（別紙様式４）
【職業実践専門課程認定後の公表様式】
平成29年10月31日※１
（前回公表年月日：平成28年5月1日）

職業実践専門課程の基本情報について
学校名

設置認可年月日

校長名

中央情報専門学校

昭和62年1月30日

岡本 比呂志

設置者名

設立認可年月日

代表者名

学校法人
中央情報学園

昭和62年1月30日

理事長
岡本 比呂志

分野

認定課程名

工業

専門課程

所在地
〒352-0001
埼玉県新座市東北2-33-10
（電話） 048-474-6651
所在地

〒352-0001
埼玉県新座市東北2-33-10
（電話） 048-474-6651
認定学科名

専門士

高度専門士

平成28年文部科学省
大臣告示第19号

IT・Web学科

学科の目的

IT業界およびITを活用する産業界と連携し、産業界の要望・人材ニーズを反映させた職業実践的かつ専門的な教育課程により、最新的かつ
高度なIT知識・技術を身に着けたIT技術者を育成する。

認定年月日

平成

修業年限

昼夜

2

昼間

年

年

月

日

全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位
数

講義

１７２８時間

７９２時間

演習

実習

実験

実技

９３６時間
単位時間

生徒総定員

生徒実員

留学生数（生徒実員の内

専任教員数

１４０人

１８０人

１７６人

５人

兼任教員数

総教員数

２人

７人

学期制度

■前期：4月1日から9月30日
■後期：10月1日から翌年3月31日

成績評価

■成績表：
有
■成績評価の基準・方法
出席率および平常点、期末試験で秀、優、良、可、不可の5
段階評価

長期休み

■学年始め：4月1日から4月8日
■夏
季：8月1日から8月31日
■冬
季：12月21日から1月7日
■学 年 末 ：3月21日から3月31日

卒業・進級
条件

■出席率 80％以上
■成績 全単位の80％以上
進級条件 39単位以上取得
卒業条件 78単位以上取得

■クラス担任制：
有
■個別相談・指導等の対応
学修支援等

■課外活動の種類

担任教員の個別訪問、電話、メール等で親身に問題解決を行
う

課外活動

埼玉県情報サービス産業協会主催「ICTコンテスト」への参
加、学内スポーツ大会
無
■サークル活動：
■国家資格・検定/その他・民間検定等

■主な就職先、業界等（平成２８年度卒業生）

（平成28年度卒業者に関する平成29年5月1日時点の情報）

情報産業、サービス産業、製造業
■就職指導内容
個別進路相談、学内企業説明会および選考会、企業インター
ンシップへの参加、合同説明会・就職フェアへの参加

就職等の
状況※２

■卒業者数
■就職希望者数
■就職者数
■就職率

：
：
：
：

（平成

人
人
人
％

90

％

受験者数

③

12人

合格者数
3人

情報活用試験3級

③
③

45人
3人

14人
3人

主な学修成果
（資格・検定等）

1人
4人
2人

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当す
るか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの
③その他（民間検定等）

■自由記述欄
2016年12月学修成果発表会
2017年3月卒業制作発表会（志木市民会館パルシティ）
2017年5月富士通フォーラム2017に参加
2017年9月富士通システムズウェブテクノロジー社による
「負荷分散環境構築演習」実施

28 年度卒業者に関する
平成29年5月1日 時点の情報）

■中途退学者

種

基本情報技術者試験

Javaプログラミング能力検定2級

※３

■卒業者に占める就職者の割合
：
■その他
・進学者数：
・帰国：
・その他：

72
66
65
98

資格・検定名

6

名

■中退率

3％

平成28年4月1日時点において、在学者１６４名（平成28年4月1日入学者を含む）
平成29年3月31日時点において、在学者１５８名（平成29年3月31日卒業者を含む）

中途退学
の現状

■中途退学の主な理由
就職、経済的理由のため
■中退防止・中退者支援のための取組
担任および生活指導担当者が面談し、教職員全体で親身になって生活相談にのる。

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：
有
・特に優秀な学生を就職や進学の面で支援する学園奨学金制度あり
（出席率・成績等により、学費の50%または25%の奨学金を給付）
・留学生学費減免制度あり
■専門実践教育訓練給付：

