
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 大妻女子大学短期大学部 
設置者名 学校法人大妻学院 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

短期大学部 

家政科  

28 0 

106 134 7  

国文科  16 44 7  

英文科  0 28 7  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 
http://www.otsuma.ac.jp/about/basic/education 

「授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること」PDF 掲載 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名 

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 大妻女子大学短期大学部 
設置者名 学校法人大妻学院 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 

http://www.otsuma.ac.jp/about/basic/cooperate 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 株式会社役員 
2017.6.1 

～  
2021.5.31 

ガバナンス改革 

非常勤 株式会社役員 
2019.6.1 

～  
2023.5.31 

ガバナンス改革 

（備考） 

 学外者である理事を３名以上配置しているが、上記では一部を記載。 

 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 大妻女子大学短期大学部 

設置者名 学校法人大妻学院 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 本学の授業計画（シラバス）には「単位数」や「授業形態・方法」等の基本事項以

外に、「授業の概要、ねらい」「到達目標」「授業内容とスケジュール」「アクティブラ

ーニング」「ICT を活用した双方向授業」「特徴的な授業」「授業時間外の学習（予習・

復習等）」「成績評価の方法及び基準」「教科書・参考書」「質問等の受付」を記載項目

としている。 

 記載内容については作成依頼時に各授業担当者へ執筆要領を配付し、例えば「到達

目標」の項目については、「この科目を履修し、学修目的を達成できた結果、学生がど

のような知識・能力などを修得できるのか（何ができるようになるのか）、学生が主体

となる文章で記載してください。」と学生が理解しやすい具体的な記載内容にするよ

う指示している。 

 作成は、例年前年度の 11 月に大学から授業担当者へ作成依頼し、1月下旬を作成期

限としている。その後第三者によるチェックを経て、学生の新年度履修登録が行われ

る前の 3月下旬に Web 上で公開している。 

 

授業計画書の公表方法 
https://unipa.otsuma.ac.jp/up/faces/login/Com00505A.

jsp 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 



  

（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

各授業担当者が授業計画（シラバス）の「成績評価の方法及び基準」に記載した方

法・基準より算出した点数を、判定基準（100～90 点： S（基本的な目標を十分に達

成し、きわめて優秀な成果をおさめている）、89～80 点： A （基本的な目標を十分に

達成している）、79～70 点：B（基本的な目標を達成している）、69～60 点： C（基本

的な目標を最低限度達成している）、59 点以下： D （不合格、基本的な目標を達成し

ていないので再履修が必要である）、出席回数不足：E（再履修）、試験時欠席等：F、

に照らし合わせ、成績評価・単位認定を行っている。 

また、成績評価が適正であるかの確認手段の１つとして、成績評価確認制度を設け、

学生が付与された成績について疑義を感じた際に確認申請をすることにより、授業担

当教員から成績評価についての説明を受けられる機会を設けている。 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 本学では成績評価における客観的な指標として GPA 制度を実施しており、その算出

方法は学生に配付するとともに Web 上でも公開されている「履修ガイド」に掲載して

いる。 

 具体的な算出方法は以下の通り。 

 

S の単位数×4.0＋A の単位数×3.0＋B の単位数×2.0＋C の単位数×1.0 

総履修登録単位数（不合格 D、再履修 E、試験時欠席 Fを含む） 

 

GPA は教務システムにより自動的に算出され、教務委員等を通じて分布状況等を把

握できる仕組みになっている。 

また成績評価にあたっては、全学的に「大妻女子大学成績評価に関するガイドライン」

を定め、適切な実施体制の構築を図っている。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
http://www.otsuma.ac.jp/pdf/academics/guide/subjectg

uide/junior-2020.pdf（履修ガイド p.63） 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 



  

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

短期大学部全体・学科単位で「卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）」

を定め、ホームページ等で公表しており、例えば短期大学部全体単位では以下のよう

に定めている。 

 

「大妻女子大学短期大学部では、以下の要件や能力を身につけ、所定の単位を修得

した学生に、卒業を認定し、短期大学士の学位を授与します。 

１.人間生活全般、日本文化そして英米を中心とした世界の文化に関して幅広い高度

な知識を身につけている。 

２.常に問題意識を持って自らテーマを見つけ、社会人・家庭人として的確に判断し問

題解決を図ることができる思考力を備えている。 

３.大妻で育まれた精神、すなわち周囲の人たちの意見に素直に耳を傾けると同時に、

自分の意見を意欲的に主張できる関係的自立を備えている。 

４.資格取得に必要とされる学力、諸資格試験等においてすぐれた成績を修めうる技

能を身につけている。」 

 

