆記試
験以外のフォローを実施する「公務員試験対策プログラム」を新設した。
また、2018年度から、新たに中国の大学の卒業生が3年次編入学できるよう外国人
留学生3年次編入学試験枠を作り、奨学金制度を設けて募集活動に入った。
（５）健康栄養学部
健康栄養学部においては、4年生選択必修科目「卒業研究」開講に向けて、担当教
員等の選出等、教員会議で検討を重ねた。その結果、7人が2019年度から担当するこ
ととなった。
また、最重要の管理栄養士国家試験対策に向けて本格的に動き出した。
（６）国際看護学部
国際看護学部の設置認可申請が8月末に無事に認可が下りた。これを受け、学生募
集活動を一気に開始するとともに、学生の受け入れに向けてさくら夙川キャンパス・
いたみ稲野キャンパスの教務課・学生課・教学運営室など関係部署と大阪大手前キャ
ンパス教務学生課で2019年度の開設に向けて協議を深めていった。
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また、新棟建設も急ピッチで進められ、3月中旬に竣工式を行うとともに教材・什
器などを備えた。入試は順調に進み、最終的に全国各地から84名の入学者を迎えた。
【学生支援】
（１）支援体制・生活指導
学生課の大学職員だけでなく、学生相談室の臨床心理士・健康相談室の看護師、他
にスクールカウンセラー・スーパーバイザー等の専門職を配置、協働することで学生
の多様性を理解しつつ様々なニーズに応える体制を維持、また、定期的なミーティン
グを行うことで情報共有しながら学生を支援した。
なお、障害者支援では、定期的に三者面談を実施することで、入り口から出口まで
の支援内容の確認、見直しを行い、適切な支援を行える体制が定着してきた。
春学期には学生生活ガイダンスを実施して、キャンパスルールの伝達やサポート体
制の紹介、ブラックバイト等のトラブルや犯罪防止のための注意喚起を行い、新入生
の自転車並びに単車通学希望者には警察の交通安全課の方を招聘、交通安全講習会を
実施した。
また、今年度より、自転車・バイク通学許可を一年ごとの更新とし、自転車保険、
自賠責保険を確認することにより、学生が安心して通学出来るように体制を整えた。
（２）経済的支援
経済的に困窮する学生（留学生を含む）に対し、学園、大学奨学金制度、並びに日
本学生支援機構の奨学金制度や、学費分納・延納制度を運営し、希望する学生が確実
に応募できるように掲示板等による周知や日本学生支援機構奨学金継続の案内発送
も行った。
また、入試特別奨学金制度にて入学した学生が上位学年に進級する際の奨学生資格
の継続審査等も実施し、学生からの経済的支援の要請に応えた。さらに、民間奨学金
制度への推薦や各種教育ローンの紹介、そのために必要な支援等も行った。
学費未納者に対する学費督促方法を工夫することで経済的理由による除籍・退学を
防ぎリテンション率向上に努めた。
（３）学生施設・学生寮の充実
学生施設としては、さくら夙川キャンパスに G 棟、L 棟、美芸院にエレベータや
スロープが新設され、いたみ稲野キャンパスにはトイレフック、可動式のスロープの
設置などを行った。「学生ラウンジ Mirou（ミル）」においては、今年度無料 Wi-Fi
の試験的導入が行われ、学生が学内に滞在しやすい環境となった。
学生寮については、新入寮生歓迎会・各種セミナー・イベントを開催し、留学生を
含む寮生の交流が活発になるように取り組んだ。また、大学の長期休暇中も寮に滞在
出来る制度を維持し、学費をアルバイト収入で捻出したい留学生に好評であった。
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（４）課外活動支援
○ 団体支援
課外活動団体支援として、従来の課外活動委員会を再編し、課外活動本部を設置
してリーダー育成による執行部の強化を図るとともに、幹部部員の育成を目的とし
たリーダーズキャンプで指導や助言を行った。
また、公認団体への施設利用許可や助成金交付を行い、クラブ活動の活性化を図
った。
○ イベント支援
学生主催イベントへの支援として、4 月にはさくら夙川キャンパスにおいて公認
課外活動団体による新入生歓迎と地域交流を目的とした「さくら祭」
、11 月にはい
たみ稲野キャンパスにおいて、最大イベント「大手前祭」がそれぞれ開催された。
4月

6 月 スポーツ大会

さくら祭

11 月

2月

大手前祭

リーダーズキャンプ

○ 課外活動団体の活躍
・ゴルフ部：大手前大学ゴルフ部は、関西学生秋季 1 部校学校対抗戦において、
男女それぞれが団体 2 位となり、男子は「第 62 回信夫杯全日本大学対抗ゴルフ
選手権」
、女子は「第 19 回信夫杯争奪全日本女子大学ゴルフ選手権」の出場権を
獲得した。本戦では男子は 4 位、女子は 3 位と好成績を収めた。
【進路支援】
キャリア・就職支援委員会等を通じて実践する教職協働の精神を絶やさずに、外部
19

資源を有効に活用しながら、年々多様化する進路相談に応える支援体制を敷いた。ま
た、「就職支援の一体化」に向けては、外部資源の活用にくわえて、保護者懇談会の
分科会を充実させた。
就職支援においては、経済環境や産業構造の変化にあわせて刻々と変わる新卒求人
マーケットや実際に企業が行う採用選考の動向をリアルタイムで分析し、学生の声に
耳を傾けながら、様々な施策を講じて学生の活動を支えた。その結果、当年度におい
ては就職率、就職者が卒業生に占める割合や就職希望率といった主要指標において、
過去最高であった前年度の数値をさらに更新した。
また、既卒者向けの情報提供を行う窓口を設置した。
ガイダンス

メンズ向け身だしなみ講座

メイク講座

学内合同説明会
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【国際交流・国際教育】
（１）海外提携大学の拡充
オーストラリア：アデレード大学、フリンダース大学と大学間協定を締結した。
（２）海外短期研修プログラム
○ 韓国短期研修（研修期間：2018 年 8 月 1 日～8 月 16 日）
参加者 22 名 （大学生 17 名、短大生 5 名）
○ オーストラリア短期研修（研修期間：2019 年 2 月 16 日～3 月 2 日）
参加者 7 名 （大学生 6 名、短大生 1 名）

韓国研修

オーストラリア研修

（３）交換留学プログラム ・長期研修プログラム
＜交換留学プログラム 学生派遣実績＞
○アメリカ・チェメキタコミュニティカレッジ / 派遣 4 名（1 年間）
○フランス ・ パリ国立高等美術学校 / 派遣 1 名（1 学期）
○フィリピン・フィリピン大学セブ校 / 派遣 1 名（1 年間）
○韓

国 ・ 世宗大学 / 派遣 1 名 （1 学期）

○カンボジア・プノンペン大学

/

派遣 1 名

(1 学期)

＜交換留学プログラム 学生受入＞
（春学期）
○アメリカ・チェメキタコミュニティカレッジ / 受入 4 名 （1 学期 1 名、1 年間
3 名）
○フランス・パリ国立高等美術学校 /受入 1 名（1 学期）
○韓

国・世宗大学 /受入 3 名（1 学期）

○韓

国・カチョン大学 /受入 1 名 （1 学期）

○中

国・山東大学威海分校 /受入 3 名 （1 年間）

○中

国・東北大学 /受入 3 名

(1 年間)

（秋学期）
○フランス・パリ国立高等美術学校 /受入 1 名 （1 学期）
○韓

国・世宗大学 /受入 3 名 （1 学期）

○韓

国・カチョン大学 /受入 1 名 （1 学期）
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（４）国際交流・課外イベント
○留学生懇親会の開催
大学学長ならびに関係教職員の参加のもと、4 月 14 日（土）11 時 30 分からさ
くら夙川キャンパス食堂にて実施した。大学、短大に在籍している留学生、交換
留学生が 60 名程度集まり学生間の交流だけでなく大手前クイズなども実施し、
会は盛況に終わった。

○留学生と一緒にランチ
留学生と日本人学生との交流の一環として昼休みを利用し「留学生と一緒にラ
ンチしましょ」を国際交流ラウンジで実施した。平均して 5～6 名の日本人が留学
生との交流を目的に来室していた。
○国際交流バスツアー
留学生 22 名、日本人学生 16 名、職員 1 名でバ
スツアーを実施した。まず、大阪のカップヌード
ルミュージアムで各自カップ麺作りを体験し、そ
ののち勝尾寺散策を行った。お天気にも恵まれ、
学年と学部を超えた学生間交流ができる貴重な機
会となった。
○留学生の茶道体験
留学生に日本文化を体験してもらうことを目的
に、本学茶道部を訪問した。本学学生から作法やお
茶の飲み方などの説明を受け、留学生も実際に体験
し日本文化に触れる貴重な時間となった。
○LEO リーダーズキャンプ開催
LEO クラスを受講している学生のうち選抜された学生 27 名と引率教員 3 名が、
サマーキャンプに参加した。期間は 8 月 31 日～9 月 2 日（2 泊 3 日）で朝来市
内で行った。英語力およびリーダーシップを身につけることを目的とし毎年実施
している。
○スピーチ大会開催
学園祭の日程に併せ、11 月 10 日（土）にいたみ稲野キャンパス B ホールで実
施した。今年度は、実践英会話講座を受講している社会人 2 名をゲストスピーカ
ーとして招き学習成果を英語で発表してもらった。各部門の参加者は「英語スピ
ーチ部門」7 名、
「海外研修経験者部門」7 名、
「留学生部門」5 名であった。
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○国際交流ポイント制度表彰
学生の国際交流への貢献促進と学生の自立性
を育てることを目的に 2017 年度秋学期から当制
度を始めている。2018 年度の表彰式は 1 月 28
日（月）に表彰対象者は 2 名に対し学長室にて行
った。
○日本語会話パートナー紹介
留学生が本学での学習や生活にスムーズに適応してもらえるよう留学生支援
の一環として、日本語会話パートナーの紹介を希望する留学生には学生を紹介し
ている。春学期は 5 月 21 日（月）
、秋学期は 10 月 11 日（木）に学生の紹介を
行った。

