この授業を受講する日本人学生には半

職員の皆さんも︑ＬＥＯ英語実践プロ

延べ１４００名が中心になるでしょう︒

しているＬＥＯ英語実践プログラムの

このグローバル化の例外ではありませ

代になりました︒我々の大学業界も︑

な展開なしに考えることはできない時

今やビジネスの世界ではグローバル

前後に受講でき︑半年間のトレーニン

ジメントの授業がインターンシップの

リダ大学の協力により︑サービスマネ

プ・プログラムも︑セントラル・フロ

ィ ズ ニ ー ワ ー ル ド・イ ン タ ー ン シ ッ

です︒

イーツ学として全学的に取り組む予定

研究︑製造︑販売を一貫して学べるス

て日本で初めて︑スイーツの商品開発

ツ・ラボ﹂が完成の予定で︑大学とし

阪のナレッジキャピタル内に﹁スイー

大手前大学・大手前短期大学は
年〜１年の留学経験をさせる予定です︒

ん︒本学もこのグローバリゼーション

グを経て本学に戻り所定の単位を取得

また４月末には︑グランフロント大

グラムを受けてくれています︒

現在 校ある海外提携校を本年度中に
校に増やしていき︑これらの大学と

の波に先んじて日本企業のグローバル

すれば︑ホスピタリティ・マネジメン

の交換留学を進めます︒アメリカのデ

化に貢献できる人材教育を目的とする

トのメジャーが与えられます︒

創立 周年にあたる２０１６年ごろに

今申したことを通じ︑来るべき大学

英語による専門科目の授業であるＧＪ

いのです︒本当の意味

で新しいスイーツが待

ち望まれているのです︒

それは消費者の立場の

みならず︑生産者の立

場においても技術革新

と優秀な人材の育成に

必要な課題でもありま

す︒日本では食料の基

礎研究は︑公的研究機

関で行い︑主に食品材

料の研究開発は︑大手

食品企業の理系の優秀

な人材によって行われ

し﹁素材﹂としての新

発力を持った人材が必

での開発には︑商品開

ています︒このことは︑

はインターナショナル・リベラルアー

︶を
Global Japan Studies Program

今申したＧＪＳ︑ディズニーワール

Ｓ︵

ツカレッジと呼ばれる大学であってほ

しいものは︑なかなか

これからも推奨される
しいと思っています︒

コンセプトに基づくス

して︑社会で活躍するに足る質を保証

となって取り組む︒学力を的確に評価

アーツ型カレッジの理想へと着実に踏

慮深い判断力の育成﹂というリベラル

成を図り︑
﹁学習能力の涵養と健全で思

判的思考力や課題発見・解決能力の育

常に挑戦を続けてきた大手前大学は︑

ップ・プログラムなども始まります︒

のディズニーワールド・インターンシ

換留学︑セントラル・フロリダ大学と

広がり︑パリ国立高等美術学校との交

の交流提携の大学も欧米︑東アジアと

どを英語で学ぶことができます︒海外

本文化論︑マンガ・アニメーションな

ャンルで学ぶ体系にあ

門領域まで︑多様なジ

基礎から応用そして専

ホスピタリティーなど︑

営・マーケティング︑

ート
︵工 芸 技 術︶
︑経

インや造形︑色彩やア

成︑歴史や文化︑デザ

工・製 品 開 発 力 の 育

術︶
の 研 究︑食 品 加

も

す︒スイーツは和洋と

出てこないのが現状で

でまいります︒

ツ学の普及に取り組ん

し︑この基地でスイー

要です︒今ここが一番︑

するグランド・デザインを昨年３月に

み出しています︒全学生が参加するプ

さらに今新たな一歩︑いや数歩を踏み

これを学生本位の視点で教職員が一体

ーツ学とは︑お菓子を

作るという意味の﹁製

菓﹂を超えた︑新しい

分野の学術領域の表現

として提唱しました︒

製菓技術の習得はむし

ろ︑専門学校で多くの

演習を受けることで足

域の力のすべてを結集

手前学園のスイーツ領

ーツ・ラボ﹂です︒大

信基地としての﹁スイ

が︑スイーツの情報発

をめざして設立したの

ともに︑社会への貢献

こうした人材育成と

けです︒

の育成が必要というわ

する〝スペシャリスト〟

つまり︑スイーツに関

が必要になってきます︒

収集力︑創造性や感性

の豊富な経験と情報の

で な く〝も の づ く り〟

には︑机上の知識だけ

この能力を身に付ける

不足しているのです︒

策定しています︒

レゼンテーション大会はその成果の一

出そうとしています︒私もまた新任の

いますので、どうぞ

今春誕生します︒スイ

まず教育の充実︒学内のＦＤ活動を

つです︒特筆すべきは２００名に及ぶ

熟 し︑現 在 の 菓 子 の

た︒つまり現在のスイ

2面にて「スイーツ・

の

活発にし︑教員の相互授業見学を実施︑

一般人からなる教育ボランティア制度

﹁生地﹂の完成をみまし

ーツは︑その時代から

大きく抜け出せていな

な分野での活躍が期待

生活の中でスイーツ

されています︒

１９

︶を
Global Japan Studies Program

コメントの応酬を通して教育力のアッ

るのです︒したがって︑

３面にて﹁大手前大学創立 周年に向け
て︱大学改革︱﹂を取り上げていますの
で︑どうぞご覧ください︒

ラボ」を取り上げて

〜 世紀にほぼ成
プを図る︒出席率も考慮した学生の授

将来の就職業種も多彩

グラムは︑少人数クラスを多数揃え︑

な取り組みです︒ＬＥＯ英語実践プロ

ついで﹁グローバル教育﹂への果敢

ます︒

学長として︑教職員の方々とともに︑

﹁スイーツ・ラボ﹂が︑

イーツの情報発信基地

の話題が取り上げられ

ド・インターンシップ・プログラムな

ります︒大学における

ないことがないほど︑

どの受講対象者は︑大短の学生が受講

スイーツ学の本質とは︑

２０１２年︑大手前

始めます︒学長はじめ︑安藤先生を中

在学生の登録者は全学生の４割にも上

単なる技術の習得に留

大学に日本で初めて

心に準備を進めてもらっていますが︑

ります︒全科目を英語で講義するＧＪ

ま ら ず︑技 術
︵科 学 技

べきでしょう︒しかし︑

業アンケートは︑その理解度や開発能

Ｓ︵

素材の研究や商品化ま

力を問うて学生の自覚を促し︑学生の

２０１３年度開始︑日本ビジネスや日

日本のスイーツ市場は

大手前大学は理想の教育をリベラル

率直な意見を汲み取って授業に活かす︒

過熱しています︒しか

アーツに置き︑以来常に大胆な改革を

学生のポートフォリオを作成︑さらに

設され︑いよいよその

行ってきました︒学生に﹁社会人基礎

﹁スイーツ学専攻﹂が開

力﹂をつけさせ︑学生自ら﹁創る専門

大手前大学
総合文化学部・スイーツ学専攻 教授

その先頭に立ちたいと願っています︒

あすにはばたけ

大手前ウインズ http://www.otemae.ac.jp/

大手前翼

性﹂を育むリベラルアーツカレッジ︑

などを基
Creativity, Logical Thinking
教育を実施して︑批
幹とする C-PLATS

博司

松井

１２

で大学の活性化の大きな力となってい

大手前大 学 の 挑 戦
│大学改革のめざすもの│

ご覧ください。

１８

グロー バ ル 化 へ
２０

うめきた「Sweets Lab」で、
スイーツ学の発信をめざして
50

理事長・総長
大手前大学 学長

５０

有
福井
隆雄
柏木
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プン
「ナレッジキャピタル」に オー

ボ

ナレッジキャピタルとは？

今春、話題の新スポット、グランフロント大阪の中核施設となる
ナレッジキャピタルに、大学・短期大学・専門学校を通じて製菓教
育を展開する大手前学園が、その総力を結集し、スイーツの新たな
価値創造をめざし「スイーツ・ラボ」をオープンします。今までに
ないスイーツを研究・開発・販売するユニークな教育機関「スイー
ツ・ラボ」の全貌をいち早くお届けします！