第三者による
学校評価
当該学科の
ホームページ
ＵＲＬ

非給付対象

■民間の評価機関等から第三者評価：

無

http://ccmc.ac.jp/course/business/

（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映
した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください
２．就職等の状況（※２）
「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意
し、それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留
年」「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をい
います。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職
者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進
３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的
な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育
課程の編成を行っていること。」関係
（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基
本方針
本校の教育課程編成においては、（公社）埼玉県情報サービス産業協会との連携のもと、企業等で必要とされる人物
像、人材要件を明確にし、また、情報サービス産業の動向や今後の方向性を見極めながら、2年間のカリキュラム編成を
行う。本校教務会議規程に従って、教育課程編成委員会は、学校自己点検・自己評価の状況、その他学校が提供する
情報、カリキュラムの実施状況など総合的に検討し、（公社）埼玉県情報サービス産業協会会員企業へのアンケート調
査・ヒヤリング等を行うなど産業界の動向や産業界で必要とされる人材ニーズを見極めて、当該年度の教育課程の改善
と次年度の教育課程編成の理念および基本方針を策定する。教務会議では、その基本方針と改善提案のもと、今年度
の教育課程の改善と次年度以降のカリキュラム編成を具体化させることにより、情報サービス産業における実務に関す
る知識、技術及び技能を教授し、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目指す。
（２）教育課程編成委員会等の位置付け
教育課程の編成は、本校教務会議規程および教育課程編成委員会規程に基づき、教育課程編成委員会において、
産業界団体の委員、企業の委員、校長、教務主任、学科長などが参加し、実施年度の教育課程の評価・改善と次年度の
教育課程編成の基本方針を決定する。
各年度において、企業等の委員が参加する教育課程編成委員会を2回以上開催し、第一回委員会では、前年度の教育
課程の実施状況について評価・検討し、改善策の検討を行う。第二回委員会は、当該年度の教育課程の評価・改善を行
うとともに、企業等の委員等から行われる最新ビジネスの動向と企業等で必要とされている人材像や人材要件の提示、
授業科目および内容の提案、専門教員の要件および派遣提案、実習を取り入れる場合の企業等の提案、卒業後の人材
受け入れ先企業の提案などを受け、次年度教育課程編成の理念と基本方針を策定し、そのもとで教務会議は、次年度
の教育課程を編成し、実行する。
（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿
平成29年10月31日現在

名 前

所

属

任期

種別

岩㟢 正

公益社団法人 埼玉県情報サービス産業協会 相談役、前副会
平成29年4月1日～
長
平成30年3月31日（1年）
ティーエスサービス株式会社 代表取締役社長

三上 智親

NPO法人JASIPA 理事 グローバルビジネス委員会委員長
株式会社エイチ・ピー・エス 代表取締役

ビジネスデザ
平成29年4月1日～
平成30年3月31日（1年） イン学科①

西村 俊郎

オフィス・プレクサス 代表
NECビッグローブ株式会社嘱託 元執行役員常務

平成29年4月1日～
平成30年3月31日（1年）

IT・Web学科

増古 恒夫

増古技術士事務所 所長
公益社団法人日本技術士会 埼玉県支部長
パシフィックシステム株式会社相談役 元代表取締役社長
公益社団法人 埼玉県情報サービス産業協会 元副会長

平成29年4月1日～
平成30年3月31日（1年）

IT・Web学科

腰原 貞利

富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社 顧問

関 次良
岡本 比呂志
岩田 俊裕
松本 彰仁
堀切 達也
小菅 厚
斉藤 由美子
山本 三雄

IT・Web学科

①

③

③

IT・Web学科
平成29年4月1日～
③
平成30年3月31日（1年）
ビジネスデザ
株式会社ベジコープ グローバルソリューション事業部 ゼネラ 平成29年4月1日～
ルマネージャー
平成30年3月31日（1年） イン学科③
学校法人中央情報学園 理事長
平成29年4月1日～
中央情報専門学校 校長
平成30年3月31日（1年）
平成29年4月1日～
中央情報専門学校 副校長
平成30年3月31日（1年）
平成29年4月1日～
学校法人中央情報学園 事務部長
平成30年3月31日（1年）
平成29年4月1日～
学校法人中央情報学園 産学連携推進本部長
平成30年3月31日（1年）
学校法人中央情報学園
平成29年4月1日～
学園システム主査、職業実践専門課程主査
平成30年3月31日（1年）
平成29年4月1日～
中央情報専門学校 学科長
平成30年3月31日（1年）
中央情報専門学校 非常勤講師
平成29年4月1日～
情報処理学会会員／日本教育工学会会員／東京大学大学院
平成30年3月31日（1年）
総合文化研究科広域システム科学系博士後期課程単位取得

※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
②学会や学術機関等の有識者
③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員
（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期
年2回以上
（開催日時）
第１回 平成29年3月24日（月） 15：00～17：15
第２回 平成29年8月23日（水） 15：20～18：00

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況
日本企業の常識や倫理を伝え、留学生の一般常識を向上させるために、「著作権とコンプライアンス」科目に「技術者倫
理」を取り入れるべきとの企業等の委員からの意見を受けて、技術者倫理を内容に盛り込むとともに、新たに「セキュリ
ティと倫理に関する試験」を実施し、進級・卒業要件として全校的に取り組むようにした。

