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です。その軸が「リべラル・スタディーズ」
と「アカデミック・スキル科目」から構成さ
れる「全学共通カリキュラム」です。「リベ
ラル・スタディーズ」には、女性の自己確
立の基盤となる知識・能力を専門領域を
超えて身につける「総合教養科目」と、体
験的・実践的な学びを通じ女性リーダー
を育成する「挑戦する知性科目」、キリスト
教や建学の精神を学ぶ「キリスト教学科
目」があり、「アカデミック・スキル科目」で
は基礎学力、学習方法を習得します。

国際性と実践性を重視した
教育改革が進行中

　伝統あるリベラル・アーツ教育をベース
に、東京女子大学の創立100周年記念事
業として、現在「挑戦する知性」プロジェク
トが進行中です。このプロジェクトでは、
教育の国際化の更なる強化と、実践的な
学びの推進に力を入れています。
　教育の国際化では、世界トップ校に留
学する学生に対し、留学先大学の授業料
や渡航費、準備金の一部を授与する「新
渡戸稲造国際奨学金（1）」を2015年に設
立。また、将来国際社会への貢献を考える
学生を対象に、ニューヨーク国連本部で

の海外研修と、夏期集中講座を行う「総合
教養演習（女性の生きる力）B（2）」も3年前
から開始。今年2月に実施したタイ・ワーク
キャンプ（3）では、タイ北部の山岳少数民
族の子ども達の施設で、寝食を共にしなが
らボランティア活動を行い、東京女子大学
の「犠牲と奉仕」の精神を体験しました。
　一方、PBL型の授業「総合教養演習
（女性の生きる力）C」を開設し実践的な
学びを推進。企業など社会の現実に即し
た課題をチームで協力しながら解決し、
女性のリーダーシップを育成します。この
ほか総合教養科目に「女性の起業」を開
講。起業への第一歩を踏み出すための知
識やスキルを習得するもので、卒業生を
含む社会人にも開かれています。
　2016年4月には、留学生と日本人が共
に居住する学生寮「桜寮」が開寮。留学生
と二人部屋で共同生活しながら、日常的
に国際交流できる場を目指しています。

発信力をつける英語で
キャリア形成に結びつける

　英語教育では、必修科目で習熟度別ク
ラス編成を行い、2～4年生までの60名の
選抜者が3年間高度な英語力を磨く「キャ

自由な心と幅広い視野を得る
リベラル・アーツ教育

　2018年4月、東京女子大学は創立100
周年を迎えます。その歴史は、初代学長
の新渡戸稲造と学監の安井てつ（第2代
学長）が、女性に大学の門戸を開放し、キ
リスト教主義に立脚した最高のリベラル・
アーツ教育を目指したことに始まります。
以来、豊かな教養に基づく幅広い視野と
高い専門性を身につけた、自立した女性
を輩出してきました。
　東京女子大学のリベラル・アーツ教育
は、専門分野と同時に、多様な分野の科目
を学び、自由な心と幅広い視野を得るもの

リア・イングリッシュ課程」など、多彩な
カリキュラムが特徴。全学生対象の施設
「キャリア・イングリッシュ・アイランド」で
は、ネイティブスピーカーによる英会話ト
レーニングや、アメリカのマウントホリオー
ク大学のインターン学生との交流など、さ
まざまな形で英語学習をサポートします。
　ライシャワー館には留学ファシリテー
ターを配置し、学生が気軽に相談できる体
制が整っています。長期休暇中には語学
研修のほか、現地講師によるイギリス政治
や文化の授業を受ける「ケンブリッジ教養
講座」などの海外プログラムがあります。

女性の生き方を応援する
多様な科目とキャリア支援

　東京女子大学では、「東京女子大学キャ
リア・ツリー ～リべラル・アーツ教育に基
づくキャリア構築支援～」が2007年度の
文部科学省「現代GP」に選定され、正課教
育と正課外教育との連携による体系的な
キャリア教育を全学的に展開しています。
年間150日を超えるセミナーや講座など、
きめ細かなサポート体制で、2017年3月
卒業生の就職率は99.5%に達しました。
　「就職率が高いだけでなく、就職した皆
さんの満足度が高いことも特筆すべきこ
とです」と小野学長。卒業後も、東京女子
大学エンパワーメント・センターでは、生
涯にわたるキャリア構築を支える体制を
整えています。
　女性の生き方をサポートする工夫は、
授業にも見られます。例えば全学共通カ
リキュラム「リベラル・スタディーズ」の総
合教養科目には、「女性の生きる力」とし
て女性学やジェンダーに関する科目群や、

「女性のウェルネス」という女性が生涯を
通じて健康な生活を送るための心身コン
ディショニングなどについて学ぶ科目群
があります。

2018年度に学科・専攻を刷新 
入試に英語外部試験を導入

　東京女子大学は、2018年度から現代
教養学部の学科・専攻の再編を行いま
す。「国際英語学科（4）」と「心理・コミュニ
ケーション学科」の2学科を新設し、「国
際社会学科」に「コミュニティ構想専攻」
の1専攻を新設。従来の4学科12専攻か
ら、5学科12専攻となります。
　国際英語学科は、国際的視野を育みな
がら、英語教育や翻訳・通訳など実践力
を強化します。「心理・コミュニケーション
学科」には、心理学とコミュニケーション
の2専攻があり、コミュニケーション専攻
では情報やメディア、日本語教師になるた
めの学修もできます。
　入試改革では、2017年度からの「知
のかけはし入学試験」実施に引き続き、
2018年度からは一般入学試験において
「英語外部検定試験利用型（5）」を導入。
同日に実施される3教科型との併願や、同
日試験日の専攻の併願が文系学科なら5
専攻まで可能になるなど、受験生にとって
合格の可能性が広がります。
　小野学長は、「女性が落ち着いて勉強
できる環境で、国際性、実践性を深める
ことができるプログラムをたくさん用意し
ています。社会人基礎力と自立心を養い、
リーダーシップをもった女性として世界
に羽ばたいていただきたいですね」とメッ
セージを送ります。
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キリスト教主義に基づく
豊かな教養教育と
国際的で実践的な学びで
未来を切り開く
女性リーダーになる