スイーツ・ラボ
とは？

スイーツのさまざまなプレーヤーが集う場所
スイーツ研究拠点として、スイーツ研究員を育成します。
大手前短期大学
製菓マネジメント

歴史・文化・経営・
材料・技術を学ぶ

カフェ＆ティー・
製パン・食文化

品やサービスを生み出す「新しい価値の発信
基地」です。人材を育て、ビジネスを生み、
文化や国際交流を促進する新たな機関です。

プロ･セミプロの技術向上、研究の場と
して、初心者が基礎から学ぶ場として、
夜間レッスンを利用して仕事との両立な
ど、それぞれの目的とニーズに合
わせた多彩なカリキュラムを準
備。自分の学びたいことを、
自分のライフスタイルに合わ
せて学ぶことができます。
学び

大きなテーマは「新しいスイーツの情報を発信！」

大手前大学
スイーツ学

行政機関、企業や研究者、クリエイターら、
分野を超えた才能が協業して今までにない商

ラボ

ターゲットはスイーツが好き、
興味あるすべての人たち！
産官学連携の場として新しい街づくりに取り組む「ナレッ
ジキャピタル」
。大手前学園は、スイーツ業界の代表として
このプロジェクトに参加。新しいスイーツビジネスの創出、
文化の発信をめざし、スイーツで社会貢献を！という思いか
ら「スイーツ・ラボ」が誕生しました。プロの研究の場であ

ギャラリー

スタジオ

情報発信

交流

り、市場調査や発表会など業界とのコラボの場であり、ファ
ミリーでも楽しめる空間でありたい。そしてスイーツを多く

大手前栄養学院
管理栄養学
食品衛生

大手前製菓学院
製菓学科

ヘルシースイーツ
食品加工

製菓技術・技能
カフェ運営

の人に知ってもらいたい！ まだまだ新しいスイーツ学の体
系化をめざします。

スイーツ学
とは？

新しい材料や道具などを実際に見て、
使い方が学べるミュージアム的なスペ
ース。購入することもできます。また
スイーツ販売（テイクアウト）も。

実技はもちろん、歴史・文化・マーケテ
ィングなど、スイーツをトータルで研究
し、そして楽しむ新たな学問です。

趣味を極めたい人から現役パティシエの

就 職 し て10年。独 立 を

スキルアップまで幅広いコースラインナッ

意識し始めました。一定

5月

プ。研究テーマ別に細かなクラス制だから、
あなたのやりたいが見つかり、効率的に学

メニューになる新商品開

お菓子やパンが作れるよ
うになりたい。仕事がシ

自分の力を試してみたい！という方は「スイ

フト制で不規則だから、

ーツ研究員」をめざしませんか。将来的に開

お菓子作りが大好き！
でもスイーツを仕事にす

他業種へ就職。将来は、

るつもりはなく、ただ大

自分で作ったスイーツを

決まった曜日に通うのが

好きなお菓子作りをとこ

出せるカフェを開きた

難しいけれど…。

とん楽しみたい。

い。ブランクもあるので
学び直して、カフェ経営

ラリーでのオリジナルスイーツ販売や、企画

32歳・販売職

参加などで活躍いただくチャンスも。

月の
カ月間は﹁ヨーロッパフェア﹂を開催します

オープニングイベント 開催！

月から

5月
テーマ

38歳・主婦

製菓の専門学校卒業後、

催予定のオーディションで合格すると、ギャ

3

教室を開くのが夢。

発を学びたい！

セミ･プロ、一般の方で、スイーツの世界で

7

再開したい。いつか自宅

29歳・パティシエ

めざせスイーツ研究員！

講座紹介

好きだったお菓子作りを

ので、最新の技術や看板

ってスキルアップ！

5

子どもが小学生になり、
時間にゆとりが出たので、

レベルの製菓技術はある

レッスン開講！

べます。上手に組み合わせて、目標に向か

企業コラボや発表会、セミナー・ワ
ークショップなどを、サロン形式やイ
ベントとして行うなど、多目的情報発
信・交流スペースの場です。

初級レベル

フランス菓子

M.O.F（国家最優秀職人賞）受
賞のフランス人講師を招き、フ
ランス菓子の紹介やデモを行い
ます。

25歳・会社員

の知識も学びたい。

☆

・お菓子基礎コース
・おうちパティシエ★コース
・パン基礎コース

中級レベル

☆☆

・スイーツデコレーション
・ヘルシー＆ベジタブル スイーツ

上級レベル

☆☆☆

・天然酵母パンコース
・工芸技術コース
（チョコレート・飴細工）

コース

・生地研究コース

・カフェコース

＊上記は一部抜粋です。詳細はお問い合わせください。
＊各コースの受講料、期間、開催日程はお問い合わせください。目的に合ったコースは体験レッスンでご相談ください。

大手前学園グループの取り組み

ウィーン菓子

6月
テーマ

日本一の三大ピラミッド

大学

日本一企画を終えて

専門学校

オーストリアマイスター資格取
得・ペーター・ミラウツ氏を招
き、ウィーン菓子＆マジパンを
紹介。

7月
テーマ

ポーランド菓子

最近、注目度の高い東欧・ポー
ランドの菓子を紹介予定。
※写真はイメージです

短大

大手前製菓学院専門学校の名物「お菓子の日本一
企画」
。1998年にスタートし、2012年に15回目を迎
えました。毎回テーマを決め、お菓子を素材とした
巨大オブジェを制作するというもので、15周年を記
念して大手前大学・短期大学を含めた学園全体の力

お問い合わせ・受講お申し込みは

30歳・OL

TEL：0120-811-277
10:00〜19:00

を結集し、大阪・夙川・伊丹の3キャンパスに「ギザ
の3大ピラミッド」を制作しました。

（職種：受付事務、販売実習サポート）
詳細はWebサイトをご覧ください。
【アルバイト募集!】現在、スイーツ・ラボではアルバイトを募集しています。

「スイーツ・ラボ」オープン間近と
いうこともあり、今回の日本一企画
は、初めて大手前学園グループの総
力を結集し、取り組みました。完成
後、学生が作品を見るために、お互
いのキャンパスを行き来するなど交
流が生まれ、3つのキャンパスがひと
つとなりました。
ピラミッドは小さいパーツが集まっ
た集合体ですが、学生一人ひとりが
力を合わせて作っていく作業にはもっ
てこい。また同じものを何回も作るこ
とで技能も確認でき、ものづくりのト
レーニングにもなるのです。
日本一企画プロジェクトリーダー
松井博司 教授

型学修の教育体系を構 理的思考︑分析力︑創造力︑計画力︶
︑

任︑チームワーク︶
︑思考基盤能力
︵論

本学はリベラルアーツ型大学として の 能 力 と は︑社 会 基 盤 能 力
︵社 会 的 責
＋

能 力 開 発 シ ス テ ム︑及 び
C-PLATS
築し︑学生が能動的に思考・行動して 行動基盤能力
︵コミュニケーション︑プ
困難な問題を解決していく能力基盤を レゼンテーション︑リーダーシップ︑行
本学は問題解決能力を養成するため

養成しています︒リベラルアーツ大学 動力︶
です︒
は社会を先導するリーダーを養成する
大学です︒一般の大学では専門分野の に従来型の一方的講義を止め︑

Problem Based Learning

型学修へ変革しました︒

型学修とは

知識や技術を学びますが︑リベラルア 型学修＋
ーツ大学では学生が将来どのような分
基本的能力を修得します︒
ての授業において︑学生は与えられた

野に進もうともその社会を先導できる の略でまさに問題解決型学修です︒全
それでは社会を先導するリーダーに 課題について調査・分析し︑自分の考
求められるのはどのような能力でしょ えを授業で発表します︒そしてお互い
うか︒それは問題解決能力です︒社会 に考えをぶつけ合って議論することに
はその目的や目標に向けて構成員が協 より︑学生相互が教え学び合うのです︒

供するプログラムとして準備されました︒

いから学び合うことのできる教育環境を提

間関係を作り上げるスキルを持った人間で が互いの共通言語として英語を使う︑いわ が︑教室内はもちろん課外においても︑互

あ る︒
﹂と も 言 え ま す︒
〝 Think globally andばネイティブスピーカーの存在しない英語
〟という言葉に端的に表現されて 圏社会が急速に世界を覆い尽くそうとして
act locally