○交換留学生によるアート展開催
本学での留学の集大成とし、パリ国立高等美術学校からの交換留学生には留学
中に制作した作品を展示するアート展を開催している。2018 年度は春学期と秋
学期により各 1 名受け入れた。
・春学期アート展の期間：2018 年 7 月 23 日～7 月 29 日
・秋学期アート展の期間：2019 年 1 月 22 日～1 月 28 日
・場所：アートセンター地下ギャラリー
○留学生の地域貢献と地域住民との交流プロジェクト
6 月 9 日（土）本学留学生（交換留学生含む）の地域貢献と地域住民との交流プロ
ジェクトの一つとして、OCC 実践英語講座に本学留学生をゲストスピーカーとして
参加させ、社会人受講生と英語による交流を図った。このような形態での留学生によ
る地域貢献は初の試みで、日経新聞と毎日新聞 2 社に記事が掲載された。
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（５）海外協定大学からの留学生短期受入
本学協定校である台湾慈済科技大学より短期研修生 5 名と引率教員 1 名をさくら夙
川キャンパスで受入れた。2018 年 7 月 9 日～7 月 21 日の期間、日本語の学習だけで
なく、日本人学生との交流や日本文化体験、周辺観光などを実施し研修生のサポート
をおこなった。

（６）印刷物・報告書作成
○国際交流ニュースレターを発行
国際交流センターの印刷物として、第三号（6 月）、第四号（12 月）を発行した。
○大手前大学案内（英語版）発行
海外からの来訪者に配布ならびに渡航の際に持参できるように簡易的な大学案
内（英語）を作成した。
【図書館】
（１）学習支援
○蔵書構築

2018 年度は大学 10,169 点（46,621,317 円）、短期大学 641 点（2,118,877 円）
の資料を受け入れた。そのうち国際看護学部（2018 年 4 月開設）用資料は 3,399
点（21,594,388 円）、寄贈資料は 1,268 冊(306,810 円である（いずれも視聴覚資
料を含む)。経年劣化等による除却処分は大学 1,034 冊（3,795,966 円）、短大 215
冊（1,204,034 円）であった。総蔵書数は大学 309,153 冊、短大 60,584 冊となった。
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○教育との連携
・大学は新入生オリエンテーション「キックオフプログラム」にて「大学での学び
①」を学習支援センター、資格サポートセンター、国際交流センターと協働で運営
した。教員や在学生の協力を得て各施設訪問やふりかえりクイズ大会など新しい試
みを行い、事後アンケートをみると自主的な学びの必要性を印象づけられた。必修
科目では１年生「キャリアデザインⅠ」にて図書館の利用方法や文献探索方法が学
べる本館オリジナルプログラム「図書館検定（入門編）」を提案し、全クラスで採用
された。2 年生「キャリアデザインⅢ」では「レポート作成」に焦点を当てた一斉授
業、クラス別の図書館ツアーや情報検索法などを指導した。3 年生ゼミナールや 4 年
生卒業研究などは担当教員の要望に基づき、特定分野の情報入手などのガイダンス
を 27 回実施した。司書課程では「図書館基礎特論」にて CELL に関する質疑応答、
「図書館資料概論」にて図書館資料の紹介と指導を行った。

・短期大学は新入生オリエンテーションにて「使ってみよう！伊丹図書館」
を実施した。図書館の紹介に続き、館内にて OPAC 検索に取り組んだ。授業「キ
ャリアプランニング」と連携し、課題「ビジネス書を読む」に従って特集展示を
行い、ブックリストを作成した。

・ゼミナールや授業クラスによる授業成果を中庭側ガラス壁面やエントランス
にて展示した。事前告知や事後報告などは図書館サイトやCELLfacebookペー
ジを通じて公開した。

・大学学生（通学生）の1人あたり貸出数は6.5冊、1回以上貸出した学生の割
合は57%でいずれもほぼ昨年度と同様である。
・短大学生については1人あたり貸出数は2.5冊、1回以上貸出した学生の割合
は55%でいずれもほぼ昨年度と同様である。
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（２）「広範な学び」の誘発
○日本語教育支援センター（6月）
CE116に日本語教員資格を目指す学生と日本語の上達を目指す留学生の交
流の場を試行的に開設。担当教員とともにさらなる活用について検討を続けて
いる。
○展示「茶の湯に親しむ」（10月）
茶道部主催による図書館蔵書の展示会について、企画段階から選書や展示方
法などの助言をおこなった。
○「ポートフォリオ展示会」（12月）
資格サポートセンター、キャリアサポート室と共催により開催。ポートフォ
リオ講座受講生以外にも作品募集を呼びかけ、終了後には企業関係者による講
評会を設けるなど、受講生作品の展観のみであった従来の形式を大きく発展さ
せたものとなった。

○「和装本づくり」 （伊丹館11月）
特集展示「製本・装丁の世界2018」と関連されたワークショップ。司書課程
や出版専攻の学生のほか、国際交流センターの協力により留学生の参加もあっ
た（全4回）。
○「ブック型ノートづくり」 （伊丹館12月）
jハードカバーのノートづくりをとおして西洋式製本について学ぶもので「和
装本づくり」の上級編にあたるを開催した（全2回）。
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○授業内容や学内で催される講演会、図書館主催イベント、娯楽・教養などさ
まざまなテーマで特集展示を行った。展示カタログ（小冊子）はテーマに関す
るブックガイドとして利用できるため、過去分もあわせて全タイトルを自由に
持ち帰れるように用意した。

4月「科学の本はおもしろい！」
（CELL）
「きらめくときめく石の魅力」
（伊丹）
「2018若い人に贈る読書のすすめ」（伊丹）
6月「#SNSの本集めてみた」（伊丹）
7月「図鑑：見ているだけでも楽しい世界」（CELL）
9月「選べる見つかる秋気分♪」（伊丹）
10月「自分にぴったりの留学を見つけよう」
（CELL）共催：国際交流センター
11月「時をこえる写真家“ナダール”－百花繚乱のパリをきりとる－」
（CELL）：
文化講演会記念
「マンガ道－漫画家の、マンガ家による、まんがのためのマンガ論－」
（CELL）：国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ記念
「製本・装丁の世界2018」（ワークショップ関連）（伊丹）
12 月「選べる見つかる冬気分♪」（伊丹）
「ビジネス書ピックアップ」(授業関連)（伊丹）
1月「怪異に触れる」
（CELL）：ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ記念
「きらめくときめく石の魅力」（伊丹）
3月「手紙を通してみる歴史」（CELL）
「アメリカ生まれのすてきな絵本－コールデコット賞受賞作品展－」
（伊丹）
（３）その他
○利用者アンケート
利用者の意見や要望を調査し、サービスに反映するため利用者アンケートを実施

して 432 名の回答を得た。自由記述に寄せられた意見や要望に対しては Q&A 形式
で回答し、関連部署と解決にむけて検討した。回答結果は図書館サイトにて公開済
みである。

http://library.otemae.ac.jp/document/about/enq2018.pdf
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○CELL公式Facebookページ
学習支援センター、ITサポートセンター、資格サポートセンターとの共同に
て運営し、840を超えるファンから支持されている。「マンガ道－漫画家の、
マンガ家による、まんがのためのマンガ論－」、CELL前での学生パフォーマ
ンス記事はとくに閲覧数が多かった。

（４）ラーニングコモンズ
伊丹キャンパス新入生オリエンテーションのツアーに組込んだり、グループで来館
する学生に案内するなど、利用の際の手続きをなくす工夫により、自学の場として活
用する学生が増加した。資格サポートセンターの在室日を増やす、図書館主催のワー
クショップを開催するなどして活性化を図った。
（５）研究支援
○研究用資料の整備
教員から寄せられる研究用資料の入手希望には図書館委員会の審議を経て迅速に対
応している。古書店の活用や寄贈依頼のほか、Academic Search Premier や雑誌記事
索引集成データベースなどのオンライン型資料の導入、増加する海外文献対応として
OCLC WorldShare Interlibrary Loan（WS ILL）の加入などを行って研究支援をす
すめた。
○リポジトリの運営
本学の学術生産物をリポジトリを通してインターネット上で公開している。

2018 年度は『大手前大学論集 18 号』『大手前短期大学研究集録第 37 号』、『大
手前大学 IIE ジャーナル第 4 号』等の定期刊行物のほか、『平成 26 年度大手前大
学公開講座講義録』、
『“Japan in the World, the World in Japan: A Methodological
Approach December 2016 Symposium Proceedings”』等を公開した。2019 年 3
月 31 日現在、「大手前大学・大手前短期大学リポジトリ」の公開コンテンツ数は
大手前大学紀要 691 件、大手前女子大学紀要 591 件、大手前短期大学紀要 67 件、
大手前女子短期大学紀要 186 件、CELL 教育研究所論集 50 件、大手前大学 IIE ジ
ャーナル 61 件、博士学位論文 5 件、公開講座講義録 50 件、会議・セミナー資料
28 件、その他 30 件である。
（６）社会連携
○「トライやるウィーク」
5 月下旬、CELL にて西宮市立苦楽園中学校と大社中学校の社会体験プログラム「ト
ライやるウィーク」を受け入れた。貸出・返却処理、受入れや装備などの業務体験の
ほか、ゲーム型図書館ガイダンス「ライブラリークエスト」に挑戦して図書館や資料
への知識を深めた。活動の様子を図書館 Web サイトや CELLfacebook ページで紹介し、
関係者と情報を共有した。
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○OCLC