「卒業の認定に関する方針」に定められた能力等を育成するために必要な教育の方

針として「教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）」を定め、

それに基づき開講している各授業科目を学生が履修、単位修得することで、「卒業の認

定に関する方針」に定めた能力等を修得できる教育体制を構築している。 

 また、卒業の要件は学科・専攻毎に定められ、学生に配付するとともに Web 上でも

公開されている「履修ガイド」に掲載している。卒業要件として定められている修得

単位数は、その合計のみならず、専門科目・全学共通科目（教養系科目）別、さらに

は学修分野別に要件を定め、「卒業の認定に関する方針」に定めた能力修得を適切に行

える教育課程を編成している。 

 卒業判定は、学科・専攻毎に定められた卒業要件に基づき、教務委員会、教授会で

慎重に審議し、適切に判定される体制を整えている。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
http://www.otsuma.ac.jp/about/intro/diploma 

 

  



  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 

学校名 大妻女子大学短期大学部 

設置者名 学校法人大妻学院 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 http://www.otsuma.jp/information/financial 
収支計算書又は損益計算書 http://www.otsuma.jp/information/financial 
財産目録 http://www.otsuma.jp/information/financial 
事業報告書 http://www.otsuma.jp/information/financial 
監事による監査報告（書） http://www.otsuma.jp/information/financial 

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称： 事業計画書       対象年度： 平成 31 年度  ） 

公表方法：http://www.otsuma.jp/information/financial 

中長期計画（名称： 大妻学院中期計画    対象年度： 平成 31 年度（令和元年度）

～令和 10 年度） 

公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/about/intro/midrange_plan 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/about/basic/selfcheck 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/about/basic/certification_evaluation 

 

  



  

（３）学校教育法施行規則第 172 条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 家政科 

教育研究上の目的（公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/academics/junior/jun） 

（概要） 

［家政専攻］ 

家政学の基本の衣・食・住生活・保育などを中心に、人間生活全般にかかわる実践的知

識・教養・技術力を身につけ、社会の発展に貢献できる人材を育成する。 

 

［生活総合ビジネス専攻］ 

家政学の基本を学ぶことによって教養豊かな生活人として成長するとともに、現代社会

の仕組みを理解し、身につけた情報処理能力・ビジネススキルによって企業人として即戦

力となる人材を育成する。 

 

［食物栄養専攻］ 

「食」と「健康」に関わる知識と技術を総合的に身につけ、健康づくりに貢献できる専門

的知識を持った栄養士を養成する。 

卒業の認定に関する方針 

（公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/academics/junior/jun） 

（概要） 

家政科では、以下の要件や能力を身につけ、所定の単位を修得した学生に、卒業を認定

し、短期大学士の学位を授与します。 

 

［家政専攻］ 

１．幅広い知識・教養および専門的知識・技術力を身につけ、社会人・家庭人として的確

に判断し積極的に行動できる能力を備えている。 

２．専門的知識と技術力を身につけ、社会に貢献できる能力および生涯学び続ける意欲と

習慣を身につけている。 

３．大妻で育んだ豊かな教養と知性に基づいた生活マナーを身につけ、他者との良好な関

係のもとに自立できる能力を備えている。 

４．資格取得に向けて必要とされる学力を身につけている。 

 

［生活総合ビジネス専攻］ 

１．幅広い知識・教養を身につけ、企業人・生活人として的確に判断し積極的に行動でき

る能力を備えている。 

２．ビジネス分野における専門的知識と技術力を身につけ、即戦力となり得る能力を備え

ている。 

３．生活マナーとビジネスマナーを身につけ、他者と良好な関係のもとに社会人として自

立できる能力を備えている。 

４．コミュニケーション力、論理的思考力、プレゼンテーション力などの社会人基礎力と

生涯学び続ける意欲と習慣を身につけている。 

５．資格取得に向けて必要とされる実践的な学力を身につけている。 

 