想し︑しかし自らの生きる﹁現場﹂で地に 要があるのではないでしょうか︒

数開講され︑学生にとっては︑同じタイト

いるように︑地球共同体の視点を持ち︑発 いる現状認識を︑今︑私たちは共有する必 ２０１３年からは本格的にＧＪＳ科目が複

年前から﹁ＬＥＯ﹂という愛称で親 いう選択が可能となります︒更に︑海外提

本学ではこうした時代の到来を予測し︑ ルの科目を︑日本語あるいは英語で学ぶと

教育環境の整備は︑今︑大学教育に課せら 既に

ついた活動をすることのできる人材が育つ

を開設し︑英語を英語で学ぶ授業を４段階 双方の学位を取得するダブルディグリー制

れた最も重要な使命であると私たちは考え しまれる英語コミュニケーションプログラム 携大学との協定により︑大手前と海外大学

このグローバル人材にとって︑必要不可欠 の習熟度レベルに分けて毎日開講してきま 度も現実のものとなってきています︒また︑

ています︒

開放されたプログラムは︑毎年延べ１７００ リにある世界有数の美術高等教育機関﹁エ

プログラムを開始するほか︑フランス・パ

ィズニー・ワールド﹂でのインターンシップ

より︑アメリカ・フロリダの﹁ウォルト・デ

なコミュニケーションの道具として︑英語教 した︒大学︑短大︑そして社会人まで広く 本学とセントラルフロリダ大学との協定に

大手前におけるグローバル教育
世紀︑瞬時に情報が地球規模で伝達さ 育の役割はその重要性を増しています︒

れ︑国際関係がめまぐるしく移り変わる世 世紀後半までは︑英語はあくまでも﹁重要 名が受講する英語教育として成長してきて コール・デ・ボザール・ド・パリ﹂と９月よ

界の中で生きる︑新しい世代の人間を育て な外国語﹂という認識が一般的でした︒しか います︒更にＬＥＯの成長の中から一般教養 り︑学生の交換留学を開始いたします︒大

る教育は︑かつてなかったほどに重要な役 し︑近年加速する情報・文化・経済圏の拡 科目を英語で学ぶ講義の必要性が俎上にの 学教育の現場における国際化を更に推進す

のプロジェクトとしてチームで

型学修における教員の役割は知

名が参加。キャリアカ

働しています︒目標を達成するために

割を担っていると言えると思います︒こう 充により︑英語は﹁世界の共通語﹂として ぼるようになり︑昨年よりグローバル人材 るために︑私たちは今後とも︑こうした様々

した時代に必要とされる人間をグローバル の地位を確立したと言えます︒これまでの の育成を念頭におきながら試験的に始動し な取り組みを実施し︑より地に足のついた

人材と呼ぶならば︑それは﹁国境や文化の ように︑英語教育を外国語教育の一部とし たプログラムが﹁グローバル日本学プログ グローバル教育を実現していきたいと考え

壁を超えて︑互いの違いから学びあうこと て︑あるいは同列に語ることはすでに時代 ラム﹂通称ＧＪＳです︒主として﹁日本﹂に ております︒

安藤 幸一

総合文化学部教授／国際交流センター長

でした。目標が明確で、ひとつ

自 ら 考え
行 動する人材を 養 成

のできる精神の柔軟性と︑それを保証する の趨勢からの乖離を意味するとさえ言えま 関わる講義を英語で学ぶ科目群によって構

います。実践教育のよさを感じ

コミュニケーション能力︑そして生産的な人 す︒なによりも︑英語を母語としない人々 成され︑日本人学生と世界中からの留学生

教育ボランティア37

と解決していかなければなりません︒ の助言を行い︑議論を活発化させて学

目がキラキラと、そしてとても

は障害となる困難な問題を次から次へ 識の詰め込みではなく︑学生の学修へ

では、発表している学生たちの

その解決策に正解というものはありま 修への意欲と能力を引き出すことにあ

田畑芳彦氏

教育ボランティア

宮お菓子プロジェクトの発表会

教育ボランティア。

本学は学生に﹁広く一般から認 ﹁私のキャリアデザイン﹂発表を聴
められる就業力﹂を身に付けさせ き︑アドバイスをいただくだけで

りしている人が多いですね。西

面です。左端の女性が

せん︒正解がない問題を解決するには るのです︒

Self Directed Learning

ョン後のアドバイス場

このような問題解決型学修は必然的
型学修
︵

上のｅ ポートフォ
el-Campus
ザインとして定め︑実施中です︒ リオにコメントを入力していただ

る全学的な取り組みをグランドデ なく︑

の学生たち。

単なる知識ではなく︑知識や情報を融
合させて新たな価値を生み出す能力が に
必要となります︒吉田松陰も述べてい 自己主導型学修︶
となります︒受け身の

教育改善充実事業﹂として︑文科 非常に熱心に︑学生たちへのキャ

これは﹁産業界ニーズに対応した いています︒教育ボランティアは

ス場面。奥は順番待ち

るように﹁博聞強記﹂
︵記憶力が良い物 学修ではなく︑自ら能動的に学修しま

１５

写真は1対1のアドバイ

ることができる﹁実材実能﹂の人材が 能動的に課題を発見し自律的に解決策

ア63名が参加しました。

知り︶
ではなく︑実際に物事をやり遂げ す︒この学修を積み重ねると︑学生は

ました。

た。写真は面接後のアドバイス。教育ボランティアと

て体験されたのではないかと思

を行っていただきまし

ことの喜びや楽しさを身をもっ

目的としたアドバイス

エイティブに物事を成し遂げる

て面接への動き出しを

たのではないでしょうか。クリ

勇気づけ、自信を持っ

取り組むといった体験がよかっ

ウンセラーの立場から

生き生きとしていたのが印象的

短大・面接練習会（2013年2月）

分の進みたい道や志望がはっき

風景。プレゼンテーシ

大手前生は、皆それぞれに自

た。写真は1年生の授業

省の補助金を受けています︒特長 リアアドバイスを行ってくださり︑

ィア103名が参加しまし

の一つが教育改革の取り組みと成 学生たちにとっては大きな励まし︑

全体で13日間のプロ

必要なのです︒本学ではその問題解決 を提案するようになります︒本学では

グラムに教育ボランテ

果を︑豊富な社会経験をお持ちの また気づきの場となっています︒

（2012年12月〜2013年1月）

株式会社クボタ常務取締役を経て、
系列会社会長に就任。2012年退
職。イギリスに6年半、アメリカに
5年半駐在のほか、アジア欧州を中
心に、50カ国に出張するなど海外
事情に精通。豊富な海外経験を元
に実業界からのアドバイスをいた
だいています。

大学1・２年キャリアデザインⅡ・Ⅲ授業

うもの﹂という原点に立ち︑学生が主

本学体育館で実施し、

S
D
L

︵コン ﹁学びというのは学生自身が能動的に行
能力を３つの基盤能力と の能力
能力
C-PLATS

２０

4日間で教育ボランティ

S
D
L

開発システムを構築しました︒それら 役の学びを具現しているのです︒

学生がふり返り中、後方で学生が見学。

本学のグランドデザインおよび
教育ボランティア
社会人の目から評価・助言してい 学生の発表場面の映像などがｅ ポ
入です︒これまでに卒業生︑企業 り︑自ら成長している姿を目で確

ただく﹁教育ボランティア﹂の導 ートフォリオとして蓄積されてお
経営者・人事研修担当者︑キャリ 認して︑ふり返り︑自信を持って
アカウンセラーなど１８４名に登 もらうことが狙いです︒このよう
年度は延べ人 な取り組みは国内の他学ではほと
数で２００名以上の方々が授業・ んど例がなく︑本学の大きな強み
就業力育成支援室長

面接練習会などのプログラムに参 になっていくことが期待されます︒
加し︑学生との交流を行いました︒

正田

浩三

特に大学１・２年次生の授業では

大学1年向けキャリア相談会（2012年12月）

P
B
L

直哉
芦原

大学改革

P
B
L
P
B
L
S
D
L

2016年、大手前大学は創立50周年を迎え
ます。50周年の記念の節目に向けて、大手前
大学はさらに進化を続けてまいります。新し
い大手前大学に、どうぞご期待ください。

創立50周年に向けて

P
B
L
ピテンシー︶
に体系化した

大手前大学 副学長／
キャリアセンター部長

教育ボランティアに
インタビュー
主なプログラム

１０

２１

録していただき︑

２４
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で 行われたイベントや、学生の皆さんの活躍をご紹介します。
2013年