WS ILL 講習会

海外図書館との相互利用強化のため、2018 年度より OCLC WS ILL に加入。4 月
17 日担当者講習会を開催した。私立大学図書館協会阪神地区協議会に加盟する大学図
書館 2 館から参加があった。
○夏休み図書館開放
8 月 1 日～31 日の期間中、西宮市内の高校に在籍する高校生に CELL を開放した。
利用者は延べ 61 人、在籍する高校は 7 校。7 月に神戸新聞記事に掲載されたためか、
昨年度より約 20%増加した。

○研修会「看護情報リサーチナビ：健康・医療情報
の調べ方」
9 月 13 日国立国会図書館より講師を招き、看護系・
医療系の情報収集について講義とグループワーク
による研修会を開催した。私立大学図書館協会阪神
地区協議会加盟館と公立看護大学より合計 11 館の
参加があった。
○その他
8月 見学（学校法人帝塚山学院）（CELL）
10月 見学（帝塚山学院大学）（CELL）
そのほか、西宮市立図書館と伊丹市立図書館に新着資料情報を提供している。

（７）その他
○大阪府北部地震
6月18日朝に発生した地震被害はCELLではエレベー
タ停止、ブックエンドの落下など軽微なもので8:30より
通常開館。その後、全学休講の決定に伴い、11:00にて
臨時閉館。伊丹図書館は複数個所での図書の落下、書庫
の落下防止装置の作動がみられた。開館時には交通機関
の混乱によりスタッフが出勤できなかったため、9:00よ
り臨時閉館。両館とも19日より通常開館した。
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○台風21号
9月5日台風21号接近のため午前11時にてCELL、伊丹館とも臨時閉館した。伊丹
館は伊丹市域の停電・断水が続いたため翌日も閉館した。
【地域連携・地域連携・社会貢献】
（１） 大手前シティカレッジ（OCC）
○公開講座
2018 年度は「ひと

まち

くらし

～地域再考～」のテーマで開催した。

講師は本学教員 8 人が登壇した。
開講日

4/21
5/19

内

容

講

安全・安心な食品を選ぼう～機能性と食品表
示の関係～
アニメに見る家族イメージの変容～「個」と
「公」をつなぐ存在としての家族を考える～

6/16

医療の選択における「個」と「公」

7/21

「個」と「公」を自他の境界から考える

師

出席者数

白石斉聖

33

谷村要

34

野波侑里

34

酒井健

28

山本國夫

26

藤本幹也

26

尾﨑耕司

27

鈴井江三子

24

食べて元気になる糖尿病の食事療法～あな
9/15

たが元気になれば 家族そして町が元気にな
る～

10/20
11/17
12/15

大規模災害に対する備えと地域で取り組む
防災について
日本近代の「公」と「個」 ～感染症から命
を守る仕組みをめぐって～
児童虐待を受けた子どもの心と、その後

○公開実技講座「大学で絵画を学ぶ」
前年度に続き、人物画と静物画を組み合わせて前期・後期で開講した。
参加者数は前期 15 名、後期 16 名であった。
開講日

内

容

講

師

5 月 19・26 日 人物画を描く（着衣クロッキー）
6 月 2・9 日
6 月 23・30 日
7月7日

（裸婦クロッキー）

井澤幸三
廣田政生

人物画を描く（裸婦）

○実践英会話講座（社会人向けクラス）
春学期は 18 クラス（受講生 165 名）
、秋学期は 16 クラス（受講生 160 名）を開
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講した。本年度は、新しい試みとして春学期に大手前大学の留学生ら 10 人（ア
メリカ・フランス・ミャンマーなど）がゲストスピ－カーを務め、社会人受講生
約 40 人に母国の文化を英語で紹介し、異文化交流を行った。留学生が講座に登
場するのは初めてで、母国の文化や日本での生活をプレゼンテーションしたほか、
受講生とのペアワークやグル―プワークを通じ交流を深めた。秋学期には IIE 主
催「スピーチコンテスト」に上級クラスの受講生 2 名がゲストスピ－カーとして
参加し、日本の文化・工芸品やおもてなしなどのテーマで英語によるスピーチを
行った。

（２） 産官学連携事業
○「大手前カレー研究会」開発レシピを活用した「西宮子育て応援プロジェクト」
ハチ食品株式会社（食品メーカー）と連携し、カレー研究会の学生が考案した「豆
乳チキンカレー」を製品化した。子育て応援として西宮商工会議所加盟企業に協
賛を募ったところ、21 口（17 社）の協賛があり、夙川キャンパス近隣の留守家
庭児童育成センター3 施設約 400 名の学童に「豆乳チキンカレー」を無償提供し
た。当日、考案した学生が子供達に開発した趣旨や栄養について食育の話を行い、
美味しい、かつ、栄養あるカレーを食べてもらった。子供達から「美味しい」
・
「お
かわりは出来るの？」など多くの声があがり、学生達にとって子供達の素直な声
が直接聞けた良い経験となった。パッケージデザインは昨年同様、メディア・芸
術学部学生が考案、昨年のデザインと連続するデザインが採用された。また、学
童への無償提供に加え、本学がお世話になっている企業やオープンキャンパスに
参加した高校生へのノベルティとして配布されている。
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○グッドホールディングスとの産学連携事業「経営課題解決プロジェクト」
グッドホールディングスの「認知度の低さ」解消や「若手人材の確保」という経
営課題に対して学生らしい視点から「Twitter を活用した情報発信」の提案を行っ
た。試験的に 2018 年 9 月～11 月末までの 3 カ月間、Twitter を開設し情報発信を
行った。閲覧数を増やす為「採用に関する情報」に加え地元情報やスィーツ、猫の
情報なども組み込み、若者が興味を持つ情報を中心にほぼ毎日情報発信を行った。
有名な Twitter をリツイートするなど拡散手法を取り入れ、結果、3 カ月間でツイ
ート（121）、フォロー（327）、フォロワー（78）いいね（48）を獲得する事が出
来た。その後、データ分析を行い、Twitter の有効性や課題を明確化した報告会を
実施。猫やスィーツなどの投稿に反応する若者が多い事や、「採用情報」に関する
エンゲイジメント率が高かった事など SNS の特徴も明らかにした。
また、若者が SNS（Twitter）上で就職に関する情報に敏感に反応する事も検証
した。
「学生という立場での情報発信と会社名で情報発信する責任の重さの違いに
苦労した。」
、
「実際のデータを分析する力が付いた。
」等々、社会人基礎力を養成す
るいい機会となった。
○六甲味噌製造所との産学連携事業「味噌マンガ制作プロジェクト」
メディア・芸術学部

マンガ制作専攻のゼミ生が、有限会社六甲味噌製造所（芦

屋市）との産学連携事業として、味噌に関する知識をわかりやすく説明する「マン
ガ冊子」を制作した。企業の全面協力のもと、学生たちは味噌に関する講義を受け
た後、実際に味噌作りや工場見学を行い、知識を深めたうえで約 1 年間をかけて制
作に取り組んだ。「味噌はどうやって作られるのか」・「何でできているのか」・「気
になる塩分について」
・
「健康との関係について」
・
「アレンジ法」などをマンガでわ
かりやすく説明した冊子は、六甲味噌製造所で開催する味噌づくり教室のほか、兵
庫県主催の「保田先生のごはん塾」等でも配布される予定で、少しでも『味噌』の
認知度アップに貢献できればと思う。

【広報戦略】
（１）大学イメージの構築
「Find! 答えは大手前大学にある」というキーフレーズを 2016 年度募集から 4
年継続して打ち出し定着を図った。また、本学の特徴である「レイトスペシャライゼ
ーション」
「学部を超えて学べる仕組み」
「実践英語プログラム」を中心に広報展開を
実施した。
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さらに、
「建築・インテリア専攻」
「リーダーシップ開発プログラム」などの別冊子
も制作し、ニーズの高い分野に集中した広報を展開させた。
スマートフォンや iPad 利用者が 8 割となっている現状に合わせ、SNS を使った広
報展開を重点的に実施した。また、Web サイト「受験生サイト」を見直し受験生の
方々へ向け、なりたい職業や興味に適した本学の専攻が選びやすくなり、より分かり
やすく情報が届けることができるようリニューアルした。
オープンキャンパスでは例年同様「実践英語がうまくなる大手前」の周知として全
日程(13 回)で EnglishCafe を実施した。
オープンキャンパスでの来場者数は大学短大合わせて 4262 名(117.2％)と昨年を
上回った。
2016 年度より「量から質への大変換」という方針の元、2019 年度入試では、総合
文化学部、メディア・芸術学部、現代社会学部 3340 件（199.3％）
、健康栄養学部 469
件（115.8％）の志願者数となった。
（２）国際看護学部広報
2019 年 4 月新設の国際看護学部広報につ
いて、2017 年 4 月より特設サイトを新設
して広報を開始し、戦略的かつ効果的な
学生募集にむけ取り組みを開始した。
キャッチコピー「今、いちばん、アタラ
シイ、看護を学ぶ」とし、何が新しい看護
なのかをパンフレットや特設サイトで展
開した。
また、コミュニケーションマークも決定し統一した広報展開を実施し、国際看護学
部の周知を図り、2019 年度入試では。志願者数は、618 件となった。
【教職員力の強化】
教員には、継続して大学改革の中心にある「グランドデザイン」の実質化を推進して
いる。つまり、FD の場での教授法や課題解決に向け議論を通し教育力の向上を図って
いる。将来計画 WG では副学長のリーダーシップの元で、2020 年に向けてのカリキュ
ラム改訂を議論し、メジャーの見直し等に取り組んだ。
職員には、自己啓発を促すべく公募による外部研修参加を強く進めてきた。目標チャ
レンジ制度の実質的な活用を促す改善を 2019 年度以降に向け再検討を始めるため、人
事制度改革を法人本部主導でとり進める。
また、意欲ある若手職員を公募で募り 1 年かけて中長期計画を策定させることで、職
員のアドミニストレーターとしての力量を高める取り組みもスタートさせた。
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【キャンパス整備】
キャンパス間移動の主力となる「学園バス」をリニューアルし、移動中の安全性の向
上と居住性の充実を図った。
また、キャンパス内のオープンカフェ「カフェ・フォーリア」のチェアをリニューア
ルし、「憩いの場」として質の向上を図った。