［食物栄養専攻］ 

１．幅広い知識・教養および専門的知識・技術力を身につけ、社会人・家庭人として的確

に判断し積極的に行動できる能力を身につけている。 

２．大妻で育んだ精神をもとに、生涯学び続ける意欲と習慣を備えている。 

３．栄養士として、専門的知識・技術を活かして健康づくりに貢献できる能力を身につけ



  

ている。 

４．食の専門家として、他者との良好な関係のもとに自立できる能力。 

５．栄養士の資格取得に必要とされる学力を身につけている。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/academics/junior/jun） 

（概要）  

家政科では、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた目標を達成す

るために、次のような教育を行います。 

 

［家政専攻］ 

１．教育内容 

 生活の基盤である衣・食・住生活、保育、健康、人間関係、環境などの人間生活全般に

ついて教育する。 

２．教育方法 

（１）現代社会に即応できる幅広い知識や専門的・実践的知識および技術や応用力を、講

義、実験、実習、演習などにより、身につけさせる。 

（２）教養を高めるとともに、生活マナーの実践を通して、知性豊かな大妻の気質を育む

ことができる人材を育てる。 

（３）資格取得に向けて必要とされる学力を、身につけさせる。 

３．学修成果の評価法 

（１）定期試験、レポート、作品提出、課題発表、実技試験等で、学修成果の評価を行う。 

（２）自分が希望した、資格取得による評価を行う。 

 

［生活総合ビジネス専攻］ 

１．教育内容 

（１）全学共通科目では、教養豊かな生活人としての成長に必要な知識と能力を身につけ

る。 

（２）家政基礎科目では、家政学の基礎を学ぶことによって、生活人として必要な知識と

能力を身につける。 

（３）専攻の専門科目では、情報処理能力・ビジネススキルを身につけると同時に、現代

社会の仕組みを理解し、身につけた能力を活用できる人材を育成する。 

２．教育方法 

（１）主体的な学びを促進するために、専門科目では実習や演習などを多く取り入れた教

育方法を採用している。 

（２）１学年では、通期を通して教養ゼミナールを開き、ビジネス人としての基礎知識と

能力の向上を図る。 

（３）また１学年では、学外での企業体験（インターンシップ）の機会を設け、幅広い知

識と体験を得ることを推奨している。 

（４）２学年では、各自テーマを設定しての卒業研究に取り組むことによって、論理的な

構成能力とプレゼンテーション能力の向上を図る。 

３．学修成果の評価法 

（１）専門科目については、学修の成果を確認するため、学外の検定を受検することで、

より客観的な成果を確認している。 

（２）インターンシップの成果は、終了後に企業からの評価と学生全員を対象とした報告

会によって行う。 

（３）２年間の総括的な学修成果として卒業研究製作を評価し、卒業研究プレゼンテーシ

ョンを学生全員および専攻の教員全員により評価を実施している。 

 

[食物栄養専攻］ 

１．教育内容 

（１）栄養士として必要な専門的知識や技術を理解していくために、厚生労働省が定めた



  

科目を基礎から応用へと体系的に修得する。 

（２）栄養士として修得した専門的知識や能力を活かし、地域社会においてコミュニケー

ションと実践力で健康づくりに貢献できる人材を育成する。 

２．教育方法 

（１）講義では、栄養士課程の基礎科目から応用科目まで正しく理解するために、単元ご

とに理解度を確認しながら授業を進める。 

（２）実験実習では、各分野で修得した知識・理論をもとに問題点を探り、コミュニケー

ションを取りながら、栄養士として適切な思考力と判断力を身につける。 

（３）校外実習では、他者との協力のもとに作業を行い、現場の指導者から助言をいただ

きながら実習内容を深める。 

３．学修成果の評価法 

（１）定期試験、レポート、課題発表、実技試験等による評価。 

（２）校外実習における学外指導者の評価。 

（３）全国栄養士養成施設協会主催の栄養士実力認定試験による評価。 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/academics/junior/jun） 