午前・午後の2部制で、約800名の方に
ご観賞いただきました

830名の方にご観賞いただきました
テレビ・新聞等、メディアか
らの注目も高く、数々の取材
もしていただきました

2012年1月17日
13：00・18：00（2部公演）
ピッコロシアター（尼崎市）

多くの感動を呼び︑ 年連続上演！
震災復興支援ミュージカル
﹁あの空をこえて﹂

2013年3月7日 14:00
西宮市民会館アミティホール(西宮市)

2

2012年

2

2012年10月6日〜21日
大手前アートセンターにて
「あした天気になぁれ！ちばて
つや展」が開催され、原画50
点、少年マガジンやコミック
等350点を中心に、懐かしい
作品が数多く展示されました。
初日には、国際教養大学准教
授のアシュモー氏による講演
や、ち ば て つ や 氏 と モ ン キ
ー・パンチ氏によるトークシ
ョーも開催。また期間中、東
日本大震災で大津波により甚
大な被害を受けた「石ノ森萬
画館
（宮城県石巻市）
復興支援
スペシャルチャリティーオー
クション」も実施されました。

2012年6月に行われた第35回全
国女子大学ゴルフ対抗戦において、
本学ゴルフ部女子が見事優勝を飾り、
大 学日本 一となりました。これは
2009年に続く2度目の優勝で、大会
の結果、9月に行われた日米大学対抗
ゴルフ選手権の出場権も獲得。この
活躍で、同部員たちは西宮市長に優
勝報告を行ったほか、先日はNHKの
番組にもゲスト出演するなど、数々
のメディアの取材も受けました。
日頃の練習の成果が日本一という
素晴らしい結果につながりました。
今後も本学ゴルフ部の活躍にご期待
ください！

第35回全国女子大学ゴルフ対抗戦
主催：日本学生ゴルフ連盟
会場：北海道オークウッドゴルフクラブ
出場校：10大学

5

西宮市産学官民連携事業

災害復興支援事業

西宮お菓子プロジェクト

石巻市の
児童公園予定地に
東屋を建設

「スイーツ学」を学ぶ学生が西宮菓子工業組合加盟
の6店舗と共に、商品化をめざして「日本酒をとりま
くお菓子」を開発するという2年にわたるプロジェク
ト。PBL授業の一環として2011年にスタートし、翌
年春に「アイデア発表会」を開催。秋の「西宮和菓
子まつり」での試食会・アンケートの実施を経て、
学生たちのアイデアがもりこまれた新作菓子が誕生
しました。すでに店頭に並んでいるものもあり、順次
販売されていくことに期待が高まります。

☆西宮菓子工業組合からの参画店舗
（50音順） あおやま菓匠、御菓子
司 君栄堂、株式会社 髙山堂、谷矢
製餡 株式会社、有限会社 成田家、
御菓子司 大和

2012年9月15日に、西宮市全域を舞台に様々な催しが繰り
広げられる「西宮まちたび博2012」のオープニングセレモニ

大手前大学メディア・芸術学
部建築・インテリア専攻の井之
上節朗准教授と本学学生が中心
となって制作していた東屋が、
全国から集まったボランティア
大学生41名の協力を得て、宮城
県石巻市の児童公園OPEN予定
地に完成。関西の輸入木材企業
にご提供いただいた端材を利用
し、本学にて部材の制作を行い、

ーが本学で開催されました。またそのオープニングイベントと
して、
「HAPPY CREATORたかいよしかずの仕事とみやたん

現地で組み立てを行いました。
現地では、今でも子どもたちが

の宝もの展」が、9月15日より30日の期間で、大手前アート
センターで開催されました。西宮市在住のクリエーター・たか

安心して遊べる公園が不足して
います。今後もこの活動は継続

いよしかず氏のこれまでの作品展示を中心に、サイン会やワー

されていく予定です。一人でも

クショップなどのイベントも行われ、来場者数は約3000人
（過
去最高）
と期間中は大いに盛り上がりました。

多くの卒業生・在学生・教職員
の方々のご協力をお願いします。

「西宮まちたび博2012」オープニングセレモニー

「HAPPY CREATORたかいよしかずの
仕事とみやたんの宝もの展」
西宮市の一大イベントが本学で開催されました
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●おけいはん

な経験がたくさんできて、とても楽しいで
す。毎日とにかくチャレンジの連続。皆さ
んに親しみを持ってもらえるような〝おけ
いはん〟になるのが目標です」と語る畦田
さんは、学校生活では友達と過ごす時間が
一番好きなのだとか。春からは2年生。お仕
事と大学生活の両立、頑張ってください！
京阪電気鉄道
︵京阪電車︶
のイメージキャラ
クター︒2000年に始まり︑現在
︵2012
年 月〜︶は 代目︒また 代目は︑初の公
募により選ばれた︒

たかったので、専攻があり、それ以外にも
興味あることを学ぶことができる、大手前
大のメディア・芸術学部を志望。より舞台
に興味が出てきたので、2年生からは演劇の
授業を受講してみたいのだそう。
「まさか自分が選ばれるとは思ってなかっ
たのでびっくり！ 最終選考会はとにかく
楽しもうと思って臨みました。決まった時
は、応援してくれた友人からたくさんのお
祝いメールが届き、先生も抱き合って喜ん
でくれました」と、振り返ります。
「おけい
はんになってからは、ふだんできないよう

代目﹁おけいはん﹂として活躍中！

メディア・芸術学部の卒業
制作展が30周年を迎えるのを
記念し、マンガ家・里中満智
子さんをお迎えして、記念ト
ークショーを開催。本学 メデ
ィア・芸術学部の加藤一彦
（モ
ンキー・パンチ）
客員教授、倉
田よしみ教授
（司会進行）、総
合文化学部・尾﨑耕司准教授
も出演し「歴史マンガを語ろ
う」をテーマに盛り上がりま
した。

初の一般公募となった「5代目おけいは
ん」に、本学メディア・芸術学部2年生の畦
田ひとみさんが見事選ばれました。以前か
ら芸能界に興味を持っていた畦田さん。演
劇に興味があり、舞台について幅広く学び

メディア・芸術学部２年生 畦田ひとみさん

2013年2月11日

シアターは感動の渦に包まれま
した。18年前の阪神淡路大震災で
大きな被害を受けた本学。当時の在校
生の手によって地域を巻き込んで行われた復
興祭をモチーフとした震災復興支援ミュージカル「あの空を
こえて」が、18名の学生の出演によって上演されたのです。
短大60周年記念事業の一環として、音楽演奏・舞台美術も
学生が中心となった学園挙げてのイベントで、鑑賞料は前年
の東日本大震災の復興支援に寄付と、意義あるものとなりま
した。
今年は昨年の好評を受け、西宮市、西宮市文化振興財団
の協力のもと、文化庁の「地域発・文化芸術創造発信イニシ
アチブ」事業として衣替え、3月7日に西宮市民会館アミテ
ィホールにて再演しました。連日の稽古を乗り越えてきた17
名の熱演が、830名の観客に大きな感動を与え、好評のうち
に終えることができました。会場入り口では、出演学生の東
日本大震災への募金の呼びかけに、多くの方々にご協力いた
だき、早速その志を被災地にお届けしました。

大手前大生、各方面で活躍中！

大手前大学主催のイベントピックアップ！
マンガ家・里中満智子さんをゲストに
トークショー

大手前
大学

●大手前大学ゴルフ部
多くのプロゴルファーを育成した﹁坂田ジュニアゴルフ塾﹂
で知られる︑坂田信弘氏が総監督を務める︒

回目の快挙！
ゴルフ部女子全国大会優勝！

「あした天気になぁれ！
ちばてつや展」

昨年の1月17日、ピッコロ
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大手前大学・大手前短期大学 ニュース＆トピックス

第1部の記念式典では、福井有理事長式辞に始まり、ご来賓の
方々からのご祝辞をいただきました。第2部の祝賀会では、鏡開
きによる幕開けとともに、ビュッフェ形式でのパーティがスター
ト。第3部の記念コンサートでは、ゲストにテノール歌手・秋川
雅史氏を招き、素晴らしい歌声を堪能しました。ご参会いただき
ました皆さま、ありがとうございました。70周年…そして100
周年に向けて、短期大学同窓会双葉会をさらに盛り上げてまいり
ましょう。

短期大学・入試最新トピックス！
接客サービスの基礎から応用までをしっかり
身につけるサービスマネジメントユニット新設！

短期大学同窓生
（在学生含む）
からの推薦があれば受
験可能な特別推薦入試は、科目試験の免除、入学金全
学免除などの特典があります。詳しくは、大手前短期
大学 アドミッションズオフィスまでお問い合わせくだ
さい。
（TEL：0798-32-7541）