【情報システム整備（教育・学習環境整備）】
（１）2018 年度の概要
2017 年度にリプレイス実施したネットワーク・サーバ関係が本格稼働するととも
に、年度末にはクライアント関係のリフレッシュを実施した。また、ICT 活用推進
策として、これまで散発的に実施してきたシステム活用の説明会、勉強会を年間通
じて計画的に開催した。また新たな教育システムとしてライブ授業システムを本格
稼働させ、通信教育課程における新たな授業形態として安定的に運用できた。デジ
タル教材制作関連では、著作権法改正に関わり、法施行にむけ情報収集に努めると
ともに、近隣大学への情報発信にも取り組んだ。
事務系システムにおいては、勤怠管理や学費等のデータ処理のための業務効率化
ツールを構築、稼動させ、多方面にわたる業務改善に資している。
2019 年度の国際看護学部開設とそれに向けての大阪大手前キャンパス新棟整備
では、デジタル教科書に対応するための学生必携端末の選定と配布準備、新棟を中
心とした学内ネットワークの整備等を行い、業者の協力のもと 2018 年度末までに
必要な作業を終え、無事開設を迎えることができている。
（２）教育・学習環境整備
2017 年度末にリプレイスしたネットワーク・サーバシステムは、外部ネットワー
クの SINET への接続とサーバのクラウド化をすすめ、インターネット接続の安定
化とシステム全体の安定性向上につながった。サーバは NTT の堂島データセンタ
ーに集約、各キャンパスとデータセンター間は高速回線で接続し、サーバを学内に
設置していた頃よりも体感速度が向上するとともに、災害時などのシステム可用性
も担保できている。その一方で、9 月の台風による伊丹市大規模停電では、いたみ
稲野ャンパスに残していた一部サーバが停止するだけでなく、伊丹市周辺の学外ネ
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ットワークも停止するという想定外の事態が発生し、履修登録期間を延長すること
で対処した。
クライアント整備は、2 キャンパス化と学習端末必携化の方向性を見据え、無駄
な整備を極力なくすことへの対応が求められ、要求仕様の見直しを行った。そこで
2018 年度末は OS のアップデートのみを実施し、いたみ稲野キャンパスにおいては
2019 年度にハードディスクやメモリなどの載せ替えによる最小限の整備を予定し
ている。今後の新規事業計画にあわせ、学内の教育研究用端末の削減、パソコン専
用教室の一般教室への転用をすすめるとともに、端末必携化による新たな教育手法
の導入と学園の更なる IT 化に向けた検討を始めている。
（３） ICT 活用推進
2010 年に通信教育課程に導入した el-Campus は、徐々に活用の幅をひろげ、通
学制出欠管理機能、お知らせ掲載機能、キャリアデザイン機能をはじめ、対面授業
の授業支援機能も実装し、大学通学制コア授業を通じて多くの教員が活用できるよ
うになった。文科省や他大学でも LMS 活用推進や e ポートフォリオ等による学び
の可視化、動画教材の活用によるアクティブラーニングや反転学習が進められてい
るので、学園全体の ICT 活用の機運の盛り上げにつなげることを計画し、延べ 9 回
で約 200 名の教職員の参加があった。結果として大きな授業改善につながるまでに
は至っていないが、情報メディアセンターの教員サポート体制の認知や対応スタッ
フの周知にはつながっており、教員から名指しで問合せを受けたり、授業での活用
方法について相談を受けることも増えてきた。今後は各キャンパスの FD とも連携
し、ICT 活用を教職員全体に広げていきたい。
2018 年度に教職員を対象として実施した勉強会は以下のとおり。
回

月日

第1回

5 月 29 日

タブレット端末利用体験会

3

第2回

6 月 27 日

Skype を用いたテレビ会議

13

剽窃チェックシステム「TurnItIn」の活用

5

秋学期に間に合う！el-Campus の授業活用

0

第3回

7 月 03 日
～13 日

テーマ

人数

第4回

9 月 18 日

第5回

9 月 21 日

第6回

10 月 27 日

動画教材作成ツールと改正著作権法

2

第7回

1 月 05 日

二段階認証の登録サポート

50

第8回

3 月 19 日

第9回

3 月 30 日

デジタル教材収録・配信システムのご紹介
（兼大学コンソーシアムひょうご神戸・取引業者説明会）

31

学校教育と著作権～法改正を中心に～

不明

（大学 FD）

(FD)
教育支援システム説明会

（2019 年度新任教員キックオフ）
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46

（４）インターネットライブ配信の本格稼働
通信教育課程の基礎ゼミナールや公務員試験対策、法務省告示による日本語教員
養成の双方向授業対応など、これまでのオンデマンドでは対応が困難な授業方法が
必要になり、メディア授業（ライブ型）として実施した。複数の教室間を結んだ遠
隔同期型一斉授業は、小中学校をはじめ、大学のキャンパス間などで多く実施され
ているが、通信制大学で学生の自宅に向けて 100 名規模で配信されている例はほと
んどなく、専用に開発したライブ授業システム「el-Class」と e ラーニングのノウ
ハウを活かした本学ならではの取り組みといえる。2018 年度は 5 科目の授業を 2
回ずつ、延べ 10 日 80 コマの配信を行った結果、授業後アンケート調査ではオンデ
マンド授業や他のメディア授業よりも高い満足度が得られている。また、機材操作
などの配信スタッフは通学制メディア芸術学部の映像系学生アルバイトが力を発揮
してくれた。
これらの取り組みを含むライブ配信授業については、
「第 12 回国際日本語教育及
び日本研究シンポジウム」、
「大学 e ラーニング協議会&日本リメディアル教育学会
合同フォーラム 2018」で取組報告を行い、他大学からも関心を持って頂いた。
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（５） 著作権法改正に関わる取組
本学は大量のデジタルコンテンツを用いることから、情報メディアセンターに知
的財産に関わる専任のスタッフを置き、適切な手続きを経て著作物利用を行ってき
た。近年文化庁を中心に検討されてきた著作権法について、2018 年 5 月 25 日に改
正され、教育の情報化に関係する条文については 3 年以内に施行されることとなっ
ている。今回の法改正では学校教育における著作物利用について管理団体を設け、
学校側と包括契約を締結することで一定のルールのもとで自由度が高まることとな
っており、施行までの期間で管理団体の指定と周知が行われる。本学としては積極
的に情報収集をするとともに、大学コンソーシアムひょうご神戸や、大学 e ラーニ
ング協議会等で他大学に対する情報共有も行ってきた。全国規模でみると知的財産
教育の共同利用拠点校が存在するが、京阪神間では知財関係の担当職員を置いてい
る大学すらほとんどなく、今後の動向によっては本学がリーダーシップをとり著作
物の利用者側の立場での情報収集・発信・共有を行っていくことも想定しなければ
ならない。
（６） 事務系システム構築による業務改善
本学園では非常に多くのデータが ICT システムに登録されているが、各業務担当
者が自分に必要なデータを取り出すことは容易ではない。そこで、情報メディアセ
ンターが EUC と呼ばれるツールを用い、システム的に必要な情報を取り出す仕組
みを構築している。2018 年度については、すでに導入されていた勤怠管理 web シ
ステムをさらに充実させ、学園内や部署内での勤怠管理の効率化をはかるとともに、
超過勤務の抑制や適切な就労指導に役立てることができた。また、出張旅費の自動
精算やこれまで手作業で入力していたデータをシステム間で連携するツールも作成
し、作業時間の削減だけでなく、人手を介さないことで入力ミスを防止するなどの
効果も現れている。
（７） 国際看護学部開設に関する情報システム整備
2019 年 4 月に開設を迎える国際看護学部では、学生の負担軽減と効果的な臨地
実習を実現するためにデジタル教科書の導入が決まっていた。端末の選定において
は、
教室運営の効率化や看護師としての IT スキルを身に着けさせることも見据え、
PC スタイルでも使用可能な Windows タブレットを必携させることとし、さくら夙
川キャンパスで導入・運用実績のある MicrsoftSurface の最新モデル「SurfaceGo」
を導入した。これに付随し、学内無線 LAN アクセスポイントやプリンタなども刷
新し、キャンパス内のどこでも自由に ICT 利用ができる環境を整備した。
これらは、全学的に端末必携化を検討するにあたっての先行モデルケースとなる
ことから、今後実践事例の収集と適切なサポート体制の構築を目指していく。
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３．短期大学
＜事業計画＞
① 教務関連
・「ビジネス・マインド」強化のためのカリキュラム策定
・アクティブ・ラーニングの普遍化
・ビジネス系資格高水準取得率のための策定
・英語教育の強化の検討および実施
② FD 関連
・「地域貢献活動」の研究継続・地域貢献活動センター運営協力
・FD セミナー・教員研修（アクティブラーニングについて）
・学生の学習意欲向上を目指した PBL 型課外学習の実施と検証の研究
③ 就職関連
・希望職種への内定率アップ
・地元企業のインターンシップと就職に対する活動の拡大
④ 編入学関連
・短大のコースと大手前大学の連携を強化する
・入学時から編入学希望者を支援する
・進路のひとつに編入を組み込む
⑤ 広報・入試関連
・入試制度について
・入試特別奨学金について
・広報戦略の再検討
⑥ その他
・補助金（改革総合支援事業タイプ１）獲得の継続
・科研費獲得への努力
・リテンション率の向上
・地域・企業との連携強化
・特別学生プログラムの充実
・学生満足度の向上
【教務関連】
（１）「ビジネス・マインド」強化のためのカリキュラム策定
次の方針に基づき、2020 年度からのカリキュラム改革を行った。
・「就職に強い短期大学」をさらに可視化するカリキュラムとする
・ 入学定員充足を目指すカリキュラムとする
・ 定員削減に合わせ、科目数を変更する
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・ 公務員、航空業界、金融業界を目指せるカリキュラムを追加する
・ 編入学に力を入れるカリキュラムとする
・ 留学生を受け入れるカリキュラムとする（留学生日本語コース）
この際、5 コース（うち 1 コースは「留学生日本語コース」）
・3 プログラムを主な
柱とした「ビジネス専門科目」群を設けることにより、よりビジネスに特化したカリ
キュラムを策定した。
新設科目と閉講科目を新カリキュラムに合わせて改編した。
また、2018 年度 4 月のオリエンテーションにおいて新入生全員に対してキャリア
サポート室個人面談を行い、各学生の把握ならびに就職への動機づけを強化した。
2019 年度も同様の施策を継続する。
「就職に強い短期大学」を今まで以上に大きく打ち出したカリキュラムを策定でき
た。新入生全員に対してキャリアサポート室個人面談は、その後の進路個別指導にお
いて大きな力を発揮することが期待され、大きな効果を生み出したと考える。
今後も「就職に強い短期大学」としてのカリキュラムを実行していく。
（２）アクティブ・ラーニングの普遍化
「フォーラム」においては 2017 年度と同じ内容でアクティブ・ラーニングを導入
している。また、2018 年度開講科目シラバスの延べ約 300 科目のほとんど全てにお
いて、授業時間外学修の内容、各回の予習・復習時間の 1 単位 45 時間分の記載を
実現している。これに加え課題のフィードバックの方法を記載することを徹底した。
授業時間外学修、学修内容のフィードバックもアクティブ・ラーニングの大きな要素
の一つなので、授業への計画・導入が進められたと認識している。
2019 年度シラバスには、上記に加え 15 回すべての各回において予習・復習内容
を記載することとなった。このことにより、授業計画がさらに明確化され、よりアク
ティブ・ラーニングの普遍化が進むものと考えられる。
（３）ビジネス系資格高水準取得率のための策定
今年度の資格取得率は以下の通りである。
2018 年 2 月「MOS Excel」＝94.8%（122 名合格/129 名受験）
2018 年 2 月「リテールマーケティング 3 級」＝58.3％（7 名合格/12 名受験）
2018 年度