（概要） 

家政専攻 

家政科家政専攻では、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程

の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必

要な、次に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力を備えた人を求めます。 

1.知識および技能 

高校での学習で「国語」「英語」「数学」「地理・歴史」「理科」「家庭」など、入学後

の修学に必要な、基礎知識と技能を有し、さらに、資格取得や課外活動など、高校時代に

充実した日常生活を送ることができた人。  

2.思考力・判断力・表現力等 

物事を多面的・論理的に、考察と判断ができ、自分の考えを、他者に的確に表現し、伝

えることのできるコミュニケーション能力を持ち、さらに、他者の考えを、柔軟に受け入

れ、理解する、協調性を有している人。  

3.主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度 

生活の基盤である衣、食、住、保育、健康などの学習の他、家政専攻での学習に深い関

心があり、主体的・積極的に取り組む態度を有し、得られた知識と資格などの専門性を、

将来の生活や就職、社会貢献に役立てる意欲のある人。  

以上のような入学者を選抜するために、筆記試験（小論文を含む）、面接、書類審査等

を取り入れた多様な入試を実施します。 

 

 

生活総合ビジネス専攻 

家政科生活総合ビジネス専攻では、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

及び教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受

けるために必要な、次に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力を備えた人

を求めます。 

1.知識および技能 

（1）文章の読解・レポート作成などの「国語」の能力、基礎的な「数学」の能力、「英語」

の基本能力がある。 

（2）ビジネスを学ぶ上で必要とされる社会の出来事や仕組みに関する興味と一般的な知識

がある。 

2.思考力・判断力・表現力等 

（1）物事を多面的かつ論理的に考えることができる。 

（2）自分の考えを的確に表現し、伝えることができる。 

3.主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度 



  

（1）ビジネスの世界で自分の能力を発揮することに強い関心があり、積極的に考えて行動

できる、また生活人そして企業人として自立した将来を真剣に考えることができる。 

（2）主体性を持って他者とのコミュニケーションを図り、共働して学ぶ態度を有する。 

以上のような入学者を選抜するために、筆記試験（小論文を含む）、面接、書類審査等

を取り入れた多様な入試を実施します。 

 

食物栄養専攻 

家政科食物栄養専攻では、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育

課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるため

に必要な、次に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力を備えた人を求めま

す。 

1.知識および技能 

（1）専門科目を学ぶために必要な「化学」、「生物」、「家庭」の基礎的な内容を理解し

ている。 

（2）読解力や語学力の基礎となる「国語」を通して、聞く、話す、読む、書くという基礎

的なコミュニケーション能力を身につけている。また、実務的な計算能力がある。 

2.思考力・判断力・表現力等 

健康や食生活に関する問題について、知識や情報を基に論理的に考察し、判断したり、

行動したりすることができる。  

3.主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度 

健康・食生活に対する強い関心を持ち、将来、食を通じて人々の健康に貢献したいとい

う意欲がある。学修課題に積極的に取り組み、主体的に学ぶことができる。  

以上のような入学者を選抜するために、筆記試験（小論文を含む）、面接、書類審査等

を取り入れた多様な入試を実施します。 

 

 

学部等名 国文科 

教育研究上の目的（公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/academics/junior/jun） 

（概要） 

現代を生きる上で必要な情報を自分の力で獲得し、確かな日本語能力を身につけるとと

もに、人間性豊かな社会人として国際化する現代社会で活躍できる人材を育成する。 

卒業の認定に関する方針 

（公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/academics/junior/jun） 

（概要） 

国文科では、以下の要件や能力を身につけ所定の単位を修得した学生に、卒業を認定し、

短期大学士の学位を授与します。 

 

１．日本文化・日本文学・日本語に深い関心を持ち、広範な知識と教養を身につけている。 

２．周囲の人たちとコミュニケーションを取りつつ、積極的に社会に参画し貢献できる能

力を備えている。 

３．日本文化・日本文学・日本語に関する自らの問題意識を表現した卒業論文を作成し提

出する力を備えている。 

４．編入学等さらなる学びに必要な応用的学力や、図書館司書等の資格を取得することが

できる実践的学力を身につけている。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/academics/junior/jun） 



  

（概要） 

国文科では、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた目標を達成す

るために、次のような教育を行います。 

 