伊丹市立こばと保育所の
園児さんと交流
伊丹市立こばと保育園にて、保育士さん
の指導のもと、3歳児から就学前の園児を対

ど楽しい時間を過ごしていました。休み時
間を利用した学生たちが、自主的に園児の

環境保全活動の一環「水辺まつり」
に参加
猪名川・藻川の環境保全活動の一環として
の「水辺まつり」に参加しています。産学連

皆さんと一緒に遊ぶ、ほほえましい光景も

携教育でご協力いただいた、キユーピー株式
会社の社員の方々とともに、実行委員会のメ

ありました。

ンバーとして活動しています。

地域貢献活動にも取り組んでいます︒

いたみ稲野キャンパスの最寄駅
であるJR猪名寺駅構内において、
JR社員の方々と協力し、四季折々
の装飾展示を行っています。企画
立案から展示物の完成まで、学生
たちと社員の方々との深いコラボ
レーションが展開されています。

︒
活動へ
す︒
かわる
ていま
域にか 大切にし
を地
び〟を
学び
わる学
とかか
大手前大学・大手前短期大学では︑学
〝社会
びを社会へ役立てたいと︑さまざまな

接客、販売などのビジネスの現場で必要な実務能力
の習得をめざす、サービスマネジメントユニットがスタ
ートします。
「ホスピタリティ論」
「ホテルビジネス演
習」
「観光と地理」
「接客実務演習」などの科目を用意。

同窓生特別推薦入試をご存じですか？

JR猪名寺駅を装飾展示！

が今度は、いたみ稲野キャンパスを訪れ、
中庭の芝生で元気に遊びお弁当を食べるな

世界のファッションビジネスの最前線へ！

トイレ
リニュ
ーアル

パリで生まれた世界初のファッション教育
機関「ESMOD」の日本校、エスモードジャポ
ンと提携。本学卒業生は、特別推薦入学がで
き、入学金等の費用が免除になるなどの優遇
を受けることができます。ファッションビジネ
スで活躍するチャンスが広がります。

エスモードジャポンと提携

パスの
野キャン
いたみ稲
美しく！
施設が
変身！
いやすく
そして使

トイレ

象に、水遊びやお絵かき、遊戯などの保育
の補助を行いました。また後日、園児さん

60

声優や司会など憧れの 話す仕事 をめざす
声優・アナウンサーユニット スタート

ル
リニューア

ご協力をいただきましてありがとうございました

2011年10月22日 於 リーガロイヤルホテル大阪

大手前短期大学は︑創立 周年記念にあたり︑学園と同窓会の合同記念事業として

創立60周年記念式典・祝賀会・コンサート

﹁短期大学学生奨学金制度﹂を立ち上げ︑皆様からのご寄付を募っておりました︒日

同窓生・同伴者含め、約360名が
ご出席。華やかな会場風景

頃より︑本学園を支えてくださる皆様方からのご厚志を賜り︑誠にありがとうござい

周年記念事業のご報告

ました︒募金状況のご報告を 面に掲載しておりますので︑ご覧ください︒

短期大学同窓会双葉会の水野会長

8

発声の基礎や専門的な話し
方の技術を身につける科目を
用意し、声優・アナウンサー
ユニットが2013年度からスタ
ートします。担当講師には、
大 手 前 大 学 卒 業 生 で あり、
『BLEACH』
（井 上 織 姫）
『お
ジャ魔女どれみシリーズ』
（妹
尾あいこ）
など、声優として活
躍中の松岡由貴さんをお迎え
します。

2011年にN棟トイレの洋式化、W棟１階の男
女トイレのバリアフリー（車椅子対応）
化を行い
ました。2012年にはW棟南側
（2・3階）
トイレ
の洋式化、W棟3階女子トイレにパウダースペー
スが設けられました。また「ビューティB」ユニ
ットの2012年度新設に伴い、メイクの実習をよ
り本格的な環境で学べる教室「ビューティラボ」
を設置。いたみ稲野キャンパスの施設は、機能
的にそして美しく生まれ変わりました！

大手前短期大学
創立60周年記念募金

2

より理事長に花束贈呈

パネルディスカッション

大手前短期大学創立

プログラム

100

60

B-Labo
誕生

第 部は鏡開きで
幕開け

（読売新聞大阪本社広告局後援）

2011年9月2日 於 リーガロイヤルホテル大阪
「おもてなし」をテーマに開催され 意識や世界に誇るべき国民性に議論
た、創立60周年記念フォーラム。
「お が及び、台風で悪天候の中、来場し
もてなし」の精神は、
「ものづくり」 た約300名が熱心に聴き入りました。
と並んでわが国が世界に誇れる日本
基調講演1：
人の国民性であり文化であり、様々
「おもてなし」を経営する
〜利益と満足度を両立する組織への模索〜
な産業やビジネスシーンにおいても
講師：星野佳路
（株式会社星野リゾート代表取締役社長）
改めて注目されています。これから
基調講演2：
の社会を担う若者たちが、こうした
茶の湯は果たしてもてなしか？
尊い心をどう理解し成長していくの
（武者小路千家15代家元後嗣）
講師：千宗屋
か。リゾート運営で脚光を浴びる星
今、次代を担う人材に求められる力
野佳路氏と茶の湯界に新風を吹き込
「おもてなし」のコミュニケーション
パネリスト：
む千宗屋氏が基調講演し、それぞれ
（タレント・
星野佳路×千宗屋×岡部まり
エッセイスト）
の「おもてなし論」を展開。パネル
コーディネーター：福井 有
ディスカッションでは、日本人の価値

キャンパス内外で 行

70

大手前短期大学創立60周年記念フォーラム

「今、次代を担う人材に求められる力
『おもてなし』のコミュニケーション」

周年⁝そして 周年に向けて！

大手前
短期大学

+21％
+28％

ガイダンス 職種・業界説明会
対策講座

12月 対策講座
1月 ガイダンス

新規実施

履歴書対策

+60%

面接・グループディスカッション対策

+29％

6大学合同ディスカッション対策

新規実施

志望動機の書き方

新規実施

合同企業説明会の案内

+19％

新しい﹁伝統﹂が︑いま始まります！

就活の基本理解
エントリーシートと履歴書の書き方

〜キャリアサポート室からの報告〜

11月

対昨年

就職活動全体の取り組みと意

識改革を図りました︒

その結果︑今春卒業生はグ

ラフのように従来とは全く違

う 実 績 で 推 移 し て い ま す︒

生も︑ガイダンスや対策講座

で︑対 昨 年 １・２〜 １・５倍 も

の参加者数となっており︑か

きです︒

つてない成果を期待できる動

就職実績は結局︑一人ひと

りの学生の頑張りの積み重ね

くなかったからといって︑今

です︒今までの就職実績がよ

年も結果が悪いというわけで

はなく︑今年がよかったから

といって今後も就職実績がい

いとは限りません︒これから

も学生一人ひとりが︑自分で

分らしいキャリアを歩みだす

考え決断することによって自

持ちで挑戦し続けていきます︒

ことの支援に︑常に新しい気

２０１３年１月現在の内定者

10月 ガイダンス

内容

を心から信じていたとはいえ

イベント

ではなく︑学生たちの努力に

実施月

卒業生の皆さんにまずお詫

9 月 10 月 11 月 12 月 1 月

数は従来であれば卒業式直前

8月

の実績を少し上回るほどです︒

7月

ないものでした︒しかし前年

6月

度︑就職活動スタートが２カ

5月

新4年生のイベント参加状況
史学研究所では︑文部科学省 や市民のみなさんと一緒に︑防

支援事業︶
をうけ︑
﹁文化遺産学﹂ ョップ等の開催︑ｅラーニングコ

からの助成
︵戦略的研究基盤形成 災遺産学フォーラムやワークシ

進めています︒国内だけでなく︑ ます︒

現代の地域社会や国際社会を

という新しい分野の取り組みを ンテンツの作成に取り組んでい

海外も対象に︑歴史︑考古学︑

美術工芸の調査研究をおこなっ 知るうえで必要不可欠となるよ

レーザー形状計測といった最新 いきます︒どうぞご期待くださ

ています︒この中では︑３次元 うな﹁文化遺産学﹂を展開して

います︒

の技術も︑積極的に取り入れて い︒

また︑東日本大震災をきっか

けとして結成された﹁被災文化

遺産支援コンソーシアム
︵ＣＥＤ

ＡＣＨ︶
﹂と連携しながら︑文化

遺産保全活動の支援を進めてい

ます︒地域社会の復興で文化遺

災害を示す歴史・考古・民俗の

産が果たす役割について考え︑

資料を研究する︑
﹁防災遺産学﹂

の確立をめざしています︒学生

―史学研究所の新たな取り組み―

4月

また学生たち自身の努力で実

0

災害復興をみすえた「文化遺産学」

第41号

十分応えていたとはいえず︑

今年
昨年
一昨年

50

昨年までの大手前大学の就

100

びを申し上げます︒

150

この頑張りをみてきた新４年

２０１２年度内定者数

200

月遅くなるという変革を機に

250

績は変えられるという可能性

2013年（平成25年）3月
職実績は︑決して立派なもの

被災文化遺産のデータ化

6

文化遺産フォーラム風景

57.1％を誇る高い卒業率！ その5つの理由
2011年度卒業生の卒業率は57.1％で、全国平均16％※の
約4倍でした（※2011年度文部科学省学科基本調査による全
国の通信大学の卒業率）。高い卒業率の理由は5つあります。