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係
（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針
IT業界およびITを活用する産業界のニーズに合った実践的かつ専門的な教育課程を行うために、カリキュラム・シラバ
スの作成、授業方法・実習の提案、講師派遣、教員研修、学生評価について協定書（業務委託契約）を受託企業と締結し
実施する。実施にあたっては、教務会議のもと、受託企業との定期的な報告会議をもち、進捗の管理と課題解決の体制
をとる。担当科目には専任教員を配置し、授業内容の評価、改善を逐次行うとともに、担当科目の専任教員は、企業等と
の連携による研修による専攻分野における実務の技能向上を図る。学生評価は、企業による評価を受けて、担当科目の
専任教員が行う。
（２）実習・演習等における企業等との連携内容
１、NPO法人JASIPA グローバルビジネス委員会との連携
「Webシステム構築」「卒業制作」科目において、JASIPAから派遣される講師により、実習・演習形式で、Webアプリケー
ションの開発を中心に、企画、仕様書作成、設計書作成、プログラム実装、試験書作成・実施などを学習する。
NPO法人JASIPA グローバルビジネス委員会と協定を締結し、実習前に専任教員と打ち合わせで、①授業内容および授
業方法、課題等の授業プランを作成し、②それぞれの技術の習熟度を評価できる評価シートを作成する。実習において
は、JASIPAからの講師派遣により、実習を行うが、学校側の専任教員が実習の円滑な進行をサポートするなど連携して
進める。実習修了時には、JASIPAの派遣講師が、評価シートをもとに、各学生のスキル評価を行う。教材・テキストは
ホールフード協会が用意する。その他実習に必要な施設・設備等は、学校が用意する。
２、富士通エフ・アイ・ピーシステムズ株式会社との連携
「職業とキャリア」科目において、サービス産業界における400店舗以上との取引実績とノウハウを基にした、求められる
スキルを中心に、仕事の専門用語・接客スキル・営業スキルを実習形式で学ぶ。校内において、富士通エフ・アイ・ピーシ
ステムズ社からの講師派遣のもと行う。
富士通エフ・アイ・ピーシステムズ株式会社と協定を締結し、実習前に専任教員と打ち合わせで、①授業内容および授業
方法、課題等の授業プランを作成し、②それぞれの技術の習熟度を評価できる評価シートを作成する。演習においては、
富士通エフ・アイ・ピーシステムズ株式会社からの講師派遣により、演習を行うが、学校側の専任教員が演習の円滑な進
行をサポートするなど連携して進める。演習修了時には、富士通エフ・アイ・ピーシステムズ株式会社の派遣講師が、評
価シートをもとに、各学生のスキル評価を行う。
（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。
科 目 名
科 目 概 要
連 携 企 業 等
仕様書の理解、設計書作成、プログラム実装、試験書作
成及び試験実施の流れでWebアプリケーション開発、シス
NPO法人JASIPA グローバルビジ
Webシステム構築 テム構築を行う。Webアプリケーションごとに、サーバチー
ネス委員会
ム、クライアントアプリチームなどで作業を行い、チーム
ワークの重要性を学ぶ。

卒業制作

職業とキャリア

修得した技術・スキルを活かして、作品を制作して卒業制
作発表会で発表する。WPFアプリやスマホアプリ、ネット
ワーク機器の設定の研究など、テーマを設定し、チーム作 NPO法人JASIPA グローバルビジ
業で制作にあたる。発表会では、企業等の講師から評価 ネス委員会
を受ける。
講義だけでなく職業人講話・職場見学などから様々なビジ
ネスプランの特徴を理解し、自己のキャリアを設計できる 富士通エフ・アイ・ピーシステムズ
能力を養う。
株式会社

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係
（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
教員に対する研修は、当校研修規程に基づいて、教務会議が、①専攻分野等における実務に関する研修、②授業方
法・生徒指導など教員の資質向上に関する研修、③学校評価・マネジメントなど学校運営に関する研修と研修内容を３分
類し、教員評価にもとづき、業務経験や能力、担当する授業科目や授業以外の担当業務に応じて、必要な研修を各教員
に計画的に実施する。
専攻分野に関する研修においては、連携企業から講師を招いて校内で実施する研修と連携企業の研修会に専攻分野
にかかわる教員が参加する研修で実施する。
教務会議は、上記方針のもと、教員に対する研修の年間計画を策定し、外部の研修に参加する教員をサポートし、その
研修内容を参加した教員の校内報告会などで他の教員と共有し、教員の資質向上に向けて、組織的、計画的に実施す
る。
（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等
連携内容
対象

期間

教職員

Chromebookセミナー
ChromeOS搭載のノートPCやGoogle Apps for Education等の特徴の説明
（ミカサ商事㈱）

2016.06.30

教職員

Webサイト攻撃対策セミナー
脅威の傾向と対策の指針、各攻撃の詳細と対策方法の開設・事例紹介
（㈱シマンテック）

2016.07.12

大規模災害時の非常用通信のこれから
システム担
大規模災害時の非常用通信～ｿﾌﾄｳｪｱ、ﾊｰﾄﾞｳｪｱ、ﾋｭｰﾏﾝｳｪｱの戦略～
当教員
（SSK(協賛：融合研究所））

2016.07.25

日商簿記検定専門学校向け改正セミナー
ビジネス系 日商簿記検定の試験範囲変更に伴う、試験対策指導法・学習法としてカリ
キュラム・講義・教材についての講演
教員
（TAC株式会社）

2016.07.29

平成28年度日本語学校教育研究大会
生徒指導担 日本語教育機関で展開されている豊かな教育実践を機関を超えて共有する
ことを通して教職員の資質の向上を図る
当教員
（日本語教育振興協会）

2016.08.23～24

教育現場でフル活用Office365セミナー
ビジネス系
Office365Ｅｄｕｃａｔｉｏｎｎの概要と授業での活用法
教員
（ミカサ商事㈱、日本マイクロソフト㈱）