１．教育内容 

（１）全学共通科目の学修を通じて、広やかな教養を身につけると同時に、人間性豊かな

社会人としての能力を養成します。 

（２）「日本語の基礎」「日本語の発生と展開」「現代の日本語」を学ぶことにより日本

語を正しく理解し表現力を高めるとともに、「日本語の文章表現」「日本語の口頭

表現」におけるアクティブ・ラーニングによって、積極性・主体性・協調性を醸成

します。 

（３）「日本文学の歴史」「文化批評」「日本文学を読む」などの学修により、日本文学に

ついての理解を深めつつ、高度な読解力や論理的な思考力を培います。 

（４）「日本文学・文化講義」「地域からみた文化」「文学・文化歴史踏査」「ジェンダー

からみた文化」などの学修を通じて、日本文化への造詣を深めるとともに、世界の

文化を理解する幅広い視野を育成します。 

２．教育方法 

上記（１）及び（３）では講義を中心として知識を体得させ、上記（２）及び（４）

では演習を中心として実践的な応用力を身に付けさせます。 

３．学修成果の評価法 

（１）上記（１）及び（３）では各期末の定期試験やレポート、授業時間内の小テストで、

上記（２）及び（４）ではそれに加えて個別口頭発表により評価します。 

（２）２年次の「卒業論文」では、２年間の学修成果を生かして作成した論文について口

頭試問により評価します。 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/academics/junior/jun） 

（概要） 

国文科では、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程の編成及

び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次

に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力を備えた人を求めます。 

1.知識および技能 

日本語、日本文学・文化に関して、高等学校卒業時点で身に付けていると考えられる基

本的な知識がある人。 

2.思考力・判断力・表現力等 

現在までの学校生活と、短大国文科での２年間との関係から、卒業後の自分の将来像を

イメージしようと努め、自分を一歩でも向上させる方法を考えている人。  

3.主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度 

（1）日本語、日本文学・文化を通して、日本や世界の社会について積極的に知ろうとし

ている人。 

（2）自分の考えを会話や文章で的確に表現しようとする、強い意欲がある人。 

以上のような入学者を選抜するために、筆記試験（小論文を含む）、面接、書類審査等

を取り入れた多様な入試を実施します。 

 

 

学部等名 英文科 

教育研究上の目的（公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/academics/junior/jun） 



  

（概要） 

英語による表現能力を高め、英米を始めとした世界の文化に深い関心を持って日本の将

来を考え、自分の主張を組み立て、それを英語を通して、２１世紀の世界に向かって発信

していける人材を育成する。 

卒業の認定に関する方針 

（公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/academics/junior/jun） 

（概要） 

 英文科では、以下の要件や能力を身につけ、所定の単位を修得した学生に、卒業を認定

し、短期大学士の学位を授与します。 

 

１．英米を中心とした世界の文化に関して幅広く高度な知識を身につけている。 

２．常に問題意識を持ち、自らテーマを見つけ問題解決を図り、卒業研究においてはすぐ

れた思考力と判断力を示している。 

３． プレゼンテーションおよびグループ・ディスカッション等において主体的な役割を果

たし、他人の意見に耳を傾けると同時に自分の意見も主張できる関係的自立を備えて

いる。 

４．英語力に関して、諸資格試験においてすぐれた成績を修めうる技能を身につけている。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/academics/junior/jun） 

（概要） 

英文科では、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた目標を達成す

るために、次のような教育を行います。 

 

１．教育内容 

（１）英語の基礎力（聴く、話す、読む、書く）を短期間で向上させます。 

（２）英米を中心とした世界の文化に関する幅広く高度な知識を身につけさせます。 

（３）現代の世界情勢や経済の動向について最新の情報を身につけさせます。 

２．教育方法 

（１）上の（１）に関しては外国人教師を含めた少人数制の習熟度別クラスで授業を行い

ます。 

（２）上の（２）、（３）についてはレクチャー（講義）、セミナー（少人数制）、卒業研

究（論文執筆）へと段階を踏むことによって専門性を高め、かつアクティブ・ラー

ニングによって学修成果の定着を図ります。  

３．学修成果の評価法 

 通常の評価方法（定期試験、レポート）に加え、GPA、年 1回行われる TOEICⓇ IP テス

ト、卒業研究によってより包括的に評価を行います。 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/academics/junior/jun） 

（概要） 

英文科では、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程の編成及

び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次

に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力を備えた人を求めます。 

1.知識および技能 

（1）英米を中心とした世界の文化・歴史に関して、基本的な知識をそなえた人。         

（2）英文科の授業が理解できる一定以上の英語の能力、特にリーディングの力を持った

人。 

2.思考力・判断力・表現力等 

常に問題意識を持って、自ら見つけたテーマを論理的に考え、「自分の言葉」でまとめ



  