手

②クール制だから単位修得
チャンスが最大5回
1年を4分割したクール制を
導入。単位修得試験は最大5回
受験可能。クールごとに履修計
画を見直せ、自分のペースで学
べます。

授業料には、教材費やスク
ーリング受講料など基本的な
学習費用がすべて含まれてい
るから、追加費用の心配があ
りません。

お問い合わせ先

⑤ひとりで悩まない
万全のサポート
24時 間 以 内 の 返 信 を 原 則
に、スタッフが学生の質問メ
ールに対応。幅広く相談に応
じ、目標達成を支援します。

皆さんの学びたい！をかなえます
同窓生減免制度をぜひご利用ください！
大手前学園ご卒業生の皆さまは、3年次編入学生として入学し、
最短2年間で大卒資格をめざしていただくことができます。科目等
履修生の場合は、興味のある科目を1科目からも受講可能。同窓生・

資料請求
フォーム

大手前大学通信教育部事務室
（さくら夙川キャンパス）

短大卒業後に大手前栄養学院で栄養士の資
格を取得して現職に至ります。通信教育課程

TEL：0798-32-7546（直通）
http://dec.otemae.ac.jp
E-mail:info-dec@otemae.ac.jp

の存在は、当時の先生からの紹介で知りまし
た。実は私は他大学の通信教育課程に編入学
し、仕事との両立が図れず、断念した経験が
あります。けれども大手前のeラーニングはわ
かりやすそうだったこと、コミュニケーション
や福祉など、自分のキャリアアップに役立ち

東京サテライト

学を決意。入学後学んでみて、まずeラーニン
グが非常に学びやすいことに驚きました。確

！
開設

2012年2月「大手前大学 東京サテライト」
がオープンしました。アクセスの便利な秋葉
原にあり、スクーリング授業のほか、入学説
明会などイベント会場にも。

認テストやレポートを繰り返すことが復習に
なり理解しやすく、なにより提出期限が自由
なので、仕事との両立が図りやすかったです。
一度は断念した大学卒業資格を大手前大学

大手前大学 東京サテライト

で取得することができ、あきらめないことの

住所：東京都台東区上野5-3-4
クリエイティブOne秋葉原ビル9F
・JR秋葉原駅中央改札口から徒歩7分
・東京メトロ末広町駅から徒歩2分

理由はそれぞれだと思いますが、ここで学ぶ

現代社会を読み解くための
全170科目を開講。心理・コ
ミュニケーション関連の科目
が豊富に開講され、認定心理
士の資格取得もめざせます。

学

おとなが一歩を踏み出す時の決意と勇気
大手前大学はしっかりと受け止め応援します

大切さを噛みしめています。大学に入学する

④学びが楽しくなる
170科目開講

大

2012年3月卒業
（正科生3年次編入学生）

そうな科目が多かったことに魅力を感じ、入

③学費がシンプルだから
安心して学べる

前

通信教育課程

甲斐千穂さん（管理栄養士）

①eラーニングだから
24時間を有効活用
通信授業はデジタル教材を活
用。インターネット環境さえあ
ればいつでもどこでも何度でも
繰り返し学べるので便利。学習
時間を自分でコントロール可能。

大

大手前大学で、
あきらめないことの
大切さを学びました

ことは人生において間違いのないことだと思
います。ぜひ、チャレンジしてください！

今秋から学びませんか？

2013年度9月入学の
「科目等履修生」
「聴講生」
を募集します。

大学の学びを気軽に1科目から！ 心理学、ビジネス、教養、福祉などあなたの興味や目的に合
わせて自由に選べます。科目等履修生なら人気の高い「認定心理士」の資格もめざせることも魅
力！ 自宅で学べる分かりやすいeラーニングであなたもキャリアアップをめざしてみませんか？
大手前学園卒業生入学時の減免（初年度納入金） ※2013年度4月入学版
対象
入学検定料 入学金
一般
10,000 30,000
０
０
大手前学園の卒業生
大手前学園のいずれかの学校に1年以上在籍し
０
０
中途退学した者

学費減免の特典（※）をご用意していますので、ぜひ気軽にお問い合

大手前学園のいずれかの学校に出願時に在学し
（入学見込者の保護者含む）
ている学生の保護者

わせください。（※減免は初年度のみの適用となります）

※科目等履修生・聴講生は入学検定料のみ減免

０

在籍料
授業料
24,000 316,000
24,000 158,000

合計
380,000
182,000

24,000 221,200

245,200

０ 24,000 221,200

245,200

2013年（平成25年）3月

国境を越えて
活躍中！

卒業生
レポート

﹁食で国際交流﹂の夢を叶えた岡本さん

となって学生をバックアップ

しています︒

また︑栄養学科卒業生には︑

毎年秋から国家試験までの土

曜日を使って︑働きながら管

理栄養士をめざす卒業生に対

管理栄養学科では︑管理栄 策講座を開講︒受験生とＴＡ︑

1

大学でスポーツ科学を専攻し、より身
近な社会や人々と共に歩める仕事がした
いと思い、大手前栄養学院に入学。
在学中、国際協力のボランティア団体
にも参加、食で国際協力の道に行こうと
決め、卒業後大学の学生寮での栄養士業
務を皮切りに、ボランティア活動と並行
しながら様々な経験を積み、2005年管理
栄養士取得。2010年に青年海外協力隊活

大手前栄養学院専門学校
栄養学科46期生（2002年3月卒）

村の人々と費やし、仕事以外の時間も地
元の食材を市場で購入して料理したり、
近所の人々と他愛もないおしゃべりをし
ながらなるべく現地の環境や価値観に触
れました。

■プロフィール インドネシア・ロンボク島在
住。陸上競技に明け暮れた中学生のころ貧血に
悩み、スポーツ栄養士を目指す。早稲田大学人
間科学部スポーツ科学科卒業後、大手前栄養学
院専門学校入学。卒業後は、大学の学生寮で栄
養士として3年間勤務し、2005年管理栄養士取
得。その後青年海外協力隊のスタッフとして、
インドネシアのロンボク島で栄養指導者として
活躍。自身のブログ「おいしいね、うれしいね、
ありがとう」にて情報発信中。

その結果、村のお母さんたちは栄養の
知識がないのではなく、知っていること
をうまく実践できないんだということが
わかりました。そこで、県の職員と共に、
低栄養の子どもをもつ村のお母さんを集
めて【すこやかおやつコンテスト】を開
催。調理時間、材料費、使用する食材と
器具に制限が設けられたなか、お母さん
たちはとてもおいしいおやつを作ってく
れました。そのレシピは冊子にまとめら
れ、県下に700以上あるポシアンドゥ実

動に応募し、インドネシアのバリ島の東
隣に位置するロンボク島へ（イスラム教徒
が多く、面積、人口は京都府とほぼ同
じ）。西ロンボク県保健衛生事務所栄養課
に配属、母子栄養事業に関わることにな
りました。島の主要産業は農業で、年に

2〜3回もお米がとれ、野菜や果物、魚も
豊富なのに、低栄養の乳幼児が多いこと
が問題で、原因は貧困、不十分な教育、
保健従事者の技術や経験不足などと聞い
ていましたが、実際にはいろいろな要因
が複雑に絡み合っていると感じました。
インドネシアには、ポシアンドゥと呼
ばれる医療サービスがあり、各郡の保健
センター職員が村々を巡回、5歳未満児