「MOS Word」＝98.5%（133 名合格/135 名受験）

「MOS Word」において目標値を達成できた。
「MOS Excel」も 1 年前に比べ合格
率が向上した。また「リテールマーケティング 3 級」も試験対策講座を受講した者
に限ればほぼ目標値に達しており、対策講座の効果が大きいといえる。
また、試験対策講座を「MOS Word・Excel」各 2 回、
「日商簿記検定 2・3 級」
4 回、
「リテールマーケティング 3 級」3 回の実施をそれぞれ行った。
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引き続き授業内での指導を強化し、高い合格率を維持しながら値を向上させたい。
（４）英語教育の強化の検討および実施
前述の施策「2020 年度カリキュラム改革」において、TOEIC 演習 4 科目及び「エ
アラインイングリッシュ」の科目さらに LEO 科目と同時開講の「実践英語」分野を
中心とした「国際コミュニケーション」コースを「ビジネス専門科目」の中の１コー
スとして設置することを決定している。
まずは「国際コミュニケーション」コースにおいて授業内容・履修者数など、実際
に運用する際の充実を図ることが重要と位置づけている。その際、2018 年度も継続
して導入している「英語特待生制度」との連携の強化が大きな作用となることが期待
される。
【FD 関連】
（１）「地域貢献活動」の研究継続・地域貢献活動センター運営協力
「地域貢献活動」の研究に関しては継続中の活動もあるが、計画通り施策が実施で
きた。2016 年度に社会連携委員会（大学と短大の合同委員会）の窓口が短大の伊丹
キャンパスに開設されたことにより、窓口を通して大学との研究活動の内容充実が図
られた。
昨年と同様に就業力育成へ向けて・地域連携、
・課
外活動の充実、
・学生の教える能力の育成、
・グルー
プワークの 4 つを実践した。
「こばと保育所」では、学生は保育補助を行い、
保育士の先生や子供たちとのコミュニケーションの
経験を積むことができた。
「アイ愛センター」では、学生は障がいのある方々との協
力や手助けなどの活動を行いボランティア精神を養い自信を
つけることができた。
8 年目の「JR 猪名寺駅の装飾展示制作」では「駅構内駐輪
禁止のマナー」をテーマに構内入口付近に「駐輪禁止のマナ
ー啓発」看板制作し設置を行った。
活動を通じてコミュニケーションの力やチームワーク力、
リーダーシップの力を伸ばした。
「積み木制作」
「フェルト製作」は作った学生達が
例年、自ら保育園に寄贈に行き、園児から歌を歌って
歓迎してもらい、お返しに園児たちが絵を描いたり、
貼ったりした作品をプレゼントしてもらっている。
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「けま喜楽苑」では活動は継続中ながら大掃除の手伝いや
苑内での文化祭などで高齢者の方々とふれあい理解を深めた。
「伊丹アピールプラン」では伊丹市との連携企画で市内の
ウオーキングに参加したり、鴻臚館でイベント参加者への説
明をするなど学びを活かしたボランティア活動をし大きな自
信に繋げることができた。学生たちは、年々社会貢献活動に
より大きく成長し、社会貢献の喜びも感じることができてい
る。
11 月には報告会を行い、地域貢献活動に関わった企業、各施設の方々をご招待し、
学生の発表を聞いていただき、地域貢献活動の経験を共有する機会を持った。
7 つの活動に複数の活動をした学生もおり、参加学生数は総
勢で延べ 35 名であった。社会貢献活動により大きな成果があ
ったと考え、今後も継続していく。
（２）FD セミナー・教員研修（アクティブラーニングについて）
○2018 年度大手前短期大学第 1 回・2 回 FD/SD セミナー
日時：2018 年 9 月 25 日（火）
1 回 15：00～16：00
2 回 16：00～17：00
場所：E204 教室
・第 1 回テーマ：「授業アンケートに基づく自己評価と改善」
授業評価の結果の分析・検討を踏まえて、学生の就職支援をしている学外者に参
加してもらい意見を聞く内容にて実施した。
・第 2 回テーマ：「アセスメントポリシーに基づく自己評価と改善」
アセスメント・ポリシー（学生の学修成果の評価について、その目的、達成すべ
き質的水準及び具体的実施方法などについての学内の方針）の説明およびそれに
基づいた成績評価についての討議を行った。
○2018 年度大手前短期大学第 3 回 FD/SD セミナー
日時：2018 年 12 月 18 日（火）