ることができる人。 

3.主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度 

（1）多様な人々の意見に耳を傾けると同時に、自分の意見も積極的に伝えることによっ

て、自分を高めていきたいという意欲を持った人。 

（2）ことばを深く理解することによって、人のこころを大切にし、主体的に人生を歩ん

でいける人。 

以上のような入学者を選抜するために、筆記試験（小論文を含む）、面接、書類審査等

を取り入れた多様な入試を実施します。 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/about/basic/education 

 

 

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 1 人 － 1 人

家政科 － 12 人 3 人 4人 0人 11 人 30 人

国文科 － 2 人 2人 0人 0人 0人 4人

英文科 － 2 人 2人 1人 0人 0人 5人

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

3 人 59 人 62 人

各教員の有する学位及び業績 

（教員データベース等） 

公表方法： 

http://www.gakuin.otsuma.ac.jp/teacher_search/teacher/ 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

各学科におけるＦＤ活動に加え、副学長を委員長とした全学的なファカルティ・ディベロップメント

委員会を設置し、授業アンケートやＦＤ研修会の実施等を通して、本学の教育内容及び方法の検討、組織

的な研修及び改善を推進している。 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

家政科 260 人 263 人 101.2％ 530 人 550 人103.8％ 0 人 0人

国文科 45 人 49 人 108.9％ 85 人 106 人124.7％ 0 人 0人

英文科 45 人 52 人 115.6％ 85 人 105 人123.5％ 0 人 0人

合計 350 人 364 人 104.0％ 700 人 761 人108.7％ 0 人 0人

（備考） 



  

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

家政科 
292 人

（100.0％）

17 人

（  5.8％）

239 人

（  81.8％）

36 人

（  12.3％）

国文科 
42 人

（100.0％）

7人

（  16.7％）

20 人

（  47.6％）

15 人

（  35.7％）

英文科 
48 人

（100.0％）

7人

（  14.6％）

26 人

（  54.2％）

15 人

（  31.3％）

合計 
382 人

（100.0％）

31 人

（  8.1％）

285 人

（  74.6％）

66 人

（  17.3％）

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

主な進学先：大妻女子大学 
主な就職先：キヤノン株式会社、株式会社パイロットコーポレーション、国分グループ本社株

式会社、株式会社ＩＨＩ、全国農業協同組合連合会、株式会社明電舎、東洋紡株式会社 
（備考） 

 

 

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 
入学者数 

修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

家政科 
299 人

（100％）

282 人 

（ 94.3％） 

5 人

（ 1.7％）

12 人

（ 4.0％）

人

（  ％）

国文科 
43 人

（100％）

40 人 

（ 93.0％） 

2 人

（ 4.7％）

1人

（ 2.3％）

人

（  ％）

英文科 
48 人

（100％）

44 人 

（ 91.6％） 

2 人

（ 4.2％）

2人

（ 4.2％）

人

（  ％）

合計 
390 人

（100％）

366 人 

（ 93.9％） 

9 人

（ 2.3％）

15 人

（ 3.8％）

人

（  ％）

（備考） 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

本学の授業計画（シラバス）には「単位数」や「授業形態・方法」等の基本事項以外に、

「授業の概要、ねらい」「到達目標」「授業内容とスケジュール」「アクティブラーニン

グ」「ICT を活用した双方向授業」「特徴的な授業」「授業時間外の学習（予習・復習等）」

「成績評価の方法及び基準」「教科書・参考書」「質問等の受付」を記載項目としている。 

 記載内容については作成依頼時に各授業担当者へ執筆要領配付し、例えば「到達目標」

の項目については、「この科目を履修し、学修目的を達成できた結果、学生がどのような

知識・能力などを修得できるのか（何ができるようになるのか）、学生が主体となる文章

で記載してください。」と学生が理解しやすい具体的な記載内容にするよう指示している。 

 作成は、例年前年度の 11 月に大学から授業担当者へ作成依頼し、1 月下旬を作成期限

としている。その後第三者によるチェックを経て、学生の新年度履修登録が行われる前の

3月下旬に Web 上で公開している。 

 



  

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

短期大学部全体・学科単位で「卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）」を

定め、ホームページ等で公表しており、例えば短期大学部全体単位では以下のように定め

ている。 

 