2016.09.02

担当初任者地方研修会
ビジネス系
サービス接遇検定に係る指導方法を学ぶ
初任者教員
（実務技能検定協会）

2016.09.24

IT系教員

ＨＴＭＬ5を活用したアプリケーション開発技術
ＨＴＭＬ5を用いたマンマシンインターフェイスの開発技術の習得
（公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会）

2016.11.24～25

IT系教員

実践ソフトウェア設計技法
実プロジェクトからの実践的な設計ノウハウの取得
（公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会）

2017.1.25～26

専門学校留学生就職指導担当者研修会
ビジネス系 産業界との連携の下、専門学校留学生に係る入口から出口までの体系的取
組
教員
（職業教育・キャリア教育財団）
教職員

中小企業向け個人情報保護法説明会
個人情報保護法改正に伴う基本的ルールの説明
（個人情報保護委員会）

専修学校フォーラム2017
管理者・教
「ＩｏＴ社会に対応した人材育成と教育の在り方」をテーマに分科会等
職員
（全国専門学校情報教育協会）

2017.1.30

2017.1.30

2017.2.6～7

②授業方法・生徒指導など教員の資質向上に関する研修等
対象
主任教員

教員
教員
教員
教員

内容
H28年度新任主任教員研修
①非漢字圏学習者対応②中間管理職としてのマネジメント③参加者及び日
本語教育関係者との人脈獲得を目的とする
体系的カリキュラム・シラバス作成（インストラクショナル・デザイン）
学生にわかりやすく効率的に学べるカリキュラム・シラバスを作成する手法を
学ぶ
改訂版「未来ノート」で目指すものとその活用のしかた
アクティブラーニング型キャリア教育手法の習得
レジリエンス育成セミナー
学生の変化に強く折れない心を育てる
アクティブラーニングのファシリテーション研修
実際の授業を想定した模擬授業を行いｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞの実践的導入方法を
学ぶ

教授法とインストラクショナルデザイン
教員の教育力向上を目的に、教員が教育を展開するための授業課題の分
析手法及び分析結果を用いた授業設計を学習する
管理者・教 私立学校振興研修会
倉橋政道先生「人づくり ～全ては、子どもたちのために～」
職員
平成28年埼玉県専修学校各種学校連絡協議会兼教育研修会
管理者・教
「埼玉県の私学教育行政について」及び「高校における専修学校への進学指
職員
導の現状と課題」
教員

期間
2016.06.14～16
2016..07.21～22
2016.08.04
2016.08.05
2016.08.09～10

2016.08.25～26
2017.1.24
2017.2.21

③学校評価・マネジメントなど学校運営に関する研修等
対象

内容

期間

管理者・教
職員
管理者・教
職員
専修学校設
置者

マイナンバー実践編セミナー
マイナンバーの運用、特に保管・規程面についての実践的な理解を図る
VISAフォーラム
外国人を雇用する際の留意点、就労ビザ取得の留意事項等の説明
SMBCトップセミナー
大企業企業経営者・経済学者等による講話

教員

学級経営・学生対応（学校経営の効果的手法と学生の個別カウンセリング）
これまでの教科担当、クラス指導の経験を振り返り、自分の強みと弱みを再
確認し、学校の中核として業務を遂行できる人材になる

2016.08.25～26

教職員

リスクマネジメント（クレーム対応）
クレームの基本概念を理解し、クレーム対応の手順や留意点を知ることで、
専修学校におけるクレームの諸問題に対応力を高め、問題解決能力を身に
付ける

2016.09.02

2016.05.12
2016.06.22
2016.07.27

「学修成果と第三者評価」研修会
管理者・教
専門学校「職業実践専門課程」における学修成果の定義と第三者評価の方
職員
法
留学生受け入れに関する研修会
教職員
状況変化ににおける各専門学校の適正な留学生の受入れを推進する
管理者研修会
管理者・教
「今後の高等教育政策の検討に対する専門学校の対応」「専修学校を巡る
職員
動向について」
管理者・教 「職業実践専門課程」の第三者評価フォーラム2017
第三者評価に係る文部科学省委託事業報告会
職員
管理者・教 成果発表会・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ～専門職高等教育の質保証・向上の今後を考える～
職業実践専門課程を通じた専修学校の質保証・向上の推進
職員
管理者・教 文部科学省・厚生労働省平成29年度関係予算案及び関連施策に関する説
明会
職員
管理者・教 自己評価実務セミナー（専門職高等教育質保証機構）
専門学校評価実務者向けセミナー
職員