15：30～16：30

場所：N303 教室
・第 3 回テーマ：「短期大学学生スタッフ育成の今後」
2018 年度短期大学学生スタッフ育成報告と今後についての報告と説明を実施し
た。
（３）学生の学習意欲向上を目指した PBL 型課外学習の実施と検証の研究
色彩検定 2 級・3 級、漢字検定 2 級・準 2 級・3 級をとり上げ、
「学習プログラム」
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という形で学生の資格取得のための能動的な学習をサポートした。過去の問題を自習
形式で学習することや担当教員の直前対策講座で受験生のモチベーションが向上し、
19 名が色彩検定 3 級を受験した。
学習プログラムの説明会を行った上で、学生の空き時間をもとに実施予定の曜日・
時限を決定した。検定試験の 2 か月前から、学習プログラムの実施予定時限に教室を
確保し、FD 委員会で資格対策のテキストを購入し準備した。実施日には学生がテキ
ストを持って教室に行き自習した。学習したい学生にとっては自発的かつ計画的な学
習を習慣づけることとなった。
学習プログラムに登録した学生は延べ 35 名。資格取得のため、昨年に引き続き、
年度初めからこのプログラムの告知を徹底し、特に漢字検定に関してはフォーラムで
問題をそれぞれの級に分け、模擬試験形式で解答してもらい検定に関心が向く様に対
策を実施した。今後自主学習の参加者を増やし学習意欲を向上させたい。
【就職関連】
（１）希望職種への内定率アップ
2018 年 3 月卒業生については、はじめて就職率 100%を達成できた。2019 年 3 月
卒業生の事務系の就職内定者数は、
現在 28 名だが、過去 3 か年度の数字― 31 名
（2015
年度）、30 名（2016 年度）37 名（2017 年度）― と経年比較するとほぼ同程度で推
移している。なお、事務系の中には、大阪シティ信用金庫の総合職や姫路信用金庫の
一般職など、金融系への内定者が含まれる。一方、ブライダル系は、現在 1 名で ― 3
名（2015 年度）
、1 名（2016 年度）
、3 名（2017 年度）― と実績は少ないが関連職
種を含めると人数は増える見通しである。
事務系のうち医療事務職は増加しており、金融業界就職対策講座などの支援プログ
ラムの効果もあって知名度の高い企業の実績に繋がった。ブライダル系は、人気が高
く応募者が多いため、早期のエントリーを学生に促し、エントリーシートの添削や厳
しめの面接練習を前倒しで実施し、大学生に負けない就活力の養成を図っている。
（２）地元企業のインターンシップと就職に対する活動の拡大
ファッション・アパレル系など多くの店舗を有するところは、学生の住所を考慮した実習店
舗を選択してもらっている。また、播州地域は姫路経協と、兵庫県の阪神地域は兵庫経協とそ
れぞれ提携して地元の企業とのマッチングを図り、それ以外の鳴門や淡路など遠方については
寮やホテルの宿泊を前提として費用は企業負担としている。くわえて、地方出身の学生も地元
に帰省した時に参加できるよう、各都道府県の行政や経済団体と連携し、沖縄、静岡、鳥取、
島根、広島、愛媛の６県で実績を残した。
地域や職種などの希望を考慮して、一人の漏れなく参加希望者全員のマッチングが図られて
いる。今後も、多様な学生ニーズに対応できるよう企業開拓やプログラムの充実に善処して行

42

きたい。
なお、本学運営上の大きな指標である就職率については、次に掲げる。
2018 年度

就職状況

（※2019 年度は 5 月 1 日現在）
2018 年度

2017 年度

2016 年度

185

188

194

就職希望者

147

156

151

進学希望者

14

10

18

その他

24

22

25

内定者

146

156

146

内定率（対卒業者）

78.9%

83.0％

75.3%

内定率（対就職希望者）

99.3%

100.0%

96.7%

進学決定者

14

10

17

卒業者

2017 年度卒業生（就職に強い短期大学を目指すとした 2016 年度中期計画を開始した
年の入学生）の就職状況は、上記の通り 100％を達成した。対卒業生の数字も 83.0％と
高い数字となっている。

【編入学関連】
（１）短大のコースと大手前大学の連携を強化する
編入プログラム登録者の 1・2 年生全員に、相互履修科目一覧による編入の希望学
部、専攻に適した履修ガイダンスを行ない、編入計画を明確にさせることができた。
編入希望者には、1 年次より履修科目と成績（GPA）を意識するようガイダンスを
行ない、学園内編入基準を設置し、推薦の基準を明確化することができた。今後はこ
の基準により指定校推薦者を選抜するものとする。
（２）入学時から編入学希望者を支援する
入学直後より、編入に関心のある学生には掲示板や学内放送によりガイダンスを告
知し参加を促してプログラム登録者を確定したおり、編入学プログラム登録者は増え
ている。
登録者数：44 名（1 年 30 名／2 年 14 名： 昨年 1 年 22 名／2 年 10 名）
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編入学については、学園内のみならず、他大学（国公立を含む）を対象とすること
の可能性を意識させるために、受験強化プログラムとして編入対策講座を開講し、登
録者（1 年生 8 名、2 年生 2 名）を確定した。
今後は、他大学編入を目指す学生の学力向上と、受験対策講座への参加意識の強化
に努め、目標に向けてのサポート体制を継続する。
（３）進路のひとつに編入を組み込む
・フォーラム開始時期での案内配布、掲示板、Web にて全学生に告知を行なった。
・編入希望者数は昨年に比べて大幅に増えた。
・プログラム登録者を対象に個人相談を実施し、大学・学部・専攻の志望について
学生を把握し、以後の指導の参考資料として使用した。
・編入学受験対策講座
春学期 ( 導入前のプレ講座として実施 )
論文基礎力入門講座 ：90 分×1 (2 限)
英語基礎力入門講座 ：90 分×2 (3・4 限)
秋学期 (１年生を対象に計画し、実施中 )
論文基礎力入門講座 ：90 分×1
英語基礎力入門講座 ：90 分×2
今年度より導入した編入学受験対策講座は、特に他大学編入を目指す学生に対応する
ものであるが、受講者数の確保については、学園内編入を希望する者も対象に行なった。
また、国公立受験経験者、入試の成績上位者の中で進路希望を変更し他大学編入を希
望する者を加えてのスタートとなった。
従って、従来の学園内編入希望者を中心とする対策指導とは形を変えて、他大学の 3
年次、専門課程に対応できる学力を前提に講座を実施するものである。今年の受講者が
来年の受験において成果を出せるよう、講座の実施、ガイダンス、個人相談等に一層の
強化を図る。

【広報・入試関連】
（１）入試制度について
2019 年度入試より以下のとおり変更を行った。
・「一般入試（A 日程）
」では、試験科目に「数学」を追加した。
・「外国人留学生特別入試」では、日本留学試験「日本語」科目の目安となる点数
を明記し、新たに J-TEST、NAT-TEST の受験者についても出願を認めることと
した。
また、日本語能力を測る試験結果の有効期限を 2 年から 3 年とし、有効期限前に受
験した者で、継続して日本に居住しているものや、日本の高等学校もしくは中等教育
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学校（後期課程）に 3 年以上在籍し、卒業した者や日本国内において 5 年以上の就学
期間がある者は、日本語能力を測る試験結果の提出を免除した。
○入試特別奨学金について
「一般入試（A 日程）
」において、
「数学」80 点以上の合格者全員最大 2 年間（長
期履修生 3 年間）の授業料を全額免除した。※2 年目以降の更新条件あり。
○広報戦略の再検討
「入試チーム」においては、入試実務の正確な理解と業務の実行、渉外チーム、メ
ディアチームに必要な情報の提供を行った。
「渉外チーム」は、引き続き高校訪問ならびに各種進学ガイダンス等での高校生と
の直接接触を集中的に行なった。高大連携協定校についても 37 校へ増加した。
また、12 件のキャンパス見学、23 件の模擬授業なども実施し、更に高校と連携を
深めるきっかけとなった。
キャンパス見学会での来学や出張授業や文化祭の演劇指導など、学園の強みを生か
した「大学・短大・専門学校の違い」の講演など他大学には出来ない連携イベントは
非常に好評であった。
受験生の保護者にも引き続き積極的にアプローチを試み、保護者を対象にしたキャ
ンパス見学会や模擬授業、保護者に向けての講演「保護者のための進学ガイダンス」
なども PTA 総会などで展開した。その他、今年度も 2 月に 10 名の先生方と新 3 年
生が全員参加（176 名）の大型キャンパス見学会を協定校に実施した。
幅広い高校から校内ガイダンスにも招かれるようになり、今年度は 169 件（2018
年度は 160 件、2017 年度は 153 件、2016 年度は 100 件）の校内ガイダンスにも参
加することができた。
「メディア・広報チーム」においては、
「就職に強い短
期大学」のコミュニケーションマークを制作し、イメー
ジの定着に努めた。
オープンキャンパスでの短期大学説明会においてはビ
ジネスに役立つ資格についての説明を追加、また、学生
が登場し学生生活などのプレゼンテーションを実施、高校生の興味関心を引き出す
ことができた。
オープンキャンパス特設サイト http://college.otemae.ac.jp/opencampus/では当
日のスケジュールや模擬授業の内容をわかりやすく公開し動員促進に努めた。
【その他】
（１）補助金（改革総合支援事業タイプ 1）獲得の継続
2016 年度より、種々の改善を行いタイプ 1 について継続獲得が実現できている。
2018 年度より補助金の採択条件が大きく変更され、新規に項目が追加されるなど
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ハードルの高い対応が迫られる中、可能な限りの改善を実現し、さらに次年度に向
けて対処した。
＜主な継続項目＞
・伊丹市との包括連携協定締結
・松谷化学工業からの受託研究による研究費の獲得継続
・伊丹市をテーマにした「ライフデザイン」における提案課題継続
・学生の学習時間実態把握
・公開講座の実施
・入学者の追跡調査等の実施
・科目等履修生制度での社会人学生の受け入れ実績