「大妻女子大学短期大学部では、以下の要件や能力を身につけ、所定の単位を修得した

学生に、卒業を認定し、短期大学士の学位を授与します。 

１.人間生活全般、日本文化そして英米を中心とした世界の文化に関して幅広い高度な知

識を身につけている。 

２.常に問題意識を持って自らテーマを見つけ、社会人・家庭人として的確に判断し問題

解決を図ることができる思考力を備えている。 

３.大妻で育まれた精神、すなわち周囲の人たちの意見に素直に耳を傾けると同時に、自

分の意見を意欲的に主張できる関係的自立を備えている。 

４.資格取得に必要とされる学力、諸資格試験等においてすぐれた成績を修めうる技能を

身につけている。」 

 

「卒業の認定に関する方針」に定められた能力等を育成するために必要な教育の方針と

して「教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）」を定め、それ

に基づき開講している各授業科目を学生が履修、単位修得することで、「卒業の認定に関

する方針」に定めた能力等を修得できる教育体制を構築している。 

 また、卒業の要件は学科・専攻毎に定められ、学生に配付するとともに Web 上でも公開

されている「履修ガイド」に掲載している。卒業要件として定められている修得単位数は、

その合計のみならず、専門科目・全学共通科目（教養系科目）別、さらには学修分野別に

要件を定め、「卒業の認定に関する方針」に定めた能力修得を適切に行える教育課程を編

成している。 

 卒業判定は、学科・専攻毎に定められた卒業要件に基づき、教務委員会、教授会で慎重

に審議し、適切に判定される体制を整えている。 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

短期大学部 

家政科 

家政専攻 64 単位

生活総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻

64 単位

食物栄養専攻 67 単位

有・無 
 42 単位 

（家政専攻 1 年次）

国文科 66 単位 有・無 45 単位（1年次）

英文科 63 単位 有・無 43 単位（1年次）

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 

ＧＰＡが優良な学生に対する規定の履修登録上限単位数基準

の緩和、成績不振の学生に対しての指導の基準として活用してい

る。 

公表方法： 

http://www.otsuma.ac.jp/pdf/academics/guide/ 

subjectguide/junior-2020.pdf（履修ガイド p.64） 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項）

在学生の週あたりの予習・復習時間をＨＰにて公表している。

公表方法： 

http://www.otsuma.ac.jp/academics/guide/studytime 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 
公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/about/facilities/chiyodacampus 

http://www.otsuma.ac.jp/access/chiyoda 



  

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 
学部

名 
学科名 学年 

授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考 

短期

大学

部 

家政科家政専攻 
1 725,000 円 250,000 円 422,500 円 教育充実費・保健費 

2 735,000 円 - 432,500 円 教育充実費・保健費 

家政科生活総合

ﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻 

1 715,000 円 250,000 円 412,500 円 教育充実費・保健費 

2 725,000 円 - 422,500 円 教育充実費・保健費 

家政科食物栄養

専攻 

1 725,000 円 250,000 円 450,500 円 教育充実費・保健費・専攻費 

2 735,000 円 - 460,500 円 教育充実費・保健費・専攻費 

国文科 
1 695,000 円 250,000 円 412,500 円 教育充実費・保健費 

2 705,000 円 - 422,500 円 教育充実費・保健費 

英文科 
1 695,000 円 250,000 円 412,500 円 教育充実費・保健費 

2 705,000 円 - 422,500 円 教育充実費・保健費 

（2020 年度実績）   

 

 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

本学では、経済面での不安を少しでも解消し、安心して勉学に励むことができるよう、

「大妻女子大学育英奨学金」・「学校法人大妻学院特別育英奨学金」等、独自の奨学金制度

を設けています。また、不慮の災害に見舞われた学生に対し、学生納付金の減免制度を設け

ています。 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

就職支援センターでは、進路に関するキャリア相談や就職活動に関するアドバイス、インタ

ーンシップや求人情報などの紹介を行っています。短大 1 年生から「進路総合ガイダンス」や

「就職基礎講座」など、進学から内定までのサポートをきめ細かく行っています。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

各キャンパスに健康センターと学生相談センターを設置しています。 

健康センターは、学生の健康保持・増進および病気の早期発見に努めています。 

学生相談センターは、相談室と談話室で構成され、専門のカウンセラーが学生の相談に応じ

ており、充実した学生生活と人間的な成長促進を援助しています。 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 

公表方法：http://www.otsuma.ac.jp/about/basic/education 

 

 