2016.10.17
2016.11.30
2016.12.7
2017.2.13
2017.2.24
2017.3.8
2017.3.21

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等
連携内容

対象

平成29年度新任主任教員研修
新任の日本語教育機関の主任教員として必要不可欠な知識・能力等に係る
主任教員
研修
（日本語教育振興会）
日本語教員勉強会（LT会）
日本語教員 専任教員に必要な知見とスキルの向上
（東京三立学院）
埼玉新聞 経営トップセミナー
「埼玉の企業が日本を元気にする」を合言葉に世界的に有名なコンサルティ
管理者・教
ング会社、㈱ローランドベルガーの長島聡社長を招き「リーダーにとってのイ
員
ンダストリー4.0とは？」の講演を聴く
（埼玉新聞社）
販売士講座担当向け販売士育成講習会
ビジネス系 販売士２級・３級取得に向けてのハンドブックのポイントや、リテールマーケ
ティング（販売士）検定試験の傾向と受験に向けた対策について
教員
（一般社団法人日本販売士協会）
広報担当者向けマーケティング研修
「学校マーケティング」を活用して自校の強み、特徴でアプローチする
新規入学者・入学検討者を獲得・増員するために必要な「学校マーケティン
教員
グ」の基礎学習と「競合他校優位性の理解、自校の強み・特徴を訴求する潜
在的受験生の探し方とアプローチ方法の学習
（全国専門学校情報教育協会）
日本情報処理検定協会主催講習会
情報処理技能検定試験２級以上の解答方法や採点基準に関する講習会
教員
（日本情報処理検定協会）
ICTイノベーションフォーラム2017
情報通信技術の研究開発成果を活用し、未来を拓くイノベーションの創出を
図るため、最新の研究開発動向や総務省による新たな研究開発施策の検討
IT系教員
状況を紹介
（総務省）
センサを活用した IoTアプリケーション開発技術
IT系教員
（埼玉県情報サービス産業協会）
IT系教員

実践ソフトウェア設計技法
（埼玉県情報サービス産業協会）

期間
2017.6.14～16

2017.6.3

2017.7.5

2017.8.3

2017.8.4

2017.9.2

2017.10.3

2017.11.9～10
2017.12.14～15

②指導力の修得・向上のための研修等
対象

内容

2017年度 留学生メンタルヘルス支援シンポジウム
留学生の心身の健康～睡眠を考える～
教員
留学生と日本人学生の睡眠問題について比較研究の成果を確認し、留学生
の心身の健康を考え日頃の学生指導に役立てる
平成29年度第一回研修会
教員
外国人犯罪の情勢や専門学校・大学日本語教育機関の意見交換会
新任指導力（組織コーチング、メンタリング）
中堅教員 中堅教員にとっての役割とは何かを知り、新任の指導育成のための目標管
理や新任の能力を引き出すための適切な指導助言ができるようになる
日本語学校教育研究大会
日本語教員 学生の指導及び支援並びに実践的な展開能力についての研究協議を行
い、教職員の資質向上を図る
学生の主体的学びを引き出すためのインストラクションスキル向上研修
学生の主体的な学びを引き出すため、「授業準備スキル」「授業対話スキル」
教員
「授業伝達スキル」の3つを実践を通して理解する。
教員

教育・指導力向上
（ファシリテーションの効果を実感する体験学習）
「ラボラトリー方式の体験学習について理解を深め、教員自らがファシリテー
ションを体験する。

期間
2017.7.22
2017.7.24
2017.8.1～2
2017.8.7～9
2017.8.21～22

2017.8.24～25

就職支援担当者向け「キャリア支援力向上研修」
学生の主体性と能動性を引き出す就職支援とは
キャリア教
学生のキャリア指導において、学生主体性、能動性を引き出しながらゴール
育担当教員
に向けて支援できるような指導者を目指す。就職支援担当者の役割を学び
個別指導、面談の実施から現場で実践を試みる。
教員

担任教員

専門学校教員対象 メンタルヘルス対応力向上研修
教員がメンタルヘルスの基礎知識を身につけ、発生時に正しい初期対応が
取れるようになることを目指し、精神疾患、発達障害を理解し、初期対応を学
ぶ。
教員のキャリアデザインワークショップ
（これからの専修学校を担う自立型教員育成研修）

2017.8.25

2017.8.28～29
2017.9.27～29

③学校評価・マネジメントなど学校運営に関する研修等
対象

内容

期間

JaLSA教育・文化講話会
警視庁組織犯罪対策１課による最新の留学生犯罪に関する説明の実施
専門学校の振興にかかる研究会
新たな職業分野分類への取組。専門学校及び専門職大学に共通する課題
第49回SMBCトップセミナー
専修学校設
「日本産業の新時代戦略～いま何を考え、何をなすべきか」を全体ﾃｰﾏとし、
置者
有識者講話

2017.5.26

管理者・教 スクールプライバシーマーク制度内部監査員養成研修会
職業実践専門課程を対象にSPマーク制度の内部監査員を養成する
職員

2017.9.21

管理者研修会
管理者・教 「専門職大学・専門職短期大学の設置基準その他政省令・告示等ならびに
申請手続き等について」
職員
「専門学校の振興策等を巡る動向について」