＜新規項目＞
・学生懇談会を実施し、学生の代表者出席のもとさまざまな意見を聴取し改善に向
けての検討を行った（3 つのポリシーの点検評価）
・授業アンケート集計結果・単位取得状況の公表（IR
機能強化）
・学外者が参加する FD の開催
・アセスメントポリシーの策定
・第三回外部評価部会開催
・卒業時のアンケート実施（予定）
（２）科研費獲得への努力
短期大学における科研費採択率は全体の数％と厳しい中、まずは申請実績を作るべ
く各教員の教員面談の際に個別に申請を促した。その結果、2017 年度１件、2018 年
度は 3 件の申請があり現在結果待ちの状況となっている。
まずは申請実績を増やすべく働きかけた結果、申請数は 1 件から 3 件と増加した。
なお、昨年に引き続き獲得に向けた申請書の研修会が実施され、申請への後押しとな
っている。採択へとつなげたい。なお、引き続き研究に必要な時間への配慮を求める
声への検討を継続したい。
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（３）リテンション率の向上
過去 5 年間のリテンション率は以下の通りである。
2018 年度のリテンション率は 1 年次終了時で 94.4％、2 年次終了時で 91.4％と前年
度同等、もしくは若干の改善を示した。特に 2 年次終了時の数値は上昇傾向を示して
おり、2018 年度は過去 5 年間で最も高い数値となった。
2015 年度より el-Campus による出欠管理の強化を行い、欠席者のデータ管理が定
着した。それによりフォーラム、ゼミ教員のきめ細かい指導が可能となっている。そ
の他、教育支援学生への対処を担任教員だけでなく、学生課やカウンセラーなどによ
る学生支援システムとの協力体制を強化して対処した。
入試の厳格化、就職志向の学生を募集する広報方針、就職に強い短期大学を標榜す
る授業体系への転換を行った成果が出てきたものと思われる。
年度

1 年次終了時

2 年次終了時

2018 年度

94.4％

91.4％

2017 年度

94.4％

90.0％

2016 年度

93.2％

86.8％

2015 年度

93.4％

85.1％

2014 年度

87.3％

86.1％

（４）地域・企業との連携強化
FD 委員会での地域貢献活動の内容も年々充実し、伊丹アピールプランでの地域に
密着した活動も定着している。本学の地域貢献に対する社会からの期待も大きくなっ
ている。新規の取組みも増え、地域に密着した活動は年々強固になり、かつ増加して
いる。
＜継続項目＞
・グンゼ開発株式会社との包括協定
・第 3 回外部評価部会を開催
・松谷化学工業からの受託研究を新規テーマで実施
・地域連携授業を「ライフデザイン」や「地域貢献演習」として開講
・伊丹市との包括協定締結
・伊丹市、松谷化学工業との産官学連携による新テーマで公開講座実施。
（12 月に
実施し、約 4 倍の競争率で参加者から好評を得る。今年は司会を学生が行い学習成
果を公表
・松谷化学からの受託研究を新テーマで実施。報告書の作成中
・外部評価員の委嘱および第 3 回外部評価部会を開催した。出席企業は、池田泉州
銀行・兵庫ダイハツ販売株式会社の 2 社
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・地域連携の授業を「ライフデザイン」や「地域貢献演習」として継続開講
＜新規項目＞
・ダンス部学生の高齢者施設訪問
・メイクゼミ学生による伊丹市高齢者施設でのアンチエイジング体験開催および記
事が神戸新聞に掲載
・コンソーシアムひょうご神戸への参画

（５）特別学生プログラムの充実
本学での行事・広報活動に主体的に参加する学生集団を奨学生で組織した体制を整
えようと昨年から検討を始めていたが、学生の選別やグループ化に関して、奨学金や
成績・資格では必ずしも適性と一致せず組織作りが滞っていた。
そこで日短協の研修会で報告された、学生主体の広報活動で大きな成果を出してい
る短大の事例を基に、大手前としての取り組みを実行することを決定し、本年 5 月よ
り「TOT」と名づけた学生スタッフの組織を本格的に立ち上げた。
まずは広報の観点からオープンキャンパスでの活動を目指し、部署を超えた職員チ
ームの設立と各フォーラムからの推薦学生で 20 名弱の学生スタッフを組織した。
オープンキャンパスへの参画に向けて指導や研修などを行い、その成果がオープン
キャンパスの実施において結実した。
組織化から半年後の 12 月に経過と成果が FD/SD セミナーにおいて報告された。
報告の中では成果だけでなく問題点もあったが、学生の率直な意見が聴取でき教職員
だけではわからなかった課題も明確となり、今後に向けての参考となった。
なお、他学の成功事例では 5 年計画といわれていたが、指導チームの努力と学生の
がんばりにより、半年足らずで「学生主体」の 12 月のクリスマスイベントを好評の
うちに実施することができた。
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（６）学生満足度の向上。
学生アンケートは 2017 年度より「ユニット自由選択制」の是非を問う項目から「コ
ース自由選択制をどう思うか」という質問に変わった。そしてアンケートの結果は、
「非常に良い」が昨年の 48.2%から本年は 53.2％に増加、
「良い」が 47.6%から 45.6％
に減少、合計では本年は 98.8％で、昨年の 95.8％から増加し、さらに「非常に良い」
という意見が増加するという結果となった。コース自由選択制の方針やカリキュラム
全体で厳格化した教育の質向上を学生が評価してくれたものと考えられる。
また「本学に満足しているか」では、
「満足している」と「まあまあ満足」を合わ
せて 88.1%から 88.7％へと上昇した。
自由記述では特に「コース自由選択制」で幅広い学びができることを称賛する意見
が多く、また本学の「就職に強い短大」を目指す方針を理解する学生が増え、就活関
連の取組みに満足している意見が目立っている。

４．栄養製菓学院
＜事業計画＞
2016 年度からスタートした C 棟校舎改築事業が 2019 年 1 月末にいよいよ完成を迎
える。2018 年度は、引き続き、整備工事対応に万全な体制を維持しながら、事業を継
続していく。また、大学健康栄養学部生も 2、3 年生の 2 学年が本キャンパスで学修す
ることとなる一方で、専門学校管理栄養学科生は最終年度となり、専門学校として最後
の国家試験にトライする。
① 大阪大手前キャンパスの新 C 棟完成
新 C 棟新築工事の継続に伴い、引き続き栄養学科 1 年生は、一部、仮講義室を利
用した講義や 5・6 限目の実験授業を行いながらの学修となるが、学生が安心安全に
学修できることを第 1 に考え、現在、仮のスペースに移転している図書室、研究室な
どの移転準備とともに、2018 年度事業の運営を行っていく。
一方、栄養学科の募集においては、早期に定員を充足しているが、さらに新校舎完
成による新たな講義室・図書室をアピールし、早期定員充足を目指す。また次年度募
集においては、夜間説明会を 2 回開催し、社会人や部活高校生の集客向上を図る。
② 教育力強化
・管理栄養学科ならびに栄養教諭課程：専門学校として最後の学年となり、担任教
員・栄養教諭研究室ならびに国試サポート室はじめ教職員一体となったサポートで
国家試験、教員採用試験にチャレンジし、管理栄養士養成施設・栄養教諭 2 種課程
の有終の美を飾る。
・栄養学科：栄養士実力認定試験、家庭料理技能検定において全国平均以上の成果
をあげ、実力の大手前栄養をアピールする。また 2017 年度から健康栄養学部生と
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合同で参加している大阪府、大阪市の食育イベントには、多くの参加依頼を受けて
おり、今後も食育活動を継続し、
学生のレベル向上と大手前栄養の PR につなげる。
・製菓学科：新たなカリキュラムの 1 年目であり、密度の濃い教育で基礎力の高い
即戦力人材育成を目指す。
＜取組状況＞
2018 年度は、大地震の発生や大型台風が襲来するなど関西地区にも自然災害が頻発
した年となったが、通学通勤に支障をきたしたり、休講となるなどの影響があったもの
の学生・教職員に被害もなく、学事予定どおり学修カリキュラムを終える予定である。
また、C 棟新築工事も順調に進み、予定通り 2019 年 1 月末完成引き渡しの運びとな
った。
【大阪大手前キャンパスの新 C 棟完成】
（１）工事状況
C 棟新築工事は、6 月の大阪府北部地震をはじめとした 7 月豪雨や 8 月の台風襲来
といった相次ぐ大規模自然災害にも関わらず、工事工程に大きな影響を及ぼすことな
く、予定どおり 2019 年 1 月末に完成引き渡しとなり、3 月 12 日（火）に竣工式が執
り行われた。
（２）運営状況
キャンパス近隣に設置した仮施設の図書室・閲覧室、学生ホールならびに仮講義室
について、昨年に引き続きいて継続運用を行い、また、5～6 限目を利用した実験授
業についても、事務室管理職・職員各 1 名がフォローを行い、特に問題が発生するこ
となく、学修を終了した。
C 棟１階にあらたに設置する図書室については、3 月初旬に仮図書室から移転作業
を行い、新年度 4 月より新たな大阪キャンパス図書館として再開する。