NOTES

東京女子大学のキャリア・ツリー

小野祥子学長
（おの・しょうこ）

　1918（大正7）年に創立された東京女子大学は、北米のプロテスタン
ト諸教派の援助のもと、キリスト教精神に基づくリベラル・アーツ教育
を掲げ、時代のニーズを先取りした教育改革を実践してきました。
　来春、創立100周年の節目を迎えるにあたり、小野祥子学長は「今日
までに培ってきたリベラル・アーツ教育の実績の上に、次の100年に向
けた時代にふさわしい教育改革をしていきたい。特に国際性と女性の視
点、実践的な学びを重視し、自ら考え、知識や能力を行動へとつなげ、
未来を築くリーダーシップを身につけた女性を育成します」と抱負を語
ります。
　そのため、国際化と実践性を重視した教育プログラムの刷新をはじめ、
学科・専攻の新設・改編など大学改革を推進し、グローバル化・多様化
する21世紀に貢献する女性を育成します。

国際性、実践性を強化したリベラル・アーツ教育で
未来を拓く「挑戦する知性」を磨き
リーダーシップを発揮できる女性を育成

東京女子大学
教 育 力
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⑴ 新渡戸稲造国際奨学金
　2015年に設立された留学促進のための
奨学金で、世界のトップクラスの大学に１年
間留学する学生に対し、留学先大学の授業
料や渡航費、準備金の一部を授与する。これ
までにカナダのマギル大学、ニュージーラン
ドのオークランド大学への留学生が対象と
なった。

⑵ 総合教養演習（女性の生きる力）B
　将来、国際社会に貢献したいと考える学
生を対象に、グローバルな視野を広げ、国際
理解を深めることを目的としている。
　夏期休暇期間中の集中講義とニューヨー
ク国連本部での研修から構成され、対象は2
年生以上。国連職員によるブリーフィングや
英語での質疑応答や意見交換、国連で働く
卒業生との交流などを通じ、女性が国際的
な舞台で活躍することの意味を直に学ぶ。

⑶ タイのワークキャンプ
　2017年からキリスト教センター主催で実
施している、タイ北部チェンライ郊外にある
山岳少数民族の子ども達が住む施設「メー
コックファーム」でのボランティアプログラ
ム。施設内の環境整備や、食事の準備、市場
への買い出し、子ども達との交流、日本文化
の紹介、学校訪問等を行う。この活動を通し
て、大学の「犠牲と奉仕」の精神を体験する。

⑷ 国際英語学科
　イングリッシュ・スタディーズ・コースと英
語教育コース、英語キャリアコースの3コー
スに分かれている。英語キャリアコースは、
実践英語、通訳、翻訳、ジャーナリスティック・
イングリッシュ等、英語力を生かしてキャリ
ア形成を目指すコース。3つのコース内容を
横断的に学習することができる。

⑸ 一般入学試験（英語外部検定試験利用型）
　2018年度から新たに導入される入学試
験制度で、英検、英検CBT、TEAP、TEAP 
CBTにおいて、スコアが出願条件を満たし
ていれば、外国語を除く2科目のみでの受験
となる。一般入試（3教科型）との併願や、同
一試験日の専攻の併願が可能となる。詳しく
は公式サイトを参照。

キャリアを
考える

キャリア構築に
必要な知識・
技能の修得

進路支援

時代を見据え、幅広い視野に立ち、的確な判断力を備え、
先入観にとらわれない自由な発想と柔軟にして強靱な創造力の育成。

少人数の演習
キャリア構築支援プログラム

自己確立と
キャリア探求

キャリア
構築

勉学の
動機付けを明確にし
主体的に学ぶ姿勢が

向上する

キャリア構築に必要な基礎学力・
専門知識・社会人基礎力の修得
●女性学・ジェンダー的視点に立つ教育展開
●全学共通カリキュラムにおけるキャリア教育の展開
●専門教育におけるキャリア教育の展開

一人ひとりのキャリアへの夢を
多彩なプログラムでサポート

リベラル・アーツ教育

自立のあり方を
考える基礎を
確立する

キャリア・センターでは、学生が自分の適性や希望にあった生き方を見
つけられるよう多彩なプログラムを提供。一人ひとりが充実した大学
生活を送り、自信を持って社会に巣立てるよう全力で支援しています。

東京女子大学キャリ
ア・ツリー

この実績は高い評価
を受け、「東京女子大

学キャリア・ツ

リー～リベラル・ア
ーツ教育に基づくキ

ャリア構築支援

～」が2007年度文部
科学省現代GPに選定

されました。

未来が近づく進路支援
学生一人ひとりが、夢へ確実に
近づくためのきめ細かなサポート

入学直後のオリエンテーションから
キャリア構築プログラムがスタート
●東京女子大学の歴史と建学の精神について
●全学キャリア講座、キャリアガイダンスⅠ・Ⅱなど
●キャリア・イングリッシュ・アイランド・セミナーなど
●アドバイザーによる学習や進路などに
　関する指導・助言