2017.10.23

管理者・教
職員
専修学校設
置者

2017.6.16
2017.7.10

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表しているこ
と。また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係
（１）学校関係者評価の基本方針
業界団体・企業、高等学校等の役職員及び当学園関係者から構成される学校関係者評価委員会を設置し、委員会に
おいて、当学園の自己点検・自己評価委員会が、「専修学校における学校評価ガイドライン」（文部科学省：平成２５年３
月）及び「学校法人中央情報学園における学校評価に関する要綱」(学校法人中央情報学園：平成２４年６月１日)に基づ
いて取りまとめた中央情報専門学校学園自己点検・自己評価報告書を評価し、学校運営に関する改善のための助言及
び支援を行うことを基本とする。委員会では、各年度において、前年度自己点検・自己評価報告書の説明、評価、検討を
行う。その後、学校関係者評価報告書をホームページにてその内容を公開するとともに、改善提案を自己評価改善方策
の検討において活用し、次年度の重点目標の設定や具体的取組の改善を図る。
（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの評価項目
学校が設定する評価項目
（１）教育理念・目標
a. 学校の理念・目的・育成人材像は定められているか
b. 学校の理念、目的のもとに特色ある職業教育が行われているか
c. 社会経済のニーズをふまえた学校の将来構想を抱いているか
（１）教育理念・目標
d. 学校の理念・目的・育成人材像は・特色・将来構想などが学生・保
護者に周知されているか
e. 各学科の教育目標、育成人材象は学科等に対応する業界のニー
ズに向けて方向付けられているか

（２）学校運営

（３）教育活動

（４）学修成果

（２）学校運営
a. 目的等に沿った運営方針が策定されているか
b. 運営方針に沿った事業計画が策定されているか
c. 運営組織や意思決定機能は規則等において明確化されているか、
有効に機能しているか
d. 教務・財務等の組織整備など意思決定システムは整備されている
か
e. 人事、給与に関する規定等は整備されているか
f. 業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が整備されている
か
g. 教育活動等に関する情報公開が適切になされているか
h.
情報システム化等による業務の効率化がはかれているか
（３）教育活動
a. 教育理念などに沿った教育課程の編成・実施方策などが策定され
ているか
b. 教育理念、育成人材象や業界のニーズを踏まえた学科の修業年限
に対応した教育到達レベルや学習時間の確保は明確にされているか
c. 学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか
d. キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや教
育方法の工夫・開発などが実施されているか
e. 関連分野の企業・関係施設等や業界団体等との連携により、カリ
キュラムの作成、見直し等が実施されているか
f. 関連分野における実践的な職業教育が体系的に位置づけられてい
るか
g. 授業評価の実施・評価体制はあるか
h. 職業教育に対する外部関係者からの評価を取り入れているか
i. 成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は明確になっているか
j. 資格取得等に関する指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置
づけはあるか
k. 人材育成目標の達成に向け授業を行うことが出来る要件を備えた
教員を確保しているか
l. 関連分野における業界等との連携において優れた教員を確保する
などマネジメントが行われているか
m. 関連分野における先端的な知識・技能等を習得するための研修や
教員の指導力の育成など資質向上のための取組が行われているか
n. 職員の能力開発のための研修などが行われているか
（４）学修成果
a. 就職率の向上が図られているか
b. 資格取得率の向上が図られているか
c. 退学率の低減が図られているか
d. 卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか
e. 卒業後のキャリア形成への効果を把握し学校の教育活動の改善に
活用されているか

（５）学生支援
a. 進路・就職に関する支援体制は整備されているか
b. 学生相談に関する体制は整備されているか
c. 学生に対する経済的な支援体制は整備されているか
d. 学生の健康管理を担う組織体制はあるか
e. 課外活動に対する支援体制は整備されているか
f. 学生の生活環境への支援は行われているか
g. 保護者と適切に連携しているか
h. 卒業生への支援体制はあるか
i. 社会人のニーズを踏まえた教育環境が整備されているか
j. 高校・高等専修学校との連携によるキャリア教育・職業教育の取組
が行われているか

（５）学生支援

（６）教育環境
a. 施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう整備されてい
るか
b. 学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修等について十分な
教育体制を整備しているか
c. 防災に対する体制は整備されているか

（６）教育環境

（７）学生の受入れ募集
a. 学生募集活動は適正に行われているか
b. 学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられているか
c. 学納金は妥当なものとなっているか

（７）学生の受入れ募集

（８）財務

（８）財務
a. 中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか
b. 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか
c. 財務について会計監査が適正に行われているか
d. 財務情報公開の体制整備はできているか

（９）法令等の遵守

（９）法令等の遵守
a. 法令、専門学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか
b. 個人情報に対し、その保護のための対策がとられているか
c. 自己評価の実施と問題点の改善を行っているか
d. 自己評価結果を公開しているか
（１０）社会貢献・地域貢献
a. 学校の教育資源や施設を利用した社会貢献・地域貢献を行ってい
るか
b. 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか
c. 地域に対する公開講座・教育訓練の受託等を積極的に実施してい
るか
（１１）国際交流
a. 留学生の受入れ・派遣について戦略を持って行われているか
b. 留学生の受入れ・派遣、在籍管理等において適切な手続き等がと
られているか
c. 留学生の学修・生活指導について学内に適切な体制が整備されて
いるか
d. 学習成果が国内外で評価される取組を行っているか

（１０）社会貢献・地域貢献

（１１）国際交流

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況
・企業が求める人材のスキルを判定するために、昨年から実施している「総合力テスト」は、とてもよい試みとの評価を得
て、
①学力の推移が分かるように内容を改善し、②さらにデータを積み上げていくために実施頻度の検討を開始した。
・工場見学や校外学習を実施していることと入学者に占める学士保有者が5割と多いことを、ホームページ等で広く知らせ
るように改善した。
・社会人の学び直しの教育機会を提供するために、厚生労働省の制度の利用など、講座開設の検討を開始した。
（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
平成29年10月31日現在