【教育力強化】
（１）管理栄養学科・栄養学科
○国家試験対策
昨年度からスケジュールが約 2 週間早まり
2018 年 3 月 4 日（日）に開催された第 32 回管理
栄養士国家試験は、合格発表も年度内の 3 月 30
日（金）に行われた。本学は、管理栄養学科新卒
82 名全員が受験し、76 名が合格、既卒合格者も
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15 名となり、総数 91 名の合格者を輩出し、2 年連続で大阪府内大学短大を含む管理
栄養士養成施設中合格者数第 1 位となった。
今年度は専門学校管理栄養学科最後の学年 90 名が、3 月 3 日の第 33 回管理栄養士
国家試験にトライした。3 月 29 日に合格発表が行われ、90 名中 82 名が合格し、合
格率 91.1％と 90％をクリアした。栄養学科既卒生も 55 名が受検し 19 名が、管理栄
養学科既卒生は 12 名が受検し 1 名が合格し、総勢 102 名の管理栄養士を輩出した。
○栄養士実力認定試験
2018 年 12 月 9 日（日）に全国 9,884 名が受験する栄養士養成施設協会主催の「栄
養士実力認定試験」に栄養学科 2 年生 80 名の学生が取り組んだ。
本校栄養学科生の平均点は 55.0 点と全国平均 50.2 点、専門学校平均 48.7 点を上
回り、A 認定についても 63 名（78.8％）と全国 A 認定基準 60％を凌駕する成績を修
めた。さらに全国 100 位以内を表彰する「優良賞」に 2 名の学生が入賞した。
○資格取得支援
・栄養教諭資格取得：2019 年採用は、既卒者 3 名が愛知・富山・兵庫県で採用試
験（栄養職員を含む）に合格、12 年連続採用試験合格を達成した。
なお、専門学校として 2005 年度に栄養教諭課程を設置し、2007 年度から毎年採
用試験合格者を輩出してきたが、来年度から栄養教諭課程を大学に一本化し、専門
学校栄養教諭 2 種課程は今年度で終了する。
・NR・サプリメントアドバイザー認定試験：2019 年 12 月に実施された認定試験
において、本学から卒業生を含む 8 名が受験し、管理栄養学科 4 年生 5 名が合格し
た。合格率は全国平均 53.5％を上回る 62.5%となり、また管理栄養学科生は、管理
栄養士資格との W ライセンスでキャリア形成に結びつける。
・家庭料理技能検定：検定前には、調理実習担当教員による補講を行い、調理ので
きる栄養士・管理栄養士育成をモットーに大学健康栄養学部生も併せて検定受験者
も増加している。今年度は、2 級団体部門において入賞常連校を抑え、見事、受験
者成績平均トップの文部科学大臣賞を獲得した。また第 2 回 3 級団体部門において
も、成績優秀団体賞を獲得した。

51

○退学率低減
夏期休暇前に先輩学生による前期試験対策を実施するなどサポート強化を行い、早
期退学防止を図った。次年度も引き続き担任教員とも連携を強化しながら、退学率低
減に向けて取り組んでいく。
なお、大学健康栄養学部への移行を行う管理栄養学科については、体調不良による
退学者が 1 名出たのみで、残る在校生全員が卒業「可」判定となった。
○大学 3 年次内部編入
大学健康栄養学部 3 年次内部編入試験については、内部編入のみの A 日程で栄養
学科から 15 名が受験し、7 名が合格、2 月の B 日程には 6 名が再チャレンジし、2
名が合格した。合格者は成績上位者で、編入後も国家試験に向け、学年の牽引者とな
ることを期待する。
○社会活動
・食育ボランティア
ボランティア部所属の学生が中心となって、大阪府・大阪市の食育イベントに継
続的にボランティア参加し、地域における食育普及活動を支援している。
2018 年度は 7 月に淀川区、11 月に港区、2 月に東住吉区、3 月には西成区が開
催する健康フェスタに健康栄養学部学生と合同で参加し、食育ボランティア活動を
実施し、社会貢献につなげている。

なおこの継続的な取り組みにより、本学ボランティア部が一般財団法人学生サポ
ートセンターが主催する 2018 年度「学生ボランティア団体助成事業」に採択され
た。全国で大学等 54 団体活動が採択された中、専門学校は本学だけという大変喜
ばしい結果となった。
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・マルシェ㈱とのメニュー共同開発
酔虎伝・八剣伝を経営するマルシェ㈱とのコラボメニュー開発に栄養学科 2 年生
が例年参画し、今年度「鶏肉を使った秋冬メニュー」に本学学生が提案したメニュ
ーが採用され、全国の八剣伝メニューに登場している。

（２）製菓学科
○新カリキュラムの推進
製菓衛生師養成施設として必要な実習時間 420 時間にさらに 430 時間の製菓実習
をプラスして、現場で役立つ実践力のある人材養成を
めざし、マンツーマンに近い指導をおこなうことで、
基礎力を強化する密度の濃い学修を実現している。
2 月 7 日には、卒業制作展が開催され、飴細工、チ
ョコレート、和菓子細工など 1 年間学んだ製菓技術を
作品に表現し、カリキュラムを終了した。
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● 財務の状況
【事業活動収支計算書】

（単位：千円）
年 度

科 目

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

（事業活動収入の部）
学生生徒等納付金

4,201,007

4,110,325

4,034,388

3,935,553

4,042,453

手数料

45,543

48,160

50,720

47,154

72,912

寄付金

47,417

5,165

16,064

5,055

897

325,557

249,980

289,217

303,869

316,236

66,060

68,794

70,676

64,844

65,698

経常費等補助金
教
育
活
動
収
支

付随事業収入
雑収入

23,155

28,697

26,741

28,326

46,252

4,708,739

4,511,122

4,487,806

4,384,802

4,544,448

人件費

2,502,069

2,465,699

2,483,753

2,492,040

2,498,100

教育研究経費

1,696,040

1,685,979

1,759,167

1,807,897

1,775,865

777,814

794,727

787,428

699,090

833,414

0

0

0

0

0

4,975,923

4,946,405

5,030,348

4,999,027

5,107,379

△ 267,184

△ 435,283

△ 542,543

△ 614,225

△ 562,931

95,262

98,012

65,599

66,493

76,698

0

0

0

0

0

95,262

98,012

65,599

66,493

76,698

6,853

4,793

2,968

3,494

5,324

0

0

0

0

0

6,853

4,793

2,968

3,494

5,324

教育活動収入計
（事業活動支出の部）

管理経費
徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額
（事業活動収入の部）
受取利息・配当金
教
育
活
動
外
収
支

その他の教育活動外収入
教育活動外収入計
（事業活動支出の部）
借入金等利息
その他の教育活動外支出
教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額

88,409

93,219

62,630

62,998

71,374

△ 178,775

△ 342,064

△ 479,912

△ 551,227

△ 491,556

721,377

（事業活動収入の部）
資産売却差額
特
別
収
支

その他の特別収入
特別収入計

273,178

19,988

18,845

35,233

13,971

10,933

17,196

82,420

13,227

287,149

30,921

36,041

117,652

734,605

21,536

84,620

198,421

331,657

61,135

0

0

0

0

0

21,536

84,620

198,421

331,657

61,135

265,613

△ 53,699

△ 162,381

△ 214,004

673,469

（事業活動支出の部）
資産処分差額
その他の特別支出
特別支出計
特別収支差額
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額

86,838

△ 395,764

△ 642,293

△ 765,232

181,913

△ 281,834

△ 671,891

△ 276,462

△ 566,466

△ 565,342

△ 194,996

△ 1,067,654

△ 918,755

△ 1,331,697

△ 383,429

△ 3,389,524

△ 3,584,520

△ 4,652,175

△ 5,398,227

△ 6,729,924

0

0

172,703

0

0

△ 3,584,520

△ 4,652,175

△ 5,398,227

△ 6,729,924

△ 7,113,353

事業活動収入計

5,091,150

4,640,055

4,589,445

4,568,947

5,355,751

事業活動支出計

5,004,312

5,035,818

5,231,738

5,334,178

5,173,838

前年度繰越収支差額
基本金取崩額
翌年度繰越収支差額
（参考）
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【貸借対照表】

（単位：千円）
年 度

科 目

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

37,022,032

37,041,385

36,920,349

36,685,527

36,892,020

29,016,313

29,155,085

28,833,231

28,872,561

30,613,635

26,753,272

26,807,796

26,538,829

26,325,180

28,018,837

724,083

787,421

679,235

660,936

949,374

1,534,303

1,556,477

1,572,540

1,593,068

1,636,616

（資産の部）
固定資産
有形固定資産
土地・建物・建物附属設備・構築物
機器備品
図書
その他

4,655

3,391

42,627

293,376

8,808

特定資産

6,533,281

6,753,901

6,787,240

6,596,764

5,303,139

その他の固定資産

1,472,438

1,132,399

1,299,878

1,216,202

975,246

2,844,632

2,299,685

1,927,379

1,672,888

3,579,336

39,866,664

39,341,070

38,847,728

38,358,415

40,471,356

970,760

925,955

1,107,293

1,309,956

3,011,241

297,993

215,510

365,040

584,570

1,190,100
1,096,532

流動資産
資産の部合計
（負債の部）
固定負債
長期借入金
長期前受金他

2,883

2,552

1,000

800

669,884

707,893

741,253

724,586

724,609

流動負債

1,086,928

1,001,902

969,516

1,042,771

1,272,515

負債の部合計

2,057,688

1,927,858

2,076,809

2,352,727

4,283,756

退職給与引当金

（純資産の部）
基本金

41,393,496

42,065,387

42,169,146

42,735,611

43,300,953

△ 3,584,520

△ 4,652,175

△ 5,398,227

△ 6,729,924

△ 7,113,353

純資産の部合計

37,808,976

37,413,212

36,770,919

36,005,688

36,187,601

負債及び純資産の部合計

39,866,664

39,341,070

38,847,728

38,358,415

40,471,356

繰越収支差額

注．基本金は、学校法人の諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持するものとして
注．事業活動収入のうちから組み入れした額とします。（学校法人会計基準<文部省令第１８号>）
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【事業活動収入・支出割合】
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【事業活動収入（推移）】

【事業活動支出・基本金組入額（推移）】
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【資産（推移）】

【負債及び純資産（推移）】
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2018 年度
学校法人

事業報告書

大手前学園

〒540-0008

大阪府大阪市中央区大手前 2-1-88

大手前大学
〒662-8552

兵庫県西宮市御茶家所町 6-42

〒664-0861

兵庫県伊丹市稲野町 2-2-2

〒540-0008

大阪府大阪市中央区大手前 2-1-88

大手前短期大学
〒664-0861

兵庫県伊丹市稲野町 2-2-2

大手前栄養製菓学院
〒540-0008

大阪府大阪市中央区大手前 2-1-88