大手前製菓学院

﹁大菓祭﹂開催！

周年を迎えた大手前製菓学院︒今年も１年コー

ス・２年コースの学生が︑製菓の知識と技術の集大成

１７

として︑洋菓子・和菓子・製パン部門ごとに数々の作

品を製作︑多くの方に見ていただく機会として恒例

の﹁大菓祭﹂が２月 日・ 日に開催されました︒

１６

１５

Midori Rahma Saﬁtriさん
（旧姓）岡本みどり 管理栄養士

帯同し、村のお母さんたちから日々の生
活の様子を伺いながら、時には離乳食教
室や小学校の保健教育など行い、大半は

施所などに配布されました。
「村の人もこ
んなに上手に栄養のあるおやつが作れる
んだね」と県の職員からこの声を聞いた
時「そうでしょ！」と嬉しくなりました。
協力隊の活動後、縁あってロンボク島
の方と結婚しました。任期は終わりまし
たが、引き続き、村の人々と楽しく健や
かな食卓を作っていこうと思っています。

と妊産婦を対象に体重測定、予防接種、
栄養相談などを行います。これが保健衛
生事務局へ毎月レポートされます。私も

大手前
製菓学院

大手前
栄養学院

すこやかおやつ
コンテストの様子

ポシアンドゥの体重測定

小学校での
おやつの授業

回管理栄 しました︒

２６

管理栄養士国家試験合格者数
７年連続第 位を達成！

︵全国の専門学校＆大阪府内の大学を含む管理栄養士養成校中︶

栄養学院では第

養 士 国 家 試 験 に お い て︑現

合格者を輩出︒管理栄養学科 毎年少人数制で授業以外の時 努力が︑毎年素晴らしい成果

ＴＡ
︵ティーチングアドバイザー︶

役・既卒を合わせ１２６名の 養士を取得の教職員
︵ＴＡ︶
が そしてサポート室スタッフの

９２

第１期生から７年連続で合格 間に勉強会を開き指導︒国試 を成し遂げてくれます︒食を

年管理栄養学 分析の情報や試験対策・模擬 トワークが広がっています︒

２３

者数第１位という快挙となり サポート室では︑個々の学力 支える分野で︑卒業生のネッ

ました︒平成

名の方が管理栄養士を取得 とサポートスタッフとが一丸

科の新卒者の合格率は ％で︑ 試験の案内や相談など︑ＴＡ

８０
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「すこやか
おやつコンテスト」の
レシピ本が完成！
村のお母さんたちのアイデアと愛情が
いっぱい詰まったレシピ本

2003

2000
1998
ロールケーキ 長さ32m

2001

1999

お菓子の家 高さ2.7m

2002

大饅頭

お菓子のリース
直径3m/重さ約600kg

直径1m/高さ/75cm/重さ400kg

日本一企画
横6m/重さ270kg
クッキー大壁画 たて5m/横6m/重さ270kg

年
周
5
1
祝イデアいっぱいの

2005

2004

数々
作品の

ア

理事長賞：araignée

クロカンブッシュ

かぼちゃのランタン

高さ5.5m/重さ約300kg

直径2m/高さ3.5m/重さ約600kg

2年コース 東郷 恵梨菜さん

2012

2006

ピラミッドケーキ
一辺3.65m/高さ5m/重さ約600kg

学院長賞：焼昇火華

2007

お菓子
の時計
直径2
.7m/高
台
さ

2年コース 岡田 雅生さん

子博で
姫路菓 展示
特別

チョコレートの地球儀

2m/重
さ約8
00kg

直径3m/重さ約800kg

学院長賞：森の小人達
1年コース 渡利 瞳さん

クフ王のピラミッド

2008
第5回全国製菓衛生師養成施設協会

技術コンクール「決勝戦」に出場！
２０１
３年２月２４日に、第５回製菓衛生師養成施
設技術コンクール全国大会の決勝に本校から
２名の学生が挑みました。普段の授業とは環境
の違う、緊張感漂う会場で出場者は、それぞ
れの作品を時間内に完成させました。結果は、
和菓子部門で、製菓学科２年生の板倉未佳さ
んの「七変化」が協賛会社賞を受賞しました。
この結果をもって更なるチャレンジそして技術
の向上にますます期待が高まります。

1998年 第1回ロールケーキ（32m）から始まった

お菓子の森のミュージアム
高さ3.5m/約3万枚の葉および枝幅約3m

2009
宇宙に浮かぶお菓子の家
直径2.2m×長さ3m/総重量440kg

2011

日本一企画。15回目を迎えた2012年はエジプトの
ギザにあるクフ王のピラミッド
（高さ約5m、一辺

4m）を完成させました。ショートブレッドを一つ
一つ重ね、本物さながらの迫力ある作品となりま
した。毎年、学生と教員の努力の成果として数々
の作品を生み出してきた日本一企画。協力し合
い、一つの作品を作り上げることから多くのこと

海遊館に
寄贈！

を学び、卒業していく学生にとって忘れられない

2010
お菓子の水族館

水槽：高さ2m（15m³）
・幅3m

大手前製菓学院の歴史となって刻まれています。
お菓子の正倉院
横幅4.5ｍ/奥行2ｍ/高さ1.6ｍ

また新たな作品への挑戦が待ち遠しいです。
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平成23年度

大手前短期大学創立60周年記念募金の現状

64
5

70

3

8,000

法人・企業

30

14,800

教員

49

1,912

寄付金収入

職員

49

1,150

補助金収入

元役員・元教職員

12

1,525

資産運用収入

理事・評議員

21

2,865

資産売却収入

その他

11

382

244

31,534

◆◆

◆ 芳名録 ◆◆

ご寄付いただきました方々のお名前
は、次の通りです。
（平成24年12月31日現在、属性別50
音順、敬称略）

川東広幸

◆保護者

大麻裕一、佐藤英、山本俊一

◆法人・企業 あいおいニッセイ同和損害
保険株式会社、株式会社池田泉州銀行、株
式会社大手前ファシリティーズ、株式会社
オフィス甲南、株式会社関西アーバン銀
行、銀泉株式会社、株式会社コアズ、廣告
社株式会社、神戸造園株式会社、株式会社
神戸ポートピアホテル、医療法人社団甲友
会、株式会社シミズ・ビルライフケア関西、
株式会社進研アド、住友信託銀行株式会
社、大和証券株式会社、株式会社図書印刷
同朋舎、株式会社日建設計、西日本電信電
話株式会社、株式会社ビル代行、広瀬化学
薬品株式会社、株式会社不二家商事、株式
会社毎日コミュニケーションズ、三谷商事
株式会社、株式会社三井住友銀行、理想科
学工業株式会社、株式会社ロイヤルホテ
ル、DTSS株式会社、SMBC日興証券株式
会社、SMBCフレンド証券株式会社、株式
◆

◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

◆◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

雑収入
前受金収入

◆

その他の収入
資金収入調整勘定
前年度繰越支払資金
収入の部合計

◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

管理経費支出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出
設備関係支出
資産運用支出
その他の支出
資金支出調整勘定
次年度繰越支払資金
ー

ー

10,124

支出の部合計

（単位：百万円）

（単位：百万円）

消費支出の部
5,012
52
23
369
98
4
78
18
5,653
△ 745
4,909

学生生徒等納付金
手数料
寄付金
補助金
資産運用収入
資産売却差額
事業収入
雑収入
帰属収入合計
基本金組入額合計
消費収入の部合計

2,593
1,813
818
29
37

人件費
教育研究経費
管理経費
借入金等利息
資産処分差額
ー

ー

ー

ー

5,290
382
1,874
2,256

消費支出の部合計
当年度消費支出超過額
前年度繰越消費支出超過額
翌年度繰越消費支出超過額

貸借対照表（平成24年3月31日現在）
（単位：百万円）

資産の部
37,233
29,458

固定資産
有形固定資産
土地・建物・
建物附属設備・構築物

27,316
680
1,436
26
7,774
5,585
2,190
2,877
40,110

機器備品
図書
その他
その他の固定資産
特定資産

なお、以上の方の他にもご寄付いただい
ておりますが、学園誌への氏名の記載をご
遠慮されておられます。以上。
（法人本部財務部長 藤田武夫）
◆

教育研究経費支出

消費収入の部

◆その他 浅野文子、遠藤富祥、大江由
佳、カヤシマフウト、木野昌也、小森津枝
子、佐々木寛治、佐藤眞治、髙橋哲男、中
山広隆

◆◆

2,573
1,340
747
29
397
154
234
1,808
98
△ 55
2,799

人件費支出

消費収支計算書（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

◆理事・評議員 上島康男、浦畑育生、柏
木隆雄、小谷一子、下輝夫、高島正江、髙橋
美千子、辰馬章夫、辰野久夫、辻一郎、廣
瀬努、福井秀加、福井有、福井要、福井洋
子、藤原薫、松村昌家、三木正伸、森道子