名 前
倉橋 政道
岩㟢 正
西村 俊郎
増古 恒夫

所

属

公益財団法人 日本教育公務員弘済会 顧問
元埼玉県立浦和高等学校長
公益社団法人 埼玉県情報サービス産業協会
相談役 前副会長
オフィス・プレクサス代表
ＮＥＣビッグローブ株式会社 元執行役員常務
パシフィックシステム株式会社相談役 元代表取
締役
公益社団法人 埼玉県情報サービス産業協会 元
副会長

任期

企業等委
員
企業等委
員

平成29年4月1日～
平成30年3月31日（1年）

企業等委
員

※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
（例）企業等委員、PTA、卒業生等
（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
（ホームページ） 平成29年8月28日公開
URL:http://www.ccmc.ac.jp/school/information/

種別

平成29年4月1日～
平成30年3月31日（1年）
平成29年4月1日～
平成30年3月31日（1年）
平成29年4月1日～
平成30年3月31日（1年）

高校

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係
（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針
本校では、学校教育法、専修学校設置基準、更には各種関係法令を遵守して、健全な学校運営と教職員の資質向上
に取り組んでいる。とりわけ、IT教育等を行う高等教育機関として、社会で求められる人材を輩出する実践的職業教育を
提供している。
こうした役割を担うに当たって、産業界、所轄庁、学生、保護者、地域社会との信頼関係をより強めていき、本校の教育
活動への理解と協力、及び産業界との連携を促進するために、本校の情報を提供するとともに、最新の情報を提供でき
るよう努めていく。
（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目
学校が設定する項目
１、学校の概要、目標及び計画
（１）教育理念・校訓・教育方針および教育目標
（２）理事長及び校長名、所在地、連絡先等
（１）学校の概要、目標及び計画
（３）学校の沿革、歴史
（４）学校保健安全計画

（２）各学科等の教育

２、各学科等の教育内容
（１）入学者に関する受入れ方針及び収容定員、在校生数
（２）カリキュラム
（３）進級・卒業の要件等
（４）学習の成果として取得を目指す資格
（５）卒業者数、卒業後の進路

（３）教職員

３、組織及び教職員の状況
（１）教職員の組織
（２）教職員数

（４）キャリア教育・実践的職業教育

４、キャリア教育・実践的職業教育
（１）キャリア教育への取組状況
（２）実習・実技等の取組状況
（３）就職支援等への取組支援

（５）様々な教育活動・教育環境

５、様々な教育活動・教育環境
（１）学校行事への取組状況
（２）課外活動

（６）学生の生活支援

６、学生の生活支援
（１）学生支援への取組状況

（７）学生納付金・修学支援

７、学生納付金・就学支援
（１）学生納付金の取扱い（金額、納入時期等）
（２）奨学金、授業料減免等の経済的支援措置

（８）学校の財務

８、学校の財務状況
（１）学校の財務状況
貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書、財産目録

（９）学校評価

９、学校評価
（１）学校自己評価報告書および評価結果を踏まえた改善方策
（２）学校関係者評価報告書および評価結果を踏まえた改善方策

（１０）国際連携の状況

１０、国際連携の状況
（１）留学生の受入れ状況
（２）外国の学校等との交流状況

（１１）その他
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法
ホームページで公開
URL:http://www.ccmc.ac.jp/school/information/

１１、学則、その他の提供する情報
（１）学則

授業科目等の概要
（工業専門課程IT・Web学科）平成２９年度
分類

必 選
択
必
修 修

自
由
選
択

授業科目名

授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
業
時
数

授業方法 場所 教員
企
実
単
業
験
講 演 ・ 校 校 専 兼 等
位
と
実
の
習
数 義 習 ・ 内 外 任 任 連
携
実
技

○

情報と職業

ITが社会でどのように活用されているかを
理解する。どのような職業・職種があっ
て、必須となる知識・スキルを理解し、自
己のキャリア設計にも活かす。

1
36
前

2 ○

○

○

○

一般社会において、情報システムは身近な
情報システム 生活に欠かせない存在になっている。情報
総論
システムの基本的知識を学習し、コン
ピュータの構造や仕組みを理解する。

1
72
通

4 ○

○

○

○

プロジェクトとは何かを理解し、マネジメ
プロジェクト ントするための基礎知識を学習する。課題
マネジメント として小規模システム開発のプロジェクト
計画書の作成を実践する。

2
36
後

2 ○

○

○

○

Linuxサーバの管理者として必須となる知識
Linux／サー を習得し、スキルを身に付ける。コマンド 1
36
バ管理
操作しながらサーバ管理を実践する。LPIC 前
レベル1の取得を目指す。

2

○ ○

○

○

TCP/IPの概要の理解からスイッチ/ルータの
操作まで、幅広い知識を学習し、ネット
1
ネットワーク ワークエンジニアに必須となるスキルを身
36
後
に付ける。システム全体を設計、構築する
能力を養う。

2

○ ○

○

○

現代社会で起きているセキュリティ問題を
知り、情報セキュリティの基本的概念と必
情報セキュリ
要性を理解する。ネットワークを構築、運
ティ
用する際に必要となるセキュリティ知識を
理解する。

4 ○

○

データベースの基本概念を理解する。SQLを
使ってリレーショナルデータベースの作
SQLとデータ
2
成、検索、更新などを実習を通して修得す
72
ベース技術
通
る。アプリケーションとの連携やトランザ
クションを理解する。

○

現在、クラウドの利用が進んではいるもの
の、オンプレミスとクラウドが混在してい
クラウドシス
る状態にある。複雑化してきたシステムの
テム運用管理
運用管理を、どのように効率化するか、理
解を深める。

○

1
72
通

○

○

4

○ ○

○

2
72
通

4

○ ○

HTMLとCSSの基礎を理解し簡単なWebサイト
を構築する。アクセシビリティを意識し、
HTML／CSS実
1
見やすく使いやすいWebサイトになるよう工
72
習
通
夫する。レイアウトや色彩計画を習得す
る。

4

○ ○

○

○

○

仕様書の理解、設計書作成、プログラム実
装、試験書作成及び試験実施の流れでWebア
Webシステム
2
プリケーション開発、システム構築を行
72
構築
通
う。チームで作業を行い、チームワークの
重要性を学ぶ。

4

○ ○

○

実習を通して開発言語の基本文法を修得す
プログラミン る。オブジェクト指向型言語の特徴を活か
グ実習1
し、カプセル化や継承、インタフェースな
どを使ってプログラミングを実践する。

1
180 10
通

○ ○

○ ○

○

ネットワークプログラミングを学習し、
プログラミン サーバサイドのソフトウェアを開発する。
グ実習2
データベースやWebと連携させ、また、セ
キュアなシステムを構築する。

2
108
通

6

○ ○

○ ○

○

UMLはオブジェクト指向のシステムを設計・
分析する際に利用される表記法である。身
2
72
システム設計 近な例を取り上げてUMLによる表記を学び、
通
オブジェクト指向に基づいた分析手法を学
ぶ。

4

○ ○

○

○

「Xamarin」というiOSやAndroid上で動作す
るアプリ開発環境を使ってC#で開発する。
モバイルシス
2
サンプルアプリを例に開発を進め、その後
72
テム開発実習
通
はそれぞれ独自のアイデアでアプリケー
ションを制作する。

4

○ ○

○

4

○ ○

○ ○ ○

卒業制作発表会で発表する作品を制作す
る。発表作品は、WPFアプリやスマホアプ
リ、また、ネットワーク機器の設定項目や
何らかの研究内容でも良い。

2
72
後

○

卒業制作

○

ビジネスの成功に直結するWebサイトは、顧
客視点に立脚した「コンテンツサイド」で
ITビジネスと
2
の知識と実践技術が必要となる。教科書の
36
経営戦略
前
学習と事例分析を並行させながら演習を行
う。

○ ○

2 ○

○

○

○

○

Webマーケ
ティング

マーケティングミックスや５フォース分析
等のマーケッティングの基本を理解したう
えで、数値管理を中心としたWebサイトや
Webサービスを用いたWebマーケティングを
習得する。

1
36
後

2 ○

○

○

著作権などの知的財産の保護に関する法律
をはじめとし、企業に求められる「コンプ
著作権とコン
ライアンス」の仕組みを理解したうえで、
プライアンス
「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」について
考える力を養う。

2
36
前

2 ○

○

○

○

自分のアイディアや成果，考察，意見など
をスライドに表現できること、そして他者
ビジネスアプ
の前で説明することができること、更に、
リケーション
質問やコメントに適切に受け答えできるこ
とを目指す。

1
72
通

4

○ ○

○

○

ビジネスコ
ミュニケー
ション

社会およびビジネスの現場でのコミュニ
ケーションについて、重要性や必要性、
様々なコミュニケーション方法を演習を中
心とした授業の中で習得・理解していく。

2
72
通

4 ○

○

○

○

書かれている内容を的確に読む力およびま
日本語表現法 とめる力を養う。そして実際に書き、それ
1
を修正するという学習を繰り返すことで
「書く力」を習得していく。

1
144
通

8 ○

○

○

○

書かれている内容を的確に読む力およびま
とめる力を発展させる。そして実際に正し
日本語表現法
い日本語で表現する学習を繰り返すことで
2
総合的な「日本語の表現法」を習得してい
く。

2
144
通

8 ○

○

○

○

ビジネスシーンにおける定型文主体の初級
英語からプレゼンテーションを行える応用
ビジネス英語 英語までの「スピーキング」「リスニン
グ」「リーディング」「ライティング」の
４技能を習得する。

1
72
通

4 ○

○

○

○

講義だけでなく職業人講話・職場見学など
職業とキャリ から様々なビジネスプランの特徴を理解
ア
し、自己のキャリアを設計できる能力を養
う。

1
36
前

2 ○

○

○ ○ ○

合計

２４科目

１,７２８単位時間(９６単位)

卒業要件及び履修方法
授業期間等
１学年の学期区分 前・後期
出席率80%以上かつ全単位の80%以上を取得すること
（進級条件39単位以上取得、卒業条件78単位以上取得）
１学期の授業期間 １８週
（留意事項）
１ 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。
２

企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