その他
流動資産
資産の部合計

◆

（単位：百万円）

負債・基本金・消費収支差額の部
固定負債
1,442
長期借入金
754
退職給与引当金
686
その他
1
流動負債
1,503
ー

ー

ー

ー

2,945
39,421
△ 2,256

負債の部合計
基本金の部合計
消費収支差額の部合計
負債・基本金・
消費収支差額の部合計

40,110

注※ 基本金は、学校法人の継続的維持を目的として設定されており、施設設備の取得等を行った時に、その額を消費支
出に充当させないよう帰属収入から控除して組入れすることになっています。
（学校法人会計基準＜文部省令第18号＞）
大手前大学
スイーツ学専攻

松井教授
トーラク株式会社

発信することをめざし︑誕

生したのが﹃マイパティス

リ ー 神 戸﹄
︒本 学 と ト ー ラ

ク株式会社は﹃マイパティ

スリー神戸﹄の商品開発を

通じて︑より多くの皆さま

発行

学校法人大手前学園

〒662-8552 西宮市御茶家所町6-42
TEL 0798-32-7525（法人本部）
大手前学園
Webサイト

編集後記

周年︒社会は大きく変

大学はあと３年で創立

化しています︒社会人基

礎力の養成︑グローバル

化への対応︒大学も変わ

香りが漂い始めた夙川の

らなくては︒︵芦︶ 甘い

４月オ

桜︒春の訪れになんだか

心がワクワク！

ープンのスイーツ・ラボ

も楽しみ︒変化し続ける

大手前がもっと楽しみに

なる︒︵藤︶ 大手前で迎

える初めての春︒初心を

忘れず︑すべての出会い

５０

に神戸エリアのスイーツの

ショートケーキをカップに詰め込ん
だデザート。ふんわりスフレスポン
ジ生地＋クランベリー果肉のドライ
フルーツ＋生クリーム入りカスター
ド＋ストロベリーソース

魅力を知っていただき︑神

￥158(希望小売価格）

戸スイーツの発展をめざし

マイパティスリー神戸

ベリーのショートケーキ

コラボスイーツが新発売！

﹁神 戸 プ リ ン﹂で 知 ら れ

る︑トーラク株式会社と︑

大手前大学 総合文化学部

スイーツ学専攻・松井博司

教授が共同で開発したデザ

ート２種類が︑２０１３年

３ 月︑全 国 発 売 さ れ ま し

洋菓子の街・神戸エリア

た！

チーズケーキをカップに詰め込んだ
デザート。ふんわりスフレスポンジ
生地＋マンゴー果肉のドライフルー
ツ＋クリームチーズベース＋マンゴ
ーソース

スーパー・コンビニなどで発売中！
てまいります︒

￥158(希望小売価格）

より新たなスイーツ文化を

風味と食感の異なる４層を楽しんで♪

マイパティスリー神戸

マンゴーチーズケーキ

に感謝し︑日々︑成長し

ていきたい︒ Stay hungry,
を心がけて︒
stay foolish.

を感じる︒しなやかな感

︵お︶ 教育をめぐる環境︑

性を働かせて︑新たに拓

大手前短期大学

大手前短期大学は２０１３年度に一般財団法人短期大学

ける世界を日々楽しみな

また学園内にも新しい風

基準協会が定める短期大学評価基準を充たしているかの定

第三者評価を受審します

期的な第三者評価を受審します︒本学は︑学校教育法の改

う春︒︵増︶ バラエティ

感たっぷりの内容に︑大

手前の奥深さと可能性を

感じました︒学園の将来

に予感を感じていただけ

たなら⁝制作冥利に尽き

るというもの︒
︵平︶

がら学んでいきたいと思

1

◆

事業収入

◆元役員・元教職員 嘉納和彦、川本皓
嗣、越野隆子、笹山益子、下瑛子、靍原新
喜夫、中野武乃、仁平利男、堀美津代、水
野明子、溝口正、柳生ヤヱ子

正に伴い︑既に２００７年度に受審し﹁適格﹂認定をいた

だいており︑今回は２回目の受審となります︒

※２００４年 月 日から︑すべての大学・短期大学
は︑その教育研究水準の向上に資するため︑教育研
究︑組織運営︑施設設備等の総合的な状況に関し︑
文部科学大臣により認められた認証評価機関による
評価を受けることが義務付けられました︒
4

◆

5,012
52
21
369
98
758
78
18
1,029
830
△ 1,147
3,005
10,124

手数料収入

◆職員 阿部俊平、石野伸一、伊藤寛士、
糸数享、稲垣勝、魚津知克、梅林明子、大
江俊司、奥田隆、加治屋秀樹、金森正一、
岸本真之、楠秀徳、坂手喜彦、佐藤仁、重
田剛志、清水淳子、鈴木彰吾、竹内広子、
竹内正和、谷久保りか、檀野光代、塚本香
織、辻村不二夫、寺尾涼子、奈良修、二階
堂裕子、額田由美子、服部理香、原英子、
人瀬孝二、平野裕子、福田晃久、藤井祐
貴、藤田武夫、正井道夫、正田浩三、村上
由紀、森祐子、森本喜彦、吉田倫子、𠮷村
美恵子

◆同窓会 大手前栄養学院同窓会若葉会、
大手前大学同窓会、大手前短期大学同窓会
双葉会

支出の部

学生生徒等納付金収入

会社TCD
◆教員 赤尾正、芦田秀昭、芦原直哉、井
澤幸三、稲積包昭、潮田嘉子、大野治代、
岡田真理子、岡山高秀、小川武範、奥上紫
緒里、加川稚佳子、川口宏海、川島正章、
河野昭子、坂本理郎、佐藤晴美、島崎千江
子、青海邦子、髙澤圭一、鳥巣泰生、二階
堂達郎、禾本悦子、野坂純子、野波侑里、
萩原美智子、畑耕治郎、廣田政生、福井愛
美、藤田昌弘、藤田道代、古川和子、古勝
公子、三木紳一郎、水原道子、宮川岳雄、
森博志、山田信義、山田洋子、横谷弘美、
吉田暁史

◆卒業生 石原紀子、岩根寄子、上村きさ
子、宇田みどり、浦野郁子、浦畑トシヱ、
太田美誉子、大庭佑美枝、小川泰子、尾田
美智子、海部博子、上出委代子、加茂雅
子、川原洋子、河南真実、桐山千晶、楠田
美貴子、倉山茜、桑原房子、小林良子、齋
木弘子、咲野定子、塩﨑道代、芝崎信子、
柴田直江、新靜、髙石照子、髙瀬敦代、高
野いくよ、辰巳満子、田中正子、中平江
美、西嶋佑季子、西野弘美、野中香穂里、
長谷川美千代、濵口美知子、平井蓉子、保
津和子、前田美和子、松岡多津子、松平玲
子、宮本千代美、村田保子、森本ひふみ、
安田千穂子、山田タカ子、山手洋子、山本
英乃
◆在校生

◆

（単位：百万円）

収入の部

同窓会

◆

◆

（単位：百万円）

830

在校生・保護者

合計

収支決算書

資金収支計算書（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

金額（千円）

卒業生

第41号

学校法人大手前学園の平成23年度の決算は、平成24年5月22日の理事会および
評議員会で承認されました。つきましては、下記にその概要をご案内します。

平成24年12月31日現在での募金状況は次の通りです。
244件/￥31,534,035−
内訳は、以下の通りです。
人数

2013年（平成25年）3月

●大

手 前 大 学

●大手前短期大学
●大手前栄養学院
●大手前製菓学院
●通 信 教 育 課 程

http://www.otemae.ac.jp/
http://www.otemae.ac.jp/tandai/
http://eiyo.otemae.ac.jp/
http://seika.otemae.ac.jp/
http://dec.otemae.ac.jp/

